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○２年 Ａさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   元々金融について興味があり、色々調べているうちにＦＰにたどり着きました。こ

の学習意欲を何かしらの形にしたいと思い、今回のＦＰ３級試験を受験しようと考え

ました。 

②勉強方法 

   ＬＥＣの授業動画を何回も見て学習した他、過去問集を購入し、ひたすら問題を解

きました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   学内だと安心できるのが第一です。大学を通すことで料金の支払いや受講方法等で

大学のシステムと繋がる部分があると感じたので選択しました。 

④講義の良かった点 

   説明がとても分かりやすかったです。各分野の中でも細かい段階に分け、一つ一つ

丁寧に学習できるようになっており、学びやすかったです。 

⑤学業との両立 

   学業との両立は特に問題ありませんでした。むしろ今回は学業の合間に少しずつ進

めることができ、効率よく学ぶことができました。 

⑥合格の秘訣 

   基本を理解したら、ひたすら問題を解くことが秘訣だと思います。そして、間違え

たらまた見直しをする。この繰り返しがとても力になりました。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   コツコツと継続的に学習すれば、必ず合格できると思います。しっかりと一つ一つ

の分野を整理して理解することが大切です。 

 

 

※以下は生講義を受講された方々の合格体験記になります。 

○１年 Ｂさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   生きていく上で知っていた方がいいことだらけの資格だと思ったからです。 

②勉強方法 

   先生が大切と言っていた所を中心に勉強し、過去問題を何回も解きました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   講義終わりに行くことができるので。ＬＥＣさんの学校まで行くには大変なので選

びました。 

④講義の良かった点 

   保険は保険でも「こんな保険があったのか」と得した気分になりました。また、こ

こで学んだ知識は将来役に立つことなので勉強して良かったと思います。 

⑤学業との両立 

   ＦＰ試験の１週間前に勉強し始めたので、毎日コツコツやれば徹夜しないで済んだ

なと思います。ＦＰ試験の前に大学のテストもあるため、日々の努力が大切だと思い

ます。 

⑥合格の秘訣 

   部活動やサークルで来れない時以外は必ず講義に出て話を聞くことと、元から知っ
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ている人とは別にＦＰで知り合いを作り、わからない事を教え合う事によりさらに理

解が深まったと思います。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   私も他の方の来年受験の方へのアドバイスを読んでその通り勉強して合格したので、

他の人のアドバイスや合格の秘訣を試してみるのも良いかもしれないです。みなさん

頑張ってください！ 

 

 

○１年 Ｃさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   大学生となり新たな資格を取得したいと思い受験しました。ＦＰは就職活動に活か

せるので良いと考えました。 

②勉強方法 

   参考資料と作ったノートを何度も読み返し、覚えたかを確認するために、数年前の

過去問を解きました。解説もきちんと読み納得するまで解きました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   私はサークル活動、学校の勉強、資格の取得を両立させたかったのと移動時間を削

りたかったからです。また、交通費の軽減にもなりました。 

④講義の良かった点 

   先生に質問がしやすい所が良いと思います。ＦＰは聞き慣れない単語が多いため、

先生に聞き疑問を解消するのが良いと考えました。 

⑤学業との両立 

   私は学校の勉強を平日、ＦＰの勉強は休日に分け行いました。このおかげで成績を

落とすことなく、ＦＰに合格することが出来ました。 

⑥合格の秘訣 

   過去問を何度も解き、出題傾向を知るのが良いと思います。傾向を知っているだけ

で勉強がしやすくなり、本番でも多少緊張は和らぎました。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   ＦＰは言葉だけの理解は難しいので、図やイラストと共に覚えると少しは楽に理解

出来ます。過去問を解くのはオススメです！！ 

 

 

○２年 Ｄさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   就職活動に向けて何かの資格が欲しいと思ったのと、消費税が増税するにともない

お金に関する知識を増やしたいと思ったのがきっかけです。 

②勉強方法 

   ひたすら言葉の意味を繰り返して覚えていました。ただその中で言葉の意味だけで

なく、内容もしっかり合致させていくことを意識しました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   学校の授業が終わった後にすぐに講座を受けることができる点や、分からない問題

があった時に学内ですぐに聞くことができるから。 

④講義の良かった点 



- 3 - 

 

   テキストに書いてあることだけでなく、なぜそのようなことがあったのかなどの背

後事情についてもしっかりと教えていただいたこと。 

⑤学業との両立 

   進むスピードが速くもなく遅くもなかったので、学校の勉強と同時進行でＦＰもし

っかりと復習することができました。 

⑥合格の秘訣 

   勉強する範囲が多いので、その日にやった内容をしっかりと理解し、反復して覚え

ることと数字や似たような言葉が多くでてくるので、しっかり区別できるように繰り

返して暗記していけば必ず合格できると思う。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   ＦＰの資格を持っておけば社会の色んな場面で使えるので、ぜひ頑張って合格して

