論文上級答練

問題冊子・解説冊子見本
≉チἲ࣭ᐇ⏝᪂ἲ ➨㸯ᅇ

࿚ġ ఴġ
࠙ၥ㢟Ϩࠚ
 ᑂᰝᐁࡼࡿ⿵ṇ༷ୗࡢỴᐃ㸦≉チἲ➨  ᮲➨㸯㡯㸧ᑐࡋ࡚᭹ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸
࡚ࠊฟ㢪ேࡀࡾᚓࡿ࡞᪉ἲࢆ㸰ࡘᣲࡆࠊㄝ᫂ࡏࡼࠋ
࠙㸰㸮Ⅼࠚ

問題

攻めの答案

ࢲ͈͛൞մġ

難易度が高く、苦手とする受験生が多い論点を絡めた本試験レベルの問

㟷ᮏ≉᮲ཧ↷

題を出題することで、本試験を突破するための『思考力』
と
『伝達力』を

㟷ᮏព᮲ࡢ㸰ཧ↷

ၥ㢟Ϩࡘ࠸࡚

養成します。

㸯㸬≉チἲ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸳ᖺᨵṇ࡚ࠊไᗘࡢᅜ㝿ⓗㄪࠊ㎿㏿࡞ᶒࡢᐇ⌧
ࡢほⅬࡽ⿵ṇ༷ୗ᭹ᑂุࡀᗫṆࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊ⿵ṇ༷ୗᑐࡍࡿ┤᥋ࡢ᭹
⏦❧࡚ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸦 ᮲㸱㡯ᮏᩥ㸧ࠊᣄ⤯ᰝᐃ᭹ᑂุ㸦 ᮲㸧ࢆㄳồࡋࠊ
ࡑࡢᑂ⌮ࡢ୰࡛ᣄ⤯ᰝᐃ㸦 ᮲㸧ࡢྍྰేࡏ࡚ࠊ⿵ṇ༷ୗࡢỴᐃ㸦 ᮲㸯
㡯㸧ࡢྍྰࢆத࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦 ᮲㸱㡯ణ᭩㸧ࠋ
㸰㸬ᣄ⤯ᰝᐃ᭹ᑂุ㸦 ᮲㸧ࡢㄳồྠࡍࡿ㢪᭩ῧࡋࡓ᫂⣽᭩➼ࡢ

