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１ 総合 

 的中設問数 的中率（正解できる問題数） 

午前の部 169／176 ※１ 96.0％（33 問） ※２ 

午後の部 161／175 92.0％（33 問） ※３ 

合  計 330／351 94.0％（66 問） 

※１ 第３問の設問を６個としているため，午前の部の設問数の合計は，175 個ではなく，176 個となる。 

※２ 正解できなかった問題は，いずれも個数問題である第９問及び第 13 問である。 

※３ 正解できなかった問題のうち１問は，個数問題である第 33 問である。 

 



（前注） 問題番号がゴシック体のものは，択一式対策講座【理論編】のテキストの記述に基づいて正解できる問題である。 

 

２ 午前の部 

 
設 問 ※ 

ア イ ウ エ オ 

第１問 

憲 法 

憲･刑 p43 憲･刑 p57 憲･刑 p61 憲･刑 p94 憲･刑 p68 

第２問 憲･刑 p207 憲･刑 p204 憲･刑 p205  憲･刑 p190 

第３問 ※ 

第４問 

民 法 

民Ⅰp4 民Ⅱp298，Ⅰp4  民Ⅰp4，Ⅱp256 民Ⅰp4 

第５問 民Ⅰp23 民Ⅰp24 民Ⅰp22 民Ⅰp25 民Ⅰp22 

第６問 不登Ⅰp226 民Ⅰp90 民Ⅰp91，140 民Ⅰp280 民Ⅰp109 

第７問 民Ⅰp107 民Ⅰp107 民Ⅰp108 民Ⅰp108 民Ⅰp23 

第８問 民Ⅰp130 民Ⅰp294 民Ⅰp152 民Ⅰp129 民Ⅰp150 

第９問  民Ⅰp156 民Ⅰp145 民Ⅰp145 民Ⅰp142 

第10問 民Ⅰp170 民Ⅰp169 民Ⅰp174 民Ⅰp180 民Ⅰp176 

第11問 民Ⅰp190 民Ⅰp189 民Ⅰp190 民Ⅰp190 民Ⅰp192 

第12問 民Ⅰp200 民Ⅰp197 民Ⅰp199 民Ⅰp198 民Ⅰp202 

第13問 民Ⅰp217 民Ⅰp216  民Ⅰp226 民Ⅰp224，Ⅱp77 

第14問 不登Ⅱp2 民Ⅰp285 民Ⅰp289 民Ⅰp283 民Ⅰp291 

第15問 民Ⅰp298  民Ⅰp301 民Ⅰp295 不登Ⅰp384 

第16問 民Ⅱp6 民Ⅱp6 民Ⅱp6 民Ⅱp6 民Ⅱp6 

第17問 民Ⅱp48 民Ⅱp52 民Ⅱp51 民Ⅱp57 民Ⅱp54 

第18問 民Ⅱp100 民Ⅱp33 民Ⅱp107 民Ⅱp41，p100 民Ⅱp102 

第19問 民Ⅱp158 民Ⅱp4，158 民Ⅱp160 民Ⅱp158 民Ⅱp159 

第20問 民Ⅱp279 民Ⅱp275 民Ⅱp276 民Ⅱp273 民Ⅱp272 

第21問 民Ⅰp5 民Ⅱp311 民Ⅱp316 民Ⅱp313 民Ⅱp316 

第22問 民Ⅱp337 民Ⅱp337 民Ⅱp339 民Ⅱp341 民Ⅱp341 

第23問 民Ⅱp40，p347 民Ⅱp355 民Ⅱp27，p355 民Ⅱp360 民Ⅱp356 

第24問 

刑 法 

憲･刑 p331 憲･刑 p333 憲･刑 p388 憲･刑 p484 憲･刑 p329 

第25問 憲･刑 p404 憲･刑 p405 憲･刑 p405 憲･刑 p405 憲･刑 p403 

第26問 憲･刑 p533 憲･刑 p530 憲･刑 p527 憲･刑 p528 憲･刑 p529 

第27問 

会社法 

商 法 

会･商 p21 会･商 p30 会･商 p33 会･商 p569 会･商 p571 

第28問 会･商 p82 会･商 p83 会･商 p80 会･商 p81，188 会･商 p81，189 

第29問 会･商 p67 会･商 p220 会･商 p221 会･商 p231 会･商 p235 

第30問 会･商 p293 商登 p72 会･商 p295，商登 p241 会･商 p281 会･商 p271 

第31問 会･商 p367 会･商 p370 会･商 p372 会･商 p369 会･商 p368 

第32問 会･商 p400 会･商 p404 会･商 p407 会･商 p412 会･商 p416 

第33問 会･商 p458 会･商 p460 会･商 p460 会･商 p461 会･商 p460 

第34問 会･商 p502 会･商 p519，520 会･商 p162 会･商 p528 会･商 p501 

第35問 会･商 p649 民Ⅱp48   会･商 p322 

※ 空欄に語句を挿入する問題である第３問は，ア～オではなく，①～⑥であるため，以下に示す。 

第２問 憲 法 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

憲･刑 p260 憲･刑 p260 憲･刑 p260 憲･刑 p260 憲･刑 p262 憲･刑 p270 

 



