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ABSTRACT：In this paper, we discussed the design and the development of the learning support system 

using Web in the abacus education. The abacus education was established from of old in Japan. However, 

the abacus school has a lot of problems the teacher's aging and decreasing about the student. In the 

abacus education, there is an attempt of the education using IT. It is difficult for the student to use the 

teaching material at home because there are a lot of package softwares of these teaching materials. 

We developed the Web application of the abacus education software based on LMS (Learning 

Management System) for the abacus education. 
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１．はじめに 

 

そろばん塾を中心とした教育は古くから日本に定着し

ているが，近年，そろばん塾を取り巻く環境が大きく変

わりつつある。一つ目は，お稽古事などの多様化により

年々そろばん塾に通う生徒が減少傾向にあり，そろばん

離れが進みそろばん塾が減少した。二つ目は，そろばん

塾でのフラッシュ暗算等にみられる IT を活用した学習

方法が少しずつ普及してきた。三つ目は，そろばん教育

ソフトはパッケージソフトが多く，高額のため導入され

た一部の塾でしか行えず練習不足による珠算力の低下な

どがある。本研究ではこれら問題を解決し，学習者であ

る生徒，塾を運営する先生ともに使いやすいそろばん学

習支援システム構築のため，珠算現場のニーズ調査，シ

ステム提案，設計・開発を行い，実際に利用してもらい

評価を行った。 

 

 

２．珠算教育における現状と対策 

 

2. 1 調査概要 

本研究では，神奈川県横浜市にある珠算塾の高田そろ

ばんスクールで実地調査を行った。また，実際のフラッ

シュ暗算を用いた競技方法の把握，理解のために社団法

人全国珠算教育連盟主催の「全日本珠算選手権大会」で

調査を行った。 

 

[調査日時] 

 2010 年 6 月 4 日（高田そろばんスクール），8 月 8 日

（全日本珠算選手権大会） 

[調査場所] 

 神奈川県横浜市 高田そろばんスクール 

 滋賀県野洲市「全日本珠算選手権大会」 

[調査内容] 

・教室や授業の観察調査 

・塾内の設備の把握 

・先生へのヒアリング 

・珠算選手権大会での選手・運営者への調査 
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2. 2 高田そろばんスクールでの調査結果 

高田そろばんスクールでは，本研究室と株式会社グリ

ーンフィールドとの共同研究により開発を行ってきたパ

ソコンによるそろばん学習システム「そろもん」を授業

に取り入れている。実地調査により，現状の授業での問

題点として以下の項目が列挙された。 

[問題点] 

１）20 人ほど入れるそろばん塾の教室だが，生徒が使え

るパソコンが少ない。生徒は小学生が多く，小学校が

終了する時間には生徒数が増え，パソコンを使える生

徒が限られてしまう。他の塾でも，自宅などの一部を

使い個人経営が多いため，設置台数に限りがある。 

２）スタンドアローンで動作するソフトのため，各生徒

に配布されたフロッピーディスクに成績履歴などを保

存しているので，先生が成績確認のためデータを集計

する必要がある。 

３）一人あたりの「そろもん」を使った学習が短時間の

ため，パソコンを使い慣れない生徒はソフトウェアを

使えない。 

４）塾の休業期間中など，自宅にいるときに「そろもん」

等のパソコンを用いた学習を行うことができない。 

５）各家庭では生徒の学習状況を把握しにくい。 

 

2. 3 全日本珠算選手権大会での調査結果 

全日本珠算選手権大会における調査により，以下のこ

とがわかった。 

・フラッシュ暗算競技では，表示する数字と数字の表示

間隔を 1/100秒単位での精度が必要で，正確に表示さ

れるプログラムが必要である。 

・競技では，音のずれや表示の位置など，細かい部分に

よって計算スピードが変わってしまうので注意する。 

 

2. 4 他のソフトウェアとの比較 

本研究で開発を行う Web アプリケーションと類似し

たものは，同じ Web アプリケーションの形態である A

社の M サービスがある。M サービス以外にも，フラッ

シュ暗算のソフトウェアは多くあったが，多くはサイト

からダウンロードし，成績管理などを一括では管理でき

ないものが多い。 

このソフトウェアは，競技大会での利用を想定し，大

会期間中に問題をチャレンジし，ランキングを競う形態

をとっている。その期間内にチャレンジする検定として

用いられるため，普段は練習できない。また，A 社が成

績管理をしているので，塾の先生はどんなレベル，どこ

で躓いているかわからない。また，これまで，先生が生

徒の管理，指導を行えないなどの意見があった。 

[Mサービス] 

