
検定試験の案内(検定会場　大阪府支部会館）

　回　　数 検　　定　　試　　験　　日 　　申　　　し　　　込　　　み　　　期　　　間

 第392回

 第393回

 第394回

 第395回

 第396回

 第397回

申込受付時間　　　　 ＡＭ９時からＰＭ２時までです。
土日・祝日は受付けておりません。

★       検定申込書（個人用）
★       検定申込票兼成績表（段4枚複写・級３枚複写）
★       段位は過去の成績および既得段位（０段・初）・学年（小５・中２・一般）
       はじめての受験者は、◎印を記入してください。
★       成績返信用封筒（送付先記入のうえ切手を貼ってください）
★      スリッパをビニール袋に入れ持参のうえ、履き替えた靴はビニール袋に入れてください。
☆       検定時間割表はＦＡＸ致します。
　   　全珠連大阪府支部ホームページ http://www.web-g.jp/osaka88/ でも確認可
　　　
公益社団法人全国珠算教育連盟　大阪府支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事務局　〒５５２－０００１
　　　　大阪市港区波除２丁目８－１４　（最寄り駅　ＪＲ・地下鉄　弁天町駅）
　　　　　　　ＴＥＬ　０６（６５８３）６２２２
　　　　　　　ＦＡＸ　０６（６５８３）６２２０

受　験　料
珠算検定試験 暗算検定試験
　段　　位 ３，０００円 　段　　位 １，６００円

　１　　 級 ２，４００円 　１　　 級 １，０００円

　２　　 級 １，８００円 　２　　 級 １，０００円

　３　　 級 １，６００円 　３　　 級 １，０００円

　４　　 級 １，１００円 　４　　 級 　　９００円

　５　　 級 １，１００円 　５　　 級 　　９００円

　６　　 級 １，１００円 　６　　 級 　　９００円

　７　　 級 １，０００円

　８　　 級 １，０００円

　９　　 級 １，０００円

　１０　 級 １，０００円

 11月 1日(金)～11月 7日(木)

1月  6日(月)～ 1月  9日(木)

令和元年　7月21日(日) 7月  1日(月)～ 7月  4日(木)

令和 2年　5月31日(日) [変更] 5月 11日(月)～ 5月 14日(木)

[変更] 4月  6日(月)～ 4月  9日(木)

令和元年  9月29日(日)

令和元年 11月24日(日)

令和 2年　1月26日(日)

[変更] 令和 2年　4月26日(日)

9月  2日(月)～ 9月  5日(木)



試験内容

珠　　算 種  目 制限時間  問題数 　　備考 珠　　算 種  目 制限時間  問題数 　　備考

乗算(かけざん) 　　７分 　 ３０題 　　必須 かけざん 　　７分 　　１５題 　　必須

除算(わりざん) 　　７分 　 ３０題 　　必須 ４級～８級 わりざん 　　７分 　　１５題 　　必須

見取算 　　７分 　 ３０題 　　必須 みとりざん 　　７分 　　１５題 　　必須

　段　　位 伝票算 　　７分 　 ３０題 審査選択

暗  算 　　３分 　 ３０題 審査選択 合格基準 必須３種目とも

応用計算 　１０分 　 ３０題 審査選択 １種目１題１０点１５０点満点

開  法 　　７分 　 ３０題 審査選択 各種目とも１００点以上で合格です

　

合格基準 必須３種目と審査選択４種目中３種目

計６種目で判定

ただし１種目の満点は３００点(１題１０点) 珠　　算 種  目 制限時間  問題数 　　備考

判　　　定 　　９級 かけざん 　　７分 　　１５題 　　必須

準初段  　80点 準五段  170点 みとりざん 　　７分 　　１５題 　　必須

初　 段  100点 五　 段  180点

準弐段  110点 準六段  190点 合格基準 必須２種目とも

弐　 段  120点 六　 段  200点 １種目１題１０点１５０点満点

準参段  130点 七   段  220点 各種目とも１００点以上で合格です

参   段  140点 八   段  240点

準四段  150点 九　 段  260点

四   段  160点 十   段  280点以上

珠　　算 種  目 制限時間  問題数 　　備考 珠　　算 種  目 制限時間  問題数 　　備考

乗算(かけざん) 　　７分 　　１５題 　　必須 　　１０級 みとりざんＡ 　　７分 　　１５題 　　必須

除算(わりざん) 　　７分 　　１５題 　　必須 みとりざんＢ 　　７分 　　１５題 　　必須

１級～３級 見取算 　　７分 　　１５題 　　必須

伝票算 　　７分 　　１５題 審査選択 合格基準 必須２種目とも

暗  算 　　３分 　　１５題 審査選択 １種目１題１０点１５０点満点

応用計算 　１０分 　　１５題 審査選択 各種目とも１００点以上で合格です

合格基準 必須３種目と審査選択３種目中２種目

計５種目で判定

１種目１題１０点１５０点満点

各種目とも１００点以上で合格です



試験内容

暗　　算 種  目 制限時間  問題数 　　備考

かけ暗算 　　３分 　 ４０題 　　必須

　段　　位 わり暗算 　　３分 　 ４０題 　　必須

見取暗算 　　３分 　 ４０題 　　必須

合格基準 必須３種目で判定

ただし１種目の満点は２００点(１題５点)

判　　　定

準初段  　70点 準五段  115点

初　 段  　80点 五　 段  120点

準弐段  　85点 準六段  125点

弐　 段  　90点 六　 段  130点

準参段 　 95点 七   段  140点

参   段  100点 八   段  150点

準四段  105点 九　 段  170点

四   段  110点 十   段  190点以上

暗　　算 種  目 制限時間  問題数 　　備考

かけ暗算 　　３分 　 ２０題 　　必須

１級～６級 わり暗算 　　３分 　 ２０題 　　必須

見取暗算 　　３分 　 ２０題 　　必須

合格基準 必須３種目で判定

１種目１題５点１００点満点

各種目とも７０点以上で合格です


