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◇ 著作権について 

「希望する未来を創る・あなたのお金の流れを見える化する 夢を叶える５つの整理シート」（以下本冊子）は、著作権で保護された著作物です。本冊子の著作権は（Ｆ

Ｐオフィスライフエール 岩永苑子）にあります。本冊子のご利用に際しては以下の点にご注意ください。 

 

◇ 使用許諾契約 

本契約は本冊子を入手した個人・法人（以下甲）と発行者（以下乙）との間で合意した契約になります。本契約を甲が受取、開封することで甲はこの契約に合意し

たものとみなします。 

 

第１条 本契約の目的 

乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約にもとづき甲が非独占的に使用する権利を承諾します。 

第２条 禁止事項 

  本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本冊子から得た情報を、書面による乙の事前許可を得ずに出版、講演活動や電子・ＷＥＢメデ

ィアによる配信等によって一般に公開することを禁止します。特に本冊子を第三者に渡すことを固く禁じます。甲は自らの事業や所属する会社および関連組織にお

いてのみ本冊子に含まれる情報を利用できます。 

第３条 損害賠償 

甲が本契約の第２条に違反し、乙に損害が生じた場合は、乙は甲に対して違約金を請求する場合があります。 

第 4 条 契約の解除 

甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書を解除することができます。 

第５条 責任の範囲 

本冊子の情報の利用の一切の責任は甲にあります。この情報を使って生じたいかなる損害も乙は一切の責任を負いません。 
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はじめまして 

離婚予備軍ママのお金の専門家  

岩永苑子です。 

 

「希望する未来を創る・あなたのお金の流れを見える化する 夢を叶える５つの整理シート」 

お受け取り頂きまして、ありがとうございます。 

そして、おめでとうございます。 

 

５つの整理シートはあなたのお金の悩みを解決するお手伝いになります。 

あなたは希望する未来を創る第一歩を踏み出したことになります。 

 

〈自己紹介〉 

子供の誕生後からお金の悩みが続き、子供１０歳、私４０歳の時に離婚話が出てから、 

離婚届け提出、親権獲得、氏の変更、離婚成立まで１５日間というスピード離婚をしました。 

 

自分のキャリアについて真剣に考えていなかった私でしたが、急激な環境の変化に戸惑いながらも、 

２０年の生命保険営業の経験を通してお客様と私のお金の悩み解決に取り組む中で、 

１級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）とＣＦＰ®（国際資格）を取得し、 

昔の私の様に心が揺れるママの支えになりたいと独立系ＦＰの活動をしています。 

 

子供が生まれるまでは、家庭教師と塾講師をメインに１０年間活動しました。 

その後は、生命保険と損害保険の募集人を２０年間経験しました。 

 

その間１，０００人以上のお客様のライフプランのご相談を担当しました。 

保険に２０年間関わってきましたが、保健だけでは資産運用は限界があると、今は思っています。 

トータルな視点から、ライフプランの変化に対応した話をお伝えしていきます。 
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本書のご利用方法 

 

① 私の夢の未来 ~潜在意識を活用して叶える~ 

「認知科学」をもとに脳の働きを活用して、できるだけ早く楽に、叶えたい夢へ近づけるワークです。 

５年後・１０年後・３０年後の自分の夢や希望を 

もし、実現不可能と思ったとしても思い切って書いてみてください。 

「したいことを書くこと」が夢の実現を加速させます。 

② ライフプラン ~お金の流れが分かる未来予想図~ 

将来のお金の流れをつかみ、あなたの夢を叶える指針になります。 

学校行事のお知らせや年間カレンダーも活用して書いてみてください。 

③ 家計の収支 ~直視しよう！今のあなたのリアル~ 

項目ごとの割合の目安付きです。（あくまでも目安程度に考えてください） 

項目ごとに支出を確認して、ムダを発見するために役立ちます。 

項目ごとの目安に自分を合わせる必要はありません。自分にとってのジャスト＆ベストを探しましょう。 

④ ムダを見つける ~実は貯金できるお金はすでにある～ 

家計の収支のムダを見つけるヒントになります。 

ムダを見つけて、浮かせたお金を活かして、増やしていきましょう。 

⑤ 家計のバランス ～運用の成果の見える化～ 

今の家計の現状を丸ごと知って、数年ごとに見直しながら資産を構築していくツールになります。 

もし、現状が不本意な状態であっても、これからリカバリーできますので、正直に書きましょう。 

人に見せる必要はありませんしね。 

 

メールを読んだ後やセミナーメールが進む中で気づきがあった時 

特典のワークを活用して頂くとお金に関する理解が深まるようになっています。 

※③家計の収支・④ムダを見つける⑤家計のバランスは、Excel 版もございます。 

Excel 版は、自動計算になっております。ご希望の方は、ご連絡ください。メールに添付してお送りさせて頂きます。 
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私の夢の未来 

仕事 

Finance 

10 年後 

Career 

Business

 

家族・人間関係 

Relationship

 

30 年後 

社会貢献 

Education 

健康 

Health 

趣味・教養 

子供 

My children 

 

お金 
Hobby 

今の夢 

5 年後 

 

Social contributions 
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～ 夢や目標を書いてみましょう ～ 

ライフプラン 

 

 

 

 

 

