


ＦＰで学ぶ
内容

FP の魅力
　将来の夢や目標をもって、どのような価値観を持って生きていくか、
それをライフデザインといいます。それを具体化したものがライフプラン

（＝生涯生活設計）です。
　お客様のライフプランの実現するためには、金融商品・保険・不動
産・税金・年金・ローンなどの幅広い知識が必要となり、その前提となる
金融や経済に関する知識が要求されます。
　ファイナンシャル・プランナーは幅広い知識を持ち、お客様が望むラ
イフプランを実現させるために最良と思われるお金のコンサルティング

をおこないます。
　このような様々な領域にかかわる包括的な視点が、税理士や弁護
士など特定分野の専門家と区別される、FPの最大の特徴です。ＦＰは
収入・支出、資産・負債の状況など、お客様に関するあらゆるデータを
集め、現状を分析する技術が要求されます。その上でより良い提案や
問題点を発見し、その解決策を実行していくよう総合的なアドバイスを
行う、これがＦＰの仕事であり、魅力でもあります。

FP（ファイナンシャル・プランナー）とは？

■不動産に係わる法規と税制
■不動産の有効活用
■不動産の価格の考え方
■不動産登記簿の見方

■生命保険の特徴
■各種保険商品とプランニング
■損害保険の特徴

■保険金、給付金と税金

（ファイナンシャル・プランナー）

■経済指標の読み方
■預貯金、株式や投資信託などの金融商品
■消費者、投資家保護の各種法令
■ポートフォリオとパフォーマンス評価

■相続税、贈与税
■財産の評価
■民法における相続の理解
■非上場企業の事業承継

タックス
プランニング

リスク管理

不動産

金融資産
運用

相続・
事業承継

ライフ
プランニングと

資金計画

■税制の概要
■所得税、住民税
■法人税の考え方と計算

■住宅資金、教育資金
■社会保障制度のしくみ
■ファイナンシャル・プランニング

の手法

■キャッシュフロー表、個人バラン

スシート



の魅力
Finacial Planner

～ライフプランの総合アドバイザー～

　お金に関する総合的かつ専門的な知識
を有する｢FP｣が活躍できるフィールドは、
実に多様です。金融機関は言うまでもなく
一般企業においても、生活者の財政状況
をつぶさに分析しプランニングとコンサル
ティングができるFP的スキルは、非常に有
用なものです。起業して独立系FPとして活
躍したり、他の専門知識を絡めコンサルタン
トとして活躍するという道もあります。

　加えて、FP知識の特長的なところは、
キャリアのみならず、自身の生活設計に役
立てることができるという点にあります。FP
の知識は、住宅の取得や投資といった人
生の折々の場面で使えます。何より、自分
自身のライフプランを作成できるというこ
とは、人生において非常に大きなアドバン
テージとなることでしょう。

FP資格は、仕事に！暮らしに！役立つ

FP（ファイナンシャル・プランナー）

企業内ＦＰ

独立系ＦＰ

自己資産運用

銀行や信託銀行、保険会社、証券会社などの金
融機関や不動産会社、ハウスメーカーなど関連
業界では、ＦＰはお客様の資産全体を考えるコン
サルタントとして活躍しています。ＦＰの専門知識
を活かすことによって、仕事において大規模な案
件や幅広い業務に携わることができます。就職や
転職をする上でも有用な資格のひとつです。

起業して独立系FPとして活躍することは、FP
の実務家としての醍醐味です。相談業務を中心
に、提案書の作成から始まって、お客様のご希望
を実現できるように長期的な視野でサポートしま
す。より高度な相談能力やプランニング能力が求
められますが、中立的な立場から、最適な資産配
分・商品選択をご提案できます。

ＦＰの知識を暮らしに活かすには、ご自分の資産
状況や将来の年金額などを把握することが先決
です。その上でどんな金融商品で資産を運用す
るのがもっとも有利かを検討します。また、マイ
ホームを購入するのであれば、どの金融機関が
どんな住宅ローンを取り扱っているか、また税制
の特例や新しい制度を活用するなど、ＦＰで学ぶ
幅広い知識が役立ちます。
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FP資格ガイド
FP資格にはランクがあるので、目的に応じて取得する資格を選べます。

あなたにピッタリのＦＰ資格はコレだ！

ＣＦＰ®

ＡＦＰ

1級ＦＰ技能士

2級ＦＰ技能士

3級ＦＰ技能士

民間資格（日本ＦＰ協会） 国家資格

国際ライセンスで独立開業！
ＦＰ資格の最高峰

ＦＰ技能士の最上級資格

継続教育で質の高いFPに！ 仕事に活かせる
お金のスペシャリスト

生活に役に立つ
お金知識が身につく

FPで独立開業を
目指している！

企業内でプロフェッショ
ナルとして活躍したい！

就職・転職対策、
または昇給・昇進など

キャリアアップの一環と
してＦＰを取得したい！

今後の自分自身のために
「お金の基礎知識」を

身につけたい！

難しい

易しい

2級ＦＰ技能士とＡＦＰのどちらがオススメ！？
～ＡＦＰに登録するメリット～

A

Q1

A

Q3

A

Q2

FP技能士（3級・2級・1級）は、職業能力開
発促進法に基づく国家資格。AFP・CFPは、
NPO法人日本FP協会主催の民間資格です。

AFP認定者は、FPの知識を活かすために様々なバックアップ体制が用意
されており、多くの方がFP資格を活かして広い分野で活躍されています。

AFPに登録すると以下のメリットがあります。
AFP資格更新（2年ごと）で最新情報が身につく
継続教育の単位取得（2年間で15単位）が義務付けられているため、2級FP技能士とは違っ
て、常に新しい知識と情報が身についている為、お客様からの信頼が高まっています。

日本FP協会からの充実のサポート
①会報誌FPジャーナル（月刊）
最新情報やFP協会の様々な活動、日本全国で行われる会員向けのセミナー等、有意義な情
報が掲載されています。
②協会支部活動
都道府県ごとに支部があり、支部活動に参加することでFPとしての研鑽や有意義な意見交
換の場となります。
③FPフェア
年1度開催されます。FP業界国内最大規模のイベントになるので、貴重な体験ができます。
④スタディ・グループ（SG）
FP協会に承認された「FPの有志による地域に根ざした勉強会を開催するグループ」です。

FPとしての業務や知識に違いはなく、
試験も共通です。

2級FP技能検定として「NPO法人日本FP協会」と「社団
法人金融財政事情研究会」によって実施されます。
AFPは2級FP合格に加えて、日本FP協会の認定研修の
修了によって登録ができます。
登録には入会金（初年度） 10,000円 、年間費12,000円、
また、継続研修として2年間で15単位の取得が義務づけ
られています。

FP技能士とAFP・CFP®の違いは？ AFPに登録するメリットは？

2級FP技能士とAFPの違いは？

難
易
度
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拡がる！ FPの活躍フィールド
暮らしとビジネスに直結した知識を持つFPが活躍するフィールドは、拡大しています！
FPでは幅広い知識を学習しますが、実務家FPはさらに専門分野に特化した深い知識を持つことによって、顧客の信頼を得ています。
FPに加えて、社会保険労務士、宅地建物取引士、行政書士、税理士といった、隣接する業務分野の専門的な資格を取得し、知識を修得
することによって、顧客に対して価値の高いサービスを提供することができるのです。

宅  建  士

マンション
管理士

不動産
鑑定士

土地・建物の売買・
賃貸借の取引

マンションの管理・
運営に関して助言・
指導

不動産評価の
プロフェッショナル

不動産

中小企業
診断士

マーケティング全般
から企業内の諸問題
解決まで、経営者の
相談にのることがで
きる

相続・
事業承継

行政書士

身近な法律家としての
資格をあわせ持って、
相談業務の幅を広げる

行政法

民法

商法・会社法

税法

事業計画

市場分析

階層別研修

人材育成プログラム

成果主義人事制度

会計基準の変更で、
さらに実践力が必要

簿  記

企業の会計顧問

税理士

税  務

簿記論

財務諸表論

所得税法

法人税法

相続税法

社会保険
労務士

生命保険・
損害保険

ライフ
プラン

金融商品

労災保険

雇用保険

健康保険

●社会保険

就業規則作成

助成金申請

賃金設計

●労働関係

労務管理

厚生年金

国民年金

●公的年金

司法書士

証券外務員

証券
アナリスト

第2フィールド 税務・会計分野
オーナー自身のライフプランと会社の経営理念を重ね合わ
せ、法人税・所得税のみにとどまらず、株主代表訴訟や会社
法対策等まで幅広いコンサルティング能力が求められます。

第4フィールド 不動産関連分野
現在不動産の真のプロは決して多くありません。FP の中でも
不動産関連分野を専門としていくことで、住宅ローンの相談
から不動産売買までビジネスチャンスが大きく拡がります。

第1フィールド 事業拡大・安定分野
法人分野のビジネスでは、経営者のビジョンを的確に理解し、
マーケティングや人事、行政法、商法等のアドバイスを行な
うことによって、深い信頼関係を築くことができます。

第3フィールド 保険・年金分野
保険・年金の仕組みは複雑で、一般に理解が難しい分野です。FP
の基本知識をもとに社会保険・公的年金等の知識を身につけること
により顧客ニーズにマッチしたコンサルティング技術が磨かれます。

貸金主任者

年金
アドバイザー キャリア

コンサルタント

年金高齢化社会に
おける「人」に関す
るスペシャリスト
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3級FP技能検定

試験月 年3回
（例年5月第4日曜・9月第2日曜・1月第4日曜）

受検申請
5月試験 ： 3月中旬〜4月上旬、
9月試験 ： 7月上旬〜7月下旬、
1月試験 ： 11月中旬〜12月上旬

合格発表 5月試験 ： 7月上旬、9月試験 ： 10月下旬、
1月試験 ： 3月上旬

受検資格 FP業務に従事している者または従事しようとしている者
※どなたでも受検できます。

試験内容

学科試験
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、
金融資産運用、タックスプランニング、不動産、
相続・事業承継

実技試験

次の3つから1つを出願時に選択
【日本FP協会実施】　●資産設計提案業務
【金融財政事情研究会実施】
●個人資産相談業務　●保険顧客資産相談業務

出題形式

学科試験 筆記（マークシート形式）　
○×・三答択一　60問／120分

実技試験
筆記　60分

【日本FP協会実施】　三答択一式　20問（マークシート）
【金融財政事情研究会実施】　事例形式5題

合格基準

学科試験 60点満点で36点以上

実技試験

【日本FP協会実施】　
100点満点で60点以上

【金融財政事情研究会実施】　
50点満点で30点以上

受検料
学科試験 3,000円（非課税）

実技試験 3,000円（非課税）

2級FP技能検定

試験月 年3回
（例年5月第4日曜・9月第2日曜・1月第4日曜）

受検申請
5月試験 ： 3月中旬〜4月上旬、
9月試験 ： 7月上旬〜7月下旬、
1月試験 ： 11月中旬〜12月上旬

合格発表 5月試験 ： 7月上旬、9月試験 ： 10月下旬、
1月試験 ： 3月上旬

受検資格

次のいずれか一つに該当すること
①日本FP協会認定のAFP認定研修を修了した者
②3級FP技能検定合格者
③FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者

