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<アシの会>©20230518V2

ガッテン！ナンプレ
＜遊び心 生活・仕事の知恵教養を養う 脳血流アップ体操＞

5 "解き方講座"あらまし

こんにちは！"アモのナンプレ講座"のお知らせ。安心して

ご参加いただくためにあらましをご紹介します。

【ゲームの特徴、上達のコツ】

10 １ 幼年期からご高齢の方まで楽しめる世界共通の数字の席
およそ小学3年程度

当てゲーム（右図）。ルールは簡単、でもあなどるなかれ-

"解き方"（解法）は"難解 !" 消去法 による難儀な プレー
しょうきょ ナン

です。理解・上達の早道に至るには、二つの課題があります。

２ 一つ目の課題は、"解き方"を知ること

15 （１）"知る"ことは、ゲームを楽しむ最初の関門を開くもので
かんもん

す。自動車の運転免許に"教科"と"実技"があることと同様に、

"解き方"を知ることは 必須科目のようなもの。知らなければ、

うまくならない…同じ壁に阻まれ続けると言うことです。当会

では、お手元用の"解き方図"として約50図面の一覧表を提供し"知る"ことをサポ

20 ートしています。

（２）"解き方"は、論理脳を駆使する ナンプレ脳への切り替えが必要。幼少期なら
ロジカル・シンキング

ストレートな理解が、社会人では概ね思考の転換が 求められます。

次々と解いたときの達成感、ゲームを解きほぐす集中力、生活・仕事の知恵、課

題への諦めない突破力を育み、知識・教養 を高める実用性があります。
はぐく

25 （３）ナンプレ脳への切り替えには "① 講座…まず聴く ② pdf 解説書…見る
ピーデーエフ

③練習問題…試す " の三段階にあります。まず、講座の受講をお勧めします。

何故、受講を優先して推奨するのでしょうか…？ 解説書を読んだだけでは、理



- 2/5 -

解が進まない場合が多々あるからです。図面を多用し、カラー化し、見やすく理解

しやすい編成に努めています。しかし、図面の読み込みに不慣れな場合が多々ある

こと、及び、ナンプレの解き方自体が"難解"であることによります。勿論、解説書

の読み込みだけでレベルアップされた方もおられますが。要は、受講する方が、早

5 道であるという理由なのです。

３ 第２の課題は、解き方を実際の出題に適用する"実技力"です。

出題に向き合い 判断力を発揮する"実技"の訓練を要するということです。自動

車の運転に例えますと、教習場内練習コースや、路上運転の講習を受ける"実技"に

相当することです。”実行力・突破力”とも言えますね。

10 "解き方"を理解しただけでは、プレーする楽しみを享受することはできません。

サクサク解く為には、練習を重ねることが必要。当講座では、解いた実例 pdf も提

供しています。

また、ご要望により、"補講"、"出前講座"にも対応可能です。
後記

【"pdf解説書"のあらまし】

15 １ ナンプレの総合的な解説書は殆ど見当たりません。共有する用語が熟成しておら
ほとん

ず、解説を書くための障害となっているからです。

当会では、「第１編 ゲームご案内」（総則）の他に、個々の解法から共通する絞

り込み作用を抽出し、解き方の全体を「第２編 空マス絞り系」「第３編 候補数字

絞り系」に大別しました。この区別は、解き方の性格が根本的に異なる為です。一

20 般的には余り意識されませんが…。

そして、個々の絞り込み作用を示す名称を付け（例えば、「行的絞り」「二セット
ぎょうまと

ヒント絞り」「ミニ行絞り」「字余り候補絞り」など）、総合的・統一的な解説書に
ぎょう じあまり こうほ

編成しました。概要は次のとおりです。

（１）第１編 ゲームご案内：ゲームのあらまし、出題ルール、当サイトの特徴、回
概要

25 答式、チカラ試し用チェックシート、ナンプレの発生起源 など、総則的な内容で
ため

す。

（２）第２編 空マス絞り系："出題数字"や"解数字"をヒントに使用し 空マスを絞り

込む解法の総称。ナンプレゲームへの入り口となり、初心者向けの解法が中心にな

り、難易度およそ”5”★★★★★まで。新聞などの一般向けの出題に適用する解法

30 系です。
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（３）第３編 候補数字絞り系：候補数字をヒントに使用し、空マスや候補数字を絞