࠙ၥ㢟ϩࠚ
⏥ࡣࠊࢥࢵࣉ⏝ࡢ᪂つ࡞ᙧ≧ࡢྲྀࡗᡭ㹆ࢆ⮬ࡽ㛤Ⓨࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸯᪥ࠊ㹆ࢆ᭷ࡋ
㹆௨እࡢ㒊ศࡀ࿘▱ࡢᙧ≧ࡢࢥࢵࣉ㸿ࢆ᪥ᮏᅜෆࡢ༤ぴฟရࡋࡓࠋࡉࡽࠊᖹᡂ 
ᖺ㸵᭶㸯᪥ࠊ⏥ࡣࠊ㸿ࢆ༤ぴฟရࡋࡓࡇࡘ࠸࡚ពࡢ᪂つᛶࡢ႙ኻࡢእࡢ㐺
⏝ࢆ㐺ἲཷࡅ࡚ࠊពಀࡿ≀ရࢆࠕࢥࢵࣉࠖࡋ࡚ࠊ㹆ࡢᙧ≧ࡘ࠸࡚㒊ศពࡢ
ពⓏ㘓ฟ㢪㹖ࢆࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ⏥ࡣࠊฟ㢪㹖ࡢ㢪᭩࠾ࡅࡿពಀࡿ≀ရࠊពಀࡿ≀ရࡢㄝ᫂ཬࡧព
ࡢㄝ᫂ࡢグ㍕ࠊ୪ࡧ㢪᭩ῧࡋࡓᅗ㠃ࡢグ㍕ࡽࠊ᫂⣽᭩ࠊᐇ⏝᪂Ⓩ㘓ㄳồࡢ
⠊ᅖཬࡧᅗ㠃ࢆసᡂࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸷᭶㸯᪥ࠊฟ㢪㹖ࢆࡶࡢฟ㢪ࡍࡿᐇ⏝᪂ἲ 
᮲➨㸰㡯ࡢつᐃ㸦ฟ㢪ኚ᭦㸧ࡼࡿฟ㢪ࡋ࡚ࠊ㸿ࡢᙧ≧ࡘ࠸࡚ࡢᐇ⏝᪂Ⓩ㘓ฟ㢪
㹗ࢆࡋࡓࠋฟ㢪㹗ಀࡿᐇ⏝᪂ᶒࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶㸯᪥ࠊฟ㢪ᙜึࡢ᫂⣽᭩ࠊᐇ⏝᪂
Ⓩ㘓ㄳồࡢ⠊ᅖཬࡧᅗ㠃ࡢグ㍕ࡢࡲࡲࠊタᐃࡢⓏ㘓ࡀࡉࢀࡓࠋ
எࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥ࠊ㹆ྠ୍ࡢᙧ≧ࡢࢥࢵࣉ⏝ྲྀࡗᡭ㹦ࢆ⮬ࡽ㛤Ⓨࡋࠊᖹᡂ
 ᖺ㸴᭶㸯᪥ࡲ࡛㸿ྠ୍ࡢᙧ≧ࡢࢥࢵࣉ㹟㸯ࡢタィᅗཬࡧ㔠ᆺࢆసᡂࡋࠊᖹᡂ  ᖺ
㸶᭶㸯᪥ࡽ㹟㸯ࡢ〇㐀࣭㈍ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㹦ཬࡧ㹟㸯ࡣࠊஎࡼࡗ࡚㹟㸯ࡢ〇㐀࣭㈍
ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ᪥ࡲ࡛ࠊஎ௨እ▱ࡽࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋஎࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥
㹟㸯యࡢᙧ≧ࢆᑠᆺࡋࡓࢥࢵࣉ㹟㸰ࡢ〇సࢆ⏬ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸯᪥ࡽ㹟㸰
ࡢ〇㐀࣭㈍ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
எࡼࡿ㹟㸯ཬࡧ㹟㸰ࡢ〇㐀࣭㈍ࢆⓎぢࡋࡓ⏥ࡣࠊஎᑐࡋ࡚ࠊ㹟㸯ཬࡧ㹟㸰ࡢ〇
㐀㺃㈍ࡘ࠸࡚ᐇ⏝᪂ホ౯ㄳồ᭩ࢆᥦ♧ࡋ࡚㆙࿌ࢆࡋࡓୖ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸵᪥ࠊ
எࢆ⿕࿌ࡋ࡚ࠊᐇ⏝᪂ᶒᇶ࡙ࡁ㹟㸯ཬࡧ㹟㸰ࡢ〇㐀࣭㈍ࡢᕪṆࡵࢆồࡵࡿッゴ
ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ
எࡣࠊࡑࡢᚋࡶ㹟㸯ཬࡧ㹟㸰ࡢ〇㐀࣭㈍ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⿵ṇ㸦 ᮲ࡢ㸰➨㸯㡯㸲ྕ㸧࠾࠸࡚ࠊ༷ୗࡉࢀࡓෆᐜྠ୍ࡢ⿵ṇࢆࡍࡿ

＜上級答練の名にふさわしい論点を出題＞
基本知識の単なる確認ではない、独学では準備のしづらい論点、なかな
か手の回らない論点など、宮口講師作問のオリジナル新作問題で万全
の態勢を整えることができます。

⏥ࡼࡿฟ㢪ኚ᭦㸦ᐇ  ᮲㸰㡯㸧ࡢ㐺ྰࡀ᫂ࡺ࠼ࠊሙྜศࡅࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
㸯㸬ฟ㢪ࡢኚ᭦㸦ᐇ  ᮲㸰㡯㸧ࡀ㐺ἲ࡛࠶ࡗࡓሙྜ
օ ฟ㢪㹗ࡣฟ㢪㹖ࡢ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥㸧ࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡉࢀ㸦ᐇ 
᮲㸱㡯㸧ࠊ༤ぴฟရ᪥㸦ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸯᪥㸧ࡽ㸯ᖺ௨ෆࡢฟ㢪࡞ࡿ㸦‽
≉  ᮲㸰㡯㸧ࠋ
ฟ㢪㹖࠾࠸࡚ᥦฟࡋࡓ᭩㠃ࡣኚ᭦ฟ㢪㹗ྠ≉チᗇ㛗ᐁᥦฟࡉࢀࡓ

