
対象年齢：５才以上 

トランプでできる！ 

楽しい算数ゲーム集 

•１人スピード 
•戦争 
•ばばぬき１０ 
•神経衰弱１０ 
•あわせて２０ 
•ブラックジャック 
•カルカッタ 
•ひみつのじゅんばん 

ご家庭で楽しみながら算数ができるようになる
楽しいトランプゲームをご紹介します！ 



トランプは最高の算数教材です！ 

トランプは５才から８才くらいの子どもの算数の力を伸ばす教材としてピッタリです。 

数の順番、数の大小、確率、足し算、引き算、かけ算、場合分け、論理思考力などを伸ばすことがで

きます。 

子どもに「勉強しよう」と誘ってものってきませんが、「トランプで遊ぼう」というと誰もが目を輝

かせます。自ら積極的に取り組んだ時の子どもの学習力は凄いです。 

親子でコミュニケーションをとりながら、遊んで勉強にも繋がる算数ゲームを是非遊んでみてくださ

い。 

算数分野 対象年齢 ゲーム名 プレイ人数 掲載ページ 

数の順番 ５才～ １人スピード 1 P3 

数の大小 ５才～ 戦争 2～4 P4 

１０の合成・分解 
*1 

５才～ ばばぬき１０ 2～6 P5 

５才～ 神経衰弱１０ 2～6 P5 

計算 

６才～ あわせて２０ 2 P6 

６才～ ブラックジャック 2～4 P7 

６才～ カルカッタ *2 2 P8 

場合分け ７才～ ひみつのじゅんばん 1 P9 

今回ご紹介するトランプゲーム 

*1 6+4→10、10→3+7の様に、２つの数を足して10にしたり、逆に10を２つの数に分けることです。 
  私たちの計算は10進法で行われていますので、この技能はとても重要です。 
 
*2 キュリオキッズが考案したゲームです。 

2 
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「１人スピード」 概要：１つ違いの数のカードを出していき、持っているカードをなくすゲームです。 数になれていない子の為に、「スピード（2 人用ゲーム）」を１人用にアレンジしました。これで慣れてから、通常の「スピード」へ移るとスムーズに学習できます。 分野：数の順番  プレイ人数：１人 対象年齢：５才～ 
 

 

 

 

①①①①場札場札場札場札をををを 4444 枚並枚並枚並枚並べるべるべるべる ②②②②台札台札台札台札をををを２２２２枚出枚出枚出枚出すすすす    
手札の上から４枚を取って、自分の すぐ前に並べます。 【手札】 【場札】 ４枚 【手札】 手札の上から２枚を取って、奥に並べます。 【台札】 

③③③③台札台札台札台札ととととつながるつながるつながるつながる数数数数ののののカードカードカードカードをををを出出出出すすすす    【手札】 ４→５→６→５のように１つ違いの数のカードを重ねていきます。A と Kはつながっていますので、２→A→K→K のように出せます。 
【台札】 ④④④④場札場札場札場札のののの補充補充補充補充    【手札】 場札の空いた場所には、手札から補充できます。 【場札】 

⑤⑤⑤⑤    ③③③③、、、、④④④④をををを繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして手札手札手札手札をををを減減減減らすらすらすらす    ③④を繰り返して手札を減らします。 １つ違いのカードが場札に無い時は、 ②の「台札を２枚出す」をします。 ⑥⑥⑥⑥    手札手札手札手札とととと場札場札場札場札をなくしたらをなくしたらをなくしたらをなくしたら終了終了終了終了    全部の手札と場札をなくしたら、終了です。このゲームは、勝ち負けや成功失敗はありません（②の「台札を２枚出す」をすれば、必ず全てカードを出せるので）。 
場札を補充 
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「戦争」 概要：カードを出して、数の大きい方が勝ちというシンプルなゲームです。数の大小を覚えられます。短時間で決着がつくように、正式なルールをアレンジしています。 分野：数の大小  プレイ人数：２～４人 対象年齢：５才～ 
 

 

 