・検定用システム 

・塾の先生は生徒の進行を把握できない 

・大会期間中のみフラッシュ暗算を練習できる 

[提案システム] 

・練習用システム 

・塾の先生が生徒の成績管理，進行状況を行える 

・いつでも家からフラッシュ暗算の練習ができる 

 

2. 5 現状の問題に対する改善方針 

以上の調査で示された問題点を改善するために，そろ

ばん学習システム「そろもん」を Web を介して使用でき

るシステムを構築した。それにより改善される点は以下

の通りである。 

１）自宅のパソコンを使用することにより，教室内のパ

ソコンの台数不足が解消できる。 

２）サーバ上で一括管理できるので，先生が生徒の成績

管理を容易に行える。 

３）自宅でも行えることにより，時間を気にせず何度も

問題を繰り返すことができる。 

４）自宅から行えるので，親もどのような学習を行って

いるかが把握しやすい。 

 

３．Web 学習支援システム 

 

3. 1 システムの概要 

e ラーニングなどの学習システムの一つである LMS: 

Learning Management System は，学習者の出席管理

機能，教材機能，テスト機能などを統合的に管理するシ

ステムである。しかし，そろばん塾における業務は，段

位認定の検定試験，月謝管理，塾独自の試験などがあり，

高等教育向けの一般的な LMS を導入しても使えない場

合が多い。これまでに開発してきたそろばん塾向けの生

徒管理システムなどを統合し，図１に示すような Web

アプリケーションによるそろばん教育向けの LMS を提

案した。本システムは，「そろもん」シリーズのフラッシ

ュ暗算，読み上げ算，見取り算等いくつかある学習ソフ

トを LMS で管理し，Web を介して自宅のパソコンから

練習が行えるようにした。 

本研究では，調査から明らかになった改善方針から「そ

ろもん」で最もニーズがある「フラッシュ暗算」を実装

し，LMS は，個人成績，塾単位での全生徒の成績管理の

機能を開発した。 
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図１ システム構成イメージ図 

 

また，LMS は，先生の負担を減らすことができるよう

個人データを従来のフロッピーディスクで保存している

方法から，サーバ上で保存し一元管理した。 

フラッシュ暗算と，LMS を Web上に実装し，生徒，

先生に ID，パスワードによる管理を行った。 

本システムは，図 2 の利用者とシステムのフローチャ

ートに示すように，生徒は，システムへのログイン後利

用する学習ソフトウェアか，成績管理を選択する。先生

は，管理者画面から生徒全体の成績一覧や，個々の生徒

の成績管理を行う。また，複数の不合格や一週間以上の

演習ログインがない場合，メールお知らせ機能で先生，

親にメールを送り指導を受ける機能をいれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 利用者とシステムのフローチャート 

 

3. 2 開発環境 

フラッシュ暗算のソフトウェアを作る上で，数字の表

示と音の同期性が重要なため，開発言語は Adobe 社の

Flash と Java の二つで作成し，双方のソフトウェアの

動作速度や安定性を比較して使用する言語を決定した。

比較した結果，動作速度や安定性にあまり差はなかった

が，プログラムの書き換え等のセキュリティの問題や動

作環境の普及率などの面から言語は Flash に決定した。 

LMS は，一般的に使われている PHP と MySQL のデ

ータベースを使用した。 

３．３ システム開発 

 システム構成におけるデータの流れを図 3，図 4 に示

す。生徒ごとの ID とパスワードによる認証後，Webブ

ラウザ上で Flash を動作させる。 

サーバ側では，PHP により成績などの個人データを管

理する。また，成績管理システムでは，生徒は本人の成

績のみを，先生は，生徒全員の成績などの履歴を一覧を

表示する。また，成績画面では過去の成績，最終更新日

時，級数を表示し生徒の進捗管理が容易になるようにし

た。 

 クライアント側のフラッシュ暗算の流れを図 5 に示

す。問題出題，解答後は必ず答え合わせをして確認がで

きるようになっている。また，幼児の利用も想定し，イ

ンターフェースを簡略化した。 

 