３ 午後の部 

 
設 問 ※ 

ア イ ウ エ オ 

第１問 

民訴法 

民訴等 p6 民訴等 p15 民訴等 p18 民訴等 p14 民訴等 p11 

第２問 民訴等 p34 民訴等 p34 民訴等 p35 民訴等 p35 民訴等 p36 

第３問 民訴等 p107 民訴等 p98 民訴等 p215 民訴等 p104 民訴等 p110 

第４問 民訴等 p14，p162 民訴等 p187 民訴等 p186，p162 民訴等 p172 民訴等 p162 

第５問 民訴等 p206・207 民訴等 p204・205 民訴等 p47 民訴等 p212 民訴等 p212 

第６問 民保法 民訴等 p450 民訴等 p455 民訴等 p452 民訴等 p456，p459 民訴等 p458 

第７問 民執法 民訴等 p293 民訴等 p293 民訴等 p294 民訴等 p294 民訴等 p294 

第８問 司書法 供･書 p215 供･書 p196 供･書 p196 供･書 p230 供･書 p195 

第９問 

供託法 

供･書 p17 供･書 p16 供･書 p17 供･書 p17 供･書 p19 

第10問 供･書 p141 供･書 p140 供･書 p136 供･書 p128 供･書 p130 

第11問 供･書 p122 供･書 p117 供･書 p119 供･書 p119 供･書 p147 

第12問 

不登法 

不登Ⅰp60 不登Ⅰp58 不登Ⅰp58 不登Ⅰp58 不登Ⅰp60 

第13問 不登Ⅰp73  不登Ⅰp73 不登Ⅰp74 不登Ⅰp29・30 

第14問 不登Ⅰp167 不登Ⅰp285  不登Ⅰp354 不登Ⅱp150 

第15問 不登Ⅰp230 不登Ⅰp239 不登Ⅰp294 不登Ⅰp340 不登Ⅱ17 

第16問 不登Ⅰp249  不登Ⅰp276 不登Ⅰp350 不登Ⅰp245 

第17問 不登Ⅰp21・22 不登Ⅰp21・22 不登Ⅰp21・22 不登Ⅰp21・22 不登Ⅰp21・22 

第18問 不登Ⅰp244 不登Ⅰp172 不登Ⅰp258 不登Ⅱp210  

第19問 不登Ⅱp132 不登Ⅰp15 不登Ⅰp16 不登Ⅰp16 不登Ⅰp15，Ⅱp19 

第20問 不登Ⅱp142  不登Ⅰp238 不登Ⅰp224 不登Ⅰp258，Ⅱp187 

第21問 不登Ⅱp228 不登Ⅱp226 不登Ⅰp170 不登Ⅱp231 不登Ⅰp255 

第22問 不登Ⅰp271 不登Ⅰp273 不登Ⅰp272・273 不登Ⅰp286 不登Ⅰp292 

第23問 不登Ⅰp361・362 不登Ⅱp72 不登Ⅰp378 不登Ⅱp85 不登Ⅱp63・64 

第24問  不登Ⅱp123  不登Ⅱp136 不登Ⅱp120 

第25問 不登Ⅰp183 不登Ⅰp179 不登Ⅰp191  不登１p206 

第26問 不登Ⅰp198 不登Ⅰp198 不登Ⅰp224 不登Ⅰp198 不登Ⅰp198 

第27問 不登Ⅱp103・104 不登Ⅱp99 不登Ⅰp230，Ⅱp88 不登Ⅱp105・106 不登Ⅱp102 

第28問 

商登法 

商登 p61，p80 商登 p82 商登 p81 商登 p81 商登 p81・82 

第29問 商登補足 p8 商登 p303 商登 p227 商登 p533 商登 p269・270 

第30問 商登 p161 商登 p162 商登 p160 商登 p124 商登 p158 

第31問 商登 p119・120 商登 p114，p116 商登 p119・120 商登 p114，p116 商登 p114，p116 

第32問 商登 p363 商登 p383，p419 商登 p404 商登 p376 商登 p399 

第33問      

第34問 商登 p91，p513，p515 

第35問 商登 p48 商登 p48 商登 p47 商登 p41，p48  

※ 第 12 問及び第 34 問は，ア～オではなく，１～５である。 