試験内容

学科試験
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、
金融資産運用、タックスプランニング、不動産、
相続・事業承継

実技試験

次の5つから1つを出願時に選択
【日本FP協会実施】　
●資産設計提案業務

【金融財政事情研究会実施】
●個人資産相談業務
●中小事業主資産相談業務（9月・1月のみ実施）
●生保顧客資産相談業務
●損保顧客資産相談業務（9月のみ実施）

出題形式

学科試験 筆記（マークシート形式）四答択一　
60問／120分

実技試験

筆記（記述式）　90分
【日本FP協会実施】　40問
【金融財政事情研究会実施】　事例形式5題
※記述式...択一、語群選択、
空欄記入の各形式を含む

合格基準

学科試験 60点満点で36点以上

実技試験

【日本FP協会実施】　
100点満点で60点以上

【金融財政事情研究会実施】　
50点満点で30点以上

受検料
学科試験 4,200円（非課税）

実技試験 4,500円（非課税）

CFPⓇ資格審査試験
試験月 年2回（6月・11月）　※日本FP協会のみ実施

受験申請 6月試験 ： 4月上旬〜5月上旬、11月試験 ： 9月上旬〜10月上旬

合格発表 6月試験 ： 7月下旬、11月試験 ： 12月下旬

受験資格 AFP資格認定者であること

試験内容

●金融資産運用設計　　●不動産運用設計　
●ライフプランニング・リタイアメントプランニング　●リスクと保険
●タックスプランニング　●相続・事業承継設計
※課目別の受験・合格が認められている　
※CFP取得には、全6課目の合格が必要

出題形式 四肢択一式（マークシート）　1課目につき50問／120分

受験料
（税込み）

1課目5,500円（税込）
2課目以上出願時は1課目毎4,400円（税込）が加算される

※ 1級FP技能検定につきましては、日本FP協会・金融財政事情研究会・LECのWeb
ページ等をご覧ください。

※ 上記の内容は本パンフレット作成時点のものです。

お問い合わせ先
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス5F
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

03-5403-9700 （代表）
URL: http://www.jafp.or.jp/

一般社団法人 金融財政事情研究会
〒160-8529  東京都新宿区荒木町2-3
一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター

03-3358-0771
URL: http://www.kinzai.or.jp/

試験概要
FP試験はそれぞれ、NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会と一般社団法人 金融財政事情研究会により実施されます。
※試験概要は2021年1月現在のものです。最新の情報は各試験団体にお問合せいただくか、願書にてご確認ください。

検定・試験の実施スケジュール

例年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3級FP技能検定

2級FP（兼AFP）技能検定

CFP資格審査試験

1級FP技能検定
学　科

実　技 金財実施分 日本FP協会
実施分 金財実施分 金財実施分
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FP試験の合格率
FP試験は3級・2級・1級とそれぞれ「日本FP協会」と「金融財政事情研究会」で実施されます。
各試験団体とも3級と2級の学科試験は共通の問題で実施。実技試験は各試験団体によって試験課目が違っています。1級試験の学科試験は「金融
財政事情研究会」のみ実施します。「日本FP協会」はCFP合格者が学科試験免除で実技試験から受験することができます。

※実技試験は資産設計提案業務

○日本FP協会
2020年9月 受検者数 合格者数

学科試験 31,247名 28,011名

実技試験 31,319名 27,574名

※実技試験は個人資産相談業務

○金融財政事情研究会
2020年9月 受検者数 合格者数

学科試験 35,659名 24,706名

実技試験 17,207名 6,071名

※実技試験は資産設計提案業務

○日本FP協会
2020年9月 受検者数 合格者数

学科試験 25,117名 12,355名

実技試験 20,163名 11,567名

○日本FP協会
2020年9月 受検者数 合格者数

実技試験 523名 511名

※実技試験は個人資産相談業務

○金融財政事情研究会
2020年9月 受検者数 合格者数

学科試験 63,741名 21,102名

実技試験 26,320名 8,873名

○金融財政事情研究会
2020年9月 受検者数 合格者数

学科試験 9,948名 1,494名

○金融財政事情研究会
2020年9月・10月 受検者数 合格者数

実技試験 798名 689名

学科試験データ 2019年9月 2020年1月 2020年9月

■日本FP協会
■金財

実技試験データ 2019年9月 2020年1月 2020年9月

■日本FP協会
　（資産設計提案業務）
■金財
　（個人資産相談業務）

3級ＦＰ技能検定

学科試験データ 2019年9月 2020年1月 2020年9月

■日本FP協会
■金財

実技試験データ 2019年9月 2020年1月 2020年9月

■日本FP協会
　（資産設計提案業務）
■金財
　（個人資産相談業務）

学科試験データ 2019年9月 2020年1月 2020年9月

■金財

実技試験データ 2019年10月 2020年2月 2020年9月・10月

■金財

実技試験データ 2018年9月 2019年9月 2020年9月

■日本FP協会

1級ＦＰ技能検定

2級ＦＰ技能検定

※実技試験は資産設計提案業務

※実技試験は資産相談業務

93.00% 97.70%

71.30%

11.81% 15.01%10.14%

83.10% 84.92% 86.34%

62.61% 57.37%

33.13% 33.71%

62.63%

31.72%

43.42%

20.97%

41.86% 49.19%

28.81% 33.10%

79.48%

45.44% 50.22%
35.28%

79.45%
88.04%

78.09%

62.77% 65.43% 69.28%

85.34%
89.64%

2020年5月ＦＰ技能検定（1級・2級・3級）は新コロナウィルス感染拡大のため中止となりました。
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3級ＦＰ技能検定 2級 ＦＰ技能検定

ＡＦＰ（Affiliated        Financial Planner）

学科試験 実技試験

日本
ＦＰ協会

●共通問題

●資産設計提案業務

金財
●個人資産相談業務
●保険顧客資産相談業務

※1つ選択して受検

学科試験 実技試験

日本
ＦＰ協会

●共通問題

●資産設計提案業務

金財

●個人資産相談業務  
●中小事業主資産相談業務 
●生保顧客資産相談業務 
●損保顧客資産相談業務 
 ※1つ選択して受検

国家
資格

合格は学科・実技の両方の試験合格が必要となります。
別々の受検も可能で一部合格の場合は有効期限があります。

ＡＦＰ資格登録には、2級ＦＰ技能検定合格とＡＦＰ認定研修の修了が必要です。大きく分ける
と2つの流れがあります。

合格は学科・実技の両方の試験合格が必要となりま
す。
別々の受検も可能で一部合格の場合は有効期限が
あります。

特になし受検資格

ＡＦＰ取得までの流れＡＦＰ資格登録要件

AFP認定研修【基本課程】修了

2級FP技能検定合格

AFP登録

AFP認定研修【基本課程】

「2級ＦＰ・ＡＦＰ養成講座」
「2級ＦＰ・ＡＦＰ速習講座」 
詳しくはP10・11をご覧ください。 

ＬＥＣ
対象講座

2級FP技能検定
合格 AFP認定研修修了+

民間
資格

ＦＰ資格取得までの流れ

ＡＦＰ認定研修【基本課程】

3級FP技能検定に合格していない場合で
も、「AFP認定研修【基本課程】」を修了す
ることで、2級FP技能検定の受検資格を取
得できます。
2級ＦＰ技能検定合格後にＡＦＰ登録が可能
になります。

ＡＦＰ認定研修【技能士課程】

2級ＦＰ技能検定合格後にＡＦＰ認定研修を
受講し修了することでＡＦＰ登録が可能にな
ります。
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受検

2級 ＦＰ技能検定

ＡＦＰ（Affiliated        Financial Planner） ＣＦＰ®（Certified Financial Planner）

1級ＦＰ技能検定
学科試験 実技試験

日本
ＦＰ協会

●共通問題

●資産設計提案業務

金財

●個人資産相談業務  
●中小事業主資産相談業務 
●生保顧客資産相談業務 
●損保顧客資産相談業務 
 ※1つ選択して受検

学科試験 実技試験

日本
ＦＰ協会

ＣＦＰ合格者（学科試験免除）

学科試験の実施はなし
●資産設計提案業務

金財 ●学科試験 ●資産相談業務

下記のいずれか一つを満たすもの
①日本FP協会認定のAFP認定研
修を修了した者
②3級FP技能検定合格者
③FP業務に関し2年以上の実務経
験を有する者

下記のいずれか一つを満たすもの
①2級ＦＰ技能検定合格者で、1年以上の実務経験を有する者
②FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者

ＡＦＰ認定者であること。
①ＣＦＰ資格審査試験を受験

試験は6課目全て合格しなくてはなりませんが、1課目からの出願、課目
合格が可能です。

（課目合格の有効期限はありません）
②ＣＦＰエントリー研修

６課目合格後、ＦＰ協会主催のエントリー研修を受講します。
③日本ＦＰ協会に登録してＣＦＰとして認定されます。

３年間の実務経験要件を満たし、ＦＰ協会に登録するとＣＦＰとして認定
されます。

●試験課目（全６課目）　※課目別受験可

金融資産運用設計 リスクと保険

不動産運用設計 タックスプランニング

ライフプランニング・
リタイアメントプランニング 相続・事業承継設計

受検資格

受検資格

受験資格

ＣＦＰ認定者（全課目合格者含む）は、1級ＦＰ技能検定試験の学科試験が免
除され、実技試験から受検できます。
※合格日から実技試験が行われる日の属する年度及びその前年度ならびに

前々年度に属するものに限る。

ＡＦＰ取得までの流れ ＣＦＰ®取得までの流れ

2級FP技能検定合格

AFP認定研修【技能士課程】修了

AFP登録

ＡＦＰ認定研修【技能士課程】

「ＡＦＰ認定研修」 
詳しくはＰ24をご覧ください。 
 

ＬＥＣ
対象講座

国際
ライセンス

ＦＰ資格には、「国家資格」と「民間資格」があります。また、試験実施団体は2団体で
「日本FP協会」と「金融財政事情研究会」がそれぞれ試験を実施しています。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancialPlanning 
Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSB とのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO 法人日本FP 協会が商標の使用を認めています。
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あなたを合格へと導く
 LECの講座
～3つの強みで“初めて”から一気に“合格レベル”へ～

あなたを
合格へと導く

LECの講座

効率的な学習で無理なく合格レベルへ

カリキュラム
｢初めて｣ から一気に合格まで駆け抜ける、合理的かつ効
率的なカリキュラム。試験対策の鉄則である ｢必要十分な
量のインプット（知識習得）｣と「試験の出題傾向に即した
アウトプット（問題演習）」をバランス良く配置していま
すので、この内容をきちんと学習すれば、誰もが合格レベ
ルの実力を身につけることができます。

1
効率的でムダのないカリキュラムで、初
めて FPの学習をする方も、無理なく合格
レベルの知識を身につけていただくこと
が可能です。質問などへのフォローも完
備していますので、安心して学習を進め
てください。

私が監修しています

岩田 美貴 LEC専任講師

わかりやすさと試験傾向に配慮し、長年分析・改訂を重ね
た LECオリジナルの FP試験対策テキストを使用します。
図や表を多用していますので、理解しやすく、読み進めや
すいのも特長です。各試験対策の段階と用途に応じたテキ
ストを使用して講義を進めます。メインテキストのほかに
も、提案書の作成方法や学習計画表といった副教材、公開
模擬試験の成績表や解説など、学習に必要なすべてを集約
した教材群をご用意しています。

