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はじめに②

重要度

高い

緊急度

高い

緊急度
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重要度

低い

やるべき

こと

やるべきで

ないこと

    択一式 記述式 多肢選択式 合 計 

行政法行政法行政法行政法    /76/76/76/76    ////20202020    /16/16/16/16    /112/112/112/112    

民民民民    法法法法    /36/36/36/36    ////40404040    ////    ////76767676    

一一一一

般般般般

知知知知

識識識識    

政経社政経社政経社政経社    /36/36/36/36        ////    ////36363636    

情報情報情報情報    /8/8/8/8        ////    ////8888    

文章理解文章理解文章理解文章理解    /12/12/12/12        ////    ////12121212    

憲憲憲憲    法法法法    /20/20/20/20        ////8888    ////28282828    

商商商商    法法法法    /20/20/20/20        ////    ////20202020    

基礎法学基礎法学基礎法学基礎法学    /8/8/8/8        ////    ////8888    

合合合合    計計計計    ////216216216216    ////60606060    ////24242424    ////300300300300    

 

はじめに③

問題問題問題問題                            にににに関関関関するするするする次次次次のののの記述記述記述記述のうちのうちのうちのうち、、、、

正正正正しいものはどれかしいものはどれかしいものはどれかしいものはどれか。。。。    

１１１１    

２２２２    

３３３３    

４４４４    

５５５５    

はじめに④ はじめに⑤

出題パターン

①何を

②どのように

キキタイコト



行政法対策①

≪行政法択一式≫

①①①① 判例判例判例判例

→→→→ 総論総論総論総論・・・・行訴法行訴法行訴法行訴法・・・・国賠法国賠法国賠法国賠法

②②②② 条文条文条文条文

→→→→ 行手法行手法行手法行手法・・・・行審法行審法行審法行審法・・・・地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法

③③③③ 出題出題出題出題テーマテーマテーマテーマ

→→→→ 公務員法公務員法公務員法公務員法、、、、総合問題総合問題総合問題総合問題

    2012年 2013年 2014年 

行政法総論 21212121％％％％/24/24/24/24点点点点    25252525％％％％/28/28/28/28点点点点    21212121％％％％/24/24/24/24点点点点    

行政手続法 11111111％％％％/12/12/12/12点点点点    11111111％％％％/12/12/12/12点点点点    11111111％％％％/12/12/12/12点点点点    

行政不服審査法 ７７７７％％％％////８８８８点点点点    ７７７７％％％％////８８８８点点点点    ７７７７％％％％////８８８８点点点点    

行政事件訴訟法 36363636％％％％////40404040点点点点    36363636％％％％////40404040点点点点    18181818％％％％////20202020点点点点    

国家賠償法 ７７７７％％％％////８８８８点点点点    ７７７７％％％％////８８８８点点点点    ７７７７％％％％////８８８８点点点点    

地方自治法 11111111％％％％////12121212点点点点    11111111％％％％////12121212点点点点    29292929％％％％////32323232点点点点    

総 合 ７７７７％％％％////８８８８点点点点    ３３３３％％％％////４４４４点点点点    ７７７７％％％％////８８８８点点点点    

行政法対策②

    21 22 23 24 25 26 

公法と私法     ○○○○         ○○○○    ○○○○        

行政組織法 ○○○○    ○○○○         ○○○○    ○○○○        

公務員法 ○○○○    ○○○○     ○○○○        ○○○○    ○○○○    

行政立法     ○○○○     ○○○○            ○○○○    

行政行為         ○○○○    ○○○○        ○○○○    

行政契約             ○○○○            

行政指導     ○○○○                     

行政計画 ○○○○                        

行政調査                     ○○○○    

行政裁量 ○○○○    ○○○○     ○○○○    ○○○○    ○○○○        

行政上の義務履行確保 ○○○○    ○○○○     ○○○○                

行政罰 ○○○○                ○○○○        

 

行政法対策③

    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    

処分性             ○○○○            

原告適格     ○○○○        ○○○○        ○○○○    

訴えの利益                     ○○○○    

取消訴訟の判決     ○○○○                    

執行停止 ○○○○        ○○○○                

教 示                         

無効等確認訴訟             ○○○○            

不作為不作為不作為不作為のののの違法確認訴訟違法確認訴訟違法確認訴訟違法確認訴訟                        ○○○○    

義務付け訴訟         ○○○○        ○○○○        

差止訴訟                         

当事者訴訟 ○○○○        ○○○○        ○○○○        

行政法対策④

    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    

地方公共団体総論地方公共団体総論地方公共団体総論地方公共団体総論    ○○○○            ○○○○            

地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの種類種類種類種類    ○○○○    ○○○○            ○○○○        

直接請求                 ○○○○    ○○○○    

住民監査請求住民監査請求住民監査請求住民監査請求・・・・住民訴訟住民訴訟住民訴訟住民訴訟    ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○    ○○○○    

議 会                         

執行機関         ○○○○            ○○○○    

長と議会の関係             ○○○○            

監査制度 ○○○○                        

公の施設     ○○○○    ○○○○                

条例制定権                 ○○○○    ○○○○    

国の関与             ○○○○            

行政法対策⑤

    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26 26 26 26     

総 論                     ○○○○                

行政手続法     ○○○○                                

行政不服審査法                                     

行政事件訴訟法 ○○○○        ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○    ○○○○        

国家賠償法                                     

地方自治法                                 ○○○○    

公務員法                                     

 

行政法対策⑥



民法対策①

≪民法択一式≫

①①①① 判例判例判例判例

→→→→ 27272727・・・・29292929・・・・30303030・・・・32323232・・・・33333333・・・・34343434・・・・35353535

