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● 通学クラスもWebフォローまたはDVDフォロー付だから安心して受講できます。
● Web受講の方は追加料金なしで、スマートフォンによる動画視聴が可能です。
● 講義音声をPC・スマホからいつでもダウンロード自由です。
● 通学・通信ともにWeb質問制度“教えてチューター”ついてます。

合格に向けて、万全のフォロー



身近な年金相談事例  実際にはこんな相談を受けます

Case Study1

は大学卒業後、17年間勤務していた食品メーカー（厚生年金に加入）を40歳の時に退職し、家業の中華料
理店を継ぐため、5年間、本場中国で中華料理の修業をしました。中国にいる時は年金のことには興味がなく、

日本の国民年金に任意加入していませんでした。
その後、45歳の時に日本に帰国し家業を継ぎ、中華料理店の経営を始めましたが、最初は売り上げが思うように伸び
ず、6年間は国民年金の保険料を払っていません（未納・免除せず）。その後、新メニューがヒットし、中華料理店の経
営が軌道に乗り、現在に至るまで、約8年間、国民年金の保険料をきちんと払っています。
私は、現在、59歳です。60歳を目前にして、そろそろ年金のことを考えるようになってきました。つい最近、知り合いから、
国民年金は10年納めないともらえないと聞きましたが、私は今まで、厚生年金に17年間しか加入しておらず、国民年
金は、60歳まで納めても約9年間しかありません。国民年金の期間が10年に届かない状況なので、私はひょっとして、
国民年金の年金をもらえないのでしょうか？

国民年金の老齢基礎年金の受給
資格期間は、厚生年金保険の被
保険者期間も含めることができま
す。様々な期間をつなぎ合わせて、
受給資格期間を満たすケースは
多々あります。年金アドバイザーの
学習をすれば、受給資格期間の数
え方をマスターすることができま
す。それから、相談事例の方（男性）
の生年月日の場合、64歳から厚
生年金の老齢厚生年金（報酬比
例年金）を受給できるため、その
点も説明する必要があります。年
金アドバイザーの学習をすることに
より、生年月日に応じた60歳台前
半の老齢厚生年金の支給開始年
齢もマスターすることができます。

60歳まで国民年金の保険料を納付した場合、国民年金（約9年間）＋厚生年金（17年）≧ 10年
になるため、65歳から、国民年金の老齢基礎年金を受給することができます。

厚生年金の加入歴のある
自営業者のA夫さんからの相談Question

Answer

相談者 A夫さん
59歳・S36.3生まれ・男性
自営業（中華料理店経営）

答える人

年金アドバイザー

相談のポイント

私

御安心ください。あなたは、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているため、65歳か
ら、国民年金の老齢基礎年金をもらうことができます。国民年金の老齢基礎年金を受給するためには、
原則として、平成29年8月から10年間の期間が必要となり、この期間を受給資格期間といいます。
この受給資格期間は、保険料納付済期間＋保険料免除期間＋合算対象期間で計算され、国民年金
の保険料納付済期間だけでなく、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間も保険料納
付済期間として合計することができます。
あなたが、60歳まで国民年金の保険料を納付した場合、国民年金（約9年間）＋厚生年金（17年）
≧ 10年になるため、65歳から、国民年金の老齢基礎年金を受給することができるのです。また、あ
なたの生年月日の場合、64歳から厚生年金期間（17年間）が反映された厚生年金の老齢厚生年金
（報酬比例部分）をもらうことができます。64歳になりましたら、年金の請求手続きを行いましょう。

oint of
consultation p

国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間について

平成29年8月からは合計で10年以上

厚生年金 17年
（保険料納付済期間）

国民年金 約9年間
（保険料納付済期間）60歳まで納付すると

ケーススタディ

Case Study2

々、60歳台前半の老齢厚生年金をもらえるようになります。現在の月額給与は、60時点の給与水準の6割に
下がってしまっており、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給を受けています。近々、もらえる年金と報酬との

調整に関して、総務担当者からレクチャーを受けたのですが複雑な内容でほとんど理解できません。私にも分かるよう
に教えてほしいのですが・・・。

60歳台前半の在職老齢年金の調
整は事例を使って説明しないと、
理解不能です。事例を使って、調
整のイメージを頭の中に作っても
らえるように説明するべきです。ま
た、年金額の説明とともに、「月額
給与、年金月額、雇用保険の給付
金の額のトータル」でいくらになる
のかの説明も必要ですね。
年金アドバイザーの学習をすれ
ば、在職老齢年金の調整につい
て、事例問題を通じて習得できま
す。その結果、事例を用いた説明
をすることが可能になりますよ。

60歳台前半の在職老齢年金の
適用を受けるB子さんからの相談Question

Answer

相談者 B子さん
女性・61歳・大卒後、
民間企業に38年勤務

（厚生年金、雇用保険に全期間加入）

答える人

年金アドバイザー

答える人

年金アドバイザー

相談のポイント

近

「確かに60歳台前半の年金と給与（賞与も含む）の調整は複雑ですね。複雑な調整の内容を理
解するために、簡単な事例を使って説明した方がいいですね。以下の設定で説明します。

（例）60歳時点の賃金；40万円、月額給与；24万円（標準報酬月額も24万円）
年間の賞与額；120万円、60歳台前半の老齢厚生年金（報酬比例年金）；120万円
（月額給与、年間の賞与額、年金額は65歳まで変わらないこととします。）

60歳台前半の年金と給与（賞与を含む）の調整は、年金額や給与（賞与を含む）の大きさ次第
で複数のパターンに分かれるのですが、主な調整方法は、年金と給与（賞与を含む）の合計額の
うち、28万円を超える額の1/2を年金額から差し引くパターンになります。今回の設定例もこのパ
ターンに該当します。計算してみますね。

●年金月額（基本月額） 120万円÷12＝10万円
●総報酬月額相当額 24万円＋（賞与120万円÷12）＝34万円
●年金からの停止額 （34万円＋10万円－28万円）×1/2＝8万円
●年金月額 10万円－8万円＝2万円

・・・実は、まだ話の続きがありまして・・・。雇用保険の加入期間が5年以上ある場合で、60歳
以降の月額給与が大きく下がった場合には、雇用保険の高年齢雇用継続給付という給付金を受
給することができます。この雇用保険の給付を受給すると、年金額がさらに減額されてしまうので
す。今回の説明の例の場合、24万円（標準報酬月額）×6％（最大）＝14,400円が減額されるの
で、2万円－14,400円＝5,600円が最終的な年金の受給月額になります。

相談者B子さん

大体の調整の感じは掴めましたが、
結構、減ってしまいますね・・・。
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ケーススタディ



身近な年金相談事例  実際にはこんな相談を受けます

Case Study1

は大学卒業後、17年間勤務していた食品メーカー（厚生年金に加入）を40歳の時に退職し、家業の中華料
理店を継ぐため、5年間、本場中国で中華料理の修業をしました。中国にいる時は年金のことには興味がなく、

日本の国民年金に任意加入していませんでした。
その後、45歳の時に日本に帰国し家業を継ぎ、中華料理店の経営を始めましたが、最初は売り上げが思うように伸び
ず、6年間は国民年金の保険料を払っていません（未納・免除せず）。その後、新メニューがヒットし、中華料理店の経
営が軌道に乗り、現在に至るまで、約8年間、国民年金の保険料をきちんと払っています。
私は、現在、59歳です。60歳を目前にして、そろそろ年金のことを考えるようになってきました。つい最近、知り合いから、
国民年金は10年納めないともらえないと聞きましたが、私は今まで、厚生年金に17年間しか加入しておらず、国民年
金は、60歳まで納めても約9年間しかありません。国民年金の期間が10年に届かない状況なので、私はひょっとして、
国民年金の年金をもらえないのでしょうか？

国民年金の老齢基礎年金の受給
資格期間は、厚生年金保険の被
保険者期間も含めることができま
す。様々な期間をつなぎ合わせて、
受給資格期間を満たすケースは
多々あります。年金アドバイザーの
学習をすれば、受給資格期間の数
え方をマスターすることができま
す。それから、相談事例の方（男性）
の生年月日の場合、64歳から厚
生年金の老齢厚生年金（報酬比
例年金）を受給できるため、その
点も説明する必要があります。年
金アドバイザーの学習をすることに
より、生年月日に応じた60歳台前
半の老齢厚生年金の支給開始年
齢もマスターすることができます。