リ込む解法の総称。多くは、難易度の高い解法を多く含む出題に適用されます。

”激辛”まであります。新聞などの一般向けの出題であっても、この解法系の適用

を求められる場合が若干あります

5 ２ 当会の解説書は 本邦初公開 三部構成。統合化すると全体が把握しやすく、
推定です

素早い理解・上達への道となります。例えば「"字余り候補絞り"が分からない」と
すばや

言って、コミュニケーションを取ることができます。初級から激辛まで 統一した

視点で組み込まれています。珍しい解法もご紹介。これらを pdf（プリントタイプ
解き方

電子ファイル）にして貸与するものです。

10 A4判 82頁余、見やすいカラー版です。解いて見せる回答事例を含め、pdfは 14 file

余となります。講座当日にご説明する内容が更に詳しく"ガッテン！"し て頂ける

ように図面多数、メモ取りが大幅に軽減されます。ご自宅等で復習テキストとしお

勧めします。解説書が増補 改訂されても、常に最新版がご覧になれます（通信環

境などで、最新版の提供できない場合があります）。

15 【講座開催要領】

１ 講座募集区分

「初心者」「上級者」別に開催。次の pdf 又は QR"チカラ試し用チェック

シート"により、およその実力度のご判断できます。

http://wwwb.dcns.ne.jp/~abi/amo-nample-t.pdf

20 ① "初心者"とは、全く初めての方から、既にお楽しみ中で 更に新聞などの一般向

けの出題に適用する星 5 ★★★★★とされた出題を解きたい方。上記の"空マス絞

り系"が中心になります。星 3 ★★★程度が解ければよく、お手元の出題をガッテ

ン！したい方には出題持ち寄り講座として”ナンプレ カフェ”を開催します。

② "上級者"とは、チェックシートが概ねクリアでき、更に、上記の候補数字絞り

25 系を解きたい方、"激辛"と称される出題を解きたい方です。

ご相談に応じますので下記"鈴木"までお電話を。

２ 募集方法

開催は、月1回程度。会場・定員（2 ～ 15 人）などは、次の pdf/QR 及び募集チラ

シ配布場所にてお知らせします。

30 ・http://wwwb.dcns.ne.jp/~abi/amo-nample-pos.pdf
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・JR我孫子駅南口に隣接の"けやきプラザ"1階

・水鳥の戯れる風光明媚な手賀沼の畔り "アビスタ"
ほと

・市民プラザ（我孫子駅北口方面・エスパ/イトーヨウカドー3階）

３ 講座資料

5 ① pdf 解説用解き方図画像（ご要望で 別途一覧形式の"解法図集"：空マス絞り系
1頁9画像 6頁

で 27パターン、候補数字絞り系で 22パターン 計 49を提供可）

② pdf 解説書画像（ご要望で 別途 pdf 解説書を提供可。前記の"解法図集"と合わせ
6頁

500 円。別途 印刷提供も可 800 円・大幅に割安です。いずれも、講座中は使用し
コピー印刷より

ません。事前又は後刻のお渡しとなります）。

10 なお、パソコン等がなくても当日使用の "解説用解き方

図画像"により受講は十分可能です。
1頁9画像

４ 当日持参

① 筆記具

② パソコン又は USB メモリー（持参は"pdf 総合解説書" 及び "pdf 解き方一覧"を移

15 記のため、pdf の希望者のみです。講座では、画像使用となるため、直接には使

用しません。後刻、受講者の復習用資料として、講座開始前 又は後刻のお渡し

となります。スマホでも QR コードで閲覧が可能です。いずれのお渡し方法でも

これらを合わせ 500円（再述））。

③ 出題事例（出題持ち寄り講座"ナンプレ カフェ"の場合）

20 ④ 飲み物

５ 受 講 料

無料。

６ 受講回数

当講座は、解き方図総覧を中心とした解説、各受講日毎に完結します（ご要望に
6頁

25 より複数回を受講する方もおられます）。

実際には、出題中にこの解法パターンを適用する判断を求められるゲームですか

ら、当講座では、解いた数例の file も配布・解説します。しかし、"解いて見せる

ことを主体にする講座"ではありませんので、ご了承ください（鍛錬が必要です）。

７ 募集前予約

30 講座の募集前であっても 予約を受けます。開催日が決まり次第、参加のご都合を
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お尋ねします。次の主宰・鈴木までご連絡ください。

８ 出前講座（ご参考）
でまえ

我孫子市 生涯学習課を窓口にした"出前講座"も承ります。

次のいずれかにお申し出でください。

5 ・当会連絡先：我孫子市本町3-1-2 あびこ市民活動ステーション内 アシの会・鈴木
〒270-1151 けやきプラザ10階 はがき又はメモ

電 話：090-6040-3535（主宰 鈴木）

・出前講座連絡先：我孫子市若松26番地の4 アビスタ 2階事務室
〒 270-114７ 手賀沼のほとり

我孫子市教育委員会 生涯学習課
後日取り次ぎ電話

Tel：.04-7182-0511 Fax：04-7165-6088

10 講座名：ガッテン！ナンプレ（初心者歓迎） 講師：鈴木 アモ

９ アシの会 市民活動団体登録等

（１）あびこ市民活動ステーション団体 登録

（２）我孫子市 生涯学習課 市民出前講座 講師 登録

（３）我孫子社会福祉協議会編纂 ボランティア・市民活動ガイドブック 登録

15 （４）我孫子社会福祉協議会ボランティア保険加入

＊会員に入会しますと、この保険を適用することになります。

>>>>>>>>>>>>>>主催：アシの会<<<<<<<<<<<<<<<<


