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2019 年度春期 法職多摩研究室 更新・新規入室試験要項 
 

法科大学院進学・司法試験合格を目指す本学学生（科目等履修生・聴講生除く）・卒業生（卒業後1年以内）を対象に、法職

多摩研究室室員（以下、室員）・学研連ゼミ会員・ゼミ会員を募集します。入室試験合格者には、室員・学研連ゼミ会員・ゼミ

会員資格を付与します。 

資格期間は2019年4月1日～9月30日の6ヶ月間となります。続く2019年10月1日～2020年3月31日の6ヶ月間につい

ては、9 月に秋期更新・新規入室試験を実施します。また、受講義務としているゼミや講座等の無断欠席が続く方、他室員の

勉強の邪魔をする等、集団生活のルールを遵守できない方は除名処分とすることがあります。なお、除名処分対象者には、理

由の如何にかかわらず会費・ゼミ受講料は返還できませんので予め了解したうえで出願してください。 

 

1．出願資格 
2019年4月1日時点で、中央大学在学生（科目等履修生・聴講生除く）あるいは中央大学卒業後1年以内であり、法科大

学院進学・司法試験合格を目指している方を対象とします（ただし、法科大学院在籍者は出願できません）。なお、公務員を

目指す方を対象にキャリアセンターで募集する「公務員多摩研究室メンバー」と室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員資格は兼

ねることができませんので注意してください。 
また、以下の点が室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員の義務となりますので、予め了解したうえで出願してください。 

（１） 法職講座が指定する講座、ゼミおよびガイダンスに出席すること。学修計画と合致しない等の理由から欠席する場

合は、必ず事前に欠席届を提出して許可を得ること。 

（２） 法科大学院を受験する場合は、法科大学院の受験結果を報告すること。 

＊ 4 年生以上（早期卒業・飛び入学予定者を含む）には進路調査を実施します。調査依頼を受けた場合は、必ず回

答してください。 

（３） 司法試験予備試験を受験する場合は、受験票ならびに成績表のコピーを必ず提出すること。 

 

 

2．室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員の資格区分および会費等について 
室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員は、法職講座カリキュラムのゼミ等の企画を受講することができます。また、法職事務

室で所蔵している図書・資料および「炎の塔」ゼミ室を利用することができます。室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員の区分

は次のとおりです。 

法職多摩研究室資格別比較表 
資格 室員 学研連ゼミ会員 ゼミ会員 
こんな方にお勧め 学研連に所属せず、炎の塔

の定席やロッカーを使用し
たい！ 

学研連に所属していて、法
職講座も受講したい！ 

学研連に所属せず、法職講
座を受講したい！（定席や
ロッカーは不要） 

資格有効期間 2019年4月1日～2019年9月3０日の6ヶ月間 
選択の条件 学研連等受験団体に所属し

ていない。 
学研連等受験団体に所属し
ている。 

学研連等受験団体に所属し
ていない。 

定席・ロッカー 法職多摩研究室の定席・ロ
ッカー利用権を付与しま
す。 

法職多摩研究室の定席・ロ
ッカーの使用はできませ
ん。 

付与しません。 

法職講座のカリ
キュラム受講の
可否 

受講できる。 受講できる。 受講できる。 

法職事務室保管
の図書利用 利用できる。 利用できる。 利用できる。 

会費 10,000円 4,000円 4,000円 
 ＊ 室員不合格であった場合も、法職多摩研究室ＣＵ会員に合格していることがあります。詳しくは炎の塔1階法職事務室

前掲示板に掲示している「法職多摩研究室ＣＵ（Challenge Up）会員について」をご覧ください。 

＊ 室員資格期間中に学研連等受験団体の入室試験を受験し、当該団体に入室した場合、室員資格から学研連ゼミ会員資格

へ変更となります。この資格変更に伴い、法職多摩研究室が所管する定席・ロッカーの利用権は消失します。なお、この場合、

資格期間中であっても法職多摩研究室の会費は返却いたしません。 
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3．法職多摩研究室のカリキュラムについて 