  ①①①①カードカードカードカードをををを裏向裏向裏向裏向きにきにきにきに全員全員全員全員にににに配配配配るるるる ②②②②1111 枚出枚出枚出枚出してしてしてして、、、、大大大大きさをきさをきさをきさを比比比比べるべるべるべる    
裏向きに、全てのカードを配ります。カードを見てはいけません。 手札の上から１枚をとって、同時に表向きに出します。大きい数を出した方が勝ちです。勝った人は、全員が出したカードをもらいます。もらったカードは手札とは混ぜません。 （引き分けの場合は③参照） 【手札】 【手札】 【手札】 【手札】 
③③③③ひきわけのひきわけのひきわけのひきわけの場合場合場合場合    
引き分けの場合、更にカードを一枚ずつだして、大きかった人が、ひきわけひきわけひきわけひきわけ分分分分もももも含含含含めてめてめてめて、全てのカードをもらいます。 

数が大きい人が 出たカード全部をもらう 

ひきわけ ひきわけ分も全部をもらう ④④④④もらったもらったもらったもらったカードカードカードカードがががが多多多多いいいい人人人人がががが勝勝勝勝ちちちち！！！！    
誰かの手札がなくなるまで、勝負を繰り返します。なくなった時点で、一番もらったカードが多い人が勝ちです。 【手札】 【手札】 多い 勝ち！ 

小さい 大きい 
小さい 大きい 
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＜ちょっと解説＞このページでは、「１０の合成・分解（６＋４→１０の様に、２つの数をくっつけて１０にしたり、逆に１０→３＋７の様に１０を２つの数に分けること）」を鍛えるゲームを２つ紹介します。 「１０の合成・分解」はくり上がり、くり下がりのように、四則演算の全ての計算で使われる大事な技能です。  「ばばぬき 10」 概要：「ばばぬき」のアレンジです。同じ数ではなくて、足して１０になる 2枚のカード（例 ３と７）がそろうと捨てられます。１０、J、Q、Kは、1枚で捨てられます。 分野：１０の合成・分解  プレイ人数：２～６人 対象年齢：５才～ 
 通常の「ばばぬき」と異なる部分だけ説明します。 
 

 

         「しんけいすいじゃく 10」 概要：「しんけいすいじゃく」のアレンジです。同じ数ではなくて、足して１０になる 2枚のカード（例 ３と７）をめくると取れます。ボーナスカードの１０、J、Q、Kは、1枚で取れます。 分野：１０の合成・分解  プレイ人数：２～６人 対象年齢：５才～ 
 通常の「しんけいすいじゃく」と異なる部分だけ説明します。 
 

 

         

①①①①カードカードカードカードをををを配配配配られたられたられたられた時時時時 ②②②②人人人人からからからからカードカードカードカードをををを引引引引いたいたいたいた時時時時    
スタート時：全てのカードを配ります。２つで足して１０になるカードを捨てます。１０・J・Q・K のカードは１枚で捨てられます。  

捨てカード 自分の カード 引いた カード 足して １０なので、 捨てられる 他の人からカードを引いた時、自分のカードと足して１０になるカードを２枚があれば、捨てます。 
①①①①カードカードカードカードをををを配配配配られたられたられたられた時時時時のののの捨捨捨捨てててて方方方方 
・足して１０になる 2枚の数のカードをめくると取れます ・１０～Kは、1枚で取れます ・７、Q、３の順でめくったら、３枚とも取れます ・７、Q、５の順でめくったら、Qだけ取れます 足して１０で取れる 10,J,Q,K は めくった時点で取れる ７、Q、３の順で めくったら全部取れる ７、Q、５の順で めくったら、Q だけ取れる 

引く 
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「あわせて２０」註 概要：「戦争（p.4）」の発展版です。数の大小で３回勝負しますが、 自分自分自分自分のののの出出出出すすすす３３３３枚枚枚枚のののの合計合計合計合計がががが２０２０２０２０というというというというシバリシバリシバリシバリがあります。 分野：足し算  プレイ人数：２人  対象年齢：６才～ 
    

 

 