【大きなお金が必要なもの】 

結婚資金 

教育費 

住宅ローン頭金 

老後資金 

 

いざという時のお金 

転職・失業・休業 

出産・育児 

病気やけが・災害など 

 

その他 

車の購入費 

住宅リフォーム 

子供の結婚の支援など 

 

 

 年 
家族の年齢 

予定・目標 予算 
自分     

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

             円 

       円 

             円 
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家計の収支 

【シングルの場合】                  手取り月収        円 

                   目安      自分の割合    金額 

例）手取り月収 ２０万円で住居費を２５％とする場合 

  ２０％＝0.25なので、 

２０万円×0.25＝５万円 

住居費は、５万円となります 

 

 

１％＝0.01  手取り月収×割合 

   １０％＝0.1 

 

【ファミリーの場合】                  手取り月収        円 

目安      自分の割合    金額 

住居費 ２０％～３０％    ％＝         円 

食費 １０％～１５％    ％＝        円 

交際費・レジャー費 ７％～１０％    ％＝        円 

通信・水道光熱費 ７％～１０％    ％＝        円 

被服・美容費 ７％～１０％    ％＝        円 

保険料 ２％～５％    ％＝        円 

雑費 ３％～５％    ％＝        円 

その他（医療費・車両費含む） １０％    ％＝        円 

貯蓄 １５％～２０％    ％＝        円 

合計金額＝手取り月収        円 

住居費 ２０％～３０％    ％＝         円 

食費 １０％～１５％    ％＝        円 

交際費・レジャー費 ７％～１０％    ％＝        円 

通信・水道光熱費 ７％～１０％    ％＝        円 

被服・美容費 ７％～１０％    ％＝        円 

保険料 ２％～５％    ％＝        円 

雑費 ３％～５％    ％＝        円 

その他（医療費・車両費含む） １０％    ％＝        円 

貯蓄 １５％～２０％    ％＝        円 

合計金額＝手取り月収        円 
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ムダを見つける・・・お金の仕分けをする 

鉄則 ＊先に貯めるお金を分けて、残ったお金で生活する＊ 

手取り月収（口座に振り込まれたお金）－  貯蓄  ＝ １か月に使えるお金 

 

生活に必要なお金                  楽しみのためのお金 

  交際費・レジャー費 飲み会 円 

   コンビニスイーツ 円 

   本・雑誌 円 

   ＤＶＤ 円 

   使途不明金 円 

  被服・美容費 服・小物 円 

   カット代 円 

小計                             円 

小計                      円 

【なんとなく、使っていないか？確認しましょう】本当に欲しい、満足感が続くものなら、気持ちよく使って大丈夫！ 

＊おつき合いで、保険に入っていない？・・・・・・・イザという時に役に立たない保険ならムダ 

＊スマホのプランは、現状に合っている？・・・・・・仕事や生活環境で合うプランが変化することもある 

＊電気の料金プランは、見直しした？・・・・・・・・見直すだけで、１年間にいくら浮くか計算してみましょう 

＊衝動買いして、使っていないものは？・・・・・・・使わないものを置いておくスペースもお金がかかっていますよ 

＊使わなくなったのに、続けているプランはない？・・今後も使わないと思うなら、解約手続きをしましょう 

＊なんとなく、外食していない？・・・・・・・・・・仕事が忙しい時期、本当に食べたいもの以外は、自炊を心がけましょう 

＊コンビニでの、ついで買いしていない？・・・・・・塵も積もれば山となる 

住居費 円 

食費 円 

通信・水道光熱費 円 

保険料 円 

教育費 円 

医療費 円 

雑費 円 

貯蓄 円 
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家計のバランス 資産・負債の現状  ※現金以外の資産は、現時点で現金化した場合の金額（時価）で記入・・・ネット検索でおおよその時価が分かります 

                      年         年         年         年         年         年 

 

 

資産 

預貯金       

生命保険       

個人年金保険       

債券・株式・投資信託       

財形貯蓄       

その他金融商品       

住宅       

自動車       

貸したお金       

その他       

資産合計       

 

 

 

負債 

住宅ローン       

カードローン       

自動車ローン       

奨学金       

その他ローン       

借りたお金       

負債合計       

純資産 純資産合計       

収支の現状 

収入 給与・ボーナス       

支出 生活費       

収支       
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発行者情報 

 

ＦＰオフィスライフエール 

離婚予備軍ママのお金の専門家 岩永苑子 

 

ホームページ〈ＦＰオフィスライフエール｜離婚が頭をよぎったママのお金の悩み相談〉 

https://happymylife-fp.info/ 

 

お問い合わせ 

https://happymylife-fp.info/contact 

 

 

 

本書を手に取られたあなたは、１４年前の私です。 

離婚した時は、手持ち２，０００円と１５０万円の借金を抱えていました。 

現在は、住宅ローン完済・子供の大学卒業・老後資金の準備の目途が立ち 

セミリタイア生活に入り、昔望んでいた生活を手に入れています。 

 

もし、今、崖っぷちにあなたがいたとしても、 

私が変われたようにあなたも変われます。 

 

ご健闘、ご健康をお祈りいたします。 

 

岩永苑子 

 

https://happymylife-fp.info/
https://happymylife-fp.info/contact