＜本試験の予想を兼ねた精選された問題を出題＞
過去問や出題サイクルを分野別に吟味して、本試験の予想を兼ねた問
題を出題しています。本試験での論点的中も、毎年、実績を上げていま
す。

ࡶࡢࡳ࡞ࡉࢀࡿ㸦ᐇ  ᮲  㡯࡛‽⏝ࡍࡿᐇ  ᮲㸶㡯㸧ࠋ
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և ࡼࡗ࡚எࡣࠊ⏥ࡢ༤ぴฟရࡸஎࡢ〇㐀㈍㉳ᅉࡍࡿ↓ຠ⌮⏤㸦ᐇ㸱᮲㸯
㡯㸯ྕࠊ㸰ྕࠊ ᮲㸯㡯㸰ྕ㸧ࢆᙇࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ၥ㢟Ϩࡘ࠸࡚
㸯㸬ᣄ⤯ᰝᐃ᭹ᑂุ㸦 ᮲㸧࠾࠸࡚ేࡏ࡚த࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
≉チἲ࡛ࡣࠊ⿵ṇ༷ୗࡢỴᐃᑐࡋ࡚┤᥋᭹ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞

㟷ᮏ≉᮲ཧ↷

出題者が問いたかった論点（＝出題者が答案に記載して欲しかった事

࠸ࡀ㸦 ᮲㸱㡯ᮏᩥ㸧ࠊᣄ⤯ᰝᐃ᭹ᑂุ㸦 ᮲㸧ࢆㄳồࡋࠊࡑࡢᑂ⌮ࡢ

項）を記載しています。論点を簡潔に掲載しているので、復習時のポイン

ࢆத࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦 ᮲㸱㡯ణ᭩㸧ࠋ

୰࡛ᣄ⤯ᰝᐃ㸦 ᮲㸧ࡢྍྰేࡏ࡚ࠊ⿵ṇ༷ୗࡢỴᐃ㸦 ᮲㸯㡯㸧ࡢྍྰ

ᣄ⤯ᰝᐃࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࠊ༢ࡑࡢᣄ⤯ᰝᐃ᭹࡛࠶ࡿࡋ࡚ᑂุࢆㄳ
ࡢᐇົୖࡢせᮃࡀᙉࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᣄ⤯ᰝᐃ᭹ᑂุࡢㄳồక࠺⿵

㸯㸬ฟ㢪ࡢኚ᭦㸦 ᮲㸰㡯㸧ࡀ㐺ἲ࡛࠶ࡗࡓሙྜ
օ ኚ᭦ฟ㢪㹗ࡣࠊฟ㢪㹖ࡢࡋࡓࡶࡢࡳ࡞ࡉࢀࡿࡢ࡛㸦ᐇ  ᮲㸱㡯㸧ࠊ

৽ါაതġ

+ࡼࡾ⾜

ฟࡋࡓ᭩㠃ࡣ㹗ྠ㛗ᐁᥦฟࡉࢀࡓࡶࡢࡳ࡞ࡉࢀࡿ㸦‽ᐇ  ᮲㸶㡯㸧ࠋ

և ࡼࡗ࡚எࡣࠊ⏥ࡢ༤ぴฟရࡸஎࡢ〇㐀㈍㉳ᅉࡍࡿ↓ຠ⌮⏤㸦ᐇ㸱᮲㸯
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㡯㸯ྕࠊ㸰ྕࠊ ᮲㸯㡯㸰ྕ㸧ࢆᙇࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸰㸬ฟ㢪ࡢኚ᭦㸦 ᮲㸰㡯㸧ࡀ㐺ἲ࡛࠶ࡗࡓሙྜ

令和４年度論文試験において
上級答練問題と関連する問題が出題されました!

