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『憲法（伊藤塾試験対策問題集：論文④）』＊訂正表 

 

【2018年 9月 6日更新】 

◎６刷への重版にあたり、以下の箇所を訂正いたしました。 

 

◆64 頁ワンポイント解説 

下から４行目「このようの問題が」を「このような問題が」と訂正。 

下から２行目「この点が結論にどう左右するか」を「この点が結論をどう左右するか」と訂正。 

 

◆103 頁 37 行目 

「わが国社会との」を「わが国の社会との」と訂正。 

 

◆128頁 39行目 

「文化祭紛糾」を「文化祭粉砕」と訂正。 

 

◆179 頁【答案構成】右段下から３行目 

「忍受されるべき」を「受忍されるべき」と訂正。 

 

◆190頁 181 行目 

「困難さと」の次に「判断を」を挿入。 

 

◆245頁 32行目 

「公衆浴場が濫立」を「公衆浴場が乱立」と訂正。 

 

◆360 頁 

42 行目「条例が命令と異なり」を「条例は命令と異なり」と訂正。 

44 行目(最終行）「差異がないので」を「差異がない。そこで」と訂正。 

 

 

【2016年 7月 14日更新】 

◎５刷への重版にあたり、以下の箇所を訂正いたしました。 

 

◆29 頁【答案構成】左段下から 13～12 行目 

「二重の基準論から，内容中立規制である本問では，」を削除。 

・同頁【答案構成】右段４行目 

「内容中立規制だから，」を削除。 

 

◆30 頁 22 行目 

「内容中立規制である」を削除。 

 

◆31 頁 55～56 行目 

「内容中立規制であることから，」を削除。 

 

◆35 頁１行目 

「Ａ県の私立小学校」を「Ａ県の市立小学校」と訂正。 
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◆105 頁 89 行目 

「やや厳格さの緩和された基準，すなわち」を削除。 

 

◆139 頁 71～72 行目 

「「君が代」が斉唱されることが広く」を「「君が代」の斉唱が広く」と訂正。 

・同頁 87～88 行目 

「本件においてＸの場合にはこれがあてはまらないとＸ自身が考えるか否か」を「特定の思想を

有するということを外部に表明するものであるとＸ自身が考えるか否か」と訂正。 

 

◆204 頁 37 行目 

「さまざまな憶測等」の「等」を削除。 

 

◆319 頁【答案構成】左段最終行 

「要請とも」の「とも」を削除。 

 

 

【2015年 5月 28日更新】 

◎４刷への重版にあたり、以下の箇所を訂正いたしました。 

 

◆ⅩⅩⅤ頁下から４行目 

「左の各号」を「次の各号」と訂正。 

 

◆38 頁下から３行目 

「しかし，」を「そうとはいえ，」と訂正。 

 

◆45 頁８行目 

「出獄するような」を「出所するような」と訂正。 

 

◆46 頁２行目、13 行目 

「在監者」を「被拘禁者」と訂正。 

・同頁 18 行目、下から 11 行目 

「監獄内」を「拘禁施設内」と訂正。 

 

◆48 頁 69 行目 

「在監者」を「被拘禁者」と訂正。 

 

◆49 頁 89 行目、91 行目、93 行目、95 行目、98 行目 

「在監」を「被拘禁」と訂正。 

・同頁 100 行目、118 行目 

「監獄内」を「拘禁施設内」と訂正。 

・同頁 106 行目 

「脱獄」を「逃走」と訂正。 

・同頁 112 行目 

「出獄するような」を「出所するような」と訂正。 

 

◆50 頁５行目 
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「在監者」を「被拘禁者」と訂正。 

・同頁下から９行目 

「在監関係」を「被拘禁関係」と訂正。 

・同頁下から７行目の次に以下の文を挿入。 

「因みに，現在は監獄法が廃止され刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律となったた

め，本問では在監者，監獄，脱獄という表現を控え，被拘禁者，拘禁施設，出所という表現に言

い替えているが，実務において汎用性のある表現は未だ存在しないため，ここに断りをしておく。」 

 

◆242 頁下から６行目 

「都道府県が条例で」を「都道府県（保健所を設置する市又は特別区にあっては，市又は特別区。

以下同じ。）が条例で」と訂正。 

 

◆249 頁８行目 

「左の各号」を「次の各号」と訂正。 

 

 

【2014年 2月 28日更新】 

◎３刷への重版にあたり、以下の箇所を訂正いたしました。 

 

◆１頁右段３行目 

「任意団体たる」を削除。 

 

◆３頁 52 行目 

「任意団体であるから」を「強制加入団体ではないから」と訂正。 

 

◆５頁 45 行目 

「目的の範囲内」を「「目的の範囲内」」と訂正。 

 

◆20 頁 95 行目 

「の職務のうち」を削除。 

 

◆25 頁右段３行目 

「未成年者が成熟した」を「未成年者の成熟した」と訂正。 

 

◆40 頁 55 行目 

「地公法 38 条」を「地公法 37 条」と訂正。 

 

