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　　　　ご挨拶
伝票算検定委員会

　　　　　　　　理事長　仁部　英雄

　平素は当連合会の諸事業運営にご支援とご協力を賜り誠に有り
難くお礼を申し上げます。当連合会では近畿各地の珠算教育の普
及発展をめざし、日珠連に所属する近畿ブロック単位連盟による
相互の連携を図り、近畿地域の珠算教育の振興を目的として活動

しております。その目的を達成するために、次の事業を行っています。　
（1）珠算に関する調査研究および資料の収集と発信
（2）珠算検定に関する事業
（3）珠算競技会に関する事業
（4）珠算学習奨励チラシ発行による PR 事業
（5）珠算に関する研究会、懇談会、講習会等の開催
（6）機関紙、研究発表雑誌等の刊行　　（7）会員相互の連携と親睦
（8）その他、目的を達成するための必要な事業
　その中の事業の一環として、伝票算検定試験を平成２２年度から施行しております。
２２年６月の第１回の検定試験は９８８名の受験者をもって実施し、同検定試験は回
数を重ねる毎に受験者数が増加し、第１０回試験では１３６０名・第２５回試験では
２６４５名と上昇しています。これも会員各位のご協力の賜物であり、お陰で伝票算検
　定試験に対する認識度が年々高まってきたものと推察しております。
現在では日本伝票算検定試験として、珠算能力検定の２ケ月後の４月・８月・１２月を施
行し近畿県内のみならず、全国各地の単位連盟からも受験をいただいて運営しております。
　また、当連合会では概数計算、小数などの暗算力を養成するための教材のＣ D ソフト
を発行することになりました。今後の珠算教育の振興のためにも、是非、ご活用くださ
いますようご案内いたします。
　今後とも、当連合会の諸事業に温かいご理解とご支援をくださいますようお願い申し
上げます。

第２８回検定 試験日 ２０１９年　４月１４日（日） 伝票算：段　位・１級～３級
伝　票
あんざん：暗段位・暗１級～暗５級

第２９回検定 試験日 ２０１９年　８月２５日（日）

第３０回検定 試験日 ２０１９年１２月　８日（日）

 平成３０年度　伝票算・伝票あんざん検定試験日程

一般社団法人日本珠算連盟
近畿珠算団体連合会
日本伝票算検定委員会

：暗段位・暗１級～暗５級
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「伝票算検定優秀団体賞」
　  昨年度より伝票算検定の推進に特に努めている単位連盟に対して、「伝票算検定優
秀団体賞」として表彰しております。次の７団体は、本年度の受験者数が昨年度より
増加した表彰規定に該当しておりますので、近畿珠算団体連合会の総会において表彰
します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年度優秀団体賞

□　日本珠算連盟大津支部 殿
□　一般社団法人大阪珠算協会 殿
□　堺珠算協会 殿
□　高槻珠算協会 殿
□　北摂珠算協会 殿
□　吹田珠算振興会 殿
□　守口門真珠算協会 殿
□　箕面珠算連盟 殿

２０１９年度　伝票算・伝票暗算検定試験 業務日程表

 　第２８回検定  　第２９回検定 　 第３０回検定

試験日 ２０１９年４月１５日（日） ２０１９年８月２５日（日） ２０１９年１２月　８日（日）

受験者申込 ３月４日（月）～７日（木） ７月１８日（木）～
２２日（月）

１１月１日（金）～
11 月１２日（火）

（一社）兵庫県珠算連盟内　　伝票算検定委員会 ＦＡＸ　０７８−３０３−２３１３
受験料振込口座：郵便振込口座番号　００９９０−９−３２７９２９

伝票問題用紙
配布日 ４月　４日（木） ８月　９日（金） １１月２８日（木）

合格者報告日 ４月２５日（木） ９月　５日（木） １２月１９日（木）

合格証配布 ５月１６日 （木） ９月２６日（木） ２０２０年１月１６日（木）

　　　　合格者には合格証書・合格シールを授与します。
　　　　伝票算段位、伝票あんざん段位の合格者はホームページで発表

〒６５０−００４６　神戸市中央区港島中町６−１　神戸商工会議所内
（一社）兵庫県珠算連盟内　　伝票算検定委員会

メール：yamato ＿ hyoushuren@yahoo.co.jp
ＴＥＬ　０７８−３０３−５８１６   ＦＡＸ　０７８−３０３−２３１３
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指導者からの声
　　伝票算検定試験の取り組み　

