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珠算能力 2019年度 実施要綱・会場案内

検定

珠算能力 2019年度 実施要綱・会場案内
1) 試験施行日・申込受付期間等
回数

級

216回

1級 〜 6級
・準1準2

126回

段位

217回

1級 〜 6級
・準1準2

127回

段位

218回

1級 〜 6級
・準1準2

128回

段位

試験日

申込受付期間

合格発表

合格証書交付開始日

6月23日(日)

5月16日(木) 〜 5月22日(水)

7月2日(火)

7月30日(火)
段位のみ8月6日(火)

10月27日(日)

9月18日(水) 〜 9月25日(水)

11月5日(火)

12月3日(火)
段位のみ12月10日(火)

2020年2月9日(日)

2020年1月6日(月)
〜 1月9日(木)

2020年2月18日(火)

2020年3月17日(火)
段位のみ3月24日(火)

※4日間となります

詳細につきましては、日本珠算連盟のHPをご覧ください。
 平成25年4月からの検定試験変更点について(日本珠算連盟) 
2019年度より段位認定試験の試験問題に氏名欄が設けられます。
2) 受付場所
所沢商工会議所 業務課



当サイト内地図参照

3) 受付時間
平日（月 〜 金曜日） 午前8時30分 〜 午後5時
4) 受験料（消費税込み）
第126回段位認定試験、第216回珠算能力検定
1級：2,300円 2級：1,700円 3級：1,500円 4 〜 6級：1,000円
準1級(東商)：1,900円 準2級(東商)：1,550円
段位(珠算・暗算)：2,900円 段位(珠算)：2,500円 段位(暗算)：1,200円
第127回・第128回段位認定試験、第217回・第218回珠算能力検定
1級：2,340円 2級：1,730円 3級：1,530円 4 〜 6級：1,020円
準1級(東商)：1,930円 準2級(東商)：1,580円
段位(珠算・暗算)：2,950円 段位(珠算)：2,550円 段位(暗算)：1,220円
5) 申込方法
1. 「受験者への連絡・注意事項」の内容に同意の上、所定の申込書により受験料を添え、受付期間内にお申込ください。
同一回の検定試験における同級の重複受験、同一回の認定試験における重複受験はできません。
申込書の記入は、原則として受験者本人の直筆でお願いします。
但し、やむを得ず代理人（代筆）によって申込をする場合は、受験者本人が「受験者への連絡・注意事項」に必ず同意の上、委任
するようにしてください。

2. 段位認定試験お申込の際、前回までの受験の有無は必ずご記入ください。
お申込の回の直前 ５ 回に所沢商工会議所ではない所で受験している方は、成績証明書をご提供ください。
3. 団体の一括申込については、各受験申込書に必ず団体名を記入してください。また、所定の領収書の用紙に受験内訳を記入し、切
り離さずに提出してください。
4. 郵送・インターネットによる申込は受け付けておりません。
 受験者への連絡・注意事項 / 申込書ダウンロード
6) 試験会場
所沢市立所沢中学校



会場案内図はこちら

7) 試験時間
1 〜 6級 ／ 準1・2級
かけ算・わり算・みとり算(制限時間30分の一括施行で、どの科目から始めても可。)
珠算段位
かけ算（10分）・わり算（10分）・みとり算（10分）
暗算段位
かけ暗算（3分）・わり暗算（3分）・みとり暗算（4分）
8) 試験開始時間
段位 / 1級 〜 6級 9：00 〜
準1・2級 10：15 〜
※段位の暗算のみの受験の方は9：30までにお越しください。
9) 合格基準
1 〜 6級 ／ 準1・2級
試験の結果は、全科目（かけ算・わり算・みとり算）の合計得点 ３００ 点を満点とし、
1 〜 3級は、合計得点240点以上を合格とします。
4 〜 6級は、合計得点210点以上を合格とします。
準1・2級は、合計得点210点以上を合格とします。
段位
各種目300点満点とし、「段位認定試験申込書」の裏に記載の合格基準表のとおりとします。珠算及び暗算の全種目について段
位の認定を受け昇段した場合は、それぞれの段位認定証書を交付します。各種目で取得した段位については、2年間その段位が珠
算段位認定及び暗算段位認定に有効になります。
10) 合格発表
1 〜 6級／準1・2級
発表日より、所沢商工会議所業務課において、「合格者番号一覧」と「採点簿」の閲覧ができます。
また、当所ホームページにおいて、合格発表日の午後より「合格発表（合格者番号）」を掲載いたします。
なお、電話でのお問合せでは、「合否」はお答えできますが、「点数」に関してはお答えできませんので、あらかじめご了承く
ださい。
段位
発表日より、所沢商工会議所業務課において、「採点簿」の閲覧ができます。
また各種目の段位の認定書(種目別段位認定書)の発行をご希望の方は、合格発表日から7日以内に申請してください。(申請料 /
一種目 650円)
11) 合格証書
交付日より、所沢商工会議所業務課において、受験票と引き換えにより交付いたします。
（合格証書の再発行はできません。）
※段位は受験された方全員に成績証明書を交付します。
また珠算及び暗算の全種目について段位の認定を受け昇段した際には、珠算段位認定証書及び暗算段位認定証書を交付します