60歳まで国民年金の保険料を納付した場合、国民年金（約9年間）＋厚生年金（17年）≧ 10年
になるため、65歳から、国民年金の老齢基礎年金を受給することができます。

厚生年金の加入歴のある
自営業者のA夫さんからの相談Question

Answer

相談者 A夫さん
59歳・S36.3生まれ・男性
自営業（中華料理店経営）

答える人

年金アドバイザー

相談のポイント

私

御安心ください。あなたは、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているため、65歳か
ら、国民年金の老齢基礎年金をもらうことができます。国民年金の老齢基礎年金を受給するためには、
原則として、平成29年8月から10年間の期間が必要となり、この期間を受給資格期間といいます。
この受給資格期間は、保険料納付済期間＋保険料免除期間＋合算対象期間で計算され、国民年金
の保険料納付済期間だけでなく、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間も保険料納
付済期間として合計することができます。
あなたが、60歳まで国民年金の保険料を納付した場合、国民年金（約9年間）＋厚生年金（17年）
≧ 10年になるため、65歳から、国民年金の老齢基礎年金を受給することができるのです。また、あ
なたの生年月日の場合、64歳から厚生年金期間（17年間）が反映された厚生年金の老齢厚生年金
（報酬比例部分）をもらうことができます。64歳になりましたら、年金の請求手続きを行いましょう。

oint of
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国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間について

平成29年8月からは合計で10年以上

厚生年金 17年
（保険料納付済期間）

国民年金 約9年間
（保険料納付済期間）60歳まで納付すると

ケーススタディ

Case Study2

々、60歳台前半の老齢厚生年金をもらえるようになります。現在の月額給与は、60時点の給与水準の6割に
下がってしまっており、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給を受けています。近々、もらえる年金と報酬との

調整に関して、総務担当者からレクチャーを受けたのですが複雑な内容でほとんど理解できません。私にも分かるよう
に教えてほしいのですが・・・。

60歳台前半の在職老齢年金の調
整は事例を使って説明しないと、
理解不能です。事例を使って、調
整のイメージを頭の中に作っても
らえるように説明するべきです。ま
た、年金額の説明とともに、「月額
給与、年金月額、雇用保険の給付
金の額のトータル」でいくらになる
のかの説明も必要ですね。
年金アドバイザーの学習をすれ
ば、在職老齢年金の調整につい
て、事例問題を通じて習得できま
す。その結果、事例を用いた説明
をすることが可能になりますよ。

60歳台前半の在職老齢年金の
適用を受けるB子さんからの相談Question

Answer

相談者 B子さん
女性・61歳・大卒後、
民間企業に38年勤務

（厚生年金、雇用保険に全期間加入）

答える人

年金アドバイザー

答える人

年金アドバイザー

相談のポイント

近

「確かに60歳台前半の年金と給与（賞与も含む）の調整は複雑ですね。複雑な調整の内容を理
解するために、簡単な事例を使って説明した方がいいですね。以下の設定で説明します。

（例）60歳時点の賃金；40万円、月額給与；24万円（標準報酬月額も24万円）
年間の賞与額；120万円、60歳台前半の老齢厚生年金（報酬比例年金）；120万円
（月額給与、年間の賞与額、年金額は65歳まで変わらないこととします。）

60歳台前半の年金と給与（賞与を含む）の調整は、年金額や給与（賞与を含む）の大きさ次第
で複数のパターンに分かれるのですが、主な調整方法は、年金と給与（賞与を含む）の合計額の
うち、28万円を超える額の1/2を年金額から差し引くパターンになります。今回の設定例もこのパ
ターンに該当します。計算してみますね。

●年金月額（基本月額） 120万円÷12＝10万円
●総報酬月額相当額 24万円＋（賞与120万円÷12）＝34万円
●年金からの停止額 （34万円＋10万円－28万円）×1/2＝8万円
●年金月額   10万円－8万円＝2万円

・・・実は、まだ話の続きがありまして・・・。雇用保険の加入期間が5年以上ある場合で、60歳
以降の月額給与が大きく下がった場合には、雇用保険の高年齢雇用継続給付という給付金を受
給することができます。この雇用保険の給付を受給すると、年金額がさらに減額されてしまうので
す。今回の説明の例の場合、24万円（標準報酬月額）×6％（最大）＝14,400円が減額されるの
で、2万円－14,400円＝5,600円が最終的な年金の受給月額になります。

相談者B子さん

大体の調整の感じは掴めましたが、
結構、減ってしまいますね・・・。

oint of
consultation p

ケーススタディ
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年金アドバイザー３級試験は
社労士合格を目指す方の必須アイテムです！

例）第46回（平成26年）試験 国民年金法：問5のＡを見てください。

答え ×

最近の社労士試験は、全体的に事例問題が増える傾向です。丸暗記で対応することが難しい思考力を問う
問題に手を焼く場面が増えています。平成26年の社労士試験の国民年金法は特に事例問題が多かったた
め、苦戦した受験生が多かったように思いますが、年金アドバイザーの学習をしていれば、180度違う結果に
なったと断言できます。

昭和29年4月1日生まれの方が60歳に到達するタイミングは、誕生日の前日である平成26年3月31日で
す。平成26年3月31日が資格喪失日となるため、資格喪失月（3月）の前月である平成26年2月まで被保
険者期間に算入されることとなり、誤りの選択肢になります。具体的な事例の中で、被保険者期間を数える
学習は、年金アドバイザー学習の定番です。事例を用いた訓練なくして得点が難しいのは明白ですね。

The 3rd class of a pension adviser

「昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、
引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月まで
が被保険者期間に算入される。【国年法H26問5A】」

また、平成26年の国民年金法の問9では、「現在」を平成26年4月11日に
設定したうえ、全ての選択肢が事例問題でした。

昭和29年4月1日生まれ

第1号被保険者

60歳到達
平成26年3月31日（誕生日前日）

被保険者期間は平成26年2月まで

平成26年4月1日
（60歳誕生日）

答え ○

「第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在
66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級第1級又は2
級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金
法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。【国年法H26問9A】」

なぜか？
年金アドバイザー3級の学習
内容が、近年の社労士試験で
たくさん出題されています。

テキストにマーカーを引く学習は古いです！
事例をふんだんに使った年金アドバイザー
合格講座の学習が、社労士試験対策に必須
なのです！事例を通じて、年金学習の楽しさ
を感じ、真の年金力をゲットしたとき、合格の
扉が開かれます！

3
年金アドバイザー3級 試験制度のご案内

渉外・窓口の担当者等を対象に、顧客からの年金相談に応じるための
基本的知識と実践的応用力について、その習得程度を測定します。

［年金アドバイザー3級試験］
実施日付：2021年3月7日（日）　実施時間：10:00～12:30（午前）

社労士合格を目指す方の必須アイテム

年金アドバイザー 3級

実
際
に
は
こ
ん
な
問
題
が
出
題
さ
れ
ま
す
。

（
右
の
掲
載
例
は
、
過
去
の
Ｌ
Ｅ
Ｃ
オ
リ
ジ
ナ
ル
予
想
問
題
で
す
。）

3級問題例

The 3rd class of a pension adviser

いかがですか？
年金アドバイザー

3級講座を受講すれば
楽々解答できるように

なります。

申込受付期間 2021年1月6日（水）9:00から2020年1月20日（水）23:30まで
 受験料：4,400円 （税込）
 ※ 詳しくは銀行業務検定協会のホームページをご覧ください。  ※ https://www.kenteishiken.gr.jp/

出題形式  五答択一式 30問（各2点）　事例付五答択一式 10事例20問（各2点）

科目構成  （1）基本知識  五答択一式 30問
（2）技能・応用  事例付五答択一式 10事例20問
わが国の社会保険制度とその仕組み／年金制度とその仕組み／年金給付の種類と支給要
件／企業年金・個人年金の仕組みと要点／裁定請求手続と年金受給者の手続／その他

合格基準　満点の60％以上（試験委員会にて最終決定）

試験時間　150分 試験開始後60分間，終了前10分間は退席禁止

持込品　●受験票　●HBの鉛筆　●消しゴム
●電卓（1台のみ使用可。ただし、金融計算電卓、関数・メモ機能付きは不可）
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年金アドバイザー３級試験は
社労士合格を目指す方の必須アイテムです！

例）第46回（平成26年）試験 国民年金法：問5のＡを見てください。

答え ×

最近の社労士試験は、全体的に事例問題が増える傾向です。丸暗記で対応することが難しい思考力を問う
問題に手を焼く場面が増えています。平成26年の社労士試験の国民年金法は特に事例問題が多かったた
め、苦戦した受験生が多かったように思いますが、年金アドバイザーの学習をしていれば、180度違う結果に
なったと断言できます。