令和 4 年度論文試験 問題Ⅰ
শࠏႥġ
எ
Ћ +㹆ྠ୍ᙧ≧ࡢྲྀᡭ㹦ࢆ㛤Ⓨ
+ 㺘㺍㺪㺽㸿ࢆᅜෆ༤ぴฟရЍ
Ћ + ࡲ࡛㸿ྠ୍ᙧ≧ࡢ
ࢥࢵࣉ㹟㸯ࡢタィᅗ࣭㔠ᆺࢆసᡂ
㸦Ѝ‽ഛ࠸࠼ࡿ㸽㸧

+ 㺘㺍㺪㺽㸿ࡢྲྀᡭ㒊ศ㹆ࡘࡁЍ
㒊ศពฟ㹖ࢆࡋࡓ㸦ZLWK㸲ղճ㸧
ࠋ
Ћ + ࡽ㹟㸯ࡢ〇㐀㈍㛤ጞ

Ћ + 㹟㸯ࢆᑠᆺࡋࡓ㹟㸰ࡢ
〇సࢆ⏬㸦Ѝ⪃ࡢ⠊ᅖ࠸࠼ࡿ㸧
Ћ + ࡽ㹟㸰ࡢ〇㐀㈍㛤ጞ
+ᐇᶒࡢタᐃⓏ㘓Ѝ
+㆙࿌㸩ᕪṆㄳồ

࠙ၥ㢟Ϩࠚ
ၟᶆᶒࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡢ᭦᪂Ⓩ㘓ไᗘ㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢタၥ⟅࠼ࡼࠋ
 ᭦᪂Ⓩ㘓ไᗘࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡢࡼ࠺࡞⌮⏤ࡼࡿࡢㄝ᫂ࡏࡼࠋ

 ᭦᪂Ⓩ㘓ࡢせ௳ཬࡧຠᯝࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡏࡼࠋࡓࡔࡋࠊၟᶆᶒࡢᅇࡘ࠸࡚ࡣゝཬ
ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊゎ⟅㝿ࡋ࡚࣐ࢻࣜࢵࢻ༠ᐃࡢ㆟ᐃ᭩ࡼࡿ≉ࡣࠊ⪃៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࠋ


㹟㸯㸪㹟㸰ࡢ〇㐀㈍

ٜ୰ġ
㸯㸬ၥ㢟Ϩࡘ࠸࡚
⿵ṇ༷ୗ㸦 ᮲㸯㡯㸧ᑐࡋ࡚᭹ࡀ࠶ࡿሙྜࡢᥐ⨨ࡘ࠸࡚イࡃၥ㢟࡛ࡍࠋ
ඛࡎࠊ㟷ᮏ  ᮲࡛ࡣࠊࠕᖹᡂ㸳ᖺࡢ୍㒊ᨵṇࡼࡾࠊไᗘࡢᅜ㝿ⓗㄪࠊ㎿㏿࡞ᶒ
ࡢᐇ⌧ࡢほⅬࡽࠊ㐺ἲ࡞⿵ṇ࡛࠶ࡿ᪂つ㡯ࢆ㏣ຍࡍࡿ⿵ṇࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜ
ࡣࠊࡇࢀࢆ≉チฟ㢪ࡢᣄ⤯ࡢ⌮⏤㸦 ᮲㸯ྕ㸧ࡍࡿࡇࡉࢀࡓࡓࡵࠊ⿵ṇ༷ୗࡢฎ
ศࡣ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡞ࡗࡓࠋࠖ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㟷ᮏព  ᮲ࡢ㸰࡛ࡶࠊࠕᖹᡂ㸳ᖺࡢ୍㒊ᨵṇ࠾࠸࡚ࠊ≉チἲ࠾࠸࡚ࡣࠊไ
ᗘࡢᅜ㝿ⓗㄪࠊ㎿㏿࡞ᶒࡢᐇ⌧ࡢほⅬࡽࠊ᪂つ㡯ࢆ㏣ຍࡍࡿ㐺ἲ࡞⿵ṇ
ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡁࡣࠊᣄ⤯⌮⏤㸦≉  ᮲㸯ྕ㸧ࡢᑐ㇟ࡋࠊ⿵ṇ༷ୗࡢ㐺ྰࢆத࠺⿵ṇ༷
ୗ᭹ᑂุࢆᗫṆࡍࡿࡇࡋࡓࠋࠖ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊࠕ㸱㡯ࡣࠊ㸯㡯ࡢ⿵ṇ༷ୗࡢỴᐃᑐࡋ࡚᭹ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࢆㄆࡵࡿࡇ
ࡍࡿࠊᚑ᮶ࡢ  ᮲ྠᵝࡑࡢ㛫ᑂᰝࡀ୰Ṇࡉࢀࠊ㎿㏿࡞ᶒࡀᅗࡽࢀ࡞࠸
ࡇࡽࠊ
ᚑ᮶ࡢ  ᮲ྠᵝࠊ
⊂❧ࡋ࡚᭹ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡣㄆࡵ࡞࠸ࡇࡋࡓࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡃ᭹ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺㊃᪨࡛ࡣ࡞ࡃࠊู࣮ࣝࢺ
ࡼࡿ᭹ࡢ⏦❧࡚ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⿵ṇࡀ༷ୗࡉࢀࢀࡤ≉チฟ㢪ࡣ⿵ṇ๓ࡢ≧
ែᡠࡿࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⿵ṇ๓ࡢ≉チฟ㢪ࡢከࡃࡣඖࠎᣄ⤯⌮⏤ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡽࠊࡑࡢ⿵ṇࡀ༷ୗࡉࢀࡓᚋࡢ≉チฟ㢪ࡘ࠸࡚ࡣᣄ⤯ᰝᐃࡀ࡞ࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶
ࡾࠊࡑࡢᣄ⤯ᰝᐃᑐࡋ࡚ࡣᑂุࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ⿵ṇ༷ୗࡢỴᐃᑐࡍ
ࡿ᭹ࡣࠊᖹᡂ㸳ᖺࡢ୍㒊ᨵṇ๓ࡢ  ᮲㸱㡯ࡓࡔࡋ᭩ྠᵝᣄ⤯ᰝᐃ᭹ᑂุ㸦
᮲㸯㡯㸧࠾࠸࡚ࠊᣄ⤯ᰝᐃࡢྍྰేࡏ࡚⿵ṇ༷ୗỴᐃࡢྍྰࢆத࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ
ࢆつᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࠺ 
ᥐ⨨
ࠕ⿵ṇ༷ୗ㸦 ᮲ 㡯㸧 ྍྰ
ᣄ⤯ᰝᐃ

