
2019 年度 日商珠算(そろばん),日珠連暗算検定・段位認定試験 受験のご案内 
 

  

 

 

【 珠 算 】主催 日本商工会議所・岡崎商工会議所 

【暗算・段位】主催 日本珠算連盟  協賛 岡崎商工会議所 

 

電卓が普及すればするほど､珠算で鍛えられた能力が役に立つといわ  

れています｡珠算は単に計算のスピードを上げるだけでなく､いろいろ 

な能力を高めます｡その１つが暗算能力｡数学的な思考力や集中力､ 

記憶力など知的なセンスを磨くためには｢そろばん｣が効果的です｡ 

 

回数 
●第２１６回珠算（１～３級） 

●６月度暗算（１～３級） 

●第１２６回段位 

●第２１７回珠算（１～３級） 

●１０月度暗算（１～３級） 

●第１２７回段位 

●第２１８回珠算（１～３級） 

●２月度暗算（１～３級） 

●第１２８回段位 

試験期日 ６/２３(日) １０/２７(日) ２/９(日) 

申込期間 
５/１３(月)～５/１７(金) 9/9（月）～9/13（金） １２/９(月)～１２/１３(金) 

※期日以外の申込は一切受付いたしません 

試験時間 

 
①【 珠算 】説明開始  ９:３０～  試験  ９:４０～１０:１５ 
【 段位 】説明開始  ９:３０～  試験  ９:４０～１０:３５ 

（段位・珠算のみ）説明開始  ９：３０～  試験  ９:４０～１０:２０ 

（段位・暗算のみ）説明開始１０：２０～  試験１０:２０～１０:３５ 

 
②【 暗算 】説明開始１０:３０～  試験１０:４０～１１:００ 
※種目ごとの制限時間は次のとおりです 

  (珠算)みとり算､かけ算､わり算   【合計３０分】 

  (暗算)みとり暗算､かけ暗算､わり暗算【合計１２分】 

  (段位)かけ算､わり算､みとり算【各１０分】 

     かけ暗算､わり暗算【各３分】 みとり暗算【４分】 

試験会場 
岡崎商工会議所  岡崎市竜美南１－２ 

※公共交通機関をご利用ください(名鉄東岡崎駅:名鉄バス｢商工会議所前｣下車 

 徒歩１分､ＪＲ岡崎駅:名鉄バス｢岡崎警察署前｣下車 徒歩８分) 

受験資格 学歴､年齢､性別､国籍などの制限はありません 

※暗算検定試験､段位認定試験は日本珠算連盟岡崎協議会会員の教場所属者に限る 

６月受験料 
(8％税込) 

【珠算】(1級)２，３００円 (2級)１，７００円 (3級)１，５００円   

【暗算】全級９００円【段位】珠算・暗算 2,900円 珠算のみ 2,500円 暗算のみ 1,200円 

10 月,2 月受験料
(10％税込) 

【珠算】(1級)２，３４０円 (2級)１，７３０円 (3級)１，５３０円   

【暗算】全級９１０円【段位】珠算・暗算 2,950円 珠算のみ 2,550円 暗算のみ 1,220円 

申込･問合 

岡崎商工会議所３階検定試験担当  〒４４４－８６１１ 岡崎市竜美南１－２ 

ＴＥＬ：５３－６１６４ ＦＡＸ：５３－０１０１  

９：００～１８：００（土曜・日曜・祝日は除く） 

検定情報URL http://www.okazakicci.or.jp/kentei/ 



申込方法 

所定の受験申込書に必要事項を記入のうえ､受験料を添えてお申し込みください 

※受験申込書への記入は、原則として受験者本人の自筆とします 

※お申し込み手続きは代理の方でも結構です 

※郵送(受験料納付方法は現金書留､郵便為替[定額小為替]､銀行振込のいずれか)に 

 よるお申し込みも可能です 

その場合は申込受付期間内必着とし､事前に受験申込書を入手のうえ､その旨を電 

 話にてご連絡ください(返信用封筒を同封のこと：宛名記入､切手貼付) 