わかりやすく効率的に学べる

オリジナル教材2
主要講座には、｢受講のご案内｣と ｢学習
計画表｣ という、学習ガイドをご用意し
ています。まずはこの教材で、ご自身の学
習スケジュールをイメージしてくださ
い。教材の量は、一見多いように思われる
かもしれませんが、講義で適宜お話しす
るポイントや学習法を押さえていただけ
ば、心配は無用です。

私が監修しています

伊東 伸一 LEC専任講師

LECの講師陣は、熱意にあふれ、実務にも精通しています。初めて FPの学習をす
る方には馴染みが薄い内容も、身近な事例等に置きかえて、やさしく説明しま
す。また、試験に出やすい事項は、講義の中でズバッと指摘。講義を聴きながら、
知識を理解し、さらにメリハリ付けまで出来ます。わかりやすい解説講義を聴
くことで、単にテキストを読むよりも格段に内容を理解しやすく、学習のペース
を作りやすいうえに、挫折をしにくいのは言うまでもありません。通学の生講義
であれば、講義後に講師に直接質問することもできます。ぜひ本校での無料セミ
ナーや無料体験、Webの無料試聴で、実際の講義を体験してみてください。	

豊富な経験と実務に精通したスペシャリスト

熱意あふれる講師陣3
おためしWeb受講

こちら➡
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合格体験記　合格おめでとうございます！ 
LEC FP 講座を受講した方々の合格体験記です

清
し

水
み ず

 妙
た え

子
こ

さん
●2020年9月FP2級技能士合格

〈受講講座〉
●2級FP／AFPパック 受講

【通信】DVD

30分毎の単元の講義を空いた時間で有効活用！！
私はFPの勉強に興味がありましたが、計算が得意ではない為、FP試験を受けよ
うとは思っていませんでした。ところが、不動産の講習会に参加した時に参加者の
方々と話す中でFP試験に挑戦してみたいという気持ちに変わりました。LECの
講座の受講料が割安だったので、講座を申込んで勉強を始めたのが受験のきっか
けです。
私は2年以上のFPに関する実務経験がなかった為、FP２級試験の受験資格を
得る為に「ＡＦＰの認定研修」を受ける所からスタートする「２級ＦＰ・ＡＦＰ養成講座

（パック）」を受講し、提案書の作成から始めました。提案書は講義を受けて、自
分なりの発想で作成すれば合格出来るものでしたが、LECから教材が届いた時は
テキストの分厚さや量の多さに驚き、出来るかどうか不安が強かったのが正直な
所です。しかし、実際に受講し始めてみると、講義は30分毎の単元に分かれてお
り、朝や就寝前など空いた時間を有効活用する事ができ、小間切れで学習するこ
とが可能でした。その学習の積み重ねで日々勉強を進めていきました。
試験直前期では「2級FP ／ AFP重点マスター講座」の講義レジュメと「2級
FP・AFP公開模試」の問題をマスターする事に努めた結果、無事一発で2級FP
試験に合格を果たす事が出来ました。勿論、勉強の過程では、科目毎に所々、難
しい箇所があり、つまずきそうになる事もありましたが、試験に向けてはこの講義
レジュメや模擬試験の問題がスムーズに解ことができれば、時間に焦りを感じる事
もなく、高得点を出せる試験です。やれば必ず合格出来る試験だと感じました。
私はこれから不動産分野でFPの資格をプラスアルファの付加価値として仕事で
生かして行きたいと思います。また、状況に応じて更に上の試験（CFPやFP1級）
にも挑戦してみたいと思います。
LECのFP講座の課題をこなし、LECを信じて付いて行けば必ず合格が出来ます
ので、これからFP試験を受験される方は是非頑張って下さい。

福
ふ く

本
も と

 真
ま さ

秀
ひ で

さん
●2020年9月FP2級技能士合格

〈受講講座〉
●2級FP・AFP速習講座 受講

【通学】水道橋本講 通学Webフォロー

司法書士からＦＰへ！
講義はコンパクトでも、重要なところを重点的に解説！！
私は、司法書士として、企業法務や過払金請求の裁判業務の仕事をしてきました。
FPの資格に興味を持ったのは、「2000万円問題」が報道された際に、年金がど
れくらいもらえるかを調べ、想像していたより少ないことに気づいたことです。ま
た、idecoや個人年金保険に加入して、それらを元に所得税控除等についても調
べ、その時にFPの方の記事などを読むことがあり、更に興味を持ちました。仕事
の面でも、現在勤務している司法書士法人においてもFPの資格を取得すれば、
役立つ業務が多くあることを知り、日常生活でも使える知識を習得できると考え
FP２級の資格を目指すことにしました。

私は残業が多く、自宅では平日は長くても30分程度しか勉強時間が取れませんで
した。そこで、通勤などの移動時間を有効に使うために、講義の音声をスマホに
ダウンロードして、講義を何回も聞くことで、苦手な科目や覚えにくいところも印
象に残り、知識として定着させることができました。
本試験では、事前に苦手なところ、覚えにくいところをメモにして、試験前に会場
で目を通してから試験に臨みました。試験ではメモに書いていたところが出題され
たので、自信を持って解答することができました。
LECの講座テキストは、細かい知識まで盛り込まれていて、過去問等でわからな
かったところでも、ほぼテキストには載っていたため復習にも役立ちました。講義
はコンパクトではありますが、重要なところを重点的に解説しているので、とても
理解しやすかったです。１回の講義が4つのユニット（1ユニット35分）に分かれ
ているので、時間がなくても少しずつ進められるので非常によかったです。
今後仕事でＦＰ資格を使うことになれば、精一杯その知識を活かして、困っている
方や将来に不安を感じている方のお役に立ちたいと思います。また、自分自身の
人生設計をする上でも十分に使える知識が得られたと思います。FP資格は仕事で
使う場合はもちろん、人生においても有用な知識を得られる資格です。全く知識の
ない分野や細かい知識が必要な部分もありますが、きっと役に立つ時が来ますの
で、LECの講座を使って、毎日少しずつでもこつこつ勉強に励んでいただければ、
きっと合格できます。がんばってください！

板
い た

持
も ち

 有
ゆ

香
か

さん
●2020年9月FP2級技能士合格

〈受講講座〉
●3・2級FP・AFP速習パック 受講

【通学】水道橋本講 通学Webフォロー

キャリコンからＦＰへ！
キャリアに悩む方の相談に活かしていきたい！！
私は、この度FP2級技能検定に1度目で合格することができました。
試験取得を目指したきっかけは、直近でキャリアコンサルタントの資格を取得した
ことでした。人生において切り離せない金融の知識について私自身が、知らない
ことも多かったため、イチから体系的に学びたいと思い、講座の受講を決めまし
た。2020年の1月より「2級FP・AFP講座」（水道橋本校）に通い3月に終了
しました。
通学することで仕事にもメリハリがつき充実した気持ちで通うことができました。疑
問に思った点を直接先生に質問し確認することができ、また学習範囲が非常に広い

ため、重要なところについてはポイントを絞って考え方から教えていただきました。
私の学習方法は、まずはLECの講義テキストや自分の講座ノートを読み返し、その
後に3級の過去問を解き、理解できていない箇所をテキストで見直しました。3級
の過去問で自信をつけてから、2級の過去問を過去2回分ほど解いて行きました。
わからない用語などは調べて意味が理解できるまで反復学習を行いました。
また試験前の1 ～ 2週間には、過去問が解ける無料サイトを利用して通勤時間を
使って3問は解くようにしました。
試験当日までの学習時間が足りてないと思い、正直自信もありませんでしたが、
LECの要点を抑えた講座や、つまずきやすいポイントを学習することができた為、
結果に繋がりました。
本試験では、ただ数字や解き方を覚えるだけでなく意味を理解していることで解け
た問題もありました。ぜひ、学習する際にはその制度の背景や意味を理解すること
をオススメします。
現在資格を取得し、自分自身のライフプランを計画する際や、税制優遇利用などに
活かしております。今後はキャリアに悩む方の相談にも、この知識を活かしていき
たいと思っております。NISAやiDeCoなどの税制優遇など、知識があると今後に
備えられることがあります。
日本では金融教育が十分にされていなかったと思いますので、
これから勉強される方には、ぜひご自身のためにもおすすめしたい資格です。

祝
合格
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ＬＥＣ ＦＰ講座合格カリキュラム
これが！ LECが誇る合格カリキュラム

あなたを
合格へと導く

LECの講座

3
級
F
P
技
能
検
定

3級FP講義 2級ＦＰ・ＡＦＰ講義

3級ＦＰスピード合格講座　全12回【30時間】

ＦＰの基礎知識を身につける！

全12回 ねらい

ライフプランニングと資金計画 2回

リスク管理 2回

金融資産運用 2回

タックスプランニング 2回

不動産 2回

相続・事業承継 2回

3級FP技能検定合格のため
の実力を身につけると同時
に、2級ＦＰ学習のために必
要な基礎的な知識を学習す
ることができます。基礎から
しっかり学習したい方、社会
経験の短い方や経済関係の
勉強は初めてという方は、ま
ずは「3級ＦＰスピード合格
講座」から学習を始めましょ
う。

通信インプット講義

➡ P18

3級FP公開模擬試験　全1回【180分】　

厳選問題で本番に向け万全に！

全1回 ねらい

学科試験

実技試験（資産設計提案業務）ＦＰ協会

実技試験（個人資産相談業務）金財

実技試験（保険顧客資産相談業務）金財

※実技試験は1つ選んで
　受験してください。

※自己採点となります。

3級ＦＰ技能検定試験は合格
率が高い試験ではあります
が、しっかり学習をしなけれ
ば合格することはできませ
ん。合格にはアウトプットの
学習が必須です。「3級ＦＰ
公開模試」では厳選された
問題を出題。本試験のシミュ
レーションをすることができ
ます。

通信公開模試

➡ P18

2級ＦＰ・ＡＦＰ速習講座　　全21回【52.5時間】

短期間で合格に　　必要な知識を習得！

全21回

ＦＰ総論 1回

ライフプランニングと資金計画 3回

提案書講義 2回

タックスプランニング 3回

金融資産運用 3回

リスク管理 3回

不動産 3回

相続・事業承継 3回

インプット講義

インプット講義

➡ P14

2級ＦＰ・ＡＦＰ養成講座　　全21回【52.5時間】

じっくり基礎知識　　をバランス良く習得！

全21回

ＦＰ総論 1回

タックスプランニング 3回

金融資産運用 3回

ライフプランニングと資金計画 3回

リスク管理 3回

不動産 3回

相続・事業承継 3回

提案書講義 2回

➡ P14

アウト　プット演習

※AFP認定研修　受講〜修了〜合格までの流れ　　については、「ＦＰ 81期 受講料・スケジュール冊子」（PV21002）をご覧ください。
　またはＷＥＢで「ＬＥＣ ＦＰ認定研修」で検索しご　　覧ください。10



