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作成日 2017/02/08

連絡事項

憲法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 52憲法第１４条第１項 147平成27年体系別短
答過去問集憲法

平成24年予備 第1問

2 40国歌を斉唱することを命
じた職務命令と，思想良
心の自由

103平成28年単年版短
答過去問集

平成28年司法 第4問

3 42知る権利 109平成28年単年版短
答過去問集

平成28年司法 第6問

4 42営業の自由 107平成27年単年版短
答過去問集

平成27年司法 第6問

5 119選挙権行使の保障 335平成27年体系別短
答過去問集憲法

平成19年司法 第17問

6 126社会保障制度の合憲性
をめぐる理由

355平成27年体系別短
答過去問集憲法

平成26年司法 第10問

平成26年予備 第6問



2

作成日 2017/02/08

連絡事項

憲法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 48天皇が国会開会式に出
席した上で述べる「おこと
ば」の憲法上の位置付け

125平成28年単年版短
答過去問集

平成28年司法 第12問

平成28年予備 第7問

2 155国会の権能 445平成27年体系別短
答過去問集憲法

プレ司法 第27問

3 162内閣 463平成27年体系別短
答過去問集憲法

プレ司法 第8問

4 54合憲限定解釈 139平成27年単年版短
答過去問集

平成27年司法 第18問

平成27年予備 第11問

5 209地方自治 589平成27年体系別短
答過去問集憲法

平成26年司法 第19問

6 214憲法改正 601平成27年体系別短
答過去問集憲法

平成18年司法 第14問



1

作成日 2017/02/08

連絡事項

行政法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 22東京都建築安全条例に
基づく安全認定

51平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成24年司法 第22問

平成24年予備 第14問

2 34行政裁量 79平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成26年司法 第24問

平成26年予備 第15問

3 40行政指導 93平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成22年司法 第25問

4 53ホテル等建築の適正化
に関する条例に基づく建
築中止命令と，実効性確
保の手段

119平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成21年司法 第27問

5 117不利益処分の理由の提
示

287平成27年単年版短
答過去問集

平成27年予備 第15問

6 91情報公開法 201平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成25年司法 第29問

平成25年予備 第17問



2

作成日 2017/02/08

連絡事項

行政法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 120処分性 267平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成24年司法 第31問

平成24年予備 第18問

2 124伊達火力発電所訴訟判
決

279平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成18年司法 第34問

3 123行政事件訴訟法第３条第
６項，第７項に定める「義
務付けの訴え」及び「差
止めの訴え」

313平成28年単年版短
答過去問集

平成28年予備 第22問

4 185国家賠償 407平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成26年司法 第36問

平成26年予備 第23問

5 198損失補償 435平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成22年司法 第38問

6 210都道府県知事が自治事
務又は法定受託事務とし
て，法律を根拠に私人に
対し行政処分を行う場合

463平成27年体系別短
答過去問集行政法

平成24年司法 第40問
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作成日 2017/02/08

連絡事項

民法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 32詐欺又は強迫による意思
表示

79平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅰ

平成26年司法 第2問

平成26年予備 第1問

2 46無権代理 119平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅰ

平成23年司法 第3問

平成23年予備 第2問

3 114共有 313平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅰ

平成23年予備 第4問

4 148抵当権総合 405平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅰ

平成20年司法 第14問

5 28保証 77平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅱ

平成21年司法 第19問

6 41債権者Ａが債務者Ｂに対
して有する甲債権をＣとＤ
に二重譲渡した場合

111平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅱ

平成25年司法 第19問

平成25年予備 第8問
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作成日 2017/02/08

連絡事項

民法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 77売買契約の解除 197平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅱ

プレ司法 第24問

2 90売買 225平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅱ

平成23年司法 第26問

3 23賃貸借契約及び消費貸
借契約

55平成27年単年版短
答過去問集

平成27年司法 第23問

4 141不法行為による損害賠償
請求

351平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅱ

平成22年司法 第29問

5 154内縁配偶者と第三者との
関係

383平成27年体系別短
答過去問集民法Ⅱ

平成20年司法 第31問

6 34遺言 83平成28年単年版短
答過去問集

平成28年司法 第34問
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作成日 2017/02/08

連絡事項

商法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 8株式会社の設立 19平成27年体系別短
答過去問集商法

平成19年司法 第38問

2 24株式会社の譲渡制限株
式

53平成27年体系別短
答過去問集商法

平成25年司法 第38問

平成25年予備 第17問

3 32募集株式の発行 69平成27年体系別短
答過去問集商法

平成19年司法 第39問

4 50株主総会 109平成27年体系別短
答過去問集商法

平成23年司法 第42問

平成23年予備 第21問

5 72取締役会設置会社の取
締役に対する金銭の貸
付け

161平成27年体系別短
答過去問集商法

平成22年司法 第43問

6 80取締役会設置会社の機
関

179平成27年体系別短
答過去問集商法

平成25年司法 第43問

平成25年予備 第20問



2

作成日 2017/02/08

連絡事項

商法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 107会社法上の公開会社の
代表取締役の行為を監
督・是正する手段

