
主催：東京都宅建協同組合　後援：(公社)東京都宅地建物取引業協会    制作・運営：株式会社住宅新報

協同組合員・都宅協会員　特別割引講座
●FAXからのお申込み
本申込用紙に必要事項を記入の上、下記の口座に受講料をお振込ください。
銀行に振込後、必ず申込書と振込の控えのコピーを、FAXまたは郵送でお送
りください。（FAX 03‒6403‒7825）

●インターネットからのお申込み
住宅新報ウェブの申込みフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。
そのメールに記載の振込先に受講料をお振込後、振込控えのコピーを、FAX
またはメールでお送りください。
※受講申込みの受付は「申込書到着」と「受講料のご入金」確認後、順次確定させていた
だきます。教材・ＩＤ/PASSの発送をもって、受講確定のご連絡とさせていただきま
す。お申込から2週間たっても到着しない場合は、住宅新報までご連絡ください。

●『銀行振込』の口座　●銀行振込の際の振込手数料はご負担ください。
■受講料振込先：
　口座名　東京都宅建協同組合
   （トウキヨウトタツケンキヨウドウクミアイ）
　みずほ銀行　九段支店 　普通 ２１６３２２０

お申込み方法

●カリキュラム
◆基本講義全４０コマ（１コマ約４５分）
　■権利関係１６コマ、宅建業法１１コマ、
　　法令上の制限１０コマ、税その他等３コマ
　   ☆それぞれ講師作成のオリジナルレジュメ付
◆教材：テキスト２冊

【個人情報の取り扱いについて】
1. 当社が受講生より提供を受けた個人情報（氏名、住所、電話番号等、個人を特
定することのできる情報のことを言います）は、お申し込みになった講習の管
理の他、当社が行う資格試験情報やサービスの提供のご案内等の目的に使用
いたします。

2. お預かりした個人情報は、前項の目的外の使用はいたしません。またご本人の
同意を得ずに第三者に提供することはありません（但し、法令により開示する
場合を除きます）。

3. その他、当社の個人情報の取り扱いに関するご意見・ご質問は下記までお問い
合せください。 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル3F

        ☎03-6403-7810 （平日9：30～17：30）

※申込書にご記入の際は、正確にボールペン等でハッキリとご記入ください。

氏　名

フリガナ

会社名

教　材
送付先

〒 ※ビル名、マンション名、部屋番号等までご記入ください。□ ご自宅
□ 勤務先
□ その他

教　材
送付先
の　別

連絡先電話番号
メールアドレス
（必須）

　　年　　月　　日

（　　　　）

●お問い合わせは ☎03‒6403‒7810　●お申込みは FAX 03‒6403‒7825 WEBからの申込はこちら

制作・運営

ＩＤ/PASSの再発行時に使用します。

■受講料の納入予定日
■受講コースに○印をつけてください。（教材・消費税含む）

46,000円 　　48,000円 　　　70,000円
銀行振込　  　  月    　日付

　　　　　　    銀行　　　　     支店より

受 講 料

《視聴期間》2022年 4月～本試験実施

2022年 ［パーフェクト宅建士講座］申込書

主催 　　東京都宅建協同組合  

パーフェクト宅建士
一問一答

パーフェクト宅建士
基本書

協同組合員 　　    都宅協会員　　　  一　般

東京都宅建協同組合
「宅建士講座2022」のご案内

宅建試験のカリスマ講師
「氷見敏明」の
【パーフェクト宅建士講座】が
オンライン講座になって復活!
いつでも・どこでも・何度でも
“合格請負人・氷見先生”の講義が受けられます

東京都宅建の 東京都宅建の 

パーフェクト
宅建士講座

講座内容
☆基本講義全４０コマ（１コマ約４５分）
■権利関係×16、宅建業法×11、法令上の制限×10、税金等×３
　それぞれ講師作成のオリジナルレジュメ付き WEBからの申込はこちら

WEB講座WEB講座 2022年度 募集開始‼
 《視聴期間 2022年4月～2022年度 本試験実施日まで》



宅建試験のカリスマ講師

やむを得ない事情により、日程・カリキュラム等が変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

　権利関係：16単元
1 制限行為能力者　意思表示
2 錯誤　代理
3 消滅時効　時効完成猶予　時効更新　取得時効
4 二重譲渡　取消と登記　共有　等
5 抵当権の仕組み　法定地上権　根抵当権等
6 連帯債務　保証と抗弁権
7 債権譲渡の対抗要件　債権譲渡
8 債務不履行・履行遅滞と履行不能　等
9 売買・手付　契約不適合責任
10 相殺と時効　相殺と不法行為　相殺の遡及効
11 不法行為・使用者責任、工作物責任
    相続・法定相続分
12 相続と代襲相続　配偶者居住権
　 借地借家法（借地）・借地権とは　
13 借地権の対抗力　定期借地権等
14 借地借家法（借家）・借家権と対抗要件
15 区分所有法・共用部分と対抗要件
16 不動産登記法・登記簿

　法令上の制限：10単元
1 都市計画　用途地域
2 特別用途地域　開発行為・開発許可
3 開発許可申請　開発区域内の建築制限等
4 建築基準法とは　建築確認・完了検査
5 道路　容積率　建蔽率　用途制限　
6 斜線制限・日影規制　防火地域等　建築協定
7 宅地造成等規制法　工事の届出
8 土地区画整理法　等
9 農地法3条・4条・5条の概要　
10 国土利用計画法

　宅建業法：11単元
1 宅建業とは　宅建業の免許
2 取引士の設置と業務　宅建士登録等
3 免許や登録の欠格要件
4 営業保証金の仕組み　営業保証金の供託
5 保証協会の仕組み　
6 広告の表示　媒介契約
7 重要事項説明　37条書面の交付
8 8種類制限　クーリング・オフ制度　等
9 契約不適合責任の特約　手付金等の保全措置
10 報酬
11 監督処分　特定住宅瑕疵担保責任　等