これが！ LECが誇る合格カリキュラム

2
級
F
P
技
能
検
定

2級ＦＰ・ＡＦＰ講義

2級ＦＰ・ＡＦＰ速習講座　　全21回【52.5時間】

短期間で合格に　　必要な知識を習得！

ねらい

ＦＰ総論 1回

ライフプランニングと資金計画 3回

提案書講義 2回

タックスプランニング 3回

金融資産運用 3回

リスク管理 3回

不動産 3回

相続・事業承継 3回

「2級ＦＰ・ＡＦＰ速習講座」で
は短期間で合格を目指すた
めに、6科目のインプット講
義を各2回で知識を習得しま
す。アウトプットの演習で各
科目1回で知識の定着と合
格への仕上げを行います。
※日本FP協会のＡＦＰ認定
研修になります。

通学／通信 公開模試

アウトプット演習

➡ P14

2級ＦＰ・ＡＦＰ養成講座　　全21回【52.5時間】

じっくり基礎知識　　をバランス良く習得！

ねらい

ＦＰ総論 1回

タックスプランニング 3回

金融資産運用 3回

ライフプランニングと資金計画 3回

リスク管理 3回

不動産 3回

相続・事業承継 3回

提案書講義 2回

「2級ＦＰ・ＡＦＰ養成講座」で
は試験合格に必要な基礎力
をじっくりと講義します。知
識の定着をはかるために重
要項目のチェックや過去問
の学習といった実践的な学
習により合格を目指します。
※日本FP協会のＡＦＰ認定
研修になります。

通信

➡ P14

2級FP公開模擬試験　全1回【210分】　

本試験のシミュレーションで弱点克服！

全1回 ねらい

学科試験

実技試験（資産設計提案業務）ＦＰ協会

実技試験（個人資産相談業務）金財

※実技試験は1つ選んで
　受験してください。

「2級FP公開模擬試験」は
本試験と同形式、同レベル
のオリジナル問題を厳選し
て作成しています。時間配分
など本試験を意識したシミュ
レーションをすることがで
き、苦手科目や弱点を把握・
確認することができます。

通学／通信

➡ P17

2級ＦＰ・ＡＦＰ重点マスター講座 全8回【19.5時間】

出題傾向・重要論点をマスター！

全8回 ねらい

■科目別答練
タックスプランニング 1回
金融資産運用 1回
ライフプランニングと資金計画 1回
リスク管理 1回
不動産 1回
相続・事業承継 1回
■総合演習
学科 1回
実技 1回

「2級ＦＰ・ＡＦＰ重点マスター
講座」は2級ＦＰ・ＡＦＰの知
識をひと通り学習した方に、
知識の定着、出題傾向、重要
論点を学習することで、問題
に対する解答力・応用力を養
い、合格の実力をつけること
ができる最適の講座です。

通信

➡ P16

アウト　プット演習

２級ＦＰ合格までの学習時間は140時間 ～３級から２級へ一気に合格を目指そう！～

３級FPの学習時間 合計40時間（学習期間2ヵ月程度）

基礎力養成期では、各科目バランスよく基礎的な事項を学習しましょう。
3級 FPの学習をすると、その知識が2級学習のための土台となります。学習のためのまとまった時間がとれ
ないという方は、3級と並行して2級まで視野に入れて学習をスタートすると良いでしょう。

30時間

（基礎力養成期）

10時間

（試験直前期）

→

２級FPの学習時間 合計100時間（学習期間4ヵ月程度）

基礎力養成期は3ヵ月程度。毎日コンスタントに2時間程度の学習をしましょう。平日に時間を取れない方
は、週末などにまとめて学習しましょう。試験直前期は1ヵ月程度。本試験に向けてガッチリと時間をとって学
習してください。 ※こちらの学習時間は標準的な目安です。

40時間

（3級の学習時間）

80時間

（基礎力養成期）

20時間

（試験直前期）

→ →

※AFP認定研修　受講〜修了〜合格までの流れ　　については、「ＦＰ 81期 受講料・スケジュール冊子」（PV21002）をご覧ください。
　またはＷＥＢで「ＬＥＣ ＦＰ認定研修」で検索しご　　覧ください。 11



3・2級ＦＰコース・講座 ご案内
ゼロから始めて３級ＦＰ・２級ＦＰ・ＡＦＰ試験合格を目指せ！

あなたを
合格へと導く

LECの講座

3･2級ＦＰ・ＡＦＰ合格コース●2021年9月試験を目指す方

ゼロから始めて実戦力まで習得！
3級・2級FPを取得するカリキュラム

3級ＦＰスピード
合格講座

全12回【30時間】

通信
IN

PUT

技
能
検
定

2
級
F
P

2021
9/12
（日）

3･2級ＦＰ・ＡＦＰ対策パック
全42回【105.5時間】
通信

通信Web　
99,000円～

2級ＦＰ・ＡＦＰ
養成講座

全21回【52.5時間】

通信 

IN
PUT

2級ＦＰ・ＡＦＰ
重点マスター講座

全8回【19.5時間】

通信  
OUT
PUT

2級ＦＰ・ＡＦＰ
公開模擬試験

全1回【210分】

会場受験／自宅受験
公開
模試

★日本ＦＰ協会のＡＦＰ認定研修

3級ＦＰ合格コース●2021年5月試験を目指す方

FPの基礎力を学習！
3級ＦＰ合格を目指すカリキュラム

3級ＦＰスピード
合格講座

全12回【30時間】

通信
IN

PUT

技
能
検
定

3
級
F
P

2021
5/23
（日）

3級ＦＰ合格パック
全13回【33時間】
通信

通信Web　
15,400円～

3級ＦＰ
公開模擬試験

全1回【計180分】

自宅受検
公開
模試

※価格の表示は一般価格・税込になります

短期間で3・2級の実力を習得！
一気に合格を目指すカリキュラム

3級ＦＰスピード
合格講座

全12回【30時間】

通信
IN

PUT

2級ＦＰ・ＡＦＰ
公開模擬試験

全1回【210分】

会場受験／自宅受験

技
能
検
定

2
級
F
P

2021
9/12
（日）

3･2級ＦＰ・AFP速習パック
全34回【86時間】
通学／通信

2級ＦＰ・ＡＦＰ
速習講座

全21回【52.5時間】

通学／通信 

IN
PUT

OUT
PUT

公開
模試

★日本ＦＰ協会のＡＦＰ認定研修

通学Webフォロー付
93,500円～

通信Web　
88,000円～
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※詳しくは「FP81期 受講料・スケジュール冊子」（PV21002）をご覧ください。

教 育 訓 練
給付制度対象

21年9月2級試験受験
（3級試験免除）

AFP認定研修
提案書提出期限

2021年6月25日（金）必着

2級ＦＰ・ＡＦＰ合格コース●2021年9月試験を目指す方

2級の基礎知識をバランス良く習得!
しっかりと合格を目指すカリキュラム

技
能
検
定

2
級
F
P

2021
9/12
（日）

2級ＦＰ・AFP対策パック
全30回【75.5時間】
通信

通信Web　
91,300円～

2級ＦＰ・ＡＦＰ
養成講座

全21回【52.5時間】

通信 

IN
PUT

2級ＦＰ・ＡＦＰ
重点マスター講座

全8回【19.5時間】

通信  
OUT
PUT

2級ＦＰ・ＡＦＰ
公開模擬試験

全1回【210分】

会場受験／自宅受験
公開
模試

★日本ＦＰ協会のＡＦＰ認定研修

3級ＦＰ講座　生クラス●21年5月試験向け 2級ＦＰ･AFP講座　生クラス●21年9月試験向け

ゼロからはじめて
合格の知識を
マスターする！

短期カリキュラムで
一気に合格を
目指せ!

3級ＦＰ
マスター講座

全7回【17.5時間】

通学生クラス
IN

PUT

※講座の詳しいご案内はP24をご覧ください ※開講日には無料体験入学ができます

効率よく2級の知識を習得！
短期間で合格を目指すカリキュラム

技
能
検
定

2
級
F
P

2021
5/23
（日）

2級ＦＰ・AFP速習パック
全22回【56時間】
通学／通信

通信Web　
80,900円～

2級ＦＰ・ＡＦＰ
公開模擬試験

全1回【210分】

会場受験／自宅受験
公開
模試

★日本ＦＰ協会のＡＦＰ認定研修

2級ＦＰ・ＡＦＰ
速習講座

全21回【52.5時間】

通学／通信 

IN
PUT

OUT
PUT

2級ＦＰ・ＡＦＰ
速習講座

全21回【52.5時間】

通学生クラス 

IN
PUT

OUT
PUT

通学Webフォロー付
84,200円～

3,000円
（教材込み）

通学Webフォロー付
81,400円（教材込み）

開
　
講
　
日

水道橋本校
4/2（金）
19：15～

●水・金クラス
19：15～21：45

梅田駅前本校
　3/30（土）

9：30～　

●土・土クラス 
① 9：30～12：00 
②13：00～15：30

開
　
講
　
日

水道橋本校

5/7（金）
19：15～

●水・金クラス
19：15～21：45

5/8（土）
13：30～

●土・土クラス 
①13：30～16：00 
②16：30～19：00

梅田駅前本校

5/8（土）
9：30～

●土・土クラス 
① 9：30～12：00 
②13：00～15：30
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『

『

2級FP・AFPの知識をバランス良く習得できます！

短期カリキュラムで一気に合格を目指せます！

IN
PUT

●ムリ・ムダを省いたわかりやすい講義で、2級
FP・AFPの知識を身につける講座です。

（日本FP協会の認定研修です）
●「提案書」対策も万全！ 初めてFPの学習を

する方もスムーズに提案書を作成できます。
※AFP認定研修の修了は、2級FP技能検定

の受検資格です。

対象者
●2級FP技能検定対策の基礎知識を身につ

けたい方

●AFP認定研修を受講したい方

講義の進め方
講義 70分 → 休憩10分 → 講義 70分

講座使用教材
●FP総論
AFP認定研修の必須テキストです
●講座オリジナルメインテキスト（右頁参照）
●科目別確認ドリル（右の見本参照）
●提案書アドバイザー／提案書作成法
●学習計画表※Web上に公開します

●6科目を、各2回のインプット講義で知識を習得します。各1回
のアウトプット演習では、問題演習を通じて知識の定着と合格
への仕上げを行います。 

※AFP認定研修の修了は、2級FP技能検定の受検資格です。 

講義の進め方
講義70分 → 休憩10分 → 講義70分

講座使用教材
2級FP・AFP養成講座と同様になります。

インターネット質問を利用できます（無料）

インターネット質問を利用できます（無料）

2級FP・AFP養成講座

2級FP・AFP速習講座

LECの「2級 FP・AFP養成講座」「2級 FP・AFP速習講座」は、AFP認定研修を兼ねています。この AFP認定研修は、日本 FP協会
の承認を受けて実施するものですが、最終の課題として｢提案書｣と呼ばれる課題レポートを提出します。これは、FPになったつもり
で、顧客にライフプランの提案をするものです。
作成については、講義でわかりやすく説明しつつ、｢提案書アドバイザー｣でフォローしますので、初めてFPの学習をされる方も安心です。

「提案書」ってなに？ ～講座では実際に「ライフプラン」を作成します～

「提案書」とは、顧客から相談を受けた FPが個人のライフプランを作成して提示するツー
ルです。ＦＰは、初めに顧客の情報を収集し現状の分析をします。将来のキャッシュフロー
は？生命保険の見直しは必要？資産運用のノウハウは？
顧客の目標に対する問題点があれば、直面する内容を指摘し解決策を明示します。

