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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 166／175 94.8％（34 問） ※１ 

午後の部 161／175 92.0％（33 問） ※２ 

合  計 327／350 93.4％（67 問） 

※１ 正解できなかった問題は，単純正誤問題である第４問である。 

※２ 正解できなかった問題は，組合せ問題である第６問及び個数問題である第 26 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。 

     設問の   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ない設問である。 

 

２ 午前の部 

 
設 問 ※ 

ア イ ウ エ オ 

第１問 

憲 法 

憲・刑 p92 憲・刑 p96 憲・刑 p95 憲・刑 p94 憲・刑 p93 

第２問 憲・刑 p9 

第３問 憲・刑 p220 憲・刑 p200・201 憲・刑 p225  憲・刑 p232 

第４問 

民 法 

民Ⅰp12 民Ⅰp11 民Ⅰp12   

第５問 民Ⅰp51 民Ⅰp53 民Ⅰp56 民Ⅰp57 民Ⅰp57 

第６問 民Ⅰp94 民Ⅰp93 民Ⅰp81 民Ⅰp85  

第７問 民Ⅰp114 民Ⅰp120 民Ⅰp115 民Ⅰp114  

第８問 民Ⅰp154 民Ⅰp154 民Ⅰp154 民Ⅰp154 民Ⅰp156 

第９問 民Ⅰp139 民Ⅰp139 民Ⅰp139 民Ⅰp157 民Ⅰp138 

第10問 民Ⅰp185 民Ⅰp186 民Ⅰp183 民Ⅰp185 民Ⅰp185 

第11問 民Ⅰp215 民Ⅰp213 民Ⅰp215 民Ⅰp211・212 民Ⅰp216 

第12問 民Ⅰp238・239 民Ⅰp237 民Ⅰp244 民Ⅰp230 民Ⅰp243 

第13問 民Ⅰp259 民Ⅰp263 民Ⅰp262 民Ⅰp261 民Ⅰp265 

第14問 民Ⅰp272・273 民Ⅰp277 民Ⅰp275  民Ⅱp98 

第15問  民Ⅰp307 民Ⅰp299 民Ⅱp175 民Ⅰp296 

第16問 民Ⅱp16 民Ⅱp16 民Ⅱp16 民Ⅱp16 民Ⅱp14 

第17問 民Ⅱp42，p53 民Ⅱp42，p54 民Ⅱp42，p54 民Ⅱp43，p54 民Ⅱp45，p57 

第18問 民Ⅱp168 民Ⅱp168 民Ⅱp168 民Ⅱp168 民Ⅱp166 

第19問 民Ⅱp104 民Ⅱp229 民Ⅱp227 民Ⅱp231 民Ⅱp226 

第20問 民Ⅱp272 民Ⅱp270 民Ⅱp270 民Ⅱp270 民Ⅱp187 

第21問 民Ⅱp304 民Ⅱp309 民Ⅱp316 民Ⅱp317・318 民Ⅱp318 

第22問 民Ⅰp112 民Ⅰp111 民Ⅰp111 民Ⅰp113 民Ⅰp110 

第23問 民Ⅱp406 民Ⅱp407 民Ⅱp402 民Ⅱp409 民Ⅱp409 

第24問 

刑 法 

憲・刑 p311 憲・刑 p311 憲・刑 p398 憲・刑 p475 憲・刑 p311 

第25問 憲・刑 p537 憲・刑 p522 憲・刑 p516 憲・刑 p520 憲・刑 p521 

第26問 憲・刑 p607 憲・刑 p605 憲・刑 p606 憲・刑 p609 憲・刑 p607 

第27問 

会社法 

商 法 

会･商 p20・21 会･商 p38 会･商 p367 会･商 p54・55，p160 会･商 p367 

第28問 会･商 p99 会･商 p163 会･商 p163  会･商 p102～104 

第29問 会･商 p140 会･商 p103 会･商 p224 会･商 p136 会･商 p139 

第30問 会･商 p245 会･商 p248 会･商 p247 会･商 p249 会･商 p250 

第31問 会･商 p303～305，p313 会･商 p303 会･商 p264～269 会･商 p299，p309 会･商 p255，p261 

第32問  会･商 p419 会･商 p413 会･商 p410 会･商 p416・417 

第33問 会･商 p503 会･商 p555 会･商 p503・504 会･商 p505，p561 会･商 p501・502 

第34問 会･商 p599 会･商 p599 会･商 p331 会･商 p603 会･商 p600 

第35問 民Ⅰp40 会･商 p649 会･商 p650 会･商 p650 会･商 p650 

※ 第４問，第 10 問，第 20 問，第 22 問及び第 32 問は，ア～オではなく，１～５である。 

 

