
科　　目
（参考）前年

講義時間数（分）
配信日

全体 第01回　民法の俯瞰・基本原則 11
第02回　民法総則：人 19

第03回　民法総則：法人 7

第04回　民法総則：法律行為総則 8

第05回　民法総則：意思表示一般・心裡留保 4
第06回　民法総則：通謀虚偽表示 15

第07回　民法総則：錯誤 11
第08回　民法総則：詐欺・強迫 5

第09回　民法総則：意思表示の効力発生 3

第10回　民法総則：代理制度 17

第11回　民法総則：無権代理 11
第12回　民法総則：表見代理 9

第13回　民法総則：無効・取消 7
第14回　民法総則：条件・期限 8

第15回　民法総則：時効総則 17

第16回　民法総則：取得時効・消滅時効 8

第17回　物権：物権総説 10
第18回　物権：不動産物権変動 26

第19回　物権：動産物権変動 6
第20回　物権：占有権・即時取得 12

第21回　物権：所有権・共有 19
第22回　物権：用益物権 9

第23回　担保物権：担保物権総説 13
第24回　担保物権：留置権・先取特権・質権 21

第25回　担保物権：抵当権 27

第26回　担保物権：非典型担保 8

第27回　債権総則：債権の意義と目的 11
第28回　債権総則：債務不履行 13

第29回　債権総則：責任財産の保全 18

第30回　債権総則：多数当事者の債権債務関係 28

第31回　債権総則：債権譲渡・債務引受 24
第32回　債権総則：債権の消滅 22

第33回　債権各論：契約総論 21
第34回　債権各論：贈与・売買 13

第35回　債権各論：消費貸借・使用貸借・賃貸借 27
第36回　債権各論：請負・委任他 17

第37回　債権各論：事務管理・不当利得・不法行為 22
第38回　親族相続：親族関係 26

第39回　親族相続：相続関係 12

第40回　親族相続：遺言・遺留分 10

科　　目
（参考）前年

講義時間数（分）
配信日

17
25

8
18

13
20

17
18
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8
22

8
17

12
13

15
24

担保物権

債権総則

債権各論

親族相続

2020/2/27

単元

第14回　裁判所

第13回　内閣
第12回　国会

第18回　基礎法学

第17回　憲法改正・平和主義
第16回　地方自治
第15回　財政

2019/12/5

2019/12/19

2020/1/16

2020/1/30

2020/2/13

民法

民法総則

物権

第06回　精神的自由権②

憲法・基礎法学

第11回　受益権
第10回　参政権
第09回　社会権

第08回　人身の自由
第07回　経済的自由権

単元

第01回　憲法総論
第02回　人権総論

第03回　新しい人権

第05回　精神的自由権①

第04回　法の下の平等



科　　目
（参考）前年

講義時間数（分）
配信日

第01回 行政法総論：行政法の基礎 14
第02回 行政法総論：公法と私法 10

第03回 行政組織法：行政主体と行政機関 6

第04回 行政組織法：公物 5

第05回 行政作用法：行政立法 5
第06回 行政作用法：行政行為の意義・種類 10

第07回 行政作用法：行政裁量 12
第08回 行政作用法：行政行為の効力 13

第09回 行政作用法：行政行為の瑕疵 10

第10回 行政作用法：行政行為の附款 6

第11回 行政作用法：行政上の強制措置 15
第12回 行政作用法：その他の行政作用 11

第13回 行政手続法：行政手続法総則 11
第14回 行政手続法：申請に対する処分 10

第15回 行政手続法：不利益処分 14

第16回 行政手続法：行政指導・命令等 18

第17回 行政救済法：行政救済法の体系 9
第18回 行政救済法：行政不服審査法総則 6

第19回 行政救済法：審査請求の手続 12
第20回 行政救済法：審査請求の審理 11

第21回 行政救済法：執行不停止の原則・教示制度 9
第22回 行政事件訴訟法：行政事件訴訟法総則 12

第23回 行政事件訴訟法：取消訴訟の訴訟要件、処分性 12
第24回 行政事件訴訟法：原告適格 9

第25回 行政事件訴訟法：訴えの利益・その他の訴訟要件 9

第26回 行政事件訴訟法：取消訴訟の審理 11

第27回 行政事件訴訟法：取消訴訟の終了 7
第28回 行政事件訴訟法：その他の抗告訴訟 10

第29回 行政事件訴訟法：当事者訴訟、客観訴訟 8

第30回 国家賠償法：公権力の行使に基づく損害賠償責任（１条） 12

第31回 国家賠償法：公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害賠償責任（２条） 9
第32回 国家賠償法：その他の規定と損失補償 14

第33回 地方自治法：地方自治法総論 14
第34回 地方自治法：地方公共団体の機関 11

第35回 地方自治法：住民の権利義務 10
第36回 地方自治法：国と普通地方公共団体との間の紛争処理の仕組み 4

科　　目
（参考）前年

講義時間数（分）
配信日
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9
15
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9
18

10
10
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11

2020/3/12

2020/3/19

2020/3/26

2020/4/2

単元

第10回 株式会社の機関④

第09回 株式会社の機関③

単元

商法

第04回 株式会社の設立

第03回 株式会社
第02回 会社法概説

第01回 商法全体の概観

第08回 株式会社の機関②

第07回 株式会社の機関①

第06回 株式②
第05回 株式①

第12回 商法総則

第11回 商行為

行政法

行政法総論

行政組織法

行政作用法

行政手続法

行政救済法

行政事件訴訟法

国家賠償法

地方自治法



科　　目
（参考）前年

講義時間数（分）
配信日

全体 第01回 一般知識全体の俯瞰 13
第02回 政治：民主政治の基本原理 25

第03回 政治：各国の政治制度 22

第04回 政治：行政改革と地方分権 16

第05回 政治：政党と政治 22
第06回 政治：選挙制度 34

第07回 政治：国際社会 9
第08回 経済：財政① 24

第09回 経済：財政② 13

第10回 経済：経済社会の変容 12

第11回 経済：日本経済と市場経済の仕組み 14
第12回 経済：国際経済 16

第13回 社会：社会保障制度 15
第14回 社会：労働問題その他 8

第15回 社会：資源・エネルギー問題、環境問題 12

第16回 情報通信：情報通信関係の法① 16

第17回 情報通信：情報通信関係の法② 11
第18回 個人情報保護：個人情報保護の法体系と個人情報保護法① 4

第19回 個人情報保護：個人情報保護の法体系と個人情報保護法② 13
第20回 個人情報保護：行政機関個人情報保護法 8

文章理解 第21回 文章理解：文章理解の基本法則 12

情報通信

社会

2020/4/9

2020/4/16

2020/4/23

一般知識

単元

政治

経済

個人情報保護