昭和29年4月1日生まれの方が60歳に到達するタイミングは、誕生日の前日である平成26年3月31日で
す。平成26年3月31日が資格喪失日となるため、資格喪失月（3月）の前月である平成26年2月まで被保
険者期間に算入されることとなり、誤りの選択肢になります。具体的な事例の中で、被保険者期間を数える
学習は、年金アドバイザー学習の定番です。事例を用いた訓練なくして得点が難しいのは明白ですね。

The 3rd class of a pension adviser

「昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、
引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月まで
が被保険者期間に算入される。【国年法H26問5A】」

また、平成26年の国民年金法の問9では、「現在」を平成26年4月11日に
設定したうえ、全ての選択肢が事例問題でした。

昭和29年4月1日生まれ

第1号被保険者

60歳到達
平成26年3月31日（誕生日前日）

被保険者期間は平成26年2月まで

平成26年4月1日
（60歳誕生日）

答え ○

「第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在
66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級第1級又は2
級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金
法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。【国年法H26問9A】」

なぜか？
年金アドバイザー3級の学習
内容が、近年の社労士試験で
たくさん出題されています。

テキストにマーカーを引く学習は古いです！
事例をふんだんに使った年金アドバイザー
合格講座の学習が、社労士試験対策に必須
なのです！事例を通じて、年金学習の楽しさ
を感じ、真の年金力をゲットしたとき、合格の
扉が開かれます！
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コースのご案内

初心者向け
基礎から合格までの実戦力を身につけます。

21年
3月検定 3級合格パック
全9回 年金のしくみ講座1回＋合格講座6回＋答練2回

年
金
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
３
級
試
験

2020年12月 21年1月 3月7日［日］

C u r r i c u l u m

初心者向け年金アドバイザーを
初めて受験する人

社労士受験生で年金の
基礎から学習したい人

年金アドバイザー3級合格講座

年金アドバイザー3級答練

基礎から学ぶ合格講座
初めて年金学習する方から、社労士受験等のための年金学習の経験者まで
幅広く対応できる講座です。年金制度のしくみから丁寧に講義するため、初
めて学習する方でも十分理解することができ、合格することができます。年金
制度のしくみの学習からスタートし、被保険者や保険料といった頻出箇所、さ
らに老齢年金、障害年金、遺族年金の支給要件や年金額の計算について、
図解たっぷりのオリジナルテキストを用いてインプットしていきます。また、講
義全体の半分程度を事例問題の解説に割くため、丸暗記の年金学習から脱
却することができ、年金学習のおもしろさと奥深さを体感して頂くことができま
す。単に合格することだけではなく、真の年金の理解と高得点での合格を目
指していきます。
※3級合格講座では「年金アドバイザー 3級問題解説集2021年3月受験用」（銀行業務
検定協会）を使用します。通信生はテキストと一緒にご指定のご住所に発送します（通
学生は教室でお渡しします）。
※講座内では電卓を使用します（各自ご用意ください）。

ハーフサイズの予想問題＆解説講義で効果的に知識を定着
この講座では、1講義につき、オリジナルの予想問題25問（基本問題15問・
事例問題10問）を75分で解いていただき、その後、解説講義（90分）を
受講していただきます。お忙しい社会人の方が多くご受講されていることを
踏まえ、出題数および演習時間を本試験の半分（ハーフサイズ）にし、全2
回で実施します。
※通学クラスの場合、問題を事前発送しますので、あらかじめ問題を解いたうえでご参加く
ださい。
※答練では電卓を使用します（各自ご用意ください）。
※年金アドバイザー3級試験（本試験）は基本知識問題（全30問）と技能・応用事例問題（全
20問）の計50問で構成されています。また本試験の試験時間は基本問題及び事例問題を
あわせて2時間30分です。

年金のしくみ講座 

年金アドバイザー3級合格パックの案内

まず、年金制度全体のイメージをつかむ。
年金を理解するには、初期の学習で躓かないことが肝心です。特に、昭和36
年4月（拠出制国民年金制度の発足・国民皆年金）と、昭和61年4月（基
礎年金・2階建て年金制度）の改正内容がキーになります。年金のしくみ講
座では、前記のキーになる歴史を踏まえ、現行制度の2階建て年金制度に至
る内容を説明し、老齢基礎年金の概要も説明します。初期の学習で年金制
度全体のイメージをつかむことができるため、全くゼロから学習する方でもス
ムーズに学習を進めることができます。
※本講座はWeb視聴のみとなっております。3級合格パックを通信DVDまたは通学DVD
フォロー付で申込まれた場合でも本講座のDVD発送はございません。
※教材発送はございません。講義で使用する板書・レジュメに関してPDFデータにて閲覧
および印刷可能になっております。

3級答練
2回
（各演習時間75分／解説講義90分）
1回につき基本問題15問・事例問題10問
※解説講義につき、Web・DVD受講を
　選べます。

3級合格講座年金のしくみ講座
6回（各2.5時間）
※Web・DVD受講を選べます。

1回（1.5時間）
※Web受講のみ

★初学者も安心！ “しくみ”から始める　LEC年金アドバイザー学習法★

INPUT INPUT OUTPUT

リニュ
ーアル

担当講師

松岡 友美
（まつおかともみ）
LEC専任講師

●年金アドバイザー3級答練
　梅田駅前本校 通学クラス担当

Profile  管理栄養士として勤務し、育児をしながら2回の受験で社会保険労務士試験に合
格。開業登録後は中小企業の労務管理を中心に業務展開中。京都府立大学大学院 人間
環境科学研究科 食環境科学専攻。社会保険労務士（2016年合格）、年金アドバイザー 2
級（2017年合格）、管理栄養士
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大野講師に学ぶ！ よくある質問 Q ＆ A

大野 公一（おおの こういち）LEC専任講師

現在、社労士試験合格に向けて、学習に励んでいます。年金アドバイザー 3級試験に興味があるので
すが、社労士試験の受験対策と両立できるかどうか不安に感じています。両立できるでしょうか？

社労士試験の勉強をしていますが、特に年金科目が難しいです。国民年金と厚生年金の給付がこんが
らがってしまい、なかなか理解できません。このような状態で、年金アドバイザー試験のための学習を
始めることに不安を感じています・・・。大丈夫でしょうか？

私は年金の学習経験があります。年金法の学習を進めていく中で、様々な経過措置や特例措置が出て
きて、苦労した記憶があります。年金アドバイザー試験のための学習において、あらゆる経過措置や
特例措置の知識の習得が必要になるのでしょうか？

年金アドバイザー 3級試験と社労士試験の受験対策は両立できます！
社労士試験の出題科目に国民年金法と厚生年金保険法があり、択一式全70問中、20問を占めていま
す。社労士試験対策の学習の中で、年金科目の比重が大きく、完全に習得するためには、大量の学習時
間が必要になります。社労士試験の年金対策に年金アドバイザー 3級対策の学習を利用すれば、学習効
率が飛躍的に上がります。年金アドバイザー 3級対策は、事例も用いた学習になるため、年金についての
根本的な理解力がアップし、その効果が社労士試験の年金科目対策にプラスの効果をもたらします。社
労士の受験生は、年金科目の攻略のために、年金アドバイザー 3級試験の学習をするべきです！両立でき
ますので、頑張っていきましょう！

社労士試験の年金科目で苦戦しているのであれば、絶対、年金アドバイザー試験のための年金学習を始
めるべきです。社労士試験のための年金学習は、国民年金法、厚生年金保険法の法律条文に沿った学
習になりますが、年金アドバイザー試験のための年金学習は、具体的な事例問題を使った学習になりま
す。具体的な事例問題を使った年金アドバイザー学習の場合、登場人物の顔を直接イメージできるので、
年金学習がとても身近に感じられるようになり、楽しい学習になります。年金学習を楽しく感じることができ
るようになれば、自然に社労士の年金科目の基本書に手が伸びるようになり、年金科目の理解が飛躍的
に進むこと確実です。また、年金アドバイザー学習により、国民年金、厚生年金をトータルで理解できる
思考力が養われるため、年金アレルギーは完全に払拭されます。心配無用です！