（認定証書は最低段位に該当するものとします）。また事前に申請いただいた方は、当該段位の種目別段位認定書を交付しま
す。
12) 当日の注意事項
1. 試験当日は、氏名、生年月日、顔写真のいずれも確認できる「本人確認書類（運転免許証・パスポート・マイナンバーカー
ド・社員証・学生証）」を必ず持参してください。お持ちでない場合は、「住民票・健康保険証など」を持参してください。
但し、小学生以下の方は必要ありません。
また、受験票・そろばん・筆記用具・上履き・ビニール袋等を持参してください。
(1)解答用紙記入の際、消しゴムの使用は禁止です。
(2)但し、そろばんを使用しなくても受験できます。（暗算でも可）
2. 試験当日は、試験時間に余裕をもって会場へお越しください。
3. 試験会場への車によるご来場・送迎は、会場の都合上固く禁じられておりますので、電車等交通機関をご利用くださいます
様、ご理解ご協力をお願いいたします。
4. 自転車、バイク等での来場者は、駐輪場へ順序よく並べて置いてください。
5. 学校及び生徒の所持品の無断借用を禁止します。また、試験会場・備品等を 毀 損、汚損しないよう注意してください。
6. トイレ等による途中退室後の再入室はできません。
7. トイレは正しく、きれいに使用し、備え付けの紙以外は使用しないでください。
8. 試験中は廊下への立ち入りを禁止します。また、保護者など待機している方は ､ 受験者の迷惑にならないように注意してくだ
さい。
9. 試験会場内は禁煙とします。
10. 受験番号札は持ち帰らないでください。
13) その他の注意事項
1. 答案の公開はしません。
2. 合格判定後、試験に関する不正行為が発覚したときはその合格を取り消します。
3. 個人情報保護法に関して
検定申込書にご記入頂いた情報につきましては、検定試験施行における本人確認、受験者・合格者台帳の作成、合格証書、合
格証明書の発行および商工会議所検定試験に関する連絡、各種情報提供に使用します。
4. 必ずお読みください
 珠算能力検定試験受験者への注意 (PDF:162KB) 
5. 【試験施行されなかった場合・答案の採点ができなくなった場合の措置】
通常受験料の返還は行いませんが、「受験者への連絡・注意事項」にも記載されている通り、
(1)台風、地震、洪水等の自然災害または火災、停電、システム上の障害、その他不可抗力による事故等の発生によりやむを
得ず、当所での施行が中止となった場合
(2)台風、地震、洪水等自然災害または火災、盗難、システム上の障害等により答案が喪失、焼失、紛失し採点できなくなっ
た場合
に限り、特例として、受験料を返還いたします。（振込での返還を希望される場合、振込手数料はお客様のご負担とさせてい
ただきます。）
(1)の場合
上記の事態が発生し、施行が中止となった場合は、その試験日より1年以内に所沢商工会議所まで必ずご連絡ください。（返
還手続き方法等についてご案内いたします。）
(2)の場合
上記の事態が発生し、採点ができなくなった場合、当所より受験者に対して当該事態の発生を報告すると同時に、返還手続き
方法等についてご連絡申し上げます。
※尚、中止・返還等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。
14) お問い合わせ先
その他、ご不明な点については、所沢商工会議所業務課へお問い合わせください。
所沢商工会議所業務課 TEL：04-2922-2196
所沢中学校への問合せは、固くお断りいたします。
【試験当日お問い合せ先】TEL：080-9262-0823

会場案内図
所沢市立所沢中学校
埼玉県所沢市けやき台2-44-1
西武新宿線 航空公園駅
西口より徒歩7分



〒359-1121
埼玉県所沢市元町27-1 所沢ハーティア東棟3F
TEL：04-2922-2196 FAX：04-2923-6600
開所時間：平日8:30 〜 17:00
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