『Ｋマスター 憲法（KU17034）』の判例索引について
2018 年合格目標「専門マスター

憲法」で使用する『Ｋマスター 憲法（KU17034）
』

の判例索引について，索引事項のページが本文での記載ページとずれておりました。
この度の不備につきまして，受験生の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心か
らお詫びいたします。
当 pdf，次頁より正しいページ情報に修正した判例索引を掲載いたします（全３ペー
ジ）
。こちらをご利用ください。

2018 年 12 月 21 日
公務員制作部
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(農地改革事件（公共のために用いる）) ........ 117
最判昭 29.7.16
(麻薬取扱者記帳義務と黙秘権) ........ 148
最大判昭 29.11.24
(新潟県公安条例事件) ......... 97

最大判昭 30.1.26
(公衆浴場距離制限事件①) ........ 108
最大判昭 30.2.9
(選挙権の限界) ............ 171
最大判昭 30.3.23
(租税法律主義の意味) ........ 339
最大判昭 30.3.30
(選挙についての文書頒布などの制限の合憲性) ...... 76,77
最大判昭 30.4.6
(絞首刑と残虐な刑罰) ........ 143
最判昭 30.4.19
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(東大ポポロ事件) ........57,58
最大判昭 38.6.26
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