年金法は法改正が多いため、様々な経過措置や特例措置が数多く設けられていますが、年金アドバイ
ザー試験のために、マニアックな内容を含む全ての経過措置や特例措置の知識の習得までは必要ありま
せん。年金アドバイザー試験では、老齢年金の受給が近い年代の方をモデルにした事例問題の出題が多
いので、現在の事例に即した年金の知識の習得が必須です。古すぎるマニアックな経過措置等の知識は
必要がなく、「近年の法改正の知識」や、「年金相談の現場で、今、必要な知識」が年金アドバイザー試
験で問われます。年金アドバイザー合格講座を受講して頂くことにより、これらの試験で問われる必要な
知識が十分身につきます。また、年金アドバイザー合格講座では、マニアックな知識ではなく、理解に役
立つ年金知識を提供するとともに、年金学習の楽しさを感じて頂きます！

Q1

Q2

Q3

A1

A2

A3



コースのご案内

初心者向け
基礎から合格までの実戦力を身につけます。

21年
3月検定 3級合格パック
全9回 年金のしくみ講座1回＋合格講座6回＋答練2回

年
金
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
３
級
試
験

2020年12月 21年1月 3月7日［日］

C u r r i c u l u m

初心者向け年金アドバイザーを
初めて受験する人

社労士受験生で年金の
基礎から学習したい人

年金アドバイザー3級合格講座

年金アドバイザー3級答練

基礎から学ぶ合格講座
初めて年金学習する方から、社労士受験等のための年金学習の経験者まで
幅広く対応できる講座です。年金制度のしくみから丁寧に講義するため、初
めて学習する方でも十分理解することができ、合格することができます。年金
制度のしくみの学習からスタートし、被保険者や保険料といった頻出箇所、さ
らに老齢年金、障害年金、遺族年金の支給要件や年金額の計算について、
図解たっぷりのオリジナルテキストを用いてインプットしていきます。また、講
義全体の半分程度を事例問題の解説に割くため、丸暗記の年金学習から脱
却することができ、年金学習のおもしろさと奥深さを体感して頂くことができま
す。単に合格することだけではなく、真の年金の理解と高得点での合格を目
指していきます。
※3級合格講座では「年金アドバイザー 3級問題解説集2021年3月受験用」（銀行業務
検定協会）を使用します。通信生はテキストと一緒にご指定のご住所に発送します（通
学生は教室でお渡しします）。
※講座内では電卓を使用します（各自ご用意ください）。

ハーフサイズの予想問題＆解説講義で効果的に知識を定着
この講座では、1講義につき、オリジナルの予想問題25問（基本問題15問・
事例問題10問）を75分で解いていただき、その後、解説講義（90分）を
受講していただきます。お忙しい社会人の方が多くご受講されていることを
踏まえ、出題数および演習時間を本試験の半分（ハーフサイズ）にし、全2
回で実施します。
※通学クラスの場合、問題を事前発送しますので、あらかじめ問題を解いたうえでご参加く
ださい。

※答練では電卓を使用します（各自ご用意ください）。
※年金アドバイザー3級試験（本試験）は基本知識問題（全30問）と技能・応用事例問題（全
20問）の計50問で構成されています。また本試験の試験時間は基本問題及び事例問題を
あわせて2時間30分です。

年金のしくみ講座 

年金アドバイザー3級合格パックの案内

まず、年金制度全体のイメージをつかむ。
年金を理解するには、初期の学習で躓かないことが肝心です。特に、昭和36
年4月（拠出制国民年金制度の発足・国民皆年金）と、昭和61年4月（基
礎年金・2階建て年金制度）の改正内容がキーになります。年金のしくみ講
座では、前記のキーになる歴史を踏まえ、現行制度の2階建て年金制度に至
る内容を説明し、老齢基礎年金の概要も説明します。初期の学習で年金制
度全体のイメージをつかむことができるため、全くゼロから学習する方でもス
ムーズに学習を進めることができます。
※本講座はWeb視聴のみとなっております。3級合格パックを通信DVDまたは通学DVD
フォロー付で申込まれた場合でも本講座のDVD発送はございません。
※教材発送はございません。講義で使用する板書・レジュメに関してPDFデータにて閲覧
および印刷可能になっております。

3級答練
2回
（各演習時間75分／解説講義90分）
1回につき 基本問題15問・事例問題10問
※解説講義につき、Web・DVD受講を
　選べます。

3級合格講座年金のしくみ講座
6回 （各2.5時間）
※Web・DVD受講を選べます。

1回 （1.5時間）
※Web受講のみ

★初学者も安心！ “しくみ”から始める　LEC年金アドバイザー学習法★

INPUT INPUT OUTPUT

リニュ
ーアル

担当講師

松岡 友美
（まつおか ともみ）
LEC専任講師

●年金アドバイザー3級答練
　梅田駅前本校 通学クラス担当

Profile  管理栄養士として勤務し、育児をしながら2回の受験で社会保険労務士試験に合
格。開業登録後は中小企業の労務管理を中心に業務展開中。京都府立大学大学院 人間
環境科学研究科 食環境科学専攻。社会保険労務士（2016年合格）、年金アドバイザー 2
級（2017年合格）、管理栄養士
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2
コースのご案内

社労士資格＆年アド2級！
ダブルライセンスで年金相談の第一人者になろう！

申込受付期間 2021年1月6日（水）9:00から2021年1月20日（水）23:30まで   受験料：6,600円 （税込）
 ※詳しくは銀行業務検定協会のホームページをご覧ください。 ※ http://www.kenteishiken.gr.jp/

出題形式  記述式10題（各10点）　　 科目構成 社会保険制度の概要／年金制度の仕組み／年金給付と支給要件／企業年金・
個人年金の仕組み／年金請求手続と年金受給者の手続／その他

合格基準　満点の60％以上（試験委員会にて最終決定）　　試験時間　180分 試験開始後60分間，終了前10分間は退席禁止

持込品　●受験票　●HBの鉛筆　●消しゴム　●電卓（1台のみ使用可。ただし、金融計算電卓、関数・メモ機能付きは不可）

年金アドバイザー2級 試験制度のご案内

年金専担者等を対象に、年金・公的保険に関する顧客相談や
内部研修・指導に応じるための実践的・専門的知識について、その習得程度を測定します。

［年金アドバイザー2級試験］
実施日付：2021年3月7日（日）　実施時間：13:30～16:30（午後）

年金アドバイザー試験は金融機関や公的機関などで、年金・公的保険に関し顧客
相談に応じる能力や知識の習得度を測定する試験です。特に2級検定は「年金額
の計算」が的確にできるかを問う難関試験です。社会保険労務士の学習をされた
方にとってはより実戦的な能力が身に付けられます。

年金相談のプロ！

年金アドバイザー 2級

実
際
に
は
こ
ん
な
問
題
が
出
題
さ
れ
ま
す
。
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2級問題

1 

〔１〕 老齢基礎年金の受給資格期間、年金額の計算

（１） ① 保険料納付済期間 420 月 ② 合算対象期間 35 月

③ 保険料免除期間 36 月

（２） 

① 老齢基礎年金の額

780,100円×（420月＋9月×2/3＋15 月×3/4＋12月×7/8）／480月 

≒727,687 円 

振替加算額 38,839 円 

合計 727,687円 ＋38,839円 ＝ 766,526円 

② 727,687＋727,687×7／1,000×24 月≒849,938 円

振替加算額 38,839円 

合計 849,938円 ＋38,839円 ＝ 888,777円 

（３） 

① 
・報酬比例部分 1,200,000 円 
・経過的加算  

1,626 円×1.000×447 月＝726,822 円 
780,100 円×434／480≒705,340 円 
726,822 円－705,340 円＝21,482 円 

・配偶者加給年金額 390,100 円 
合計 1,200,000 円＋21,482 円＋390,100 円＝1,611,582 円 

② 

提出期限； 平成 29 年 5 月 31 日 

どのように取り扱うべきか； 
ハガキ形式の年金請求書の老齢基礎年金のみ繰下げ希望の欄について、

丸で囲んだうえ、日本年金機構・本部に返送する。 

解答

The 2nd class of a pension adviser

21年
3月検定 2級合格パック

全8回 合格講座6回＋答練2回

オリジナル演習答練で
計算力を養成せよ！

年金アドバイザー2級合格講座

年金アドバイザー2級合格パックのご案内

講座内では電卓を使用します。（受講の際はご用意ください。）

「年金相談のプロになる」というのであれば「年金アドバイザー 2級」レベルの問題
を解く力は必要です。例えば老齢給付であれば相談者の経歴を紐解き（被保険者
期間が何ヵ月か？）を確認しなければなりません。しかしこの経歴の中には、保険
料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が複雑におりこまれているケース
もあり、これをしっかり見抜いたうえで計算を行わなければ完全な正解は導き出せ
ません。本講座では現実に相談を受けることがあり得る基本的な内容から、一部繰
上げ、全部繰上げ等の難解な部分にいたるまで、電卓をたたき、計算式を紙に書
きながら確実に知識をものに出来るよう講義をすすめていきます。
※2級合格講座では「年金アドバイザー 2級問題解説集2021年3月受験用」（銀行業
務検定協会）を使用します。テキストと一緒にご指定のご住所に発送します。

