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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 164／175 93.7％（34 問） ※１ 

午後の部 169／175 96.5％（35 問） ※２ 

合  計 333／350 95.1％（69 問） 

※１ 正解できなかった問題は，個数問題である第３問である。 

※２ 正解できなかった問題は，存在しない。 

 



（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ない問題である。 

     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 p96 憲・刑 p97 憲・刑 p101   

第２問  憲・刑 p254 憲・刑 p252 憲・刑 p248 憲・刑 p246 

第３問 憲・刑 p185  憲・刑 p176 憲・刑 p231 憲・刑 p231 

第４問 

民 法 

民Ⅰp10 民Ⅰp10 民Ⅰp11 民Ⅰp39 民Ⅰp5，p7 

第５問 民Ⅰp32 民Ⅱp149 民Ⅱp208 民Ⅰp28 民Ⅰp28 

第６問 民Ⅰp79 民Ⅰp88 民Ⅱp53 民Ⅰp82 民Ⅰp77 

第７問 民Ⅰp240 民Ⅱp169 民Ⅱp176  民Ⅰp175 

第８問 民Ⅰp112 民Ⅰp109  民Ⅰp116 民Ⅰp104 

第９問 民Ⅰp151 民Ⅰp151 民Ⅰp151・152 民Ⅰp151 民Ⅰp151 

第10問 民Ⅰp163 民Ⅰp188 民Ⅰp189 民Ⅰp192 民Ⅰp195 

第11問 民Ⅰp200 民Ⅰp207，225 民Ⅰp219，p108 民Ⅰp229 民Ⅰp236 

第12問 民Ⅰp254 民Ⅰp252 民Ⅰp251 民Ⅰp252 民Ⅰp252 

第13問 民Ⅰp264 民Ⅰp267 民Ⅰp269 民Ⅰp108，Ⅱp181 民Ⅰp261・262 

第14問 民Ⅰp288 民Ⅰp290 民Ⅰp292，不登法Ⅱp14 民Ⅰp296 民Ⅰp287 

第15問 民Ⅰp299 民Ⅰp317 民Ⅰp303 民Ⅰp299 民Ⅰp311 

第16問 民Ⅱp15 民Ⅱp9 民Ⅱp151 民Ⅱp14  

第17問 民Ⅱp21 民Ⅱp18 民Ⅱp21 民Ⅱp18 民Ⅱp23 

第18問  民Ⅱp166 民Ⅰp245  民Ⅰp212 

第19問 民Ⅱp216 民Ⅱp216  民Ⅱp215 民Ⅱp216 

第20問 民Ⅱp284 民Ⅱp261 民Ⅱp266 民Ⅱp293 民Ⅱp284 

第21問 民Ⅱp311 民Ⅱp320 民Ⅱp313 民Ⅱp320 民Ⅱp312 

第22問 民Ⅱp393，p367 民Ⅱp382，p407 民Ⅱp396，p362 民Ⅱp394，p363 民Ⅱp400 

第23問 民Ⅱp406 民Ⅱp406，p409 民Ⅱp409 民Ⅱp410 民Ⅱp406 

第24問 

刑 法 

憲・刑 p492 憲・刑 p492 憲・刑 p492 憲・刑 p493 憲・刑 p491 

第25問 憲・刑 p356 憲・刑 p351 憲・刑 p356 憲・刑 p357 憲・刑 p357 

第26問 憲・刑 p508 憲・刑 p539 憲・刑 p544 憲・刑 p539 憲・刑 p547 

第27問 

会社法 

商 法 

会･商 p39・40 会･商 p26 会･商 p40 会･商 p54 会･商 p17 

第28問 会･商 p72 会･商 p73 会･商 p68 会･商 p65，269 会･商 p64 

第29問 会･商p104・105，p202 会･商 p358，p205 会･商 p120 会･商 p102，p178 会･商 p143，p178 

第30問 会･商 p282 会･商 p288 会･商 p292 会･商 p294，285 会･商 p298 

第31問 会･商 p260 商登 p320 商登 p320 商登 p320  

第32問  会･商 p350・351 会･商 p349 会･商 p357 会･商 p354・355 

第33問 会･商 p422 会･商 p408 会･商 p420 会･商 p448 会･商 p412 

第34問 会･商 p519 会･商 p522 会･商 p477・478 会･商 p522 会･商 p521 

第35問 会･商 p638 会･商 p641 商登 p569  会･商 p641 

※ 第１問は，ア～オではなく，①～③である。 

※ 第 29 問，第 34 問及び第 35 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 p22 民訴等 p172 民訴等 p61 民訴等 p84・85 民訴等 p23・24 