　税金等：3単元
1 税金の基礎　不動産取得税　課税標準と税率
　 登録免許税　等
2 固定資産税　印紙税
3 所得税　地価公示法　鑑定評価

東京法科学院専門学校、東京商科
専門学校での受験指導にはじま
り、新潟会計ビジネス専門学校、亜
細亜大学生涯学習推進室での宅
建士試験指導、中央大学生協主催
の宅建試験講座を担当。住宅新
報、不動産会社等での宅建・マン
ション管理士受験指導等の多数の
受験指導歴を持つ。

氷見　敏明 先生
 ひ み とし あき

不動産業界団体による、不動産業者のための
パーフェクトな宅建講座で合格をつかみ取りましょう!

本試験の頻出ポイントを網羅した講座カリキュラム

宅建士へのステップ

受験資格

試験の内容・出題範囲

・この、宅建士資格を取得するには、宅地建物取引士資格試験を
　受験し、合格することがまずは必要です。
・宅建士として活躍するためには、宅地建物取引業法に定められ
　たステップを踏む必要があります。

宅建士試験の形式、内容とは

「登録講習」（試験の一部免除講習）について

・試験では、4肢択一式50問を2時間で解答いたします。平均   
すると1問につき、2分半に満たなの時間で解答していかなけ
ればなりません。過去問を繰り返し学習し、問題・解答に慣れ、
解答時間を短縮することが必要なわけがここにあります。

・試験の科目のなかで、50問で実に8割の出題になる科目があ
ります。これが「主要3分野」といわれるものです。

・基本講義では、上記の大事な3分野について、重要なポイント
を講義していきます。重要なポイントとは、「過去問において繰
り返し出題されている事項」「法律の基本事項」というもので
す。この2点を無視して学習をすることは、かえって合格への
回り道なってしまいます。

・「主要3分野」を制したうえで、「その他の分野」といわれる科目
（税法、土地建物の知識など）に進むルートが合格圏内への効
率のよい進み方になります。

・その合格圏内とは何点でしょうか。2021年度10月の試験
では、50問中38問以上が合格基準（合格率は、17.9％）で
した。年によって差はありますが、50問中７割程度の得点
（35点～36点）をまずは目指しましょう。

　「登録講習」とは、一般に「5点免除講習」といわれるもので、宅
業法に基づき、国土交通大臣の登録を受けた登録講習実施機関
が行う講習です。宅地建物取引業に従事する者に対し、その業務
の適正化及び資質の向上を図るために必要な基礎的知識の習得
を目的に行われます。登録講習修了者については、登録講習修了
試験に合格した日から3年以内に行われる宅建士試験の試験科
目のうち一部（例年5問程度）が免除されます。

　宅地建物取引士資格試験は、年齢、性別、学歴等に関係なく、
誰でも受験することができます。（受験資格に制限無し）

　宅建士試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、
その知識が次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判
定することに基準を置くものとします。（全部で７分野）

※この講座では受験対策上、上記項目の①、④、⑤、⑥をまとめて
　「その他の分野」と呼んでいます。
・試験日は、毎年1回で、今年は10月16日㊐の予定です。合格
　発表は、原則として12月の第一水曜日又は11月の最終水曜
　日です。合格者には、一般財団法人 不動産適正取引推進機構
　から合格証書が郵送されます。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、10月の試験会   
　場が不足した場合、12月に追加試験が実施される可能性があ
　ります。

・上記のステップをクリアして、宅建士の誕生となります。
・一番の難関は、①の「宅建士試験に合格する」ですが、過去の
試験傾向を研究し、充実のカリキュラムで宅建士試験専門の
講師が講義を行う通学講座「協同組合宅建士講座」に通って
学習し、過去問（過去の本試験において実際に出題された問
題）を充分に　解答していけば、合格が見えてきます。

①宅建士試験に合格する。
②合格した試験を行なった都道府県知事の登録を受ける
　（登録に際して、2年以上の実務経験が必要になります）
③宅建士証の交付を受ける。

①権利関係（出題数：14問）
②法令上の制限（出題数：８問）
③宅地建物取引業法（出題数：20問）

①土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構
　造及び種類に関すること。
②土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する
　法令に関すること。
③土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
④宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
⑤宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
⑥宅地及び建物の価格の評定に関すること。
⑦宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

主
要
3
分
野

【ご注意！】
「登録講習」は、当宅建士講座とは異なります。登録講習
受講を希望される方は、当講座運営会社㈱住宅新報社が実
施しておりますので、別途お申し込みください
（電話 03‒6403‒7810 登録講習の
受講料の割引適用がございます)

合格基準は約7割。主要3科目で8割！

　学習方法としては，従来どおり「基本テキストと過去問題
集の繰り返し学習」という手法をとっていくことに変わりはあ
りません。
　資格試験の問題の急激な難化は、ともすれば受験者離れ
を引き起こす要因となり，宅建士の資格の性質上、その意に
そぐわない結果となりますので考えにくいのですが、実務に
関連した実戦的な問題や宅建業法と法令上の制限にまたが
った問題、民法科目における判例問題に代表される理解度を

問う問題が採用され続ける可能性は高く、また、出題される4
肢すべての正誤を的確に判断することが求められる個数問
題・組合せ問題など、近年の出題傾向への対応が必要です。
　この東京都不動産協同組合主催の宅建
士講座では、学習の基礎から本試験への
実戦まで経験に富んだ講師陣が皆さまを
宅建士試験合格へと導きます。どうぞ安心
して学習を開始してください。

宅建士試験の傾向と対策について


