
(一社)日本計算技能連名 会員用検定試験マニュアル 

1． 当連盟の会員登録の有無により費用が異なります。 

初めに会員登録をしていただき、その後パスワードを発行後、検定試験申込みが可能となります。 

2． 検定申込み手順 

A. 当連盟ホームページにアクセス http://www.k3skill.com/ 

  

  

B. 会員の方は会員ログインをしてください。会員価格にて表示されます。 

 

非会員での申込みの方はログインの必要はありませんので、個人情報をご入力の上下記にお進みくだ

さい。 

①検定試験問題をクリック

②会員専用申込をクリック

③会員第 1 パスワードを入力

④送信ボタンをクリック



C. ⑤塾名・代表者名・E メール・E メール確認 をご記入ください。 

 

D. ⑥検定試験 → ・珠算・暗算それぞれの受験級を選択し人数を入力ください。 

 

E. 申込み確認画面が表示されます。 ※修正の場合には修正・OK であれば送信

 

F. 送信ボタンをクリックすると、登録 E メールアドレスに詳細・費用明細・入金場所が送信されます。 

検定試験費用振込み → ジャパンネット銀行 支店名 ビジネス営業部 店番号 005 普通預金 2121701 

シャ）ニホンケイサンギノウレンメイ ※漢字の場合 一般社団法人日本計算技能連盟 

 

⑤4 つの項目を入力

⑥ご希望に級・段に受験人数を入力

⑦入力終了後、確認ボタンを押して下さい。 

⑧修正の場合には修正・OK であれば送信 



3．費用の納入について 

G．検定試験受験費用と参加費一律 600 円を加えた金額が E メールにて送信されています。 

※E メール送信がされていない場合には何らかのトラブルです。 

費用の振り込みを確認後、3 日以内に検定試験問題ダウンロードパスワードを送信します。 

※費用入金の確認がされていない場合、パスワードの発行連絡は送信しませんのでご注意ください。 

参加費につきましては、賞状発行の手数料(送料)等とし利用させていただきます。 

※賞状の送付先は会員登録いただきました住所のみとさせていただきます。 

4．問題ダウンロードパスワードのご連絡 

 費用入金確認後、各級・段位のパスワードを発行します。(E メール送信) 

   

5．実施について 

  

G．②お申込みいただきました問題覧をクリック 

③E メールで送信された③第 2 パスワードを入力し検定試験問題をタウンロードください。 

※解答もダウンロードいただけます。 

①検定試験問題をクリック

②申込みした級・段をクリック



H．ダウンロードされた問題は PDF で作成されていますので、人数分をプリントアウトし検定試験の実 

  施をしてください。 

・ダウンロードされた問題 PDF を開く→人数分印刷 

・珠算段位・・・A3 両面印刷 ・珠算 1 級～10 級・・・A4 片面印刷 

・暗算段位・・・B4 両面印刷 ・暗算 1 級～10 級・・・B5 片面印刷 

・検定試験を実施してください。 ・珠算検定・・・7 分・暗算検定・・・3 分 

5．検定試験後の処理 

・先生方が採点をしてください。 

・ホームページの検定問題ダウンロード覧より解答集をダウンロードいただきご利用ください。 

6．採 点   珠算・暗算 段位検定はカンマが必要です。 

・珠算検定は全級、段位・・・・・1 題 10 点  

・暗算検定段位・・・・・・・・・1 題 5 点  

・暗算級位(1 級～5 級)・・・・・ かけ暗、わり暗 1 題 5 点、みとり暗算 1 題 10 点 

※6 級以下は 1 題 10 点 

7．合否判定  ・珠算検定  級位は 1 種目 100 点以上合格 

・暗算検定  1 級～5 級は 1 種目 70 点以上合格 

  6 級～10 級は 1 種目 100 点以上合格 

・珠算段位 3 種目中、最低点の得点により合格が決定します。 

 

・暗算段位 3 種目中、最低点の得点により合格が決定します。 

 

 

340点 二十段 480点

三段 140点 七段 220点 十四段 360点 全種目50題
500点満点準四段 150点 八段 240点 十五段 380点

準三段 130点 六段 200点 十三段

310点 十八段 440点

二段 120点 準六段 190点 十二段 320点 十九段 460点

準二段 110点 五段 180点 十一段

260点 十六段 400点

初段 100点 準五段 170点 十段 280点 十七段 420点

準初段 80点 四段 160点 九段

105点 八段 150点 十五段 240点

二十段 290点

三段 100点 七段 140点 十四段 230点 全種目60題
300点満点準四段

準三段 95点 六段 130点 十三段 220点

十八段 270点

二段 90点 準六段 125点 十二段 210点 十九段 280点

準二段 85点 五段 120点 十一段 205点

十六段 250点

初段 80点 準五段 115点 十段 190点 十七段 260点

準初段 70点 四段 110点 九段 170点



８．合格報告書の作成 

 

・合格報告書の作成 ※珠算合格報告書と暗算合格報告書の 2 つのシートに入力ください。 

・この 2 つのシートより賞状作成をしますので、間違えのないようにお願いします。 

・合格報告書作成後、当連盟 tokyo@k3skill.com まで成績表を添付メールください。 

・添付メールをいただいてから合格者のみなさんの合格証書を作成し、郵送にてお届けします。 

ご連絡いただいてから 1 ヶ月以内にお届けいたします。 

・検定試験の答案はマスコミ対応・採点基準の確認・合否確認・合格認定書発行等で利用する可能性があり

ますので、一年間保管ください。 

連盟会員の方は 

・珠算・暗算検定試験で 10 段以上の合格については答案を当連盟まで送って下さい。 

・珠算、暗算共に 10 段以上合格につきましては当連盟にて再審査の上、合否連絡をいたします。 

 連盟非会員の方は、すべての検定問題を送って下さい。到着後、採点し合否等をご連絡します。 

9．補 足 

・検定試験の実施について期日の指定はございませんが、ホームページに記載してある問題は月 1 

種類です。そのため同生徒が同級・段問題を複数回受験いただくことはできません。 

受験級が異なる場合には複数回受験は可能です。 

・段位合格証書につきましては昇段の有無に関わらず証書の発行をいたします。 

・申込み後、パスワードの受信等について不具合の場合には当連盟までご連絡ください。 

書類ダウンロード→合格報告書