◆46 頁下から２行目 

「X という刑事被告人が死刑確定者」を「X が死刑確定者」と訂正。 

 

◆140 頁 110 行目の右欄 

１行上に移動（109 行の右欄に変更）。 

 

 

【2013年 4月 1日更新】 

◎２刷への重版にあたり、以下の箇所を訂正いたしました。 
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◆23頁【答案構成】左段２行目、右段下から３行目 

「137 条の２・239 条１項１号」を「137 条の２，239 条１項１号」と訂正。 

 

◆40頁 84行目 

「地公法 14 条・26 条」を「地公法 14 条，26 条」と訂正。 

 

◆42頁 169行目 

「いまだ右制度が」を「いまだその制度が」と訂正。 

 

◆47頁 23行目、30行目 

「身柄の保全」を「身体の保全」と訂正。 

・同頁 41行目 

「被収容者等の処遇に関する法律・130 条」を「被収容者等の処遇に関する法律 130 条」 

と訂正。 

 

◆48頁 62～63行目 

「被拘禁者の身柄の拘束」を「被拘禁者の身体の拘束」と訂正。 

 

◆60頁事実評価整理表③３行目 

「（Y１税理士会１条）に含まれる。」を「（Y１税理士会会則１条）に含まれることを示す事情。」

と訂正。 

・同頁⑥３行目 

「決定すべき事柄であるというべきである。」を「決定すべき事柄であることを示す事情。」と訂

正。 

 

◆66頁右欄 15行目 

「→大前提のフレーズを使う」を１行下に移動(答案例 16 行目に対応)。 

 

◆72頁事実評価整理表④４行目 

「権利利益を損なうおそれのあるという評価」を「権利利益を損なうおそれがあるという評価」

と訂正。 

 

◆79頁事実評価整理表⑩２行目 

「（19 行目）」を「（18 行目）」と訂正。 

 

◆81頁 45行目 

「本件イラスト画が原告の」を「本件イラスト画が X の」と訂正。 

 

◆82頁 109行目 

「主観や技術が反映するもの」を「主観や技術を反映するもの」と訂正。 

 

◆85頁問題文下の注意書き 

「＊なお，郵政民営化前の事業とし，A は地方公務員である。」を 

「＊なお，本問は郵政民営化前の事案であり，A は地方公務員であるという前提で解答せよ。」

と訂正。 
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・同頁【答案構成】左段３行目 

「氏名札着用義務づけ」を「氏名札着用命令」と訂正。 

 

◆86頁３行目 

「氏名札着用義務づけ」を「氏名札着用命令」と訂正。 

 

◆94頁事実評価整理表⑦３行目 

「酒税による税収」を「⑥⑦あいまって，酒税による税収」と訂正。 

 

◆95頁 15行目 

「酒類に酒税を科す」を「酒類に酒税を課す」と訂正。 

 

◆99頁上の囲み内５行目 

「同年４月 28 日」を「平成３年４月 28 日」と訂正。 

 

◆102 頁事実評価整理表⑥２行目 

「（参考資料１，２）」を「（参考資料２）」と訂正。 

 

◆108 頁右欄５行目 

「→論点の問題提起」を１行上に移動（答案例４行目に対応）。 

 

◆109頁 67行目 

「基準ないし厳格な合理性」を「基準あるいは厳格な合理性」と訂正。 

・同頁右欄 48行目 

「→事案の問題提起」を１行上に移動（答案例 47 行目に対応）。 

 

◆115頁 63行目 

末尾の「，」を削除。 

 

◆117 頁右欄 57 行目 

「←△法定刑が同一だから未遂で起訴すればよいとするのは危険」を１行上に移動（優秀答案

56 行目に対応）。 

 

◆122 頁事実評価整理表① 

３～６行目を削除。 

 

◆129 頁右欄 59 行目 

「前記判例は，」を「前記判例（23 行目）は，」と訂正。 

 

◆148 頁下から 15行目 

「建物の主要部分を占める集会室の内には」を「建物の主要部分を占める集会室の中には」と訂

正。 

 

◆150 頁事実評価整理表⑥４行目 

「公共的から始まった」を「公共的な目的から始まった」と訂正。 

・同頁⑧２行目 
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「（参考資料(1)）」を「（参考資料(2)）」と訂正。 

 

◆151頁 32～33 行目 

「ところ，これらは神社の象徴的な存在である。そして，」の部分を黒の文字に変更。 

 

◆160 頁事実評価整理表②２行目 

「（８行目）」を「（10 行目）」と訂正。 

・同表⑦２行目 

「（８行目）」を「（10 行目）」と訂正。 

・同表⑧１行目 

「利害関係人」を「信者その他の利害関係人」と訂正。 

 

◆161 頁下から４行目 

「私見②」を「私見⑧」と訂正。 

 

◆171頁 29行目、30行目、44行目 

「本件大学」を「Y 大学」と訂正。 

・同頁 34行目、35 行目、39 行目、41行目 

「Y」を「Y 大学」と訂正。 

・同頁 36行目 

「本件就業規則」を「Y 大学就業規則」と訂正。 

 