各設問ごとに、解答に辿り着くまでの道筋に加え、受験生が迷う箇所や

更新登録制度の趣旨について問われている問題が的中

疑問に思う箇所が、詳細に説明されています。また、本答練の論点の間
接事項に関する知識も記載されています。

答練の問題

論文上級答練 第 1 回 問題Ⅰ設問 (1)

࠙ၥ㢟Ϩࠚ
௨ୗࡢ⊂❧ࡋࡓタၥ⟅࠼ࡼࠋ

४ࣉࡃġ
ᕤᴗᡤ᭷ᶒἲ㏲᮲ゎㄝ㸦➨  ∧㸧Ⓨ᫂༠
ุ᭱㹑ࠕ㺑㺉㺎㺕㺻㺖㺼㺩㺼㺎㺯௳ࠖ

ࡲࡓࠊ㹆 ≉ᐇϨタၥ㸰㸬௨᮶ฟ㢟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⿵ṇ༷ୗ㸦≉  ᮲㸧ࢆࢸ࣮࣐ࡍࡿ
⌧ሙᛮ⪃ᆺࡢ୍⾜ၥ㢟ࢆฟ㢟ࡍࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ

解説
★★★ズバリ的中

+ ពࡽᐇࡢኚ᭦ฟ㢪㹗
Ѝ
㸦ᐇ ղ㸧

ᖹᡂ  ᖺᨵṇ࡚ࠊ᪂つᛶ႙ኻࡢእࡢ㐺⏝ᮇ㛫ࡀࠕ㸴᭶ࠖࡽࠕ㸯ᖺࠖ࡞ࡗࡓࡇ
క࠸ࠊ㹆≉ᐇϨࡢၥ㢟ࡢ㞴᫆ᗘࡀࢢ࣮ࣥࢵࣉࡋࠊࡇࡢ⟅⦎┦ᛂࡋ࠸ၥ㢟࡞
ࡗࡓࡇࡽฟ㢟ࡋࡲࡋࡓࠋ

༤ぴฟရ᪥ࡽ㸯ᖺ௨ෆࡢฟ㢪࡞ࡿ㸦‽≉  ᮲㸰㡯㸧ࠋ

㸰㸬༷ୗࡉࢀࡓ⿵ṇྠ୍ࡢෆᐜ࡛ࠊ ᮲ࡢ㸰➨㸯㡯㸲ྕ⿵ṇࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ၥ㢟ϩタၥօ 㺐 