「提案書」は FPにとっての一種の商品にもなりますから、顧客からフィーを得ることにもつ
ながります。

提案書とは・・・？

講座と教材（2級FP・AFP）あなたを
合格へと導く

LECの講座

2級FP・AFP対策
ビジネスレベルの FP知識を学びます。基礎力をしっかり身につけ、過去の出題傾向を把握しマスターすることが、合格基準の｢6割｣を得点する
ポイントです。LECの「2級 FP・AFP養成講座」と「2級 FP・AFP速習講座」は、2級 FPの検定対策と、AFP資格の認定研修を兼ねたオール
インワンコースとなっています。
〜日本 FP協会の実技試験｢資産設計提案業務｣に対応しています〜

提案書の見本

『科目別確認ドリル』で理解度を
チェックしよう！
インプットした知識を確認し定着させる、自
習用教材です。項目別に整理されている
ので、理解できている箇所や弱点をつか
むことができ、学習の進度に役立ちます！

IN
PUT

OUT
PUT

＆

（　　　　  ）全21回・計52.5時間
通信

（　　　　  ）全21回・計52.5時間
通学／通信
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● 本試験に必要な知識を過不足なく記載。より効率的に学習できるように、図表やアイコンをふんだんに使用しています。
● 本試験のポイントとなる重要語句や内容に関連した過去問がその場でチェックできるため、本試験に直結した学習が可能です。
● 合格に必要なすべての項目を網羅し、法令や税制改正に完全対応しています。
● 項目ごとに「AA」「A」などの重要度が記載されているため、出題頻度の高い事項から順に知識を身につけられます。

LEC
オリジナル

難解な用語は側注で
詳しく解説！ 本文の理
解がスムーズに！

項目毎に重要度が
記 載されているの
で、学習にメリハリを
付けることができる！

わかりやすい！ オリジナルテキスト
20年以上に及ぶ FP試験対策指導の実績から開発した、LECオリジナルのテキストが、あなたを合格へと導きます！

2021年9月2級 FP・AFP対応試験

使用　講座オリジナルメインテキスト｢2級FP・AFP養成講座」
｢2級FP・AFP速習講座」

2級ＦＰ技能士テキスト

高度な内容は「ス
テップアップ」に記
載！ より高いレベル
の勉強をしたい方
にも対応！
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講座と教材（2級FP・AFP）あなたを
合格へと導く

LECの講座

2級FP・AFP対策

アウトプット対策の決定版！

●2級FP・AFPの知識をひと通り習得した方が、アウトプット（問題
演習）によって、知識を定着させ、解答力と応用力を身につける
ための講座です。

●予想問題による演習で、合格の実力を身につけます。
●総合演習編は、本試験と同形式・同レベルの問題で実力確認

ができます。
●再受検の方、独学の方が問題解答能力を身につけるのにも最

適の講座です。

対象者
●2級FP技能検定の出題傾向や重要論点をマスターしたい方
●ひと通りの知識を学んだ方
●再チャレンジ、独学の方

講義の進め方
●科目別答練 答練 50分 → 休憩 10分 → 講義 90分
●総合演習 学科  答練 120分 → 休憩 10分 → 解説 50分
  実技  答練 90分 → 休憩 10分 → 解説 50分

講座使用教材
●講座オリジナルテキスト（科目別答練で使用）

試験に出る箇所を、図表を多用して、分かりやすく、見やすく覚えやすくまとめて
います

●科目別答練 問題冊子、解答・解説冊子（科目別答練で使用）
●学科答練 問題冊子、解答・解説冊子（総合演習で使用）
●実技答練 問題冊子、解答・解説冊子（総合演習で使用）

2級FP・AFP重点マスター講座
OUT
PUT （　　　　 ）全8回・計19.5時間

通信 インターネット質問を利用できます（無料）

｢2級FP・AFP重点マスター講座」使用　テキスト・レジュメ

講座オリジナルテキスト 答練 問題冊子

答練 解答・解説冊子

重要度マーク「AA」は必須です。
時間が足りなくても、ここだけは押
えましょう。

実技試験では本試験と同じ形式
の設例で演習ができます。解答
時間の配分にも効果があります。

過去の出題を徹底分析！
頻出項目で構成した答
練で実力をつけましょう。

総まとめテキストの決定版です。
試験会場に携帯すれば、試験直
前の学習にも役立ちます。

重点マスターテキスト

キーワードや必須の数
値はゴシック体で表記。

図表での構成や箇条書
きは、視覚的にも知識
が身につきます。

学科試験、実技試験ともに詳細
な解説を記載。間違えた問題へ
の対策としても活用できます。
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本試験と同形式・同レベルの問題で実力をチェック！

●本試験と同形式、同レベルのオリジナル問題で実施する｢公開
模擬試験｣。試験直前の総仕上げができます。

●時間配分などをシミュレーションすることにより、本番で実力を発
揮しやすくなります。

●学習到達度や苦手科目・弱点を把握することにより、ラストスパー
トで実力UPを図れます。

●個人成績表付き！ 試験までの学習の指標に活用度大

対象者
●2級FP技能検定を受検する全ての方
●本試験と同形式の問題演習でシミュレーションしたい方
●本試験と同レベルの問題で実力診断したい方
●直前期の総仕上げ・弱点克服を図りたい方
●再チャレンジ、独学の方
※解説講義はございません。

講義の進め方
〈会場受験〉 学科試験 120分 → 休憩 → 実技試験 90分
〈自宅受験〉 問題発送 → 解答 → 返送（締切必着）

講座使用教材
●オリジナル問題冊子　●解答・解説冊子
●個人成績表（Web）

苦手科目や弱点を把握し、対策を講じることができます
※学科または、実技のみの受験もできます。
※成績表は、Web上でご覧いただけます。「Myページ」から入って「Score 

Online」上でご覧ください。郵送（出力紙）をご希望の場合は、別途郵送手数
料510円を申し受けます。

OUT
PUT 2級FP・AFP公開模擬試験（　　　 　）全1回・計210分

会場受験／自宅受験

受験後には、順位や受験者全体の結果をフィードバックします
●全受験生のなかでの自分の位置が分かります。
●A〜Eのランク付けで2級合格に向けての達成度が分かります。
●A〜Cの記号で問題ごとの復習必要度を表示。解けなかった問題の復習に役立ちます。

個人成績表[Web]

2021年9月2級 FP・AFP対応試験

  21 2級ＦＰ技能検定 公開模擬試験 実技試験

【第８問】下記の（問２６）～（問２８）について解答しなさい。なお、解答にあたっては係数早見

表を使用し、税金は考慮せず、解答用紙に記載されている単位に従って解答すること。 

係数早見表（抜粋）

（年利１.０％） 
終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

２年 1.020 0.980 0.498 0.508 2.010 1.970 
３年 1.030 0.971 0.330 0.340 3.030 2.941 
４年 1.041 0.961 0.246 0.256 4.060 3.902 
５年 1.051 0.951 0.196 0.206 5.101 4.853 
１０年 1.105 0.905 0.096 0.106 10.462 9.471 
１５年 1.161 0.861 0.062 0.071 16.097 13.865 

２０年 1.220 0.820 0.045 0.055 22.019 18.046 

３０年 1.348 0.742 0.029 0.039 34.785 25.808 

（年利３.０％） 
終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

２年 1.061 0.943 0.493 0.523 2.030 1.913 
３年 1.093 0.915 0.324 0.354 3.091 2.829 
４年 1.126 0.889 0.239 0.269 4.184 3.717 
５年 1.159 0.863 0.188 0.218 5.309 4.580 
１０年 1.344 0.744 0.087 0.117 11.464 8.530 
１５年 1.558 0.642 0.054 0.084 18.599 11.938 
２０年 1.806 0.554 0.037 0.067 26.870 14.877 
３０年 2.427 0.412 0.021 0.051 47.575 19.600 

問２６ 

浅井さんは７００万円の資金のうち、４００万円を年利１．０％、３００万円を年利３．０％でそ

れぞれ複利運用した。この場合、２０年後の元利合計金額はいくらになるか。

問２７

斉藤さんは、自宅のリフォームのため２００万円を借り入れた。１０年間、年利３．０％で返済す

る場合、毎年の返済額はいくらになるか。

問２８

北畠さんは子どもの進学資金として１５年後に３００万円が必要である。年利１．０％で複利運用

しながら１５年間積み立てを行うことで準備する場合、毎年の積立額はいくら必要になるか。

オリジナル問題冊子

11   ２級ＦＰ技能検定 公開模試 実技試験 

【第７問】（各２点） 

問２３ 正解 ６６４（万円） 

可処分所得額は「支払金額－（社会保険料等の金額＋源泉徴収税額＋住民税額）」 

で求める。したがって 

800 万円－（96 万円＋40 万円）＝664 万円 

問２４ 正解 ２９１（万円） 

基本生活費の計算は、前年の額に上昇率を掛けるが、前年に長女が結婚するため、

前年の額の 30％減とし、これに上昇率を乗じる。したがって、 

408 万円×70％×1.02＝291.3 万円→291 万円（万円未満四捨五入） 

問２５ 正解 ５８１（万円） 

貯蓄残高の計算は、前年の貯蓄残高に運用率を掛け、その年の年間収支を加算する。 

資産残高：500 万円×1.005＋(717 万円－639 万円)＝502.5 万円＋78 万円＝580.5

万円→581 万円（万円未満四捨五入） 

【第８問】（各２点） 

問２６ 正解 １０，２９８，０００（円） 

設問の事例の場合、「終価係数」を使用して 20 年後の元利合計金額を求める。1％、

20 年の終価係数は 1.220、3％、20 年の終価係数は 1.806 なので、 

400 万円×1.220＝4,880,000 円 

300 万円×1.806＝5,418,000 円 

4,880,000 円＋5,418,000 円＝10,298,000 円 

問２７ 正解 ２３４，０００（円） 

設問の事例のように、借入金を一定期間で返済する場合の返済額を求める場合には

「資本回収係数」を使用する。3％、10 年の資本回収係数は 0.117 なので、 

200 万円×0.117＝234,000 円 

問２８ 正解 １８６，０００（円） 

設問の事例のように、必要額をもとにして毎年の積立額を求める場合には「減債基

金係数」を使用する。1％、15 年の減債基金係数は 0.062 なので、 

300 万円×0.062＝186,000 円 

解答・解説冊子

日本FP協会「資産設計提案業務」
金融財政事情研究会「個人相談業務」に対応
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3級FP対策
暮らしに役立つお金の知識を学びます。初めてFPの学習をする方には｢入門編｣として3級 FPから学習することをおすすめします。
〜日本FP協会の実技試験｢資産設計提案業務｣と金融財政事情研究会の実技試験｢個人資産相談業務｣「保険顧客資産相談業務」に対応
　しています〜