年金アドバイザー2級答練
～ズバリLECオリジナル特訓答練～

この講座では、1講義につき、オリジナルの予想問題5問を90分で解いていただ
き、その後、解説講義（90分）を受講していただきます。お忙しい社会人の方が
多くご受講されていることを踏まえ、出題数および演習時間を本試験の半分（ハー
フサイズ）にし、全2回で実施します。
※年金アドバイザー 2級試験（本試験）は記述式10問となります。また本試験の試験時
間は180分です。

年
金
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
２
級
試
験

2級合格講座
6回（各2.5時間）
※Web・DVD受講を選べます。

2020年12月 21年1月 3月7日（日）

年金アドバイザー

2級答練
2回
（各演習時間90分／
解説講義90分）
1回につき問題5問

C u r r i c u l u m

担当講師

大野 公一
（おおのこういち）
LEC専任講師

●年金アドバイザー3級・2級講座 通信クラス担当
●梅田駅前本校 通学クラス担当

Profile  平成9年から社会保険労務士講座のLEC専任講師として、合格講座、各種直前講座、
上級講座等LECの社会保険労務士講座の全講座を担当。また、年金アドバイザー合格講座を企
画し、講師テキストの作成、収録講義、生講義を一手に引き受ける。LECでの講師歴は24年目で
ある。
Message  年金法を難しいと思い込んでいませんか？本来、年金とはお金の話であり、過去の人生
の紆余曲折がお金に結実する人間くさい話なのです。事例ベースに学習していけば、絶対に楽しい
年金学習になるはずです。年金アドバイザー講座を通じて、「年金っておもしろいなあ。結構好き
になった。」という思いになって頂きたいと思っています。真の年金好きになるために、分かりやすい、
おもしろい講義を提供いたします！一緒に頑張っていきましょう！

担当講師

早川秀市
（はやかわしゅういち）
LEC専任講師

●年金アドバイザー3級・2級講座 通信クラス担当
●水道橋本校 通学クラス担当

Profile  2011年6月より基金訓練講師（人事労務基礎科・人事労務スタッフ養成科）を担当。
2011年～LEC社労士講座担当。2014年～日本大学法学部社労士講座担当。2015年～年金
アドバイザー受験対策講座担当、東洋大学学内資格取得対策講座（2018年社会保険労務士試
験）担当。その他、建設労働者雇用管理研修、中野区就労セミナー「就労のための労働法基礎
講座」を担当。
Message  我が国の平均寿命が伸てくゆくなか、人生100歳時代を迎え、国民の年金制度への関
心はますます増大しています。しかし年金制度は複雑で一般の人にはなかなか理解できません。そ
こで年金に精通したアドバイザーがいれば多くの人の役に立つことができます。この講座で年金が
手に取るように理解できます。実際に事例で、人の年金歴の問題を解くことで年金の応用力をつけ
ましょう。また社労士試験に挑戦中の方にも年金力アップにお勧めです。

★INPUTとOUTPUTで無理なく実践力を養成★

INPUT OUTPUT

リニュ
ーアル

※解説講義につき、Web・DVD受講を
　選べます。
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2
コースのご案内

社労士資格＆年アド2級！
ダブルライセンスで年金相談の第一人者になろう！

申込受付期間 2021年1月6日（水）9:00から2021年1月20日（水）23:30まで   受験料：6,600円 （税込）
 ※詳しくは銀行業務検定協会のホームページをご覧ください。 ※ http://www.kenteishiken.gr.jp/

出題形式  記述式10題（各10点）　　 科目構成 社会保険制度の概要／年金制度の仕組み／年金給付と支給要件／企業年金・
個人年金の仕組み／年金請求手続と年金受給者の手続／その他

合格基準　満点の60％以上（試験委員会にて最終決定）　　試験時間　180分 試験開始後60分間，終了前10分間は退席禁止

持込品　●受験票　●HBの鉛筆　●消しゴム　●電卓（1台のみ使用可。ただし、金融計算電卓、関数・メモ機能付きは不可）

年金アドバイザー2級 試験制度のご案内

年金専担者等を対象に、年金・公的保険に関する顧客相談や
内部研修・指導に応じるための実践的・専門的知識について、その習得程度を測定します。

［年金アドバイザー2級試験］
実施日付：2021年3月7日（日）　実施時間：13:30～16:30（午後）

年金アドバイザー試験は金融機関や公的機関などで、年金・公的保険に関し顧客
相談に応じる能力や知識の習得度を測定する試験です。特に2級検定は「年金額
の計算」が的確にできるかを問う難関試験です。社会保険労務士の学習をされた
方にとってはより実戦的な能力が身に付けられます。

年金相談のプロ！

年金アドバイザー 2級
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題
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。
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2級問題

1 

〔１〕 老齢基礎年金の受給資格期間、年金額の計算

（１） ① 保険料納付済期間 420 月 ② 合算対象期間 35 月

③ 保険料免除期間 36 月

（２） 

① 老齢基礎年金の額

780,100円×（420月＋9月×2/3＋15 月×3/4＋12月×7/8）／480月 

≒727,687 円 

振替加算額 38,839 円 

合計 727,687円 ＋38,839円 ＝ 766,526円 

② 727,687＋727,687×7／1,000×24 月≒849,938 円

振替加算額 38,839円 

合計 849,938円 ＋38,839円 ＝ 888,777円 

（３） 

① 
・報酬比例部分 1,200,000 円 
・経過的加算  

1,626 円×1.000×447 月＝726,822 円 
  780,100 円×434／480≒705,340 円 
  726,822 円－705,340 円＝21,482 円 

・配偶者加給年金額 390,100 円 
合計 1,200,000 円＋21,482 円＋390,100 円＝1,611,582 円 

② 

提出期限； 平成 29 年 5 月 31 日 

どのように取り扱うべきか； 
ハガキ形式の年金請求書の老齢基礎年金のみ繰下げ希望の欄について、

丸で囲んだうえ、日本年金機構・本部に返送する。 

解答

The 2nd class of a pension adviser

21年
3月検定 2級合格パック

全8回 合格講座6回＋答練2回

オリジナル演習答練で
計算力を養成せよ！

年金アドバイザー2級合格講座

年金アドバイザー2級合格パックのご案内

講座内では電卓を使用します。（受講の際はご用意ください。）

「年金相談のプロになる」というのであれば「年金アドバイザー 2級」レベルの問題
を解く力は必要です。例えば老齢給付であれば相談者の経歴を紐解き（被保険者
期間が何ヵ月か？）を確認しなければなりません。しかしこの経歴の中には、保険
料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が複雑におりこまれているケース
もあり、これをしっかり見抜いたうえで計算を行わなければ完全な正解は導き出せ
ません。本講座では現実に相談を受けることがあり得る基本的な内容から、一部繰
上げ、全部繰上げ等の難解な部分にいたるまで、電卓をたたき、計算式を紙に書
きながら確実に知識をものに出来るよう講義をすすめていきます。
※2級合格講座では「年金アドバイザー 2級問題解説集2021年3月受験用」（銀行業
務検定協会）を使用します。テキストと一緒にご指定のご住所に発送します。

年金アドバイザー2級答練
～ズバリLECオリジナル特訓答練～

この講座では、1講義につき、オリジナルの予想問題5問を90分で解いていただ
き、その後、解説講義（90分）を受講していただきます。お忙しい社会人の方が
多くご受講されていることを踏まえ、出題数および演習時間を本試験の半分（ハー
フサイズ）にし、全2回で実施します。
※年金アドバイザー 2級試験（本試験）は記述式10問となります。また本試験の試験時
間は180分です。
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2級合格講座
6回（各2.5時間）
※Web・DVD受講を選べます。