ఴփġ

ֆ እࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ᭩㠃ࡢᥦฟ㸦‽≉  ᮲㸱㡯㸧ࡘࡁࠊ㹖࡚ᥦ

㸯㸬⿵ṇ༷ୗ㸦 ᮲㸯㡯㸧
㸰㸬ᣄ⤯ᰝᐃ᭹ᑂุ㸦 ᮲㸧
㸱㸬ᑂุㄳồࡢ⿵ṇ㸦 ᮲ࡢ㸰➨㸯㡯㸲ྕ㸧
㸲㸬᪂つᛶ႙ኻࡢእ㸦‽≉  ᮲㸧
㸳㸬ฟ㢪ኚ᭦㸦ᐇ  ᮲㸰㡯㸧
㸴㸬᪂つᛶ㸦ᐇ㸱᮲㸯㡯㸯ྕࠊ㸰ྕ㸧
㸵㸬ᐇ⏝᪂Ⓩ㘓ฟ㢪࠾ࡅࡿグ㍕せ௳㸦ᐇ㸳᮲㸲㡯ࠊ㸴㡯㸧
㸶㸬↓ຠ⌮⏤㸦ᐇ  ᮲㸯㡯ྛྕ㸧ࡢᢠᘚ㸦‽≉  ᮲ࡢ㸱➨㸯㡯㸧
㸷㸬ඛ⏝ᶒ㸦‽≉  ᮲㸧
ࠊุ᭱㹑ࠕ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࣅ࣮࣒௳ࠖ

 㸰᭶

したものを根拠としています。

タၥօ 㺐 

≉チἲ࣭ᐇ⏝᪂ἲ ➨㸯ᅇ

㸳᭶

出題者の宮口講師が本論点を出題した意図が、根拠とともに記載され
ています。本試験の出題傾向、頻度が高い論点や出題サイクル等を分析

օ

⏝Ⓩ㘓ၟᶆࡢቑຍࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢၟᶆἲୖࡢᡭ⥆ࢆ㸲ࡘᣲࡆࠊྛࠎࡢ㊃᪨ࢆ㏙ࡼࠋ
ࡓࡔࡋࠊⓏ㘓␗㆟ࡢ⏦❧࡚ࠊၟᶆⓏ㘓ࡢ↓ຠࡢᑂุཬࡧ㜵ㆤᶆ❶ไᗘࡣ⪃៖ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࠋ

ֆ

＜受験生が迷いそうな箇所を予め予測・把握して、理解の助けとなるヒン
トを
「解説」に記載＞
本答練は、本試験レベルの問題を出題するため、迷う箇所が少なからず
出てきます。理解の助けとなるヒントを
「解説」に記載していますので、答
えに辿り着くための筋道や対応力を身につけることができます。

⏝ྲྀᾘᑂุ࠾࠸࡚ࠊၟᶆᶒ⪅ࡀⓏ㘓ၟᶆࢆᣦᐃၟရ➼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ❧ドࡋ࡞
ࡗࡓࡢ࡛ࠊㄳồࢆㄆࡵࡿ᪨ࡢᑂỴࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋၟᶆᶒ⪅ࡣᙜヱᑂỴᑐࡍ
ၟ
ࡿッ࠼ࢆᥦ㉳ࡋࡓ
ࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊၟᶆᶒ⪅ࡀᙜヱッゴ࠾࠸࡚Ⓩ㘓ၟᶆࡢ⏝ᐇࡢ❧ドࢆࡍࡿࡇࡀチࡉ
ࢀࡿࡘ࠸࡚ㄽࡐࡼࠋ

参考文献

時系列

解答のために必要な判例の要旨や基本書等の出典が記載されていま

時系列を掲載しているため、ひと目で事案把握が可能です。万が一、間

す。関連する判例や参考文献を調べやすいため、効率的な学習が実現

違ってしまった場合にも、正しい時系列をすぐに把握できます。
また、解

可能です。

答を導き出すために最低限必要な情報が何かを知ることができます。

և

⏝チㅙไᗘࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ㊃᪨ࢆ㏙ࠊేࡏ࡚ࠊᙜヱไᗘࡼࡿᘢᐖࡢ㜵Ṇ⟇ཬࡧ௧ඖ
ᖺᨵṇ㡯ゝཬࡏࡼࠋ

