
2022年１月23日実施　２級ＦＰ技能検定試験＜学科試験＞分析シート
難易度：★…従来の２級ＦＰ＜学科試験＞のレベルと比べて、易しい問題　　　★★…同じレベルの問題　　　★★★…難しい問題

※この分析シートは、2022年１月23日に実施された試験をもとに、山田コンサルティンググループが独自に作成したものです。あらかじめご了承ください。

問題
番号

科目 出題項目 難易度
問題
番号

科目 出題項目 難易度
問題
番号

科目 出題項目 難易度

1 関連法規 ★★ 21 金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性 ★★ 41 不動産の登記や調査 ★★

2 個人情報保護法 ★★ 22 株式で運用する投資信託の一般的な運用手法等 ★★ 42 鑑定評価の手法 ★★

3 公的医療保険 ★★ 23 固定利付債券の利回り（単利・年率）と価格との関係 ★★ 43 売買契約に係る民法の規定 ★★★

4 雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付 ★★ 24 債券のデュレーション ★★★ 44 民法および借地借家法 ★★

5 公的年金の遺族給付 ★★ 25 国内上場株式の配当金の受取方法 ★★★ 45 都市計画法 ★★

6 中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金 ★★ 26 株式の信用取引の一般的な仕組み ★★ 46 建築基準法の規定 ★★

7 住宅ローン ★★ 27 ポートフォリオ理論の一般的な考え方等 ★★ 47 固定資産税および都市計画税 ★★

8 奨学金および教育ローン ★★ 28 シャープレシオ ★★ 48 土地を譲渡した場合の譲渡所得 ★★

9 中小法人の資金計画等 ★★ 29 一般ＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡ ★★ 49 3,000万円特別控除および軽減税率の特例 ★★

10 クレジットカード ★★ 30 金融商品の取引に係る各種法規制 ★★ 50 有効活用の手法等の一般的な特徴 ★★

11 少額短期保険 ★★ 31 わが国の税制 ★★ 51 民法上の贈与 ★★

12 死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性 ★★ 32 所得税における各種所得 ★★ 52 親族等に係る民法の規定 ★★

13 個人年金保険の一般的な商品性 ★★ 33 所得税の損益通算 ★★ 53 贈与税の課税財産 ★★★

14 生命保険料控除 ★★ 34 所得税における所得控除 ★★ 54 贈与税の計算 ★★

15 法人契約における生命保険の保険料の経理処理 ★★ 35 住宅借入金等特別控除 ★ 55 民法上の相続人等 ★★

16 任意加入の自動車保険の一般的な商品性 ★★ 36 所得税の申告 ★★ 56 民法上の遺言 ★★

17 傷害保険の一般的な商品性 ★★ 37 法人税の損金 ★★★ 57 相続税の課税財産等 ★★

18 個人契約における損害保険の税金 ★★ 38 消費税の原則的な取扱い ★★ 58 上場株式の１株当たりの相続税評価額 ★★

19 医療保険等の一般的な商品性 ★★ 39 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税 ★★ 59 相続税額の計算における土地の評価 ★★

20 損害保険を利用した事業活動のリスク管理 ★★ 40 決算書 ★★ 60
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適
用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき土地の価額

★★

＜学科試験全体の総括＞
・『ライフプランニングと資金計画』について、社会保険・公的年金に関する問題が３問であり、従来と比べて少なかった
・問題25の「国内上場株式の配当金の受取方法」に関する問題は一部詳細な知識が問われており、やや難解といえる
・一部に過去の傾向と異なる問題も出題されたが、総じていえば従来から問われている内容が多く、過去問題で傾向を把握し、基礎知識をしっかり習得した受検生は合格ラインに到達したと思われる

