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ありそうで、なかった!試験対策書の決定版!

独学できる!過去問集＋概説書

　試験の出題傾向がひと目でわかる!
　過去問の重要度、難易度を三ツ星評価!
　試験にでるポイントを解説!
　あたるべき過去問全部入り!

ありそうで、なかった!試験対策書の決定版!

独学できる!過去問集＋概説書

出題頻度と傾向を徹底分析

　試験の出題傾向がひと目でわかる!
　過去問の重要度、難易度を三ツ星評価!
　試験にでるポイントを解説!
　あたるべき過去問全部入り!

はじめまして !
プレミアム公務員試験シリーズです。

ありそうで、なかった!試験対策書の決定版!
受験生のみなさんが待望していた、「ありそうで、なかった」試験対策書
としてデビューしました。みなさんは試験勉強のために、過去問集と概
説書を各科目につき何冊も購入していたことでしょう。その負担って、
結構相当だったはず。

独学できる!過去問集＋概説書
本シリーズは、公務員試験の各科目をこの一冊で攻略するという、独学
用の試験対策書です。もう、何冊も対策書を購入しなくてもいいんです。
予備校にだって通わなくても大丈夫!? まさに受験生の強い味方になる
シリーズです。

出題頻度と傾向を徹底分析
最大の特徴は過去数十年以上にわたる公務員試験の出題頻度と傾向を
徹底分析したこと。完全データ化し、グラフにすることで出題傾向は
一目瞭然! さらに、試験対策として押さえておきたい過去問はすべて
網羅しています。

ところでみなさんは、

公務員試験は過去問からの出題が8割
なんて言われているほど、過去問をアレンジしたものが多く出題され

ているのをご存知ですか？

つまり、

合格への王道は過去問攻略がカギ!
なんですね。でも

範囲がとにかく広い!
いったいどうやっていけばいいのか、悩むところでもありますね。

だからこそ…

過去問の徹底分析
が必要なんです !

プレミアム公務員試験シリーズは

　試験の出題傾向がひと目でわかる!
　過去問の重要度、難易度を三ツ星評価!
　試験にでるポイントを解説!
　あたるべき過去問全部入り!

次ページから
気になるその特徴を紹介！

で、効率の良い学習をサポート。
受験生のみなさんを全力で応援します!
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1
1 - 2 　判　例

試験に出るポイント

 ❶［謝罪広告強制事件］（最大判昭31・ 7 ・ 4 ）
　謝罪広告を命ずる判決の内容上，これを新聞紙に掲載することが単に事態の
真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあっては，……上告人
に屈辱的若くは苦役的労苦を科し，又は上告人の有する倫理的な意思，良心の
自由を侵害することを要求するものとは解せられないし，また民法723条（原
状回復請求）にいわゆる適当な処分というべきである。

Ａ

裁判所

B
①書籍の出版

【名誉権侵害】

②訴え提起③謝罪広告の強制
　(民法723条）

 ❷［医療法人社団・亮正会事件］（最判平 2・ 3・ 6）
　 � 本件ポスト・ノーティス命令が， � 労働委員会によって使用者の行為が不
当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させ，同種行為の再発を抑制
しようとする趣旨のものであることは明らかであるから， � その掲示文に「深
く反省する」，「誓約します」などの文言を用いても，それは同種行為を繰り返
さない旨の約束文言を強調する意味を有するにすぎず，使用者に対し反省等の
意思表明を要求することは，当該命令の本旨とするところではなく，  憲法19
条に違反しない  。

使用者

労働委員会

労働者
①不当労働行為

②救済の申し立て

③
ポスト・ノーティス
命令

 ❸［三菱樹脂事件］（最大判昭48・12・12）
　学生運動参加の事実の有無の表白を求めることは，思想・信条の自由に違反
しない。

 ❹［麹町中学内申書事件］（最判昭63・ 7 ・15）
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裁判所総合職・一般職（平成14年～平成28年）
●まず，基本的人権の中で，自由権の出題率が著しく高い。
●次に，裁判所，国会，内閣，基本的人権総論，社会権の出題率が高い。

基本的人権総論

包括的基本権と法の下の平等
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重要度を
　の数で三段階評価

『憲法A』 より

『憲法B』 より

　　　　　　

『憲法B』 より

概説部分を図にして
ビジュアル化

国家総合職（昭和51年～平成28年）
●まず，基本的人権の中で，自由権の出題率が著しく高い。
●次に，国会，内閣，裁判所の出題率も著しく高い。
●さらに，基本的人権総論，包括的基本権と法の下の平等，地方自治財政，から
の出題率が高い。
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より重要な箇所は
アンダーライン、囲み、
太字等で強調

国家総合職（昭和51年～平成28年）
●精神的自由権は，基本的人権の中で最も出題率が高い。
●以下，経済的自由権，身体的自由権に関する出題率がこれに続く。

精神的自由権

経済的自由権

身体的自由権
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189189

8989

6969

裁判所総合職・一般職（平成14年～平成28年）
●精神的自由権は，基本的人権の中で最も出題率が高い。
●経済的自由権に関する出題率がこれに続く。
●身体的自由権に関する出題率は低い。
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試験範囲を完全データ化!
出題傾向がひと目でわかる!