＜題意把握ミスをしやすい箇所をピックアップして解説＞
どんな受験生でも本試験の緊張状態では、題意把握ミスが生じやすくな
ります。
ミスをしやすい箇所を意識することで、出題者が記載してほしい
こと
（論点）
を「確実に記載できる力」を養います。
※画像はサンプルです。

答練・模試案内／論文上級答練

答練・模試案内／論文上級答練

ṇࢆࡍࡿࡇࢆㄆࡵࡿࡇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ၥ㢟ϩࡘ࠸࡚

⏥

やすい項目、読みやすい流れを作るための適切な見出し、積極ミスとみな
されない為の保険をかけた記載、
といった合格答案作成スキルを学べ

㸰㸬ᑂุㄳồࠊᗘྠࡌ⿵ṇࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦 ᮲ࡢ㸰➨㸯㡯㸲ྕ㸧ࠋ
㟷ᮏ≉᮲ࡢ㸰➨㸯
㡯㸲ྕཧ↷

挙げるべき項目、条文、
キーワード、答案の流れ、バランスを簡潔に示して
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ᐇ  ᮲㸯㡯㸰ྕ㸧ࢆᙇྍࠋ
ֆ எࡼࡿࢥࢵࣉ㹟㸯ࡢ〇㐀࣭㈍ࡘ࠸࡚
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ၥ㢟ϩタၥօ 㺹 
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㸰㸬ࡑࡢሙྜࠊஎࡣࠊᐇ ձϫヱᙜࡍࡿ᪨ࢆᙇྍ㸦‽≉  ᮲ࡢ㸱➨㸯㡯㸧ࠋ
ၥ㢟ϩタၥֆ
㸯㸬ᐖࡢᡂྰ
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Ѝᙧᘧⓗࡣᐇ⏝᪂ᶒࡢᐖ㸦ᐇ  ᮲㸧ࠋ
㸰㸬எࡣࠊ⏥ࡢᕪṆㄳồ㸦ᐇ  ᮲㸧ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ᙇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
օ 㹟㸯ࡘ࠸࡚Ѝࠕ‽ഛࠖ࠸࠼ࡿྰࡀ࣏ࣥࢺ㸦ุ᭱㹑㸧
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答案です。時間という制約を考慮したうえで作成されたものです。
とはい
え、
「無難な合格答案」
ではなく、簡潔な文章表現、採点者に向けた分かり

出題意図

͈ͤ൞մġ

います。自身の答案構成と比較することで、抜けている項目（＝弱点）を

㸯㸬ᣄ⤯ᰝᐃ᭹ᑂุ㸦 ᮲㸧࡚ࠊేࡏ࡚த࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

守りの答案
「守りの答案」は、合格するために必要な内容を、
「適切な分量」
で示した

ます。

答案構成

ၥ㢟Ϩ

「コメント欄」
を設け、注意点やアドバイス等も記載しています。

ㄢࡉࢀࡿ㸦 ᮲㸯㡯ཬࡧ  ᮲㸯㡯࡛ㄞ᭰‽⏝ࡍࡿ  ᮲㸧ࠋ

ồࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᗘࠊᑂᰝᐁࡢ♧ࡋࡓ᭱⤊ⓗุ᩿ᇶ࡙࠸࡚⿵ṇࡍࡿࡇ

൞մࢹ଼ġ

良の教材です。併載されている
「守りの答案」
と比較することで論点に踏
み込むということがどういう事なのかを理解することができます。
さらに、

ၥ㢟ϩタၥօ 㺐 ࡘ࠸࡚

ֆ ࡑࡋ࡚ࠊእ㐺⏝ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ᭩㠃ࡢᥦฟ㸦‽≉  ᮲㸱㡯㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ト確認にも活用できます。

短時間でチェックできます。直前期の弱点確認にも最適です。

まで大胆に踏み込んでおり、法的思考力・法的論述力の習得のための最

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ⿵ṇࡣࠊ ᮲ࡢ㸰➨㸱㡯ࡽ㸴㡯ࡲ࡛ࡢせ௳ࡀ

+ࡼࡾ⾜

主要論点

「攻めの答案」は、本試験の「深さ」に向き合った答案です。難解な部分に