　京都珠算振興会　　渡部 京子
京都珠算振興会（以下、当振興会）では、伝票算検定試験を第 1 回より実施しております。
当初は、当振興会会員認定塾のみでの実施でしたが、会員外の塾・個人受験者からの要
望もあり、また 試験会場の確保も出来ましたので、2 年目より会員外の申し込みを受け
入れ実施しております。
実施に係る業務としての実施要項の作成・案内並びに受付業務から賞状発行に至るまで
の全てを 当振興会事務局にて行っています。その為、検定案内は当珠算振興会主催の検
定試験案内と共に、会員塾・会員外の受験者への送付を周知する事が出来ています。
また検定試験施行順序については、会員の研修会を利用してお知らせし、検定委員会に
おいても度々確認し実施しています。
受験者数におきましては、1 年目は 230 名余りからのスタートでしたが、伝票算段位検
定の追加と伝票暗算検定の新設によって年々増加し、８年目の昨年度は 795 名の受験者
数になり、総合計 4,400 名余りを数えます。
全会員塾の実施には至っていませんが、毎回実施している塾も定着しつつあります。
今後も会員のみならず 会員外の生徒たちにも 伝票算・伝票暗算の必要性を考慮し、
練習を経て検定試験受験へと繋がり伝票算・伝票暗算検定試験が発展することを願って
います。

　　伝票算　伝票暗算の魅力
　　　　奈良県珠算協会　　米田　　司

　平成２２年度より伝票算検定試験が近畿珠算団体連合会の主導の元に始まりました。
私達の協会では、今更、伝票算なんて、日商検定で何年も前に廃止されたものが、「な
ぜ」！！と、言う声が多く聞かれて、なかなか 伝票算検定に理解していただけませんで
した。
　正直なところ、当初、私も伝票算委員会の委員でなければ、そのように考えていたか
もしてません。協会の集まりでは毎回時間を頂き、伝票算検定の受験の案内をしていま
したが、会員から反応がもう一つです。その理由を聞くと、先生方は限られた時間の中
で伝票算まで手が回らないとか、行事が多くて、伝票算の指導する時間が取れないなど、
色々な理由で受けていただく会員が少ないのが現状ですが、近団連の事業であり、当協
会として協力しなければと努めています。その後、伝票算検定と共に、伝票算暗算検定
が施行される事になり、暗算能力を養成するには伝票暗算は最適であると、認識してい
ます。
　左手で伝票をめくり右手で計算をすることが無かった生徒達は、最初は戸惑って めく
る事に集中すると計算がおろそかになり、答えが合わないことがありましたが、練習を
するにつれて、だんだん慣れてくると 計算も速くなり また、めくる速度も速くなり、正
解率も上がってきました。
　実際に、練習を繰り返すと、伝票算の面白さを知り、検定試験を受験する生徒が徐々
にですが増えてきました。生徒達は右脳と左脳を使って計算する事により、脳の活性化
にも繋がり 集中力も付いてきました。当協会もまだ受験者数は少ないですが伝票算・伝
票暗算の素晴らしさ、面白さを伝えて受験者数が増えるよう努力していきたいと思って
います。
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指導者からの声
　　伝票算検定の発足と運営　

　箕面珠算連盟　　　的場　弘司
　１０年前、和歌山県での近団連の総会において伝票算検定の必要
性を提案され、その討議が行われました。その結果、全役員の賛同
署名により日珠連の実施を要望しました。しかし日珠連ではその動
きがなく、そこで近団連が主催で２０１０年度から第１回検定試験
が９８８名の受験生で実施しました。前回の第２７回検定 ( ２６１９

名 ) で９年間が終了し、今年４月から１０年目に入ります。一言で３０回と言いますが、
その道のりには色々な企画がなされました。①伝票算実施塾のプレート作成、②伝票算
合格シール ( ３級から満点十段 ) 作成、③伝票パスポート作成、④伝票暗算の同時施行、
⑤伝票暗算合格シール ( ５級から満点十段 ) の作成、⑥伝票算通信の発行 ( 毎年発行 )、
⑦伝票算検定２０回分解答集の発行、⑧２０回検定記念誌の発行、⑨伝票算ホームペー
ジの開設、⑩国家矯正施設への受験推進など、次から次へと新しい企画を行い、その結果、
伝票算検定の受験者数が年々上昇し、近団連の活動の財源の大きな収入源となりました。
　毎回、伝票算の委員会では、検定試験計画と実施に合わせ、まず問題の作問に入ります。
伝票算１級～３級と段位の４種類の作問、伝票暗算１級～５級と段位の６種類の作問を
行いますが、毎回、作問規定に準拠した新しい問題を作成して試験にそなえます。
　検定試験の受付から試験の問題作問、作成、合格証書の発行、交付など、全て伝票算
検定委員会のメンバーで実施しています。
　私達は、教室において検定の申込時に、子ども達から「今度の伝票算検定はいつですか」

「次の級に受験したいのですけど」って尋ねられます。また申し込み書を手渡す時、至福
の時で、お世話させていただいている喜び ( 慶び・悦び、歓び ) を全身に感じます。こ
のひとときを私は心の糧・宝物にしています。このように伝票算検定について子ども達
や保護者からも教室に明るい話題をいただいています。私は伝票算検定を提案して実施
されている伝票算検定委員長には常に 心から感謝いたしております。