2020年12月 21年1月 3月7日（日）

年金アドバイザー

2級答練
2回
（各演習時間90分／
解説講義90分）
1回につき問題5問

C u r r i c u l u m

担当講師

大野 公一
（おおの こういち）
LEC専任講師

●年金アドバイザー3級・2級講座 通信クラス担当
●梅田駅前本校 通学クラス担当

Profile  平成9年から社会保険労務士講座のLEC専任講師として、合格講座、各種直前講座、
上級講座等LECの社会保険労務士講座の全講座を担当。また、年金アドバイザー合格講座を企
画し、講師テキストの作成、収録講義、生講義を一手に引き受ける。LECでの講師歴は24年目で
ある。
Message  年金法を難しいと思い込んでいませんか？本来、年金とはお金の話であり、過去の人生
の紆余曲折がお金に結実する人間くさい話なのです。事例ベースに学習していけば、絶対に楽しい
年金学習になるはずです。年金アドバイザー講座を通じて、「年金っておもしろいなあ。結構好き
になった。」という思いになって頂きたいと思っています。真の年金好きになるために、分かりやすい、
おもしろい講義を提供いたします！一緒に頑張っていきましょう！

担当講師

早川 秀市
（はやかわ しゅういち）
LEC専任講師

●年金アドバイザー3級・2級講座 通信クラス担当
●水道橋本校 通学クラス担当

Profile  2011年6月より基金訓練講師（人事労務基礎科・人事労務スタッフ養成科）を担当。 
2011年～LEC社労士講座担当。2014年～日本大学法学部社労士講座担当。2015年～年金
アドバイザー受験対策講座担当、東洋大学学内資格取得対策講座（2018年社会保険労務士試
験）担当。その他、建設労働者雇用管理研修、 中野区就労セミナー「就労のための労働法基礎
講座」を担当。
Message  我が国の平均寿命が伸てくゆくなか、人生100歳時代を迎え、国民の年金制度への関
心はますます増大しています。しかし年金制度は複雑で一般の人にはなかなか理解できません。そ
こで年金に精通したアドバイザーがいれば多くの人の役に立つことができます。この講座で年金が
手に取るように理解できます。実際に事例で、人の年金歴の問題を解くことで年金の応用力をつけ
ましょう。また社労士試験に挑戦中の方にも年金力アップにお勧めです。

★INPUTとOUTPUTで無理なく実践力を養成★

INPUT OUTPUT

リニュ
ーアル

※解説講義につき、Web・DVD受講を
　選べます。
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2021年3月検定向け    年金アドバイザー2級・3級
使用教材のご案内

［3級合格パック使用教材］

［2級合格パック使用教材］

［使用教材一覧］

［使用教材一覧］

答練教材

答練教材

答練問題

答練問題

答練解説

答練解説

［見開き見本］

［見開き見本］

図解資料

図解資料

合格講座教材

合格講座教材

講義テキスト

講義テキスト

※「2021年3月受験用 問題解説集（銀行業務検定協会発行）」は合格パックに含まれています。発行時期に応じて発送いたします。
3級の通学生は教室でお渡しします。 ※1 教材中身の見本は、従前の「年金アドバイザー 3級対策講座」のデータです。※2「年金のしくみ講座」については、

教材発送はございません。講義で使用する板書・レジュメに関してPDFデータにて閲覧および印刷可能になっております。
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2021年3月検定    年金アドバイザー2級・3級対策講座
受講料・割引制度のご案内

2021年1月1日以降のお申込価格（税込）

10%割引！！

5%割引！！

年金アドバイザー3級 合格パック

年金アドバイザー3級 合格パック

年金アドバイザー3級 合格パック

年金アドバイザー2級 合格パック

年金アドバイザー2級 合格パック

年金アドバイザー2級 合格パック

※講座内では電卓を使用します。

※講座内では電卓を使用します。

※講座内では電卓を使用します。

※講座内では電卓を使用します。

※講座内では電卓を使用します。

※講座内では電卓を使用します。

受講形態 一般価格 大学生協書籍部価格 代理店書店価格 社労士割引・FP受験生割引適用価格 講座コード

通学
Webフォロー付 ¥35,000 ¥33,250 ¥34,300 ¥30,000 

RA21413
DVDフォロー付 ¥40,000 ¥38,000 ¥39,200 ¥35,000 

通信
Web ¥35,000 ¥33,250 ¥34,300 ¥30,000 

RB21413
DVD ¥40,000 ¥38,000 ¥39,200 ¥35,000 

受講形態 一般価格 大学生協書籍部価格 代理店書店価格 社労士割引・FP受験生割引適用価格 講座コード

通学
Webフォロー付 ¥31,000 ¥29,450 ¥30,380 ¥26,000 RA21410
DVDフォロー付 ¥35,000 ¥33,250 ¥34,300 ¥30,000 RA21412

通信
Web ¥31,000 ¥29,450 ¥30,380 ¥26,000

RB21412
DVD ¥35,000 ¥33,250 ¥34,300 ¥30,000

受講形態 一般価格 大学生協書籍部価格 代理店書店価格 社労士割引・FP受験生割引適用価格 講座コード

通学
Webフォロー付 ¥33,250 ¥31,587 ¥32,585 ¥28,250

RA21413
DVDフォロー付 ¥38,000 ¥36,100 ¥37,240 ¥33,000

通信
Web ¥33,250 ¥31,587 ¥32,585 ¥28,250

RB21413
DVD ¥38,000 ¥36,100 ¥37,240 ¥33,000

受講形態 一般価格 大学生協書籍部価格 代理店書店価格 社労士割引・FP受験生割引適用価格 講座コード

通学
Webフォロー付 ¥31,500 ¥29,925 ¥30,870 ¥26,500

RA21413
DVDフォロー付 ¥36,000 ¥34,200 ¥35,280 ¥31,000

通信
Web ¥31,500 ¥29,925 ¥30,870 ¥26,500

RB21413
DVD ¥36,000 ¥34,200 ¥35,280 ¥31,000

受講形態 一般価格 大学生協書籍部価格 代理店書店価格 社労士割引・FP受験生割引適用価格 講座コード

通学
Webフォロー付 ¥29,450 ¥27,977 ¥28,861 ¥24,450 RA21410
DVDフォロー付 ¥33,250 ¥31,587 ¥32,585 ¥28,250 RA21412

通信
Web ¥29,450 ¥27,977 ¥28,861 ¥24,450

RB21412
DVD ¥33,250 ¥31,587 ¥32,585 ¥28,250

受講形態 一般価格 大学生協書籍部価格 代理店書店価格 社労士割引・FP受験生割引適用価格 講座コード

通学
Webフォロー付 ¥27,900 ¥26,505 ¥27,342 ¥22,900 RA21410
DVDフォロー付 ¥31,500 ¥29,925 ¥30,870 ¥26,500 RA21412

通信
Web ¥27,900 ¥26,505 ¥27,342 ¥22,900

RB21412
DVD ¥31,500 ¥29,925 ¥30,870 ¥26,500

2020年11月30日［月］まで（税込）

2020年12月1日［火］〜
12月31日［木］まで（税込）

［ご注意］ ●一般価格とは、LEC各本
校・LEC通信事業本部・LECオンライ
ン本校にてお申込される場合の受付価
格です。●大学生協・書籍部価格とは、
LECと代理店契約を結んでいる大学内
の生協、購買会、書店にてお申込され
る場合の受付価格です。●代理店書店
価格とは、LECと代理店契約を結んで
いる一般書店（大学内の書店は除く）に
てお申込される場合の受付価格です。
●上記、大学生協・書籍部価格、代理
店書店価格を利用される場合は、必ず
本冊子を代理店窓口までご持参くださ
い。● 2020 年 3月年金アドバイザー
2級合格パック受講生応援価格、社労
士割引、FP受験生割引価格の適用には
左記条件がございます。

社労士試験受験者 
LEC社労士コース生／ FP受験生

お得な５，０００円割引！

※社労士割引・FP受験生割引について
① LEC社会保険労務士講座の各コース受講生

【必要書類】LEC社会保険労務士講座の受講証、または受講生であることの確認ができる身分証明書
②社労士・FP本試験受験経験者（合否結果は問いません）

【必要書類】本試験の「本試験受験票」「成績通知表」「合格通知書」のコピー

①②いずれも年度は問いません。これまでに①または②の条件を満たしたことのある方全てが割引対象となります。2021年度向け
LEC社労士受講生も適用となります。

※再受講応援価格について
下記対象者の方は、「2021年3月検定向け 年金アドバイザー2級合格パック」を割引価格でお申込みいただけます。

【対象者】 新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点より試験実施が中止となった 
2020年3月検定向けLEC年金アドバイザー ２級合格パック受講生