出題傾向を分析し、
試験に出るポイントを解説!

マーカーペンによる自分流テキストの作り方
を、小社ホームページにて公開。

http://www.hou-bun.com/
QRコードはコチラ→

過去数十年以上にわたる公務員試験を徹底分析。
グラフ化することで出題傾向が一目瞭然です。

学習のスピードアップをはかるため、
さまざまな工夫を施しています。

例えば国家総合職、裁判所総合職・一般職を目指す人なら「Bレベル」。
まずは、「憲法B」の０章の憲法全体の出題傾向から見ていきましょう。

試験種ごとに憲法全体の出題傾向がグラフになっています。どこの範囲から多く出題
されているのかがひと目でわかります。 出題傾向をふまえ、

最も重要度の高いものは、
　　　で表しています。

必要に応じて、マーカーペンも
活用しましょう

目で見て理解し、学習の
スピードアップにつなが
ります。

続いて各章の冒頭では、その範囲の
さらに細かな領域の出題傾向を掲載。

かなり細分化した領域まで徹底的に
分析をしています。
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この一冊で

信者（信教の自由） 憲法20条 1 項前段

②法的効果

①宗教法人に認可

③解散命令 ②解散請求

オウム真理教

裁判所

地方公共団体(東京都)

（③宗教法人(×)）

宗
教
法
人
法

特別区 類  解答 ⇨98頁

✓□□□

 1　憲法は信教の自由を絶対無制限に保障しており，宗教行事として行われた加持祈
祷は，その行為が他人の生命や身体などに危害を及ぼす違法な有形力を行使し死に
致した場合であっても，信教の自由の保障の限界を逸脱したものとまではいえない
とした。（平成19 - 4 ①）

✓□□□

 2　法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教
法人について，宗教法人法の規定に基づいて行われた解散命令は，その信者の信教
の自由を侵害するため，憲法に違反するとした。（平成19 - 4 ②）

✓□□□

 3　法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教
法人について，宗教法人法の規定に基づいて行われた解散命令は，信者の宗教上の
行為の継続に支障を生じさせ，実質的に信者の信教の自由を侵害することとなるの
で，憲法に違反する。（平成24 - 4 ①）

✓□□□

 4　憲法は．内心における信仰の自由のみならず外部的な宗教的行為についてもその
自由を絶対的に保障しており，宗教行為としての加持祈祷が，他人の生命，身体等
に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たり，その者を死に致したとしても，信教
の自由の保障の限界を逸脱したものとまではいえない。（平成24 - 4 ②）

国税専門官  解答 ⇨98頁

✓□□□

 1　精神障害の平癒を祈願して宗教行為として行われた加持祈祷行為は，信教の自由
の外部への現れであることから，それが他人の生命，身体などに危害を及ぼす違法
な有形カの行使に当たり，それにより被害者を死に至らしめたとしても，信教の自
由の保障の範囲内であるとするのが判例である。（平成11 - 1 ③）

✓□□□

 2　精神異常者に対してその平癒を祈願するために行った加持祈祷により他人に傷害
を与えたとしても，それが宗教行為としてなされた場合は，いかなる場合であって
も信教の自由の保障を受けることができる。（平成17 - 15①）

✓□□□

 3　宗教上の行為の自由は，信仰の自由と異なり，公共の安全や他の者の基本的な権
利及び自由を保護するために必要な制約に服するが，その制約は必要最小限度のも
のでなければならず，宗教法人の解散を命ずることは，信者の宗教上の行為に重大

過去問コーナー

9696

な支障が生じ，憲法第20条第 1項に反し許されない。（平成27 - 18①）

✓□□□

 4　裁判所による宗教法人に対する解散命令は，世俗的目的によるものではあるもの
の，当該宗教法人に属する信者の宗教上の行為を禁止したり，制限したりする効果
を伴うものであるから，必要でやむを得ない場合に限り許される。（平成28 - 17ア）

国家一般職  解答 ⇨98頁

✓□□□

 1　精神障害者の平癒を祈願するための宗教的行為として行った加持祈祷であって
も，他人の生命，身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使として，当該他人を死
に至らしめるようなものは，憲法第20条第 1項の信教の自由の保障の限界を超える
ものであるとするのが判例である。（平成16 - 16エ）

✓□□□

 2　東京地方検察庁検事正及び東京都知事は，宗教法人法第81条第 1項に基づき東京
地方裁判所に宗教法人Ａの解散命令の請求をした。Ａは，解散命令は事件に関係の
ない多数の信者の信仰の場を奪うもので憲法第20条に違反するなどと主張したが，
第 1審は請求を認め，Ａを解散する旨の決定をした。Ａは即時抗告をしたが，原審
は抗告を棄却したので，Ａは最高裁判所に特別抗告をした。次の文章は，当該特別
抗告を棄却した最高裁判所の決定（平成 8年 1月30日民集50巻 1 号199頁）の理由
の一部である。文章中の空欄⑴～⑷にはア～エのいずれかの記述が入る。空欄⑵及
び⑶に入るものの組合せとして妥当なのはどれか。（平成17 - 16）