　　伝票暗算は生徒に自信を与える第一歩
　　　　　　　　　　　　　　　堺珠算協会　　向山 敏子

最初から生徒に日珠連暗算 3 級を受験させるには ハードルが高すぎるので、最初は小さ
なハードルをこなし、その自信でもって、大きなハードルへとつなぎたいと思います。
　小学 2 年生の暗算を苦手にしていた生徒が、3 桁の 3 枚の伝票を暗算計算し、「先生で
きた！」と喜びと自信にあふれる声。「よかった、○○さんできるんや！」。その自信で
５口も挑戦し始めました。このような小さな成功の積み重ねが、大きな自信を生むこと
になりました。その暗算力を育成し、生徒に目標をもたせ自信をつける暗算検定は、指
導者にとって最も効果的な方法であると思います。また、伝票暗算検定の実施期間が、
日商・日珠連検定の中間期にあり、生徒には常に目標設定しやすく、伝票算・伝票暗算
に合格して、次の日商検定に挑めることができます。
　さらに、伝票暗算で身に付けた暗算力は、フラッシュ暗算にも共通し、その能力を発
揮することができ、生徒には、暗算力の育成には適していると考えています。　　
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　　生徒からの伝票暗算についてのアンケート
高槻珠算協会　　上田　健一　　

Ｑ１、伝票暗算は何級を練習していますか？　( 回答数１６)
　　１、段位（６）　　２、１級（０）　　３、２級（２）　４、３級（８）
　　　　※当教室では伝票暗算は３級から練習しますので４級５級はおりません。
Ｑ２、伝票暗算は好きですか？
　　１、好き（７）　　２、普通（９）　　３、嫌い（０）
　　　※ズバリ、好きか嫌いか聞いてみました。なぜか嫌いな人はいませんでした。
Ｑ３、その理由があれば書いてください
１、 好きな理由（めくるのが楽しい、問題がやさしいから）
２、 普通な理由（好きでも嫌いでもないから、めくりにくいから、めくりながらやる
　　　 のが少し難しいから）
３、 きらいな理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　※めくりながらやるのが楽しいという意見が複数ありました。伝票算、伝票暗算の
　　　本質は「めくり」にあるということですね。
Ｑ４、何段、何級まで取りたいですか？
　１、十段（３）　２、九段（１）　３、八段（１）　４、七段（０）　５、六段（１）
　６、五段（１）　７、四段（０）　８、三段（３）　９、二段（１）　10、初段（２）
　11、１級以下（３）
　　※１級は最低の目標ですよということを言いたくて、段をズラズラ並べました。
Ｑ５、伝票暗算はあった方がよいですか？
　　１、あった方がよい（７）　２、どちらでもよい（７）　３、ない方がよい（２）
　　※最後に伝票暗算があった方がよいですか、ない方がよいですかと聞いてみたとこ
　　　ろ、正直者が２人おりました。

 　　伝票算と僕　
　　　　　　　　飯ノ峯中学校　１年　谷口　翔琉

                                  　　　　　　　     ( 岸和田珠算協会所属 )
　僕は小学三年生の時、学校の授業でそろばん学習があり、とても楽しいかったので、
小学四年生からそろばんを習い始めました。
習い始めた頃は、簡単な計算しかできなかったけど、毎日練習して難しい計算もできる
ようになりました。
　伝票の検定は普通の検定種目と異なり、左手で紙をめくるという作業があるので、最
初の頃は二枚を一気にめくったり、めくるスピードが速すぎて、計算が追いつかない事
がよくありました。でも、練習する毎に少しずつできるようになり、前回の検定では、
五段を取ることができました。
　僕は勉強やスポーツは得意じゃないけど、そろばんと暗算は得意です。そろばんも暗
算も楽しんで、夢中になってやっています。不合格になっても、次は合格するぞ、とい
う気持になります。
　中学生になってからは、忙しくなり、そろばんを練習時間が減ってきたけど、もっと
練習をして、検定で良い点数を取りたいと思います。これからも大好きなそろばんを一
生懸命に励みたいです。　　　　　　　　　
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　　伝票算は外国人にも大人気　
　　　　　　　

　　　　　　　　　（一社）日本珠算連盟　　顧問　森友　建
外国人にそろばんを指導することで、そろばんが持つ数多くの
効用と教育的効果を、鮮明にしたいという願いから、1986 年 6
月に「外国人のためのそろばん講座」を開講し、早くも 32 年が
経過した。その間、コンピュータに代表されるデジタル化が急
速に進み、社会は IT、ICT、IoT という変革の波のうねりに翻弄
されている。また、昨今は、AI をフル活用した技術革新が世界