※早得、社労士割引・FP受験生割引と併用不可です。※LEC各本校・コールセンターに直接お問合せの上、お
申込ください。オンラインショップの場合は事前にWeb eクーポン申請が必要です。

【受講料・税込】 通学Webフォロー付・通信Web：一般価格￥35,000（税込）のところ、応援価格￥24,800（税込）
 通学DVDフォロー付・通信DVD：一般価格￥40,000（税込）のところ、応援価格￥29,800（税込）

【必要書類】2020年3月LEC年金アドバイザー 2級合格パック受講証のコピー

2020年3月LEC年金アドバイザー 
2級合格パック受講生

応援価格
〈Web〉24,800円
〈DVD〉29,800円



年金アドバイザー
ワンポイントレッスン
年金アドバイザーワンポイントレッスンとは？
試験に役立つ重要箇所をピンポイントで講義します。受験生が暗記に苦労する
項目や、理解しずらい箇所がなんと数分で攻略できます。「なるほど！」と勉強が
楽しくなる動画です。年金アドバイザーワンポイントレッスンはLEC年金アドバ
イザーHPでユーチューブ配信しています。

詳しくはコチラ ▶ https://www.lec-jp.com/nenkin/

年金アドバイザー試験に向いているのはあなただ！

年金アドバイザー3級の学習と社労士の受験対策は両立するのか？

実はサラリーマンは国民年金にも加入しているのです。

老齢基礎年金の分数地獄から逃れるテクニック

基礎年金の支給要件をみてみましょう。

在職老齢年金、出題されるポイントはこれだ！

同時に貰える年金は？併給調整を学びましょう。

大人気
！

1

2

3

4

5

6

7

年金アドバイザー
ワンポイントレッスン

大野 公一
（おおの こういち）講師
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LECは年金アドバイザー対策講座の受講でFP「継続単位」も取得できます！

AFPおよびCFP認定者は、2年ごとの資格更新があり、その間、継続教育としてAFPは15単位、
CFPは30単位の取得が義務付けられています。LECの継続教育は、「単位」も「ステップアップ」も一挙両得です！

FP認定者の皆さん、LECの年金アドバイザー対策講座が、継続更新研修として日本FP協会に承認されました。

この機会にゆとりある人生100歳時代に向けたライフプランの案内人、年金アドバイザーの学習を始めてみませんか？

●対象講座　「年金アドバイザー 3級合格パック」　「年金アドバイザー 2級合格パック」

●FP受験生割引のご案内　FP受験経験者の方は、早期割引価格よりさらに5,000円割引します！

対象者：FP受験経験者（年度不問）

必要書類： 受験票など受験が証明できる書類

継続教育単位数

FP継続教育研修 FP認定者の

皆さんへ！

受講形態
3級 2級

認定対象 単位数 認定対象 単位数

通学 Webフォロー付/
DVDフォロー付

AFP 7.5 AFP 7.5

CFP 15 CFP 15

通信 Web動画・音声ダウンロード・
スマホ/DVD

AFP 7.5 AFP 7.5

CFP 9.5 CFP 9

継続教育Q&A

Q1. 受講した講座を継続教育の単位とするには？

A. 通学で受講の場合…
最終の講義出席時に承認番号を記載した「受講証明書」をお渡し
します。

A. 通信で受講の場合
継続教育の利用手続きをした方は、答練の教材発送時にFP継続
単位取得のための添削課題を同封します。受講終了後、添削課
題を提出期限までにLEC宛にご提出ください。その返却時（約2
週間後）に「受講証明書」を同封いたします。添削課題はオンライ
ンスタディでもご入力頂けます。入力後、基準点以上の正解でそ
の場で承認番号の確認が可能です。お急ぎの場合はオンラインス
タディのご利用がおすすめです。

［ご注意］
▶必ず利用手続きが必要です。
利用手続きはLEC各本校窓口、コールセンターにて承ります。
▶期限は2021年3月末日（必着）です。
▶オンラインスタディをご利用の場合は継続教育添削課題の郵送
提出は不要です。

Q2. 単位数のカウント方法について（※）

A. 通学で受講の場合は講義1時間につき1単位、通信クラスを受講
の場合は講義1時間につき0.5単位で計算されます。

ただし、AFP認定者が一つの研修で取得できる単位数には7.5
単位という上限が設けられています。このため「年金アドバイザー
3級合格パック」を通学で受講すると、18時間の講義ですが7.5
単位の取得となります。同様にCFP認定者について、一研修あた
りの取得単位数の上限は、15単位となります。

Q3. 受け取った「受講証明書」の取扱いは？

A. 受講者本人が大切に保管してください。再発行はいたしません。

Q4. 資格更新時の手続は？

A. 資格更新手続時に、2年間の単位取得状況を報告します。また、
FP協会の会員専用ホームページ「Myページ」上では、随時取得
単位の管理ができます。なお本手続は、日本FP協会に対して行う
ものです。詳細はFP協会ホームページ、または会員誌「FPジャー
ナル」をご確認ください。

Q5. 必要単位に関するご注意

A. 更新時に申請する継続単位の内訳には、次の制限があります。
●「FP実務と倫理」をAFP認定者は最低1単位以上、CFP認定
者は最低2単位以上履修していること
●「FP実務と倫理」以外の6課目の中から2課目以上、履修して
いることこの点にご注意のうえ、単位取得をお進めください。

2021年3月検定向け
年金アドバイザー3級合格パック
年金アドバイザー2級合格パック

※受講料・割引の詳細はP.9をご参照下さい。

詳しくは、日本ＦＰ協会のホームページをご確認ください。

https://www.jafp.or.jp/kojin/keizoku/index/
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実施校名称 実施日 開始時間 終了時間 講師名