241平成27年体系別短
答過去問集商法

平成26年司法 第44問

2 115株式会社の資本金の額 261平成27年体系別短
答過去問集商法

平成25年司法 第47問

平成25年予備 第23問

3 138吸収合併又は吸収分割 315平成27年体系別短
答過去問集商法

平成21年司法 第48問

4 169商行為によって生じた債
務

385平成27年体系別短
答過去問集商法

平成20年司法 第51問

5 93約束手形の流通 229平成27年単年版短
答過去問集

平成27年予備 第29問

6 205為替手形，約束手形及び
小切手

471平成27年体系別短
答過去問集商法

平成20年司法 第53問



1

作成日 2017/02/08

連絡事項

民事訴訟法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 5専属管轄があると定める
合意管轄条項がある場
合の訴え

11平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成19年司法 第55問

2 96訴訟代理人 243平成28年単年版短
答過去問集

平成28年予備 第32問

3 35訴えの利益 83平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成21年司法 第60問

4 67弁論準備手続 165平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成26年司法 第66問

5 102売買契約に基づき甲土
地の所有権移転登記手
続を求める訴え

253平成27年単年版短
答過去問集

平成27年予備 第38問

6 117私文書の成立 279平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成25年司法 第68問

平成25年予備 第42問



2

作成日 2017/02/08

連絡事項

民事訴訟法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 135訴訟上の和解 323平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成25年司法 第72問

平成25年予備 第44問

2 148判決の効力 355平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成21年司法 第68問

3 164共有物についての訴え 389平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成18年司法 第66問

4 95補助参加 241平成28年単年版短
答過去問集

平成28年予備 第31問

5 185控訴 437平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成24年司法 第73問

6 198離婚の訴え 463平成27年体系別短
答過去問集民事訴
訟法

平成19年司法 第69問



1

作成日 2017/02/08

連絡事項

刑法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 61因果関係 161平成28年単年版短
答過去問集

平成28年司法 第5問

平成28年予備 第7問

2 65故意 167平成27年単年版短
答過去問集

平成27年司法 第9問

3 43正当防衛，緊急避難 121平成27年体系別短
答過去問集刑法

平成21年司法 第8問

4 64実行の着手 189平成27年体系別短
答過去問集刑法

平成26年司法 第9問

5 78偶然防衛 235平成27年体系別短
答過去問集刑法

平成20年司法 第5問

6 90罪数 269平成27年体系別短
答過去問集刑法

平成22年司法 第16問



2

作成日 2017/02/08

連絡事項

刑法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 128信用毀損罪又は名誉毀
損罪

363平成27年体系別短
答過去問集刑法

平成24年司法 第8問

2 144強盗の罪 417平成27年体系別短
答過去問集刑法

平成25年司法 第12問

3 72財産犯 187平成28年単年版短
答過去問集

平成28年司法 第16問

平成28年予備 第10問

4 178放火等の罪 513平成27年体系別短
答過去問集刑法

平成26年司法 第18問

平成26年予備 第8問

5 185文書偽造の罪 535平成27年体系別短
答過去問集刑法

平成25年司法 第6問

平成25年予備 第4問

6 70証拠隠滅等の罪 179平成27年単年版短
答過去問集

平成27年司法 第14問



1

作成日 2017/02/08

連絡事項

刑事訴訟法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 131告訴 317平成27年単年版短
答過去問集

平成27年予備 第15問

2 26令状主義 83平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成25年司法 第25問

3 51準現行犯人 145平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成26年司法 第23問

平成26年予備 第15問

4 93訴因 255平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成23年司法 第29問

平成23年予備 第19問

5 103弁護人の活動等 279平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成26年司法 第31問

6 114公判前整理手続 305平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成20年司法 第32問



2

作成日 2017/02/08

連絡事項

刑事訴訟法平成29年短答予想ゼミ2017

スクール東京書籍名テーマ ページ選定問題検討順番 番号

1 131ハンマーの証拠調べ 343平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成20年司法 第33問

2 148被害者等による意見陳述 389平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成25年司法 第38問

3 154裁判員裁判 403平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成23年司法 第31問

平成23年予備 第21問

4 168実況見分調書 441平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成19年司法 第34問

5 176伝聞証拠 463平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

平成25年司法 第33問

平成25年予備 第23問

6 202控訴審 537平成27年体系別短
答過去問集刑事訴
訟法

プレ司法 第40問