の仕組みを変えようとさえしている。一方、デジタル化の中で、アナログを代表する
そろばんの存在感が徐々に高まりつつあることも明白な事実である。
外国人そろばん受講生は、左手で問題をめくりながら右手で加算を行う伝票算は、頭
脳開発に有効であることを明快に理解し、講座で学ぶ受講生の間で、今伝票算人気が
急速に高まっている。第 19 回検定では、ヤニック（カナダ）さんが初段に合格し、シュー

（台湾）さんは 1 級満点合格を果たした。
ページをめくる、数字を読み取る、盤面で計算するという、3 段階作業がバランス感
覚を向上させることにも興味を膨らませている。算数科の計算領域では、ページをめ
くりながら計算を進めるという指導は行われない。そろばんの計算種目の中でも、ダ
イナミックさが傑出した種目であり、外国人の伝票算への挑戦はさらに加速しそうで
ある。
伝票算の必要性とその効用については、すでに語りつくされた感がある。しかし、近
団連主催の伝票算検定は平成 22 年 6 月にスタートしたが、その後増え続ける受験者
数が、この検定試験の実用性と有効性を雄弁に物語っている。
今後、全国で、本検定試験への理解が進み、受験者が増えることが、珠算教育のさら
なる強化と浸透につながり、基礎教育充実の実現に貢献することにもなると確信して
いる。

  （一社）大阪珠算協会 特別顧問
SNS でも、伝票算の練習に励む外国人を紹介

「待望の合格証書授与 伝票算検定」
10 月 6 日、9 月 1 日施行の伝票算検定 1 級に
合格したヤップさん（シンガポール）と同検定
3 級に合格したチャマラさん（スリランカ）に、
それぞれ合格証書を交付した。問題が記載され
た小さい紙を左手でめくりながら問題の数字を
読み取り、右手でそろばん面に加算し、答えを
求めるという伝票算。左右の手を同時に使いな
がら、なお、五感をフル活用することから、脳

の活性化に直結する種目。外国人のそろばん練習生にはなかなかの人気だ。
（2018.10.6 　facebook ( 森友　建 ) 掲載記事）
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保護者各位
近畿珠算団体連合会　

                                              　    　 　日本伝票算検定委員会　
 

 伝票算検定試験・伝票あんざん検定試験について
    平素は珠算教育に深いご理解とご支援をいただき誠に有り難うございます。
　 お子さまがそろばん学習に一生懸命に頑張っておられ心からお喜びを申し上げます。
　ご承知の通り、そろばん学習には計算技能を習得し、その能力を評価するため検定試
験を 実施しております。
　珠算検定には、そろばんでの計算力を測定する「珠算検定試験」と帳票・伝票の計算
力を測定する「伝票算検定試験」があります。
　さらに、あんざん力を測定する「暗算検定試験」と「伝票あんざん検定試験」があります。
　伝票算での計算は、①左右の手・指の動作に敏捷性 ( びんしようせい ) を養う。②伝
票問題をめくりながら各頁の問題を頭に浮かべて計算して 暗算能力を高める　③位違い
の計算能力を養う   ④実社会での伝票・帳票の計算能力を養う・・などの多くの教育効
用があります。
　珠算検定試験・暗算検定試験と同様に「伝票算検定試験」「伝票あんざん検定試験」も
併せて受験くださいますようご案内します。
　なお、日本伝票算検定試験は ( 一社 ) 日本珠算連盟の後援を得て、近団連が主催して
施行します。

記
伝票算検定試験の種類　　□ 3 級・□ 2 級・□ 1 級・□段位
 ◆級位 (3 級・2 級・1 級 )：２０題　制限時間２０分
　各級とも２００点満点中１４０点以上で合格
◆段位 ( 準初段～十段位 )：３０題　制限時間１０分
　９０点で準初段　１００点で初段合格　１２０点弐段位
　２９０点で十段位合格　３００点で満点十段合格

伝票あんざん算検定試験の種類　□５級・□４級　□ 3 級・□ 2 級・□ 1 級・□段位
◆級位 (5 級・4 級・3 級・2 級・1 級 )：２０題　制限時間６分
　各級とも２００点満点中１４０点以上で合格
◆段位 ( 準初段～十段位 )：３０題　制限時間５分
　９０点で準初段　１００点で初段合格　１２０点弐段位
　２９０点で十段位合格　３００点で満点十段合格
段位・級位の合格者数などを伝票算検定ホームページでも発表します。

　　伝票算検定試験日
                 　　　第２８回検定  ２０１９年  ４月１４日 ( 日 )
                 　　　第２９回検定  ２０１９年  ８月２５日 ( 日 )
                 　　　第３０回検定  ２０１９年１２月　８日 ( 日 )
 
 　　 ※試験の申込と実施の詳しいことは、各教室の先生からの指示に従って下さい。