◆172頁 45行目（１行目） 

「本件大学」を「Y 大学」と訂正。 

 

◆174 頁事実評価整理表④１～２行目 

「（26 行目）」を「（27 行目）」と訂正。 

・同表⑥１行目 

「（９行目）」を「（10 行目）」と訂正。 

 

◆175頁 29行目 

「弊害が起こるか」を「弊害が生じるかどうかは」と訂正。 

・同頁最終行 

「Y の反論」を「Y 大学の反論」と訂正。 

 

◆176頁 52行目、71行目 

「Y」を「Y 大学」と訂正。 

 

◆177頁 98行目 

「Y」を「Y 大学」と訂正。 

 

◆183 頁【参考資料１】下から３行目 

「Y 市記者クラブ」を「Y 市政記者クラブ」と訂正。 

 

◆190 頁ワンポイント解説１行目 

「原告の取材の自由が侵害されて」を「原告の取材の自由が制限され」と訂正。 
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・同頁ワンポイント解説最終行 

「解答例をみて」を「答案例をみて」と訂正。 

 

◆198 頁事実評価整理表④１行目 

「公立の図書館であったこと」を「公立の図書館であること」と訂正。 

 

◆200頁 83行目 

「否定できないこと，」を「否定できない。また，」と訂正。 

 

◆212 頁出題意図１行目 

「一貫してこれを肯定する」を「一貫して肯定する」と訂正。 

 

◆216 頁事実評価整理表④３行目 

「直接刑罰を課す」を「直接刑罰を科す」と訂正。 

 

◆217 頁８行目 

「(1) 本条例は，」を「(1) 本件条例は，」と訂正。 

 

◆221 頁ワンポイント解説下から 13行目 

「過度に広範ゆえ無効の法理」を「過度の広範性ゆえ無効の法理」と訂正。 

 

◆229頁 96行目 

「以上本件機器は」を「以上，本件機器は」と訂正。 

 

◆236 頁講評下から２行目 

「さらなる研究成果に待つ」を「さらなる研究成果を待つ」と訂正。 

 

◆245頁 22～23 行目 

「危険を防止もしくは除去ないし緩和」を「危険を防止，除去または緩和」と訂正。 

 

◆253 頁問題文１行目 

「酪農家 X の，飼育していた牛」を「酪農家 X の飼育していた牛」と訂正。 

 

◆273 頁右欄 

57 行目「←○帰結 OK」を１行上へ移動。 

60 行目「←○大変よく勉強している」を１行上へ移動。 

 

◆274 頁合格答案の基本的要件１行目 

「（17 条・国賠法１条１項）」を「（17 条，国賠法１条１項）」と訂正。 

 

◆282 頁事実評価整理表②１～２行目 

「（８条１項本文）」を「（８条１項柱書後段）」と訂正。 

・同表③１行目、④５行目 

「本法」を「規制法」と訂正。 

・同頁【事実評価についてのアドバイス】１行目 

「法７条が憲法 35 条違反」を「規制法７条が憲法 35 条違反」と訂正。 
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◆283 頁７～８行目 

「同法同項」を「，35 条１項」と訂正。 

 

◆284頁 64行目 

「当然に上記規定による」を「当然に 35 条による」と訂正。 

 

◆285頁 95行目 

「他方本法の定める観察処分」を「他方，規制法の定める観察処分」と訂正。 

・同頁 103行目 

「本法の目的」を「規制法の目的」と訂正。 

・同頁 106行目、120行目 

「（規制法 14条２項）」の「規制法」を削除。 

・同頁 116行目 

「刑罰を課す」を「刑罰を科す」と訂正。 

・同頁 131～132行目 

「令状は不要と解する。よって規制法７条２項は違憲とはいえない」を 

「令状は不要である。よって，規制法７条２項は違憲とはいえない」と訂正。 

 

◆302 頁出題意図４行目 

「大阪高判平成７年 11月 21 日判時 1559号 26 頁」を「最判平成 14年１月 31日判時 1776号 49

頁」と訂正。 

 

◆324 頁出題意図２～４行目 

「旧司法試験平成 14 年度第２問および旧司法試験平成 22 年度第２問では，司法権の意義への

理解を前提に，司法権の範囲および限界の論理的検討を要求していたといえる。」を削除。 

 

◆343頁 48行目 

「歳費請求（民法 703 条参照）」を「歳費請求権（民法 703条参照）」と訂正。 

 

◆348頁 19行目 

「法上，他の国家機関」を「法律上，他の国家機関」と訂正。 

 

◆362 頁４行目 

「法律の範囲内で条令を制定」を「法律の範囲内で条例を制定」と訂正。 

 

◆378頁 13行目 

「大阪高判平成７・11・21判時 1559-26……302」を削除。 

・同頁 27行目と 28行目の間 

「最判平成 14・１・31 判時 1776-49……302」を挿入。 