3級FPスピード合格講座
暮らしに役立つお金の知識を身につけよう！

IN
PUT

（　　　　）全12回・計30時間
通信

●FPの基礎知識を楽しく学びながら、無理なく3
級FP技能検定合格レベルの実力が身につき
ます。

●実技試験は、日本FP協会が実施する「資産
設計提案業務」に加えて、金融財政事情研
究会実施の2試験にも対応！

●豊富な図表でわかりやすいオリジナルテキスト
を使用します。

●2級FP・AFPを視野に入れた講義・テキストで
ステップアップが容易に！

※3級FP技能検定合格は、2級FP技能検定の
受検資格です。

対象者
●初めてFPの学習をされる方
●FPに関する予備知識のない方
●学生や主婦の方
●暮らしに役立つお金の知識を学びたい方
●お金の仕組みを理解したい方

講義の進め方
講義 70分 → 休憩 10分 → 講義 70分

講座使用教材
●3級FPスピードマスターテキスト（右頁の見本

参照）
●３級FPスピードマスター問題集
　過去の出題傾向を分析してLECがオリジナル

に作成した問題集です。
●学習計画表（右参照）※Web上に公開します

インターネット質問を利用できます（無料）

『学習計画表』からスタートしよう！
本講座には、副教材として『学習計画表』を
ご用意しています。この『学習計画表』を見れ
ば、試験までのスケジュールが一目瞭然です。

『学習計画表』を活用して、学習の全体像を
把握し、自分の状況に応じた計画を立てて、ス
ムーズにスタートしましょう。

講座と教材（3級FP）あなたを
合格へと導く

LECの講座

3級FP公開模擬試験 
OUT
PUT

（　　　　）全1回・計180分
自宅受験のみ

厳選した問題で本試験をシミュレーション！
●本試験と同形式・同レベルの公開模擬試験です。
●ひと通り学習が終わった後の実力診断に最適！
●弱点・苦手分野を把握し、対策を講じて完璧に

試験に備えることができます。
●「資産設計提案業務」と「個人資産相談業務」
「保険顧客資産相談業務」の3つの実技試
験問題をご用意しています。

●時間配分など、本試験をシミュレーションするこ
とができます。

●自宅受験ですので、その場で自己採点し、到達
度を把握できます。

対象者
●3級FP技能検定を受検するすべての方
●本番に向けて同形式の問題演習でシミュレー

ションしたい方
●本試験と同レベルの問題で実力診断したい方
●直前期の総仕上げを図りたい方
●再チャレンジ、独学の方

講座使用教材
●オリジナル問題冊子
●解答・解説冊子（右参照）
※学科または実技のみの受験もできます。 
※自己採点となりますので、解説講義・成績表はございません。

本試験と同形式・同レベルの
問題に、解説が付いています！

解答・解説冊子

問題冊子
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第　　　　 章

Financial Planning

1 住宅取得プランニング A

1 住宅取得の考え方
住宅ローンを組む場合、頭金が重要となる。これ以外にも諸経費が別にかか

るため、頭金と諸経費で30％程度を自己資金で準備できるのが理想である。

2 購入時の諸費用
税金関係 …… 不動産取得税、登録免許税、印紙税など

住宅ローン関係 …… 事務手数料、団体信用生命保険、火災保険料など
その他 ……仲介手数料、修繕積立金など

3 自己資金の形成プラン
自己資金の準備方法として、財形住宅貯蓄があげられる。

■図表4-1　財形住宅貯蓄の概要

積立方法
・給与天引き
・1人1契約、原則5年以上
・目的外払い出しは課税される

特典 ・貯蓄型、保険型とも財形年金貯蓄と合わせて550万円まで非課税
・返済期間最長35年の財形融資を受けることができる

楽習ポイント
住宅ローンの仕組みや教育ローンの概要について押さえよう。特に、
フラット３５についてはその特徴を細かく確認しておくようにしよう。

ライフプラン策定上
の資金計画4

F i n a n c i a l Pl a n n i n g
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第4章　ライフプラン策定上の資金計画

4 住宅ローンの仕組み
（1）住宅ローンの返済方法
❶元利均等返済
毎回の返済額がずっと一定で、その返済額の内訳（元金部分と利息部分）が返
済時期によって異なってくる返済方法である。メリットとして、返済額が一定
なので返済計画がたてやすいこと、元金均等返済にくらべて当初返済額が少な
いことがある。デメリットは、元金均等返済と比べたとき、同じ借入れ条件な
ら、元利均等返済の方が総返済額は多くなる。
❷元金均等返済
毎回の元金部分の返済額を一定にする返済方法である。ローン残高が順調に

減るため、返済が進むにつれて、利息を含めた返済額が徐々に少なくなる。

■図表4-2　元利均等返済と元金均等返済のイメージ図

（2）住宅ローンの金利
❶固定金利
借りた時の金利が最後まで適用されるのが、固定金利である。借入後の毎回

の返済額が一定なので、計画的な返済が行いやすいといえる。
❷変動金利
変動金利は、一定期間ごとに適用金利が見直される。借りる時の金利が低い

からといって、最後まで続くわけではない。
❸固定金利選択型
固定金利選択型は、返済のはじめの一定期間のみ固定金利で、その後、再度

固定金利か変動金利を選択することができる。

〈元利均等返済〉 〈元金均等返済〉

利息

返済期間

元金

返
済
額

返済期間

利息

元金

返
済
額

LEC東京リーガルマインド/ファイナンシャル・プランナー /３級FPスピード合格講座/複製・頒布を禁じます

わかりやすい！ オリジナルテキスト
20年以上に及ぶ FP試験対策指導の実績から開発した、LECオリジナルのテキストが、あなたを合格へと導きます！

2021年5月3級 FP技能検定対応試験

使用　3級FPスピードマスターテキスト｢3級FPスピード合格講座」

｢学習ポイント｣でそ
の章の学習内容を
確認！

章毎に重要度を表示し
ているので、メリハリの効
いた学習ができる！

項目毎に復習必要
度を記載！過去の出
題傾向が一目瞭然！

図表によって視覚
的に理解できる！

編末には重要項目
を確認できるチェッ
ク問題を掲載！

「 問 題にチャレン
ジ」で知識の確認
と実技試験を意識
した学習が可能に！

スピードマスターテキスト スピードマスター問題集
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講師
合格に導く！熱意あふれる講師陣

あなたを
合格へと導く

LECの講座

コンサルティングをはじめ、実務の第一線で活躍中の現役ＦＰが講義を担当。独立系ＦＰほか、社会保険労務士、行政書士な
ど、各科目のスペシャリストによる講義は、試験対策はもちろん、実生活ですぐに活きるＦＰ知識が身につくと評判です。

水道橋本校　通学生講義および収録講義（ＤＶＤ・Ｗｅｂ講義・音声ＤＬ）　担当予定講師

▲

Profile
20余年の商社勤務で培ったグローバルな感覚と営業力を持って
FPに転身。現在、不動産事業会社の代表を務めるとともに、FPとし
ても精力的な活動を展開している。税務全般に精通し、分かりやす
い講義には定評がある。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士
身近なテーマで記憶に残る講義を！

『わかりやすく、かつ、聴くことで覚えることのできる講義』で受講生の
みなさんを合格に導くこと、さらには、合格後も役立てていただけるよ
うな印象に残る講義を目指しています。

伊東  伸一 
Ito Shinichi

▲

Profile
長年にわたる高校教員経験を活かし、FP試験対策講義で活躍。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士、年金アドバイサー2級、社会保険労務
士資格
徹底分析こそ合格への近道です！
これまでに出題された過去問を徹底的に分析し、本試験に直結した
講義を心がけています。勉強するからには一発合格を意識することは
もちろんですが、学んだ知識を日常生活の様々な場面で生かしてもら
えれば幸いです。

長沢 憲一 
Nagasawa Kenichi

▲

Profile
2004年に個人事務所「滝野川FP事務所」を開設し、企業研修、
高齢者サポート、社会保険業務内製化を中心に幅広く活動。
保有資格
CFP認定者、１級FP技能士、宅地建物取引士
一回で受かるお手伝いをします！
FPは勉強する範囲がとても広いですから、丸暗記が通用しにくい資
格です。私の講義の中では、生活の一つのシーンごとに具体的な情
景を思い浮かべながら、FPの重要テーマの理解をはかります。

小林 好文
Kobayashi Yoshibumi

▲

Profile
FP Office Smile Factory代表。独立系ＦＰとして、大学、法人研修
などでＦＰ講座の講師業を中心に活動中。子供たちへの金融教育
の普及にも携わっている。
保有資格
ＣＦＰ認定者、１級ＦＰ技能士、宅地建物取引士、管理業務主任者、
年金アドバイザー
基本が大事です！
ＦＰを初めて学ぶ方が、専門用語につまずいてしまわないように、わか
りやすい言葉に言い換えたり、図解を多用して楽しく学んでいただけ
る工夫をしています。過去問分析による大事なポイントをお伝えする
ことで、合格につながる講義を心がけています。

芳川博一 
Yoshikawa Hirokazu

▲

Profile
財務会計のプロ。会計系コンサルティング会社、財務系システムコ
ンサルタントを経て、（有）トータルライフサポートを設立しコンサルティ
ングで活躍中。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士、日商簿記1級
やる気のある方、最短合格へ導きます！
専門学校だからこそできる、無駄や暗記を極力排除した講義を提供
いたします。もちろん、試験傾向も網羅していますから、毎回講義に
出席して頂き、復習をすれば合格することができます。

熱田 宏幸 
Atsuta Hiroyuki

▲

Profile
（株）アネシスコンサルティング代表取締役。独立系ＦＰとして、数多く
の個別相談、講演等を手がける。現在、金融知力インストラクターと
して、金融・経済関連の知識を多く広める。ＦＰ試験に関する著書多
数。
保有資格
ＣＦＰ認定者、1級FP技能士、DCプランナー、一種外務員、住宅
ローンアドバイサー、金融知力インストラクター
分かりやすく、早く覚え、楽しめる講義！
資格の知識を受講生がイメージして覚えられるよう分かりやすく講義
を進め、難しい内容も噛み砕いて、理解しやすいように説明していき
ます。

山田 幸次郎 
Yamada kojiro

▲
Profile

ライフブラッサム代表。金融系シンクタンクで14年の勤務を経て独
立。顧客のライフプランや夢の実現のために、資産運用、保障設
計、相続対策等の包括的なプランニング、様々なテーマでの執筆・セ
ミナー等幅広い業務を行う。年間講義回数は100回以上。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士、キャリアコンサルタント、産業カウンセ
ラー
楽しく学んで合格を勝ち取ろう！
私の講義では、個人顧客からのご相談や人事コンサルティングの現
場で出会った事例を豊富に盛り込んで、楽しくわかりやすく学んでい
ただくことを心がけています。

田中 尚実 
Tanaka Naomi

▲

Profile
経済・金融関係の出版社勤務を経て、FP資格取得後、1997年に
独立系FP会社㈲モーリーズ岩田美貴FP事務所を開設し、生活経
済、ライフプラン全般にわたるコンサルティング業務を開始する。企
業とのタイアップ企画による「女性のためのセミナー」等多数。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士
ポイントを押さえた講義で理解から合格へ導きます！
10余年のLECでの講義経験から、出題ポイントを的確に押さえ、メリ
ハリの効いた講義を行い、さらにFPとしての実務経験から、“そうなる
理由”をていねいに解説いたします。