 【振込先】・岡崎信用金庫      本店        普通預金 ０５００６１８ 
・三菱 UFJ銀行    岡崎支店    普通預金 ０５７４９８１ 
・ゆうちょ銀行     二一八支店  普通預金 ７９２３７２１ 

 【名 義】岡崎商工会議所  

※電話でのお申し込みは一切受付いたしません 

回数 
第２１６回珠算 

６月度暗算･第１２６回段位 

第２１７回珠算 

１０月度暗算･第１２７回段位 

第２１８回珠算 

２月度暗算･第１２８回段位 

合格発表 

７/１(月)～ １１/５(火)～ ２/１７(月)～ 

※午前１０時より発表いたします 

※合格者受験番号のみ発表いたします 

・岡崎商工会議所１階ロビー掲示板 

・岡崎商工会議所ホームページ http://www.okazakicci.or.jp/kentei/ 
 
※試験当日に宛名を記入(受験級､受験番号も併記)した葉書を監督者に提出､または 

 往復葉書による合否の照会をした場合は通知いたします 

※点数確認は､受験票(または身分証明書)をお持ちのうえ､岡崎商工会議所３階までお

願いいたします 

※電話による合否の照会は一切応じません 

証書交付 

７/２９(月)～ １１/２５(月)～ ３/１６(月)～ 

岡崎商工会議所３階にて受験票と引き換えに交付いたします 

※受け取りは代理の方でも結構です(受験票引き換え) 

※郵送を希望される方は､①合格した受験票､②郵便為替(定額小為替)１,０００円分 

 の２点を本所までお送りください 

 ２点(①､②)到着後､書留にて郵送いたします 

 

※合格証書の保存期間は試験施行日から１年間です 

保存期間経過後は合格証明書を発行させていただきます（１，０００円＋消費税） 

 
※合格証書の郵送、合格証明書発行に係る手数料は 10月以降変更の可能性があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



試験科目 
制限時間 

級別 種目 制限時間 内容 

珠算 
１級 

(２級) 

[３級] 

みとり算 

３０分 

10桁(8桁)[6桁]の円名数の加算･加減算 10題 

(1題 10口､1題の総字数 100字(80字)[60字]) 

かけ算 

法･実合わせて 11桁(9桁)[7桁]のもの 20題 

(無名数･円名数各 10題) 

(端数処理は無名数･少数第 3位未満､名数･円位未満を四捨五入) 

わり算 

法･商合わせて 10桁(8桁)[6桁]のもの 20題 

(無名数･円名数各 10題) 

(端数処理は無名数･少数第 3位未満､名数･円位未満を四捨五入) 

暗算 
１級 

(２級) 

[３級] 

みとり暗算 

１２分 

3桁の無名数の加算･加減算(無名数加算)[無名数加算]20題

(1題 10口(7口)[5口]､1題の総字数 30字(21字)[15字]) 

かけ暗算 法･実合わせて 5桁(4桁)[4桁]の無名数の整数 30題 

わり暗算 法･商合わせて 5桁(4桁)[4桁]の無名数の整数 30題 

段位 

かけ算 法･実合わせて 11桁のもの 60題(無名数･円名数各 30題､端数処理含む) 

わり算 法･商合わせて 10桁のもの 60題(無名数･円名数各 30題､端数処理含む) 

みとり算 10桁の円名数の加算･加減算 30題(1題 10口､1題の総字数 100字) 

かけ暗算 法･実合わせて 6桁のもの 60題(無名数･円名数各 30題､整数計算) 

わり暗算 法･商合わせて 6桁のもの 60題(無名数･円名数各 30題､整数計算) 

みとり暗算 6桁の円名数の加算･加減算 30題(1題 10口､1題の総字数 60字) 

合格基準 

 
【珠算】各級とも３００点を満点とし､得点２４０点以上をもって合格といたします 

 

【暗算】各級とも５００点を満点とし､得点４００点以上をもって合格といたします 

 