ほしい。 

 

 

○２年 Ｅさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   取得したいと思ったきっかけは２つあります。１つ目は、就職活動で自己アピール

できると感じたからです。資格を持っていることは自分の強みになり、企業側に好印

象を与えられると感じました。２つ目は、人は生きていく上でお金は大切だと感じる

ので、ＦＰを取得して日常生活の中でその知識を活用していきたかったからです。 

②勉強方法 

   講義内でチェックした出やすいところを赤シートで隠して何度も読み返して見たり、

３年前の過去問から最新の過去問を一通り解いていました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   自分は教室講義のような臨場感がある方が物事が覚えやすい方だと思うので学内講

義を選択しました。 

④講義の良かった点 

   講師の生の声を聞くことによって、出やすいところを教えてくれるところが１番の

利点だと思います。また、わからないところは直接質問をして丁寧に教えてもらいま

した。 

⑤学業との両立 

   学校がある間はテスト勉強があり、講義内以外では、ほとんど手をつけることが出

来ませんでした。しかし、夏休み中は講義内でチェックしたところを集中して勉強す

ることが出来ました。 

⑥合格の秘訣 

   講師も仰っていましたが、過去問を徹底的にやっていくことがいいと思います。そ

してわからないところはそのままにせず、質問をしたりネットにアップされている解

説をみて過去問のわからないところを無くしていくことだと思います。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   ＦＰは自身の生活設計に役立てる資格でもあるため、持っていて損はないと思いま

す。そして、しっかり講義をきいて過去問を勉強すれば合格できると思うので、頑張

ってください。 

 

 



- 4 - 

 

○１年 Ｆさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   大学では資格をとろうと決めていて、色々な資格の中でも、ＦＰは世の中の仕組み

について学べると思い受験しようと思いました。 

②勉強方法 

   バイトが忙しく、あまり時間はとれませんでした。なので、先生の話をなるべく教

科書に詳しく書き込み、試験前の夏休みを利用して勉強しました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   一番通いやすく、続けやすいと思ったからです。また、わからない所をすぐに質問

することができるとおもったからです。 

④講義の良かった点 

   どういう問題の出し方をするのか、どこが出題されやすいのかをデータに基づいて

知ることができたことです。 

⑤学業との両立 

   授業が始まる時間遅く、終わる時間も遅かったので、アルバイトをしていた私にと

っては少し辛かったです。 

⑥合格の秘訣 

   とにかく多くの過去問を解くといいと思います。あとは出る確率が高いものを中心

に覚えていくことも大切だと思います。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   もともと知らないことの方が多いので、覚えるのは少し大変でしたが、色々とため

になることも多いと思います。量が多いのでコツコツやった方がいいです。 

 

 

○２年 Ｇさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   将来、金融関連の仕事をしたいと思っているからです。そこで、学校でパンフレッ

トを見るとＦＰ技能士というのを見つけて、受験しようと思いました。 

②勉強方法 

   ひたすら教科書を音読して、問題集をやる。おそらくＦＰ３級は、それに限ると思

います。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   通いやすいし、講座の時間もちょうどよかったからです。それに、同じ大学の人が

多いので、楽しく受講できるからです。 

④講義の良かった点 

   教科書だけではなく、問題集を解説してくれたり、出る問題と出ない問題を分析し

て教えてくれた点です。 

⑤学業との両立 

   学校の勉強は、あまり忙しくはなかったので、両立というのはあまりできていなか

ったと思います。 

⑥合格の秘訣 

   講座には必ず出席し、先生が教科書に線を引くように言ったところには、しっかり

線を引き、あとは、家でその箇所を何回も音読し、覚えたなと思ったら、あとはひた



- 5 - 

 

すら問題を解いて、自分を信じることだと思います。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   ＦＰ３級は、講座にしっかり出席していれば、自分で勉強する時間は３週間あれば

合格できます。金融業界に就いたときや、将来の生活でも役立つ資格だと思うので、

合格できるように、がんばって下さい。 

 

 

○１年 Ｈさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   特に深い理由はありませんが、国家資格にひかれました。 

②勉強方法 

   講義で教えてもらったところと過去問を解いてました。最後のほうは、重要だと言

われたところを重点的にやってました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   大学内で講義を行ってくれるということだったので不便がないと思ったからです。 

④講義の良かった点 

   講義がわかりやすかったのと、重要なところを教えてくれたのがありがたかったで

す。あと試験の近くまで講義があったのがよかったです。 

⑤学業との両立 

   長時間勉強していたわけではないので両立はできました。大学の講義が終わってか

ら講座だったのでよかったです。 

⑥合格の秘訣 

   過去問を何回かやると似た問題が出てくるのでそこを理解すれば点を取れると思い

ます。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   とても難しい試験ではないのでしっかり勉強すれば受かると思います。 

 

 