第２問 民訴等 p108 民訴等 p51 民訴等 p50  民訴等 p51 

第３問 民訴等 p205・206 民訴等 p210 民訴等 p152 民訴等 p216 民訴等 p217，p82 

第４問 民訴等 p68・69 民訴等 p72  民訴等 p74 民訴等 p71 

第５問 民訴等 p270 民訴等 p271 民訴等 p272 民訴等 p273 民訴等 p275 

第６問 民保法 民訴等 p446 民訴等 p446 民訴等 p447 民訴等 p442 民訴等 p443 

第７問 民執法 民訴等 p403 民訴等 p413 民訴等 p413 民訴等 p413 民訴等 p414 

第８問 司書法 供･書 p216 供･書 p215 供･書 p261 供･書 p201 供･書 p216・217 

第９問 

供託法 

供･書 p141 供･書 p133，142 供･書 p131 供･書p130・131，139・140 供･書 p129 

第10問 供･書 p75・76 供･書 p83 供･書 p96 供･書 p80 供･書 p74 

第11問 供･書 p165，133 供･書 p165 供･書 p165 供･書 p166 供･書 p166 

第12問 

不登法 

不登Ⅰp230 不登Ⅰp341 不登Ⅰp250 不登Ⅰp176 不登Ⅰp179 

第13問 不登Ⅰp256 不登Ⅰp221 不登Ⅱp68 不登Ⅰp399 不登Ⅰp399，p401 

第14問 不登Ⅱp148  不登Ⅰp397 不登Ⅰp398 不登Ⅱp74，p77 

第15問 不登Ⅰp151 不登Ⅰp370  不登Ⅰp128 不登Ⅰp151 

第16問 不登Ⅰp79 不登Ⅰp79 不登Ⅰp195 不登Ⅰp195・196 不登Ⅰp211 

第17問 不登Ⅰp80 不登Ⅰp109 不登Ⅰp111 不登Ⅰp111  

第18問 不登Ⅰp80 民Ⅱp321 不登Ⅰp73 不登Ⅰp94 不登Ⅰp62 

第19問 不登Ⅰp196 不登Ⅰp209 不登Ⅰp196，民Ⅱp358 不登Ⅰp192 不登Ⅰp225 

第20問 不登Ⅰp207 不登Ⅰp211 不登Ⅰp212 不登Ⅰp220 不登Ⅰp188 

第21問 不登Ⅰp285 不登Ⅰp283 不登Ⅰp285 不登Ⅰp290 不登Ⅰp284 

第22問 不登Ⅰp303 不登Ⅰp304 不登Ⅰp304，308 不登Ⅰp91 不登Ⅰp311 

第23問 不登Ⅱp205 不登Ⅱp209 不登Ⅱp205 不登Ⅱp218 不登Ⅱp212 

第24問 不登Ⅱp215 不登Ⅱp151 不登Ⅱp132 不登Ⅱp157，p130 不登Ⅱp142 

第25問 不登Ⅱp134 不登Ⅱp128 不登Ⅱp129 不登Ⅱp132 不登Ⅱp145 

第26問 不登Ⅱp108 不登Ⅱp106 不登Ⅱp109 不登Ⅱp94 不登Ⅱp98 

第27問 不登Ⅰp219 不登Ⅱp152 不登Ⅰp135 不登Ⅱp100 不登Ⅰp136 

第28問 

商登法 

商登 p78 会社 p23，商登 p86 商登 p87・88 商登 p69 商登 p93 

第29問 商登 p521 商登 p161 商登 p527 商登 p268 商登 p536 

第30問 商登 p171 商登 p169 商登 p174 商登 p171 会社 p145 

第31問 商登 p208 商登 p206 商登 p234・235 商登 p226 商登 p229 

第32問 商登 p559 商登 p331 商登 p332 商登 p330 商登 p318 

第33問 商登 p392 商登 p438 商登 p388 商登 p429 商登 p390 

第34問 商登 p121 商登 p124 商登 p124・125  商登 p122 

第35問 商登 p650 商登 p648 商登 p648 商登 p666 商登 p669 

※ 第 23 問は，ア～オではなく，１～５である。 


