
【午前の部】

第１問 科：第１２回４ーオ

第３問
第４問 科：第１回４－１

第５問 科：第１回１２－ウ 科；第１回１２－オ

第６問 科：第１回１４－ウ 科；第１回１４－オ

総：第１回８－ア 総：第５回７－ア

科：第１回２４－ア 公模：第１回８－イ

第８問 公模：第１回８－オ 公模：第３回１０－ウ

総：第５回１０－エ 科：第１回３５－ウ

公模：第２回１１－ウ 公模：第３回７－エ

第１１問 科：第２回１５ 公模：第１回１１－ア

合：第３回１２－ウ

第１３問 科：第２回２６－オ 合：第５回１４－エ

第１４問
第１５問 科：第２回３４－イ 合：第５回１２－オ

第１６問 直模：１７－ウ

第１９問
第２０問 科：第４回３－ア 公模：第２回９－エ

第２１問 合：第５回２１－オ

第２２問 科：第４回８－イ 科：第４回９－ア

総：第３回２３－オ 科：第４回１１－ア

公模；第１回２３－ウ

科：第１２回２３－ア 実模：２４－オ

公模：第３回２４－３

第２６問
第２７問 科：第７回４－イ 科：第７回４－エ

第２８問 科：第７回１３－２ 合：第３回２９－ア

総：第１回３０－ウ 科：第７回２９－イ

公模：第２回３０－イ

第３０問 科：第７回２８－オ

科：第７回３４－ア 合：第３回３２－イ

合：第３回３２－ウ 直模：３２－エ

科：第８回２－オ 科：第８回３－１

合：第３回３３－エオ 公模：第１回３２－ウ

公模：第２回３２－ウ 直模：３３－２

総：第１回２８－エ 総：第５回２８－オ

実模：３２－イ

総：第５回３４－エ 実模：３４－イ

直模：３４－エ

第３５問 合：第５回３５－ア 直模：３５－オ

【午後の部】

第1問 総：第６回１－オ

第２問 公模：第１回１－オ 直模：２－オ

合：第２回３－イ

第４問
第５問 科：第１０回２２－エ

総：第６回６－オ 科：第１１回２－ア，オ

実模：６－イ 合：第４回６－イ

公模：第２回６－イ，オ 公模：第３回６－イ

第７問 科：第１１回７－３

第８問
第９問 科：第１１回２６－ア

第１０問 公模：第１回１０－イ

総：第２回１１－ウ 科：第１１回２１－ウ，３２－イ

合：第４回９－エ 公模：第２回１０－イ

総：第４回１３－ウ 科：第４回１６－エ

公模：第１回１４－エ

総：第２回１８－オ 科：第４回３２－ア，イ

公模：第３回１７－ア

総：第４回１２－エ 総：第５回２１－エ

科：第４回３１－ウ 合：第６回１４－ア，１６－オ

第１５問 直模：１７－エ

科：第４回３２－エ 合：第２回２４－イ

公模：第１回２４－ウ

第１９問 総：第６回２５－オ

第２０問 総：第４回１８－オ

第２１問 総：第６回１８－ア 科：第６回４－ウ，５－ウ

第２２問 合：第２回１４－ウ

第２３問 総：第４回１９－ア 科：第６回９－ア

第２５問 総：第２回１９－ウ 公模：第１回２７－ア

第２６問 公模：第３回２７－ア

第２７問 総：第４回２７－エ 合：第６回１７－オ

第２８問 科：第８回２８－オ

第２９問 合：第４回２８－ア，ウ 実模：３２－エ

第３１問 総：第４回３２－ア

総：第４回３５－エ 総：第６回３３－イ

科：第９回２７－イ 実模：３１－オ

第３４問 科：第９回２４－ウ

根抵当権の債務者の住所の変更（本試験第４欄⑵），所有権の保存の登記（第５欄⑴），共同根抵当
権の追加設定の登記（第５欄⑵）につき
→公模：第３回　別紙５，第２欄　⑷，⑸，⑹
所有権の登記名義人の住所の変更の登記（本試験第４欄⑴），根抵当権の債務者の住所の変更の
登記（第４欄⑵），共同根抵当権の追加設定の登記（第５欄⑵）
→合：第６回　第３欄　⑴，⑶，第４欄
根抵当権の債務者の住所の変更（本試験第４欄⑴），共同根抵当権の追加設定の登記（第５欄⑵）
→科：第11回　第３欄　⑶，⑷
（追加設定ではない）根抵当権の設定の登記（本試験第３欄⑴）
→直模：第３欄　⑶
※その他「所有権の登記名義人の住所の変更の登記（本試験第４欄⑴）」，「所有権の保存の登記
（第５欄⑴）」につき多数的中！