 

図３ システムの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 情報フロー図 
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図５ フラッシュ暗算の流れ 

 

４．実施と評価 

 

4. 1 実施 

商用のレンタルサーバを借り，高田そろばんスクール

で塾内のパソコンからアクセスし，対応できる改善を行

い再度実施し評価した。 

【調査日時】2010 年 12 月 7 日，12 月 21 日 

【調査内容】12 月 7 日には，塾内からアクセスし体験し

てもらう。また，生徒，先生に試してもらい，問題点な

どヒアリングを行い検討する。また，12 月 21 日は，前

回の問題点を改善し，生徒，先生に再度評価をしていた

だいた。 

 

４．２ 評価 

12 月 7 日の調査より下記に示す意見をいただいた。 

・問題の難易度は，複数ある珠算団体の規定に沿ってい

るのかレベルであるかを明確にする。先生によっては

最初から設定されたものでなく，自分で難易度を設定

したい。 

・どのパソコン環境でも動くか？（速度はどうか） 

・今あるフラッシュ暗算ソフトとはどんな違いがあるの

か？ 

・生徒が成績を見るときにグラフで過去成績を表せない

か？ 

 

以上の意見をもとに，次に示す改善し評価を頂いた。 

・Flash を用い，図 6 に示すグラフを作成した。グラフ

に過去に合格した日時を表示した。 

・問題の難易度は全国珠算教育連盟の定めている難易度

を用いた。 

・一つの級でつまずいてしまった生徒が次の級に行く前

にもっと細かい級位設定をしてあげる。これにより生

徒が飽きたり，途中で投げ出さなくなる。また，生徒

のモチベーションを上げる方法としてグラフを作って

いつ級を合格したか把握させる。 

・グラフは生徒だけでなく，自宅で練習用として使うと

きは親がどんな進行状況なのかを見られるので非常に

良い。 

 

 

図６ 成績グラフ 

 

また，生徒からは次のような感想を頂いた。 

・自宅でも一人でできそうである。 

・グラフで合格した日付などの履歴が把握できる。 

・画面が見やすい。 

・長期休暇のときに塾でできなくてフラッシュ暗算を忘

れてしまうので，自宅でやりたい。 

 

高田そろばんスクールの石橋雄一先生，高田房枝先生

より次のような評価をいただいた。 

・塾の生徒が他県に引っ越したとき，そろばんが近隣に

なく，ある程度までやった生徒が途中で断念しなけれ

ばならなくなった。そういった背景から，通信教育と

しても非常に良い。 

・塾が休業中の生徒の学力低下や，塾内からのみ学習で

きるという制限がなくなって良い。 

・グラフ等もあり，自宅で行うときに親がどんなことを

やっているか伝わるので安心して子供を通わせられる。 

 

以上により，システム導入による効果を以下に示した。 

1) WEB を介することにより，塾内からのみではなく，
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自宅のパソコンからも練習を行えるようになり，授業

の効率化や生徒の待ち時間の減少が期待できる。 

2） 塾休業期間中に起こる学力低下を防止が期待できる。 

3） 生徒の成績をサーバで管理することで先生の負担を

軽減することが期待できる。 

4） 演習し，成績がグラフで表示されることにより，先

生や親はどのような進捗状況であるかの把握が図れる。 

 

５．結論と今後の課題 

 

5. 1 結論 

本研究の結論を以下に示す。 

・そろばん教育向け LMS を含むWeb 学習支援システム

を提案した。 

・フラッシュ暗算ソフトと LMS の一部機能である成績

管理システムの Web アプリケーションを開発した。 

・システムをそろばん塾で利用してもらい，本システム

の評価を行った。 

 

5. 2 今後の課題 

本研究の今後の課題として以下挙げる。 

・珠算検定，メール報告機能などの各種機能の拡充や操

作性の向上 

・見取り算，読み上げ算などの LMS 上で動作するアプ

リケーションの拡充 

・個人情報を取り扱うため，セキュリティの強化 
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