【段位】各種目３００点を満点とし､種目ごとに審査いたします（基準は次のとおり） 

種目 
問題

数 

得点 

(1題) 
準初段 初段 準弐段 ２段 準参段 ３段 ４段 ５段 ６段 ７段 ８段 ９段 10段 

かけ算 60題 5点 90点 100点 110点 120点 130点 140点 160点 180点 200点 220点 240点 260点 290点 

わり算 60題 5点 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

みとり算 30題 10点 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

かけ暗算 60題 5点 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

わり暗算 60題 5点 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

みとり暗算 30題 10点 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 

※前述の基準により､珠算全種目(かけ算･わり算･みとり算)､または暗算全種目(かけ暗

算･わり暗算･みとり暗算)について段位の認定を受けた場合は､珠算段位認定証書ま

たは暗算段位認定証書を交付いたします 

 

※種目ごとの段位については､申請(手数料１，０００円･税込)により該当段位の証明

書を発行いたします（申請期間は合格発表の日から１０日以内） 

 

※取得された段位のそれぞれの種目については､２年間その試験を免除いたします 

 

※種目別段位の証明書発行に係る手数料は 10月以降変更の可能性があります。 

 



《受験者への連絡・注意事項》 
 

●持ち物 

①受験票（合格証書の引き換えに必要ですので､試験終了後も大切に保管してください） 

②そろばん 

③筆記用具(ＨＢまたはＢの黒鉛筆など) 

※平成 25年度より消しゴムの使用が禁止となりました（下記（8）（9）参照） 

④身分証明書(ただし小学生以下は不要) 

 

●答案記入上の注意 

(1)答は定められた欄の中にはっきりと書くこと 

(2)答の 1の位又は円の位以上には、3位ごとにコンマ「，」を付けること 

(3)無名数の答は次の例のように書くこと （例）0.25  1,427.39  2,905,406  

(4)端数処理をした無名数の答は次の例のように書くこと 

   （例）小数第 3位未満の端数を四捨五入したとき 

       そろばん面       答 

        0.4595 …………0.460  0.46 

        5.2004 …………5.200  5.2（5.20とは書かないこと） 

(5)端数処理をしなかった無名数の答は次の例のように書くこと 

       そろばん面 

        0.45 …………0.45 .45（0.450又は.450とは書かないこと） 

        5.2……………5.2（5.20又は 5.200とは書かないこと） 

(6)名数の答は次の例のように書くこと（例）\9,528 \9,528. \9,528- 9,528 

（\9,528.0 \9,528\ \9,528円 9,528\のような書き方はしないこと） 

  〔注〕答の頭には円の記号（\）を付けるのが原則であるが、付けなくてもよい  

(7)答を縦に書いたり、二段に書いたりしないこと 

(8)答を書き直す場合は、その答の全部を横線で消して書き直すこと 

 (9)答を書き直す場合、定められた欄の中に書けないときには、欄外に書いて、答 

の頭にその問題の番号を○又は（ ）で囲むか、その欄又はその問題と矢印で結 

んで書くようにすること 

(10)答を二つ以上書いたり、同じ数字やコンマ、小数点でも二重に書いたり、なぞ 

ったりしないこと 

(11)コンマや小数点は数字の間に書き、数字に触れたり、数字に重ならないように 

すること 

 

●一度申し込まれた受験料の返還および試験日の延期・変更は認められません 

●試験会場には所定の申込手続きを完了した受験者本人のみ入場を許可します 

●試験開始後の試験会場への入場は認めません 

●試験中の禁止事項・・・試験委員の指示に従わない行為、試験問題等の複写、答 

案用紙の持ち出し、代理受験、他の受験者への迷惑行為 

●試験の施行後、不正が発覚した場合、当該受験者は失格または合格を取り消し、 

今後の受験をお断りするなどの対応を取らせていただきます 

●試験問題の内容、採点内容、採点基準・方法に関するご質問には回答できません 

●答案の公開、返却には一切応じられません 

●台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、停電その他不可抗力による事 

故等の発生により、やむをえず試験が中止された場合は、当該受験者に受験料を 

全額返還いたします。ただし、中止にともなう受験者の不便、費用、その他の個 

人的損害については何ら責任を負いません 
 