＜前回試験との難易度の比較＞
・『金融資産運用』が前回と比較して難しくなっているが、総じていえば前回と同レベルといえる
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2022年１月23日実施　２級ＦＰ技能検定試験＜実技試験（資産設計提案業務）＞分析シート
難易度：★…従来の２級ＦＰ＜実技試験＞のレベルと比べて、易しい問題　　　★★…同じレベルの問題　　　★★★…難しい問題

※この分析シートは、2022年１月23日に実施された試験をもとに、山田コンサルティンググループが独自に作成したものです。あらかじめご了承ください。
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科目 出題項目 難易度

1 ライフプランニングと資金計画 関連業法 ★★ 16 タックスプランニング 損益通算できる損失 ★★ 31 タックスプランニング 所得税の仕組み ★★

2 ライフプランニングと資金計画 消費者契約法 ★★ 17 タックスプランニング 所得の種類の組み合わせ ★★★ 32 リスク管理 収入保障保険 ★

3 金融資産運用 権利付最終日 ★★ 18 タックスプランニング
事業所得の必要経費に算入すべき減
価償却費の金額

★★★ 33 ライフプランニングと資金計画 高額療養費として支給される額 ★★

4 金融資産運用 配当利回りおよびＰＥＲ（株価収益率） ★★ 19 相続・事業承継
宅地（貸家建付地）に係る路線価方式
による相続税評価額の計算式

★★ 34 ライフプランニングと資金計画 雇用保険の基本手当 ★★

5 金融資産運用
投資信託における為替ヘッジと基準価
額

★★ 20 相続・事業承継 贈与税額の計算 ★★ 35 ライフプランニングと資金計画 バランスシート分析 ★★

6 金融資産運用 シャープレシオ ★★ 21 相続・事業承継 民法の規定に基づく法定相続分 ★★ 36 タックスプランニング 源泉徴収票に基づく所得税額の計算 ★★

7 不動産
建築面積の最高限度と延べ面積の最
高限度

★★ 22 相続・事業承継 相続開始後の手続き等 ★★ 37 金融資産運用 投資信託の収益分配金 ★★

8 不動産
均等積立方式による修繕積立金の目
安額

★★★ 23 ライフプランニングと資金計画 キャッシュフロー表 ★★ 38 タックスプランニング 確定申告すべき所得の合計額 ★★★

9 不動産 借地権 ★★ 24 ライフプランニングと資金計画 キャッシュフロー表 ★★ 39 ライフプランニングと資金計画
老齢年金の繰上げ受給および繰下げ
受給

★★

10 不動産 土地および建物の売却に係る所得税 ★★ 25 ライフプランニングと資金計画 クレジットカード ★★ 40 ライフプランニングと資金計画 退職後の公的医療保険制度の選択肢 ★★

11 リスク管理
保険証券（無配当定期保険特約付終身
保険、終身がん保険）の読取り

★★ 26 ライフプランニングと資金計画 ６つの係数 ★★

12 リスク管理 雑所得の金額 ★★★ 27 ライフプランニングと資金計画 ６つの係数 ★★

13 リスク管理 第三分野の保険 ★★ 28 ライフプランニングと資金計画 ６つの係数 ★★

14 リスク管理 保険証券（火災保険）の読取り ★★ 29 タックスプランニング
マンションの土地（敷地の共有持分）の
価格

★★

15 タックスプランニング 退職一時金に係る退職所得の金額 ★★ 30 ライフプランニングと資金計画 住宅ローン ★★

＜実技試験全体の総括＞
・問８の「均等積立方式による修繕積立金の目安額」の問題は内容を読み取って指示どおりに計算すればよいが、解答に時間を要したと思われる
・設定がやや複雑な問題や難易度の高い問題はあるものの、全体としては過去問題で傾向を把握し対策をとっていれば、合格点に到達できたと思われる

＜前回試験との難易度の比較＞
・『タックスプランニング』および『不動産』が前回と比較して難しくなっている。他の科目については、基礎知識を問う問題や定番問題が多く、前回と同レベルといえる