岩田 美貴 
Iwata Miki
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▲

Profile
個人事務所オフィスITO代表。独立系FP、行政書士として家計相
談から相続相談まで幅広く活動。現在、特に力を入れているのが、

「後悔のない結婚生活を送るためにカップル向けの結婚後のライフ
プラン作成サポート」。
保有資格
CFP認定者、1級ＦＰ技能士、宅地建物取引士、行政書士
合格はもちろん！使える知識を！！
FP試験は解き方のポイントを押さえれば必ず合格できます。FPの知
識は生活に役立つことばかりです。講義ではただ覚えるだけではな
く、どのように役立つのか具体例を挙げて進めていきます。

伊東 勇太
Itou Yuta

▲

Profile
平成16年4月に株式会社リアルエステート大阪を起業し、賃貸〜売
買、不動産管理、借地権の買取、事業用不動産のコンサルタントな
どを営む。また、リアルFPオフィスでは住宅ローンの相談や、20社の
生命・損害保険の代理店、保険の見直し、保険を活用した税対策な
どの業務に携わる。FP相談員としての相談件数多数をこなす。
保有資格
CFP認定者、宅地建物取引士
合格は通過点その後の活躍も見据えた熱い！明快な講義
自己啓発の方、仕事に活かしたい方、独立時の強い武器にしたい
方、へ向けて講座では実務家としての経験談や失敗談、裏話を交え
ながら合格への最短距離のポイント踏まえ、実務でも役にたつ講義
を行っていきます。

若原 朋之
Wakahara Tomoyuki

梅田駅前本校 通学生講義　担当予定講師

▲

Profile
独立系FPとして、「オフィスFP」を設立し、精力的にFP業務をこな
す。簿記・会計の講義歴のベテラン講師。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士、日商簿記検定１級
Perfect を目指す！！
受験で出題される高頻出分野を絞り、限られた講義時間内におい
て、受講生の方に伝えるかを主眼においています。その方法には、各
出題分野について、高頻出〜低頻出の分野を明確にさせ、重要度
の高い分野からの学習を徹底的に指導します。

安井 宏孝
Yasui Hirotaka 

▲

Profile
証券株式会社に勤務時代には、法人部で法人営業補助、債券部
では金融機関・事業法人向け債券営業、大阪証券取引所場立業
務・引受部では有価証券引受業務に従事する。現在はLEC講師と
して実績を積む。
保有資格
CFP認定者、１級ＦＰ技能士。一種外務員、証券アナリスト
しっかり内容を理解すれば専門用語なんて怖くない！ 一
緒に楽しく学びましょう
限られた時間内にどのように問題を攻略していくかのコツを始め、勉
強法、便利な電卓の使い方まで折に触れ講義に散りばめています。
頭も手も使って楽しく講義を受けていただきます。

羽間 いづみ
Hazama Izumi

▲

Profile
大手ハウスメーカー勤務中の89年に宅地建物取引士取得。98年
㈱サンテック（不動産）専任取引主任者就任。LEC専任講師を努め
る傍ら、不動産取引だけでなく、不動産の有効活用や不動産に絡ん
だ相続相談等、FPの相談業務も精力的にこなす。
保有資格
CFP認定者、宅地建物取引士
基礎から教えます！
私が極力、講義の中で気をつけていることは、「具体例」を使って説
明することです。具体例で内容を把握すれば、理解しやすく、効果的
に試験勉強が出来る訳です。

草浦 保勝
Kusaura Yasukatsu

▲

Profile
大学卒業後、証券会社等を勤務、業界初となるFX事業の立ち上げ
に関わる。2006年に独立 「KAZUKI FP事務所」を開設。現在、
セミナー講師、執筆業務、ＦＰ相談などを行う。セミナー講師を年間
100コマ以上の講義を実施活躍中。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士、証券外務員1種、内部管理責任者、
DCプランナー 
楽しく学べ、最短時間で効率的に合格へ！
合格には質と量の両方を兼ね備えた勉強が必要です。
私の講義では、合格に必要なポイントを押さえた質の高い内容を、知
らずのうちに量もこなせる飽きずに楽しめるメソッドで、最短距離での
合格を目指せます。

田中 和紀
Kazunori Tanaka

▲

Profile
20年以上にわたり大手素材メーカーに勤務。社内では様々な職種
を経験し、在職中にFP・社会保険労務士の資格を取得。現在は「う
たしろＦＰ社労士事務所」の代表として活動。受講者視点のわかり
やすい講義をモットーに研修・セミナー講師として活動中。
保有資格
CFP®認定者、１級FP技能士、社会保険労務士、日商簿記２級

「なぜ」を大切に、実生活でも役立つ講義を！
「ライフプランニングと資金計画」の分野は、人生の三大支出への
対処やキャッシュフロー表作成などFPとしての基礎となる部分と社
会保険全般が範囲となっており、ボリュームがあります。講義で背景
も含めて説明することで、覚えやすくなるよう心がけています。

歌代 将也
Masaya utasiro

▲

Profile
損害保険会社勤務を経て、2003年に保険代理店として独立し、
FPコンサルティング業務を開始する。大手企業の研修講師、マネー
セミナーなどの実績多数。とても分かりやすい内容と評価が高い。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士、証券外務員2種、日商簿記1級 
合格に導く「分かってもらう講義」を目指します！
FP資格では生活に直接関係のある内容を学びますが、専門用語も
多く出ます。私の講義では、「暗記」ではなく「分かってもらう」ことで、
難しい専門用語もしっかり理解でき合格に直結します。実生活にも
役立つ有意義な講義を目指します！

長谷川 浩一
Kouichi Hasegawa

▲
Profile

個人事業主としてFP事務所を開業し、相談業務、マネーインテリジェ
ンスの重要さを伝えるためのセミナー主催等を行っている。また、講
師業のいろはを学び、つねに受験生の目線で講義を行っている。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士、行政書士、宅地建物取引士、個人情
報保護士
わかりやすさが最大の特徴
大まかな概要をお話しすることで、全体像をイメージして頂き、全体の
流れを理解した後、各論点のなかで、特に過去の問題で問われてい
る部分を重点的に押さえていくスタイルで講義を展開していきます。

大西 俊弘
Onishi Toshihiro

▲

Profile
会計事務所勤務を経て、2007年長谷ファイナンシャル・プランナー
事務所を開業し活動。相談・講演・執筆を行う。
保有資格
CFP認定者、1級FP技能士、二種外務員、住宅ローンアドバイ
ザー、ライフコンサルタント
豊富な実務経験を基に難しい内容もわかりやすく解説
実務経験を生かし難解な用語・内容も身近な事例に置きかえ噛み
砕いて説明します。また、受験生には参考になるよう、私自身が受験
生時代に経験したことを成功例・失敗例に分け講義を展開していき
ます。

長谷 剛史
Hase Tsuyoshi
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FP資格の最高峰！「1級FP技能検定」学科試験対策講座

1級FP技能検定は合格率が10%前後を推移している難関試験です。CFP試験のように科目ごとの合格ではなく、試
験6科目を学習して試験に合格する必要があります。LECでは合格に必要な6科目の知識を身に付けるために、オリジ
ナルテキストを使用して、出題傾向に沿ったポイントを分りやすく講義します。

1級FP学科試験対策
通信 Web講座は2021年9月試験まで視聴ができます（視聴期限：2021年9月30日）※価格表示は一般価格10％税込になります。

1級ＦＰ技能検定学科試験あなたを
合格へと導く

LECの講座

〈リバイバル講座〉2021年5月・9月試験向け

1級・2級FP
出る順ブリッジ講座
全6回【15時間】

通信 

1級の学習に向け2級の
知識を復習！

イ ン プ ッ ト

1級FP学科
試験対策講座
全18回【45時間】

通信 

1級FPに必要な知識を
ポイントで学習！

イ ン プ ッ ト

1級FP学科
試験対策講座
全18回【45時間】

通信 

1級FPに必要な知識を
ポイントで学習！

イ ン プ ッ ト

1級FP学科
公開模擬試験
全1回【計300分】

自宅受験のみ

公開模擬試験で知識の
最終確認を！

公 開 模 試

1級FP学科
公開模擬試験
全1回【計300分】

自宅受験のみ

公開模擬試験で知識の
最終確認を！

公 開 模 試

１級FP
パーフェクト
合格パック
全25回【65時間】
通信
通信Web 83,160円～

１級FP学科試験
対策パック
全19回【50時間】
通信
通信Web 72,160円～

1級・2級FP出る順ブリッジ講座
1級試験の学習を効率的に進めるための2級復習講座！

IN
PUT （　　　　）全6回・計15時間

通信

●2級FPのテキストを用いながら、1級試験ではどこが出題されるのかを解
説し、1級学科試験対策を始めるための基盤を養成します。

対象者
●2級FP合格からしばらく時間がたっている方
●1級FPの勉強を始める前に、2級FP知識の

再確認をしたい方

講義の進め方
講義70分 → 休憩10分 → 講義70分

講座使用教材
●2級FPオリジナルテキスト（P15参照）

1級FP学科試験対策講座
【インプット編】【過去問対策編】の学習で効率的に合格への実力を養います！

【インプット編】科目毎に2回講義

【過去問対策編】科目毎に1回講義

IN
PUT （　　　　）全18回・計45時間

通信

●科目毎に2回の【インプット編】と1回の【過去問対策編】のカリキュラムです。

【インプット編】では、オリジナルテキストを使用したインプット講義で科目毎の学習方法や出題ポイントを
解説します。

【過去問対策編】では、過去2回分（2020年1月、2019年9月）の本試験問題を解きながらインプットした知識を確実なものにします。
また、講師の解法を見ることで問題に対するアプローチ方法も習得できます。の学習方法や出題ポイントを解説します。

対象者
●1級学科試験に合格する実力を養いたい方
●再度知識を整理し1級学科試験の合格を

目指す方

講義の進め方
講義70分 → 休憩10分 → 講義70分

講座使用教材
●1級FPオリジナルテキスト
●本試験問題解説集（基礎編・応用編）

インターネット質問を
利用できます（無料）

※この講座は2021年1月試験向け対策講座のリバイバルになります。（収録：2020年5月）

〈リバイバル価格〉

〈リバイバル価格〉
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[LECオリジナルテキストの特徴]
▶ 1級FP技能検定で出題された内容の95％を網羅
▶ 体系的に整理されているため、知識の確認に役立つ
▶ 過去問出題情報や重要用語解説など補足情報も充実

本試験と同形式・同レベルの問題で最終チェック！

●一通りの知識を身に付けた後は、近年の本試験問題の分析結
果をもとに作成したオリジナルの公開模試で試験直前の総仕上
げができます。

●本試験と同レベル・同形式の模擬試験を受験することで、試験
直前期に自身の到達点や弱点、また補う知識を明確に確認する
ことができます。

対象者
●1級FP技能検定学科試験を受検する全ての方
●本試験と同形式の問題演習でシミュレーションしたい方

講義の進め方
【公開模試】 基礎編 150分 → 休憩 → 応用編 150分
※成績処理はありません。自己採点となります。

使用教材
●オリジナル問題冊子　●解答解説冊子

OUT
PUT 1級FP学科試験公開模擬試験（　　　 　）全1回・計300分

通信

2色刷りで見やすい！ 
体系的に整理されていてわかりやすい！
1級 FP技能検定は、実務でも必要となる知識やファイナン
シャル・プランニングの流れについて広汎な知識が問われる
試験です。LECのオリジナルテキストは過去の本試験問題を
分析の上、各テーマを出題頻度順に分類し、毎回出題される
論点、今後も出題が予想される論点を中心に掲載しています。