 プレイヤーＡ プレイヤーＢ あか くろ 勝負しょうぶ！ 
1 点 ２点てん １点てん 1回戦かいせん ２回戦かいせん ３回戦かいせん 

①①①①赤赤赤赤のののの AAAA～～～～KKKK とととと黒黒黒黒のののの AAAA～～～～KKKK をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ配配配配るるるる     ②②②②カードカードカードカードをををを 1111 枚枚枚枚えらんでえらんでえらんでえらんで裏向裏向裏向裏向きにおくきにおくきにおくきにおく    
カードは見ながら、えらびます。 ③③③③表向表向表向表向きにしてきにしてきにしてきにして大大大大きさきさきさきさ比比比比べべべべ。。。。大大大大きいきいきいきい方方方方がががが 1111 点点点点。。。。    

数が大きいプレイヤーが１点もらえます。数が同じだったら、引き分けです。どっちも点はもらえません。 
④④④④３３３３回戦回戦回戦回戦でででで２２２２点以上点以上点以上点以上とったとったとったとった方方方方がががが勝勝勝勝ちちちち    
２回戦、３回戦も同じように勝負します。点の多かったプレイヤーの勝ちです。自分自分自分自分のののの出出出出すすすす３３３３枚枚枚枚のののの合計合計合計合計はははは    必必必必ずずずず２０２０２０２０にしますにしますにしますにします（そうしないと、２点以上取っても失格負け）。 

註）このゲームはキュリオキッズが株式会社アカデミー より委託を受けて開発し、その後改良したものです。 

かち！ ２＋１３＋５ ＝２０ 
＜上級ルール＞ A の強さを変えます。 ・・・・JJJJ、、、、QQQQ、、、、KKKK にににに勝勝勝勝てるてるてるてる    ・２～１０には負ける ・２０のシバリの計算の時は、 A は１として数える ◎かち ×まけ ～ ～ 

１３枚 １３枚   僕はこれ 私はこれ 
８＋３＋９ ＝２０ 
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「ブラックジャック」 概要：カードの合計が２１に近づけるゲームです。欲張りすぎると、２１を超えてドボン（失格）になるので注意が必要です。親・子の役の無い、簡単バージョンにアレンジしました。 分野：足し算  プレイ人数：２～４人 対象年齢：６才～ 
 

 

 

 

 

 

 

①①①①準備準備準備準備 ②②②②カードカードカードカードをををを１１１１枚足枚足枚足枚足すかどうかすかどうかすかどうかすかどうか決決決決めるめるめるめる    
山札から、１人２枚ずつ配ります （１枚は表、１枚は裏向き）。 裏向きのカードは見て OK です。 【手札】 【手札】 【山札】 ＜カードの点数＞ ２～１０：そのまま A：１か１１（好きな方を選ぶ） J、Q、K：１０ 

カードを１枚足すかどうか決めます。 ・足す人がいれば③へ ・いなければ④へ ③③③③カードカードカードカードをををを 1111 枚足枚足枚足枚足すすすす ④④④④点数点数点数点数をををを比比比比べますべますべますべます    
山札から、表向きで１枚追加します。 ・②へ戻ります 【手札】 【山札】 カードの合計が２１に近いほど強い。２１ピッタリは OK。２１を超えるとドボンで失格。 

 

 

カード 欲しい いらない 
１０＋６＋５＝２１ ７＋１０＝１７ 

＜点数計算例＞ ＝２１ ＝１８ ＝２２（ドボン） １０  １１ ７  １  １０ ７  ５  １０ 
勝ち！ 
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「カルカッタ」 キュリオキッズ考案 概要：２枚のカードの足し算の合計が大きい方が勝ち。引き算、掛け算でもできます。 分野：足し算、引き算、掛け算 プレイ人数：２人 対象年齢：６才～ 
 

 

   
 