  



３ 午後の部 

 
設 問 ※ 

ア イ ウ エ オ 

第１問 

民訴法 

 民訴等 p63 民訴等 p65 民訴等 p66 民訴等 p61 

第２問 民訴等 p105  民訴等 p22  民訴等 p99・100 

第３問 民訴等 p161･162 民訴等 p133 民訴等 p166 民訴等 p135 民訴等 p158・159 

第４問 民訴等 p150 民訴等 p152 民訴等 p151 民訴等 p151 民訴等 p153・154 

第５問 民訴等 p227 民訴等 p231 民訴等 p228 民訴等 p226 民訴等 p119 

第６問 民保法 民訴等 p448  民訴等 p478 民訴等 p450  

第７問 民執法 民訴等 p379 民訴等 p380 民訴等 p386 民訴等 p384 民訴等 p390 

第８問 司書法 供･書 p246 供･書 p220 供･書 p221 供･書 p240 供･書 p216 

第９問 

供託法 

供･書 p11 供･書 p9 供･書 p10 供･書 p9 供･書 p12 

第10問 供･書 p157 供･書 p157・158 供･書 p159 供･書 p159 供･書 p160・161 

第11問 供･書 p43 供･書 p57 供･書 p58 供･書 p54 供･書 p46 

第12問 

不登法 

不登Ⅰp209 不登Ⅰp194 不登Ⅰp356 不登Ⅰp394 不登Ⅱp68 

第13問 不登Ⅱp177 不登Ⅱp189 不登Ⅰp297 不登Ⅱp64 不登Ⅱp116 

第14問 不登Ⅰp102 不登Ⅰp144   不登Ⅰp150～154 

第15問 不登Ⅰp267 不登Ⅱp145 不登Ⅰp392 不登Ⅰp307・308 不登Ⅱp27 

第16問 不登Ⅱp55 不登Ⅱp207 不登Ⅱp180 不登Ⅱp95  

第17問  不登Ⅰp118 不登Ⅰp240 不登Ⅰp378  

第18問 不登補足 p3  不登補足 p6 不登補足 p6 不登補足 p6 

第19問 不登Ⅰp229 不登Ⅰp229 不登Ⅰp248 不登Ⅰp232 不登Ⅰp230 

第20問 不登Ⅱp231 不登Ⅱp231 不登Ⅱp231・232 不登Ⅱp233 不登Ⅱp231 

第21問 不登Ⅰp282 不登Ⅰp284 不登Ⅰp312，p314 不登Ⅰp282，p286 不登Ⅰp324 

第22問 不登Ⅰp328 不登Ⅰp327・328 不登Ⅰp326，p328 不登Ⅰp328～330 不登Ⅰp332 

第23問 不登Ⅰp40 不登Ⅱp79・80 不登Ⅱp81 不登Ⅱp81 不登Ⅱp78 

第24問 不登Ⅰp193 不登Ⅰp190 不登Ⅰp191 不登Ⅰp197  

第25問 不登Ⅰp71 不登Ⅰp65 不登Ⅰp155 不登Ⅰp146 不登Ⅰp31 

第26問 不登Ⅰp160 不登Ⅰp161  不登Ⅰp159 不登Ⅰp160 

第27問 不登Ⅰp228 不登Ⅰp228 不登Ⅱp170 不登Ⅱp19，p22，p25 不登Ⅱp19，p22，p25 

第28問 

商登法 

商登 p576 商登 p571 商登 p577 商登 p536 商登 p576 

第29問 商登 p81･82  商登 p80 商登 p80 商登 p84 

第30問 商登 p261 商登 p281 商登 p262 商登 p259 商登 p265 

第31問 商登 p164・165 商登 p166 商登 p168 商登 p159，p164・165 商登 p169 

第32問 商登 p125，p127 商登 p121，p123 商登 p128 商登 p124 商登 p126・127 

第33問 商登 p358 商登 p365 商登 p366 商登 p357 商登 p354 

第34問 商登 p420 商登 p409 商登 p377，p404・405 商登 p403・404 商登 p382 

第35問 商登 p590 商登 p593 商登 p619 商登 p656・657 商登 p620 

※ 第１問は，ア～オではなく，１～５である。 