図を多用している
ため、難しい概念も
すっきり理解できる！

「 例題 」で計算問
題の解法テクニッ
クが身に付く！

章ごとの重要度を
チェック！

重要単語は、「 言
葉の意味」でしっか
り覚えよう！

本試験で出題され
た問題は、アイコン
でマーク！ 「指マーク」では、さ

らに詳しい解説を
記載！

１級で頻出の改正
点が一目で分かる！

オリジナルテキスト
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各種講座のご案内あなたを
合格へと導く

LECの講座

●対象者　2級以上のFP技能士資格を既にお持ちの方で、AFP資格の取得を目指す方

AFP認定研修 全2回（1講義：2.5時間）

●講座使用教材　
FP総論
受講のご案内
提案書アドバイザー〈提案書作成の案内書〉

●講座の特長
○わかりやすい!　「提案書アドバイザー」テキストと充実の講義
○インターネットの質問が無料です!　何回でも利用がＯＫです。

●注意事項
○AFP認定研修講座は2級FP技能士（または1級FP技能士）を取得されていな

い方はお申込できません。

○受講期間は1年間です（受講開始日から1年以内に提案書提出・合格し修了す
る必要があります）。

○修了後の日本FP協会へのAFP登録はご自身で手続きを行ってください。

○CFP受験される場合はAFP登録が必要となります。本講座修了後にCFP試
験の受験をお考えの場合は、予め、修了予定日（受講期間）、AFP登録期限等
についてご確認のうえ、お申込みください。受講開始日・修了日によっては、ＣＦ
Ｐの試験に間に合わない場合がございます。

提案書講義（2回）

提案書の作成・提出

●講座カリキュラム

※ Webアップ版は「FP総論」の教材のみ発送されます。受講のご案内と提案書アド
バイザーは画面上で教材をご覧いただくか、プリントアウトしてご受講ください。
また、インターネット等での講座のご質問はできません。

●受講形態【通信】

講義形態 教材 10％税込

Web＋音声ダウンロード＋スマホ

Web
アップ版※ 11,000円

教材発送 15,400円

DVD 教材発送 23,100円

人気

2級または1級FP技能士取得者を対象に日本FP協会のAFP認定研修に特化した通信講座です。本講座を受講・修了することで、AFP資格
を取得することができます。ＬＥＣのＡＦＰ認定研修は「提案書」を分りやすく作成できるようにプログラムされており、安心して講座を受講す
ることができます。また、ＣＦＰの受験資格を取得することができます。

充実のサポートで提案書作成をナビゲート！

3級FPマスター講座 全7回（1講義：2.5時間・通学）
3級FP技能検定試験対策の生講義（全7回）がなんと3,000円で受講できます。テキストは「3級FPスピードマスターテキスト」を使用し、さら
に本試験問題・解説集も1冊付いてきます。各科目ごとにLEC専任講師が合格に必要なポイントを中心に講義を行いますので、この講座を受講
するだけで十分に合格を目指すことができます。※3級FPマスター講座は通学生クラスのみの実施となります。欠席フォローはございません。

水道橋本校　開講 4/2（金）
水・金クラス 19：15 ～ 21：45

梅田駅前本校　開講 3/20（土）
土・土クラス ① 9：30 ～ 12：00
 ② 13：00 ～ 15：30

●実施本校　●講座使用教材　
3級ＦＰ
スピードマスターテキスト
本試験問題・解説集（1冊）

●受講料　
3,000円（税込）

2級FPスマート合格講座 全16回

2級ＦＰ試験を効率的に学習したい方に向けた講座です。「重点マスターテキスト」は2級ＦＰ試験の合格に必要なエッセンスを凝縮しています。
このテキストを使ってLECベテラン講師がインプットで各科目2回の講義を行い、知識の整理をします。
アウトプットでは2回分の本試験の過去問を使用して学科対策（2回）、実技対策（2回）で本試験対策を万全にします。

ライフプランニングと資金計画
リスク管理
金融資産運用
タックスプランニング
不動産
相続・事業承継

学科対策（2回）
実技対策（2回）
※「資産設計提案業務」 
か「個人資産相談業務」
を受験する試験団体で
科目を選択

●講座カリキュラム ●講座使用教材　
重点マスターテキスト
本試験過去問題・解説集

（2冊）

●講師
伊東 伸一 LEC専任講師
岩田 美貴 LEC専任講師

●受講料

講義形態 価格（税込）

Web＋音声ダウンロード＋スマホ 33,000円

講義12回（1講義：2.5時間）
演習4回（学科：2時間／実技：1時間）

〇インプット講義　各科目2回

ライフプランニングと資金計画
リスク管理
金融資産運用
タックスプランニング
不動産
相続・事業承継
過去問解説

●講座カリキュラム
〇各科目1回

〇アウトプット演習

※ 実技対策講座は「資産設計提案業務」はＦＰ協会、「個人資産相談業務」は金財の実施科目になります。

※詳しいスケジュールは受講料・スケジュール
冊子をご覧ください。
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インターネット質問フォロー
教えてチューター制度

教えてチューター制度は、学習期間中の講義や教材の内容に関する疑問や学習
方法などLEC専任講師・スタッフに質問できるシステムです。インターネットで質
問ができるため、いつでも疑問が生じたら質問することができますので、安心し
て学習を進めることができます。回答は概ね1週間から10日程度で回答をいた
します。※パック・コース申込者限定となります。

詳しくは▶http://www.lec-jp.com/system/sp/

新機能！ スマホ講義動画ダウンロード機能搭載！

受講システム
LECの

受講システム

利用方法　1.My ページ ID・パスワードを入力し、Online Study SP に入ります。
 2.コースメニューをクリックし、コース TOP 画面に切り替えます。
 3. 左側のコンテンツの『教えてチューター』より質問を行います。

※受付期限：本試験から起算して 14日前まで。
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FP企業研修・法人提携割引のご案内
今、ますます活躍の場が広がっているFP資格。近年では人材育成の一環として、従業員様のFP資格取得を支援している企業・金融機
関も増えています。LECではそうした法人様向けサービスとして、FP企業研修と法人提携割引をご用意しています。

FP企業研修

法人提携割引

貴社のニーズに即した専用プログラムをご提案

講座がよりお得に利用できる

FP技能検定合格のための研修プログラムを企業・金融機関に向けて実施しています。目標とする級や対象となる受講者数、研修として設け
られる時間などをヒアリングした後、専用の対策プログラムを提案いたします。

企業の人事部・総務部の皆様へ
貴社の従業員様の福利厚生の一環として、LEC提携割引制度を導入しませんか？
お問い合わせ・お申込みは、下記連絡先までお願いいたします。

従業員様に自己啓発として FPの学習を推奨したい場合、「法人提携割引」を締結すれば、FPを始めとした各種講座を特別割引にてお申込み
いただけます。 ※法人提携割引締結に関して、登録料等の費用は一切かかりません。

※講義時間やカリキュラムは、ご要望に応じて変更可能です。

ニーズ ソリューション

業界内での競争力強化を図る施策の一環として、従業員
に対してFP2級取得を奨励したい。十分な対策を実施し
てもらいたいが、社内研修として設けられる時間は限られ
ている。また、地域や曜日によって複数のクラスを設けた
いが、それぞれで理解度に差が出ないようにしたい。

講師派遣の集合研修と、スタジオ収録によるWeb講座
を組み合わせたブレンディング研修をご提案いたします。
Web講座の活用により集合研修の講義時間を圧縮して
学習を効率化すると共に、集合研修においては統一的な
カリキュラムと講義方針でクラス間における進度や理解度
の差が出ないように進めることが可能です。

【2級FP技能士対策講座の場合】

企業ご担当者様 LEC 法人営業担当

検定試験の実施スケジュール例
①集合研修

科目 時間 講義内容

ライフプランニング／リスク管理 6時間 過去問題の傾向を基
にFP2級の本試験に
て問われるポイントを
解説。業務上、前提知
識のある方が大半を
占めていることを念
頭に置き、事務知識を
試験対策に活かすこ
とにも留意した講義
を展開。

金融資産運用／タックスプランニング 6時間

不動産／相続 6時間

模擬試験／解説

模擬試験：
3時間30分

解説講義：
2時間30分

②Web講義

講義内容 時間 講義内容

基本講義 30時間
ライフ～相続の6科目
について、1科目各5
時間で学習。

過去問解説講義（学科・応用） 5時間

直近の過去問題を解
きながら頻出論点や
試験テクニック、法改
正について集中講義。

TOPIC AFP・CFP®を奨励している企業様には日本FP協会の継続教育の単位が取得できる  
eラーニングコンテンツも提案しています。詳細につきましては、お問い合せください。

お申込み・お問い合わせ

LEC東京リーガルマインド法人事業本部
TEL：03－5913－6047　 URL：http://partner.lec-jp.com/biz/
営業時間　平日：9：00～18：00　土日祝：休
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割引制度のご案内

FP無料セミナー＆個別受験相談会（併催）スケジュール
LECでは全国の各本校にて無料セミナー＆個別受験相談会を開催しています。
FP（ファイナンシャル・プランナー）に興味をお持ちになった方やこれから勉強しようかなとお考えの方、
FPの試験制度や2級FP技能士とAFPとの違いなど、みなさんの知りたい情報をご提供します！
詳しくは、スケジュール冊子をご確認ください。

早期割引　   　割引期間　　2021年1月15日～2月28日 15,000円割引
   　割引期間　　2021年3月1日～3月31日 10,000円割引
上記割引期間にお申込の方は一般価格より割引いたします。

他資格割引 　　割引期間　　2021年1月15日～8月31日 10％割引
ＬＥＣでＦＰ以外の講座をご受講いただいている、または、過去にご受講いただいていた方

ママ応援割引 　割引期間　　2021年1月15日～8月31日 10％割引
ＬＥＣは未就学のお子様がいるお母さんを応援します。一般価格より割引をいたします。

無料セミナー参加者割引 
　割引期間　　2021年1月15日～8月31日 5,000円割引

無料セミナーに参加され当日に講座のお申込された方は一般価格より割引いたします。

ＬＥＣではお得な各種割引制度をご用意しております。詳細はスケジュール冊子をご覧ください。
※割引の種類・内容は予告なく変更する場合がございます。
※Web割引キャンペーン等、他の割引をご利用いただいた方がお得な時期もございますので詳細はWeb・コールセンター等でご確認ください。

当日
参加者割引

あり！

予約不要
参加無料

ＦＰ初級向けガイダンス　「ＦＰになろう！ＦＰはお金のプロフェッショナル！」 PG21002

ＦＰは金融、不動産、税金、保険、住宅ローン、年金などお金の幅広い知識を学ぶことができる資格です。「お金の知識」は将来を考えて、より
良い暮らしや人生を目指すことのできる道しるべになります。ＦＰになって豊かな人生を設計しましょう。ＦＰ資格の魅力・仕事内容や受
験対策などについて、LEC専任講師がお伝えいたします。

メールマガジン「FP-GENERATION」 ▶ ご登録は www.lec-jp.com/mailmaga/
試験の最新情報、イベント・講座情報
などを掲載しています。

無料セミナーの詳しい日程はＬＥＣのＦＰサイトへ