「募集株式の発行（本試験第１欄）」につき
→科：第２回，５回，10回第１欄，実模：第１欄，公模：第１回第１欄，直模：第２欄
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの設定（本試験第１欄）」につ
き
→科：第３回，第10回第２欄，科：第11回第１欄
「株式の併合（本試験第２欄），発行可能株式総数の変更（第２欄）」
→科：第３回第１欄，科：第８回第３欄
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の設定（第３欄，登記できない事項）
→公模；第２回第３欄
※その他，「取締役，代表取締役および監査役の変更」につき多数的中！

資本金の額の変更の登記

第３２問 解散した会社の登記

第３問 争点及び証拠の整理手続
公模：第１回第１０問

第１１問 担保供託

抵当権の変更の登記

審査請求 科：第６回第１７問

利益相反行為

役員等の変更の登記

第１３問 前提としてする登記

第１４問 代位による登記

第１７問 氏名・住所変更登記

譲渡担保

相続の承認及び放棄

第３４問 吸収分割

第６問 民事保全

既判力

科：第１０回第１０問

第１２問

発起人等の責任

募集株式の発行（公開会社）

第２９問

第３２問 持分会社全般

民事執行

オンライン供託 公模：第３回第９問

弁済供託

第３１問

第３３問

取締役の任期

登録免許税

仮登記

証拠保全

科：第１１回第１１問

主登記・付記登記

相続による登記

登記事項

条件と期限

商業登記法（記述式）

司法書士の欠格事由等

添付情報

商業登記制度

処分禁止の登記

科：第３回第１７問

弁論主義

送達

相隣関係

不動産保存の先取り特権

消費貸借

詐欺罪

監査役会設置会社の会計監査人

匿名組合

成年後見制度

株式会社の解散及び清算

株式と社債との異同

論点・肢的中：（択一式）出題意図または出題論点が同一でかつ１肢の内容が同一である場合を『論点・肢的中』とする。（記述式）申請すべき登記一件について，
事実関係，別紙の内容が酷似しており，登記の原因が同一である場合を『論点的中』とする。

刑法

供託法

2020年合格目標　答練・模試　出題実績

ズバリ！的中 論点・肢的中

会社法・
商法

科目
本試験
問題番号

本試験出題テーマ

不動産登記法（記述式）

民訴・民
執・民保

不動産
登記法

ズバリ！的中：（択一式）問題が「５肢の場合」は，論点が同一でかつ２肢以上（直接正誤問題の場合，その１肢がそのまま正解となる場合は１肢でも可）の内容が
同一でそれをもって正解を出せる場合を『ズバリ的中』とする。各問題が 「その他の出題形式の場合（例えば，推論問題，穴埋め問題等）」は，論点が同一で出題形
式がほぼ同一の場合を『ズバリ的中』とする。（記述式）申請すべき登記一件について，事実関係，別紙の内容が一致しているため、登記の目的，登記原因が同一
である場合を『ズバリ的中』とする。

商業登
記法

第３６問

記述式

第３７問

持分会社の登記

科：第１０回第１５問

直模：第１問

答練・模試　2020年本試験  ズバリ的中・肢的中続出！

科目
本試験
問題番号

本試験出題テーマ
2020年合格目標　答練・模試　出題実績

ズバリ！的中 論点・肢的中

民法

占有

保証人に対する情報提供義務

抵当権の効力

根抵当権

表現の自由

親権

第９問

不在者及び失踪宣告

【略記名称】　総：総合力底上げ答練　科：科目別全潰し答練　合：合格力完成答練
　　　　　　　　　実模：実力Check模試　公模：全国公開模試　直模：直前公開模試

憲法
司法権 公模：第１回第３問

無権代理と相続

第７問 不動産の物権変動

第１２問 不動産質権

科：第２回第３３問

科：第２回第１９問

総：第３回第２２問

第２３問 遺言

第２５問 未遂

公模：第１回第２５問

総：第１回第１問