水道橋本校

11月14日（土） 14:00 15:30

早川秀市講師

11月18日（水） 19:00 20:30

12月5日（土） 15:00 16:30

12月16日（水） 19:00 20:30

1月13日（水） 19:00 20:30

梅田駅前本校
11月29日（日） 16:00 17:30

大野公一講師
12月8日（火） 19:00 20:30

［生講義］
RG21036

［ビデオ講義］
RG21036

21年3月検定向け 年金アドバイザー講座説明会

本校名 日 開始時間 終了時間 担当講師

立川本校

11.14（土） 14:00 15:30

大野公一講師12.12（土） 14:00 15:30

1.9（土） 14:00 15:30

横浜本校

11.9（月） 19:00 20:30

早川秀市講師

11.25（水） 19:00 20:30

12.14（月） 19:00 20:30

12.23（水） 19:00 20:30

1.13（水） 19:00 20:30

千葉本校

11.8（日） 11:00 12:30

大野公一講師12.13（日） 11:00 12:30

1.11（月祝） 13:30 15:00

神戸本校

11.7（土） 15:30 17:00

大野公一講師

11.17（火） 19:00 20:30

12.12（土） 16:00 17:30

12.18（金） 19:00 20:30

1.16（土） 16:00 17:30

京都駅前本校

11.14（土） 11:00 12:30

大野公一講師12.20（日） 14:00 15:30

1.11（月祝） 14:00 15:30

難波駅前本校

11.14（土） 17:00 18:30

大野公一講師

11.28（土） 17:00 18:30

12.5（土） 17:00 18:30

12.19（土） 17:00 18:30

1.16（土） 17:00 18:30

札幌本校

11.5（木） 19:00 20:30

大野公一講師11.17（火） 19:00 20:30

12.1（火） 19:00 20:30

12.15（火） 19:00 20:30 早川秀市講師

1.12（火） 19:00 20:30 大野公一講師

仙台本校

11.20（金） 19:00 20:30

大野公一講師12.18（金） 19:00 20:30

1.12（火） 19:00 20:30

富山本校

11.20（金） 17:00 18:30 大野公一講師

11.26（木） 17:00 18:30 早川秀市講師

12.9（水） 17:00 18:30 大野公一講師

12.18（金） 17:00 18:30 早川秀市講師

1.7（木） 17:00 18:30 大野公一講師

1.8（金） 17:00 18:30 早川秀市講師

静岡本校

11.21（土） 11:00 12:30 大野公一講師

12.19（土） 11:00 12:30 早川秀市講師

1.16（土） 11:00 12:30 大野公一講師

名古屋駅前本校

11.8（日） 11:00 12:30 大野公一講師

12.5（土） 17:00 18:30 早川秀市講師

1.11（月祝） 13:00 14:30 大野公一講師

岡山本校

11.23（月祝） 15:00 16:30 大野公一講師

12.23（水） 18:00 19:30 早川秀市講師

1.15（金） 18:00 19:30 大野公一講師

広島本校

11.21（土） 15:00 16:30 大野公一講師

12.20（日） 13:00 14:30 早川秀市講師

1.16（土） 11:00 12:30 大野公一講師

本校名 日 開始時間 終了時間 担当講師

山口本校

11/3（火祝） 17:00 18:30 大野公一講師

11.17（火） 17:00 18:30
早川秀市講師

12.4（金） 17:00 18:30

12.15（火） 17:00 18:30
大野公一講師

1.9（土） 17:00 18:30

1.14（木） 17:00 18:30 早川秀市講師

高松本校

11.5（木） 17:00 18:30 大野公一講師

11.17（火） 17:00 18:30
早川秀市講師

12.4（金） 17:00 18:30

12.14（月） 17:00 18:30
大野公一講師

1.8（金） 17:00 18:30

1.14（木） 17:00 18:30 早川秀市講師

松山本校
11.13（金） 15:00 16:30

大野公一講師
1.15（金） 15:00 16:30

福岡本校

11.11（水） 18:00 19:30 大野公一講師

11.24（火） 18:00 19:30 早川秀市講師

12.10（木） 18:00 19:30 大野公一講師

12.23（水） 18:00 19:30 早川秀市講師

1.12（火） 18:00 19:30 大野公一講師

那覇本校

11.6（金） 18:00 19:30 大野公一講師

11.10（火） 18:00 19:30 早川秀市講師

12.8（火） 18:00 19:30 大野公一講師

12.18（金） 18:00 19:30
早川秀市講師

1.5（火） 18:00 19:30

1.15（金） 18:00 19:30 大野公一講師

金沢校
【提携校】

11.20（金） 18:00 19:30 大野公一講師

11.26（木） 18:00 19:30 早川秀市講師

12.9（水） 18:00 19:30 大野公一講師

12.18（金） 18:00 19:30 早川秀市講師

1.7（木） 18:00 19:30 大野公一講師

1.8（金） 18:00 19:30 早川秀市講師

福井南校
【提携校】

12.6（日） 10:30 12:00 大野公一講師

1.10（日） 10:30 12:00 早川秀市講師

新潟校
【提携校】

11.8（日） 10:30 12:00 大野公一講師

12.6（日） 10:30 12:00 早川秀市講師

1.9（土） 10:30 12:00 大野公一講師

長崎駅前校
【提携校】

11.14（土） 14:00 15:30 大野公一講師

12.5（土） 14:00 15:30 早川秀市講師

1.9（土） 14:00 15:30 大野公一講師

佐世保駅前校
【提携校】

11.15（日） 13:00 14:30

大野公一講師12.20（日） 13:00 14:30

1.17（日） 13:00 14:30

日野校（長崎県）
【提携校】

11.28（土） 13:00 14:30

大野公一講師12.26（土） 13:00 14:30

1.16（土） 13:00 14:30

年金アドバイザー2級3級対策講座 
について何でも教えます！

個別相談もできます！

各本校のMAP・詳細はコチラ ▶

予約
不要

参加
無料



2021年3月検定向け
年金アドバイザー2級・3級 通信・通学スケジュールのご案内

［ご注意］
①通学クラスは、東京・大阪の下記の2会場のみでの実施となります。
②通学クラスに参加される際は、お手元にお届けした教材（テキスト・答練問
題、解説・過去問題集 ※3級合格講座を除く）電卓・筆記用具を必ずご持参くださ
い。貸し出しはいたしません。
③Web配信期限は、2021年7月31日（土）となります。

21年3月検定向け

選べる3つのクラス 
（通信Web、通信DVD、通学クラス）

通学クラス担当 

早川 秀市（はやかわ しゅういち）

LEC専任講師

通学クラス担当 

大野 公一
（おおの こういち）

LEC専任講師

通学クラス担当 

松岡 友美
（まつおか ともみ）

LEC専任講師
※3級答練解説を担当

します。

水道橋本校 梅田駅前本校
通学クラスを受講する際は、必ず電卓をご持参ください。3級答練・2級合格講座・
2 級答練については、お届けした教材・過去問題集もあわせてご持参ください。

通学クラスは、定員になり次第、受付を終了します。お早めにお手続きください。 通学クラスは、定員になり次第、受付を終了します。お早めにお手続きください。

通学クラスを受講する際は、必ず電卓をご持参ください。3級答練・2級合格講座・
2 級答練については、お届けした教材・過去問題集もあわせてご持参ください。

担当：早川 秀市講師
担当：大野 公一講師

松岡 友美講師

3級合格講座 3級合格講座2級合格講座 2級合格講座

3級答練解説 3級答練解説2級答練解説 2級答練解説 

［教材のお渡し方法についてのご案内］
（通学・通信共通） ●「年金のしくみ講座」は、通信
Webのみの実施です。DVD発送はございません。教
材はPDFから閲覧・印刷をご利用下さい。

（通学生）●3級「合格講座」の教材は教室でお渡しし
ます。2級「合格講座」および3級・2級「答練」の教材
は、ご指定のご住所に発送します。通信教材発送日程
をご確認下さい。

（通信生）●3級、2級ともに「合格講座」および「答
練」の教材は、ご指定のご住所に発送します。通信教
材発送日程をご確認下さい。

3級 回
数

早川講師・大野講師
Web

配信開始日 教材発送日 DVD発送日

年金のしくみ講座 1 20.12.21（月） ※Web配信のみ

3級合格講座

1

12.21（月）

20/12/21（月）
※通学生は受講
時に教室でお渡
しします

12.21（月）

2
3
4
5
6

3級答練
1

21.1.25（月） 21.1.25（月）
2

2級 回
数

大野講師・早川講師
Web

配信開始日 教材発送日 DVD発送日

2級合格講座

1

20.12.21（月） 20.12.21（月）

2
3
4
5
6

2級答練
1

21.1.25（月） 21.1.25（月）
2

〒530-0013　大阪市北区茶屋町1-27
ABC-MART梅田ビル（受付5階）
阪急大阪梅田駅中央口より徒歩1分。地下鉄御堂筋線梅田
駅北改札より徒歩3分。JR大阪駅御堂筋口より徒歩4分。
■受付・開館／HP等でご確認下さい。■受付・開館／HP等でご確認下さい。

回数 日程 実施時間
通学 （2.5時間）講義

1 12月12日（土） 18:00-20:30
2 12月19日（土） 18:00-20:30
3 12月26日（土） 18:00-20:30
4 1月9日（土） 18:00-20:30
5 1月11日（月・祝） 11:00-13:30
6 1月11日（月・祝） 14:30-17:00

回数 日程 実施時間
通学 （2.5時間）講義

1 12月16日（水） 19:00-21:30
2 12月23日（水） 19:00-21:30
3 1月6日（水） 19:00-21:30
4 1月13日（水） 19:00-21:30
5 1月20日（水） 19:00-21:30
6 1月27日（水） 19:00-21:30

回数 日程 実施時間
通学 （2.5時間）講義

1 1月16日（土） 14:30-17:00
2 1月16日（土） 18:00-20:30
3 1月23日（土） 14:30-17:00
4 1月23日（土） 18:00-20:30
5 1月30日（土） 14:30-17:00
6 1月30日（土） 18:00-20:30

回数 日程 実施時間
通学 （2.5時間）講義

1 1月10日（日） 16:30-19:00
2 1月11日（月・祝） 16:30-19:00
3 1月17日（日） 16:30-19:00
4 1月24日（日） 16:30-19:00
5 1月31日（日） 16:30-19:00
6 2月7日（日） 16:30-19:00

回数 日程 実施時間
通学 （1.5時間）講義

1 2月1日（月） 19:00-20:30
2 2月4日（木） 19:00-20:30

回数 日程 実施時間
通学 （1.5時間）講義

1 2月3日（水） 19:00-20:30
2 2月10日（水） 19:00-20:30

回数 日程 実施時間
通学 （1.5時間）講義

1 2月6日（土） 16:00-17:30
2 2月6日（土） 18:00-19:30

回数 日程 実施時間
通学 （1.5時間）講義

1 2月14日（日） 16:30-18:00
2 2月23日（火・祝） 16:30-18:00

通信スケジュール Webクラスは大野講師、早川講師の両方の受講OK！

3級受講後にすぐ2級が開講！ スムーズに学習できます！通学スケジュール