○２年 Ｉさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   何か資格を取ろうと思い、学校のパンフレットを見ていたらこのＦＰがたまたま目

に留まったから。 

②勉強方法 

   まずはテキストを何回も何週も読み、それから問題集を解くことで確実に頭に入れ

る。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   独学では、内容を理解していけるか不安だったので、講義を通して理解を深めてい

こうと思ったから。 

④講義の良かった点 

   先生が大切なポイントや逆にそうではないポイントを教えてくれたので勉強する時

にポイントをしぼることができた。 

⑤学業との両立 

   夏休み前から数ヶ月に渡って講義があったので、少しずつでも勉強すれば何週もで
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きると思うので、両立は難しくないと思った。 

⑥合格の秘訣 

   １回読んだり解いたりしただけではすぐに忘れてしまうので、とにかくテキストや

問題集を繰り返し読んだり解くことが大切。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   長い時間を使って少しずつでもコツコツと地道に勉強すれば、合格は難しくないと

思うので、地道な努力を怠らずに頑張って下さい。 

 

 

○１年 Ｊさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   大学卒業までにＦＰ２級に合格したいと思ったから。 

②勉強方法 

   授業中に重要と言われた箇所を繰り返し覚えた。問題集と過去問。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   学内講座は安く、先生から直接講義を受けられるから。 

④講義の良かった点 

   少人数だったので、先生との距離が近く、丁寧でわかりやすかった。 

⑤学業との両立 

   受験を乗り越えた人なら余裕に両立できると思います。 

⑥合格の秘訣 

   繰り返し問題を解くこと。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   ２級を目指すなら早めに取っておくと良いと思います。 

 

 

○２年 Ｋさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   将来的に金融系を目指していたのもあるのですが、国家資格であるというのを聞き、

幅広い業界で役に立つと思ったことや、自分に少しでも自信をつけたいと感じ、受験

しようと決意しました。 

②勉強方法 

   毎講義の終了後、その日に習った範囲の部分のテキストを読み返したり、問題集の

問題を解いたりしていました。空き講やバス等の移動時間を利用したりもしました。

検定直前には過去問を繰り返し解いていました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   資格の学校に通ったり、独学だけで乗り越えていくのには時間や金がたくさんかか

ります。しかし、学内の講座では授業終了後すぐに行くことができ、とても便利だか

らです。そして安い受講料であり、学内合格率も１００％に限りなく近い数字であっ

たため、信用できると感じたからです。 

④講義の良かった点 

   過去問等を比較して、先生が「今回はここが出る」って言っていたとこが見事的中

していたことや実技や学科の問題の解き方の詳しい説明があったことから数百ページ
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に及ぶぶ厚いテキストでも本当に重要な部分だけを集中的に勉強できたことからかな

り、時間をムダに費やすことがなかったと思います。 

⑤学業との両立 

   ＦＰ３級で学んだ内容は大学で学ぶ講義の内容と関わるものが多く、その後の人生

の中でも年金や保険など欠かすことのできない知識として役立っていけると思います。 

⑥合格の秘訣 

   ＦＰに関しては数字がよく出てきます！この数字を各々しっかり覚えていれば大丈

夫だと思います。あとは先生がここは絶対に出ると言ったところをよく復習し、過去

問を一通り解けば合格はできると思います。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   今、何か資格を取得したい、金融の知識を身に付けたいという方はＦＰの検定を受

験することをオススメします。一見、難しそうに感じると思いますが問題は二択、三

択のものしかないので数ヶ月頑張れば絶対合格できると思います！ 

 

 

○４年 Ｌさん 

①ＦＰ３級試験を受験しようと思ったきっかけ 

   就職先が金融機関に決まり、これから仕事をしていく中で金融に関する知識を身に

つける必要と感じたため。 

②勉強方法 

   試験１ヶ月前までは、講座を受けるだけでしたが、学科、実技の両方を合格するた

めの実力を身につけることができました、１ヶ月前からは、過去問に取り組み、得点

を確実に取れるようにしました。 

③なぜ学内講座を選んだか 

   独学で勉強することに少し不安があったため。１発合格を確実にしたいと思ってい

た時に偶然学内講座があることを知り、受講を決めました。 

④講義の良かった点 

   先生の講義がとてもわかりやすいこと。出題される可能性が高いところを教えてい

ただけるので効率が良い点。 

⑤学業との両立 

   ４年次だったため、私の場合は卒業に必要な単位を取得していたので、両立の必要

はありませんでした。 

⑥合格の秘訣 

   サボらずに講義に出席すること。先生が重要だと教えてくれる点をしっかりチェッ

クすること。 

⑦来年受験の方へのアドバイス 

   私がＦＰ３級試験を受けて感じたことは、学科試験の○×問題が３級試験の中で１

番難しいです。確立は１/２ですが、軽視しないで勉強すると良いと思います。 

 

 

 