　「抗告代理人Ｐ，同Ｑの抗告理由三及び四について所論は要するに，抗告人を解
散する旨の第一審決定（以下「本件解散命令」という。）及びこれに対する即時抗
告を棄却した原決定は，抗告人の信者の信仰生活の基盤を喪失させるものであり，
実質的に信者の信教の自由を侵害するから，憲法20条に違反するというのである。
以下，所論にかんがみ検討を加える。
　本件解散命令は，宗教法人法（以下「法」という。）の定めるところにより法人
格を付与された宗教団体である抗告人について，法81条 1 項 1 号及び 2号前段に規
定する事由があるとしてされたものである。
　法は，宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用するなどの
ために，宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とし（法 1条 1項），宗教団
体に法人格を付与し得ることとしている（法 4条）。すなわち，  　⑴　 。法81条に
規定する宗教法人の解散命令の制度も，法令に違反して著しく公共の福祉を害する
と明らかに認められる行為（同条 1項 1号）や宗教団体の目的を著しく逸脱した行
為（同項 2号前投）があった場合，あるいは，宗教法人ないし宗教団体としての実
体を欠くに至ったような場合（同項 2号後段， 3号から 5号まで）には，宗教団体
に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切あるいは不必要となるところ
から，司法手続によって宗教法人を強制的に解散し，その法人格を失わしめること
が可能となるようにしたものであり，会社の解散命令（商法58条）と同趣旨のもの
であると解される。
　したがって， 　⑵　 。すなわち，解散命令は，信者の宗教上の行為を禁止した
り制限したりする法的効果を一切伴わないのである。もっとも，宗教法人の解散命
令が確定したときはその清算手続が行われ（法49条 2 項，51条），その結果，宗教
法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分
されることになるから（法50条参照），これらの財産を用いて信者らが行っていた
宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る。このように， 
　⑶　 。
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❶ 2　信教の自由と政教分離の原則
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問題にトライしたら、
チェック欄□を
活用しよう !

全ての問題に
出題年度と
問題番号（記号）を明示

『憲法A』 より

重要度　と難易度　を
マークの数で三段階評価

試験種別に
過去問を所収

この一冊で試験に出る／出そうな問題 “全部入り”
過去問を解いていこう

併願する試験
種の問題も
チャレンジし
てみましょう。

自分が何回解いたのか
の目安に。間違えた問
題に印をつけておくの
もよいですね。

最も重要度の髙いものは　　　で
表しています。
同様に難易度の高いものは　　　で
表しています。

出題傾向と試験に出るポイントを確認したら、いよいよ問題を解いて
いきましょう。公務員試験合格への王道は過去問の攻略にあり!

　　　　　 公務員試験は攻略できる!
　　　　　　予備校いらず
予備校では過去問の解き方を中心にした「試験対策」がメインとなっており、
結局受験生は一問でも多く過去問を解くために自習・独学に相当な時間をかけざる
をえません。本シリーズは、あたるべき過去問はすべて網羅されていて、試験に
出るポイントも解説。独学で力をつけることができます。

　　　　　　数冊分の価値がある
試験勉強は、各科目につき概説書と過去問集を数冊ずつ購入することが前提でし
た。本シリーズは概説書と過去問集が一冊になっていて、かつこれまでの試験
対策書にはなかった過去数十年の過去問の分析データと、おまけにそれらの
重要度、難易度までもを示しています。

　　　　　　併願試験対応も簡単
本シリーズは、地方公務員および国家公務員（一般職）合格水準レベルのAレベル、
国家公務員（総合職）合格水準レベルのBレベルと、A・B二つのレベルを設定
しています。それぞれの試験はほぼ共通する問題領域から出題されているため、
多くの受験者の併願試験対策にも対応しています。

　　　　　　試験直前の対策もバッチリ
各章冒頭に設けた出題傾向を見直し、直前チェックを行いましょう。合格水準を
視野に入れ、出題頻度の高い領域を見返したり、チェック欄を振り返り、自分の
弱いポイントに再チャレンジするなど、直前対策も効率よく進められます。

　　　　　　すべての受験生のニーズに応える
経済的ないしは地理的な事情により予備校に通えない、何冊も概説書や過去問集を
購入するのは負担、あるいは仕事をしながら試験勉強になかなか時間を割けない
など、ある種の「ハンディ」を抱える受験生のためのシリーズといえます。
もちろん予備校に通っている受験生も本シリーズの分析データを活用し、より
効率的に学習を進めることができます。

これまでのどの対策書よりも
プレミアムなシリーズです
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