①①①①    計算計算計算計算カードカードカードカードとととと得点得点得点得点カードカードカードカードにににに分分分分けるけるけるける    ②②②②    ジャンケンジャンケンジャンケンジャンケンでででで親親親親おやをををを決決決決き めてからめてからめてからめてから、、、、    計算計算計算計算けいさんカードカードカードカードをををを２２２２枚枚枚枚まい配配配配くばるるるる（（（（表裏表裏表裏表裏おもてうら1111枚枚枚枚まいずつずつずつずつ））））    Ａ １０ バ バ ～ Ｊ Ｋ ～ 計算カード 得点カード シャッ フル 使つかわない 計算けいさんカード 得点と くてんカード ７ ３ 親おや ③③③③    それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ自分自分自分自分じ ぶ んのののの裏向裏向裏向裏向う ら むきのきのきのきのカードカードカードカードをををを見見見見み るるるる。。。。    親親親親おやがががが交換交換交換交換こうかん枚数枚数枚数枚数まいすうをををを決決決決めるめるめるめる    ７３親おや １枚まいこうかん 交換こうかん枚数まいすうは 0～２枚まい のどれか ④④④④    親親親親もももも子子子子もももも③③③③でででで決決決決まったまったまったまった枚数枚数枚数枚数のののの計算計算計算計算けいさんカードカードカードカード    をををを交換交換交換交換こうかんするするするする    計算けいさんカード 得点と くてんカード ７ ３ 親おや ⑤⑤⑤⑤    ２２２２枚枚枚枚まいのたしのたしのたしのたし算算算算ざんでででで数数数数かずのののの大大大大おおきいきいきいきい方方方方ほうがががが    １１１１点点点点（（（（得点得点得点得点カードカードカードカード１１１１枚枚枚枚））））もらうもらうもらうもらう。。。。    ⑥⑥⑥⑥    親親親親おやをををを交代交代交代交代こうたいしてしてしてして、、、、勝負勝負勝負勝負し ょ うぶをつづけるをつづけるをつづけるをつづける    
⑦⑦⑦⑦    先先先先さきにににに５５５５点点点点取取取取と ったったったった方方方方かたのののの勝勝勝勝か ちちちち    

交換 交換 「１枚まい交換こうかん」の時ときは、どちらを交換こうかんしてもよい ７ ４ 親おや ３５ １０ ９ 計算けいさんカード 得点と くてんカード Ｑ ８Ａ親おや ２枚まいこうかん Ｊ，Ｑ，Ｋのどの得点と くてんカードも １枚１点 

Ｑ Ｑ 
Ｑ 

Ｊ 
Ｑ Ｑ 勝ち こんなこんなこんなこんな遊遊遊遊あそびびびび方方方方かたもありますもありますもありますもあります        ・足た し算ざんではなく、引び き算ざんやかけ算ざんでやる  ・人数にんずうを増ふ やす（３～４人）  ３人にん以上いじょ うでプレイするなら、勝か ちとなる得点と くてんカードの枚数まいすうを２枚まいにする 

シャッ フル 

Ｊ Ｋ Ｑ Ｋ Ｑ 
＋ ＝ ＋ ＝ ２点 ５点 

大きい 
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「ひみつのじゅんばん」 概要：トランプを数字順に出すための、ひみつのじゅんばんを見つける 分野：論理思考力 プレイ人数：１人  対象年齢：７才～ 
  ①①①①AAAA（（（（１１１１）～）～）～）～６６６６までまでまでまで用意用意用意用意よ う い     ②②②②あるじゅんばんにならべるあるじゅんばんにならべるあるじゅんばんにならべるあるじゅんばんにならべる    

③③③③下下下下したのののの図図図図ず のののの通通通通とおりにりにりにりにカードカードカードカードをだすをだすをだすをだす    
④④④④123456123456123456123456 とならんだらとならんだらとならんだらとならんだらクリアクリアクリアクリア！！！！     

上うえから表向おもてむきにだす 上うえから裏向う ら むきのまま下したへ移す 
これをくりかえして・・・ ＜＜＜＜チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ問題問題問題問題＞＞＞＞    A（1）～6 がクリアできたら、もっと 難むずかしいもんだいにチャレンジしよう チャレンジ１： A（１）～８ チャレンジ２： A（１）～１０ チャレンジ３： A（１）～K（１３） 

上うえから表向おもてむきにだす 
上うえから裏向う ら むきのまま下したへ移す 

このじゅんばんを見つける ゲームだよ 