②②②② 条文条文条文条文

→→→→ 28282828・・・・31313131

③③③③ 出題出題出題出題テーマテーマテーマテーマ

→→→→ 過去問未出題過去問未出題過去問未出題過去問未出題テーマテーマテーマテーマ

民法対策②

≪民法択一式≫

問題27 総有と合有

問題28 意思表示

問題29 共有

問題30 物上代位

問題31 保証

問題32 債務引受・契約上の地位の譲渡

問題33 債権の準占有者

問題34 不法行為

問題35 利益相反行為

    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    

権利能力         ○○○○        ○○○○        ○○○○    

制限行為能力                 ○○○○            

意思表示 ○○○○        ○○○○        ○○○○    ○○○○    ○○○○    

代 理 ○○○○    ○○○○            ○○○○            

時 効     ○○○○    ○○○○    ○○○○                

不動産物権変動 ○○○○                    ○○○○        

動産物権変動             ○○○○                

抵当権 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○            ○○○○    

民法対策③

    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    

債権者代位権                             

連帯債務 ○○○○    ○○○○        ○○○○                

保 証     ○○○○    ○○○○    ○○○○            ○○○○    

債権譲渡                             

弁済・相殺 ○○○○                        ○○○○    

賃貸借契約 ○○○○    ○○○○            ○○○○    ○○○○        

委任契約         ○○○○    ○○○○    ○○○○            

不法行為     ○○○○            ○○○○        ○○○○    

民法対策④

    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26 26 26 26     

総 則                     △△△△        ○○○○        

物 権             ○○○○                ○○○○        

担保物権 ○○○○                    ○○○○                

債権総論     ○○○○    ○○○○    ○○○○    ◎◎◎◎        ○○○○        ○○○○    

債権各論 ○○○○    ○○○○    ○○○○            △△△△            ○○○○    

親 族                                     

相 続                         ○○○○            

 

民法対策⑤

    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    

設 立         ○○○○    ○○○○        ○○○○    

株主と株式 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

株主総会                 ○○○○    ○○○○    

取締役・取締役会 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○        

監査役等                         

資金調達     ○○○○            ○○○○        

計 算         ○○○○                

組織再編 ○○○○            ○○○○            

持分会社     ○○○○                    

商法総則         ○○○○            ○○○○    

商行為・商事売買 ○○○○    ○○○○        ○○○○    ○○○○        

商法対策



１０月２５日（日）１０時～１７時 

Ｈ２７試験委員から見る 

法令科目早まくり 

出題予想講座 

法令科目対策 一般知識対策①

≪一般知識等≫

①①①① 政経社政経社政経社政経社

→→→→ 過去問頻出過去問頻出過去問頻出過去問頻出テーマからテーマからテーマからテーマから

②②②② 情報系情報系情報系情報系

→→→→ ４４４４問問問問からからからから２２２２問問問問にににに

③③③③ 文章理解文章理解文章理解文章理解

→→→→ 論理論理論理論理（（（（ロジックロジックロジックロジック））））問題問題問題問題

一般知識対策②

≪政治・経済・社会≫

問題47 日本の政治資金

問題48 日本の中央政府の行政改革

問題49 世界の都市

問題50 日本の公債発行

問題51 核軍縮・核兵器

問題52 第二次世界大戦後の国際経済

問題53 人口構造

問題54 難民

問題55  現行の選挙制度

    
研究分野 

金井利之 行政学行政学行政学行政学・・・・地方自治地方自治地方自治地方自治    

坂根 徹 国際政治学国際政治学国際政治学国際政治学    

沼尾波子 財政学財政学財政学財政学    

吉田俊弘 政治政治政治政治・・・・経済経済経済経済・・・・社会社会社会社会    

多賀谷一照 情報通信情報通信情報通信情報通信・・・・個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護    

石井夏生利 情報通信情報通信情報通信情報通信・・・・個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護    

指宿 信 情報通信情報通信情報通信情報通信・・・・個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護    

一般知識対策③

    
20 21 22 23 24 25 26 

近代政治史 ○○○○                ○○○○            

各国の政治体制             ○○○○                

選挙制度     ○○○○    ○○○○                ○○○○    

政党・利益集団                     ○○○○    ○○○○    

行政組織 ○○○○        ○○○○                    

行政改革     ○○○○                ○○○○    ○○○○    

地方分権改革             ○○○○    ○○○○            

現代政治史                 ○○○○    ○○○○        

 

一般知識対策④

    
20 21 22 23 24 25 26 

国の財政 ○○○○    ○○○○        ○○○○            ○○○○    

地方財政         ○○○○                    

日本銀行             ○○○○                

日本の企業・産業 ○○○○        ○○○○        ○○○○    ○○○○        

国際経済             ○○○○            ○○○○    

現代経済史                 ○○○○    ○○○○        

 

一般知識対策⑤



    
20 21 22 23 24 25 26 

社会保障 ○○○○    ◎◎◎◎        ○○○○                

女性・少子化問題                         ○○○○    

雇用・労働問題         ○○○○        ○○○○    ○○○○        

環境問題 ○○○○    ○○○○        ○○○○                

難民問題         ○○○○                ○○○○    

現代社会史                             

 

一般知識対策⑥

１０月２４日（土）１０時～１７時 

Ｈ２７試験委員から見る 

一般知識早まくり 

出題予想講座 

一般知識対策⑦

おわりに①

認 知

感情 行動

出来事

認 知

感情 行動

出来事

おわりに②

おわりに③

不安 欲求

おわりに④

あるがままにあるがままにあるがままにあるがままに

泰然自若泰然自若泰然自若泰然自若