法職多摩研究室のカリキュラム（下記参照）は、Ａ～Ｃコースに分かれています（春期はＡコースの募集はありません）。

対象コース以外の講座・ゼミを受講する場合は、「一般枠」でお申し込みください。「4．法職多摩研究室室員・学研連ゼミ

会員・ゼミ会員 資格希望者の出願可能コース一覧表」とあわせて確認し、出願するコースを選んでください。 
 

 Ｂコース  4月から主に学修2年目で、民法・刑法・憲法の基本的知識を修得している方が対象です。 

【受講が義務となるカリキュラム】 

法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜刑法・憲法＞：4～7月実施、全13回（注1） 

基礎ゼミ＜民訴・刑訴＞：8～9月実施、全18回（注2） 

（10月更新後）事案分析力確立ゼミ：9～11月実施、全12回  

        基礎ゼミ＜会社法＞：2020年2～3月実施、全8回（注2） 

（注１） 法科大学院進学対策答案作成ゼミは受講料（19,500円）が別途必要になります。 

    なお、従来のゼミ運営・教材による指導が適していない方についてもできる限り受け入れますが、刑法・憲法それぞれ

の試験の成績によりクラス編成する際、該当者については、他のクラスとは異なる効果的な指導を行うクラスに割り当

てます。ゼミの進行については、別途お知らせします。 

（注2）  基礎ゼミ＜民訴・刑訴＞＜会社法＞は、別途受講資格認定試験を実施します。当該試験において、著しく成績が不良

と判断される場合には、受講を認めないことがあります。 

【受講が任意のカリキュラム】 

多摩研ゼミ（オーダーメイドゼミ）：随時実施予定 

法職答案練習会（全科目）：4月申込開始 

※ 本更新・新規入室試験は『法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜刑法・憲法＞』受講資格認定試験を兼ねています。 

※ それぞれの講座・ゼミ等の詳細は、各募集要項で確認してください。 

 

Ｃコース  4月から主に学修 3年目以上になる方で、法科大学院入学者選抜試験、司法試験予備試験、司法試験に合格

する可能性の高い方が対象です。 

【受講が義務となるカリキュラム】 

基礎ゼミ＜行政法＞：8月実施、全8回 

【受講が任意のカリキュラム】 

多摩研ゼミ（オーダーメイドゼミ）：随時実施予定 

法職答案練習会（全科目）：4月申込開始 

 
4．法職多摩研究室室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員 資格希望者の出願可能コース一覧表 
  

次の表で、出願コースを確認し、法職事務室で受験手続を行ってください。 

資格期間 2019年4月1日～2019年9月30日 

出願コース Ｂコース Ｃコース 

資格 室員 室員以外 室員 室員以外 

2019年4月1日～2019年9月30日中の会費 10,000円 4,000円 10,000円 4,000円 

学部新２年生 
下記のⅰ，ⅱに該当しない者 

筆記試験   

学部新３年生以上 筆記試験 筆記試験 

全受験者該当 

ⅰ）2017年司法試験予備試験論文式試験受験者で書類選考を

希望する者 
書類選考 

ⅱ）2018年司法試験予備試験論文式試験受験者で書類選考を

希望する者 

※ 対象コース以外の講座・ゼミを受講する場合は、「一般枠」でお申し込みください。 
  ※ 「学部新2年生」および「学部新3年生」とは、2019年4月以降の学年のことを指します。 

※ 学部新2年生は筆記試験の場合Ｃコースを受験することはできません。 
※ 一度Ｃコースに在籍した方はＢコースを受験することはできません。 

※ Ｃコースを除き、同じコースに２度所属することはできません。 

2018年4月1日以降Ｂコースに在籍し2018年9月30日までに退室→Ｂコースへの出願を認めません。2019年9月に実施する秋期更新・入室試験でのＢコース

への出願を認めます。 

2018年4月1日以降Ｂコースに在籍し2018年10月1日以降に退室 →Ｂコースへの出願を認めません。本募集要項によるＣコースへの出願を認めます。 

2018年にＣコースに在籍し途中で退室 →Ｃコースに限り、退室時期は問いません。本募集要項によるＣコースへの出願を認めます。 
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5．入室試験・書類選考について 
＜出願受付期間・出願先＞ 

受付期間：2019年1月7日（月）10:00 ～ 3月1日（金）18:00 

出 願 先：多摩法職事務室（多摩学生研究棟「炎の塔」1階） 
     ※ 「受験申込書」は申込期間内に申込者本人が法職事務室に提出してください（友人等任意の代理人による出願は

不可）。引換えに「受験票」を交付します。 
 
＜出願必要書類＞ 

(1)「2019年度法職多摩研究室更新・新規入室試験受験申込書」（出願受付期間中に法職事務室で配付） 

 （2）学生証（卒業生の場合は卒業生であることを証明する書類と本人確認のための身分証明書 ※ただし、2019 年 4 月 1

日時点で法科大学院に在籍する予定のない卒業後1年以内の方に限ります。）  

（3）証明写真2枚（6か月以内に撮影した正面脱帽2枚同一のもの・3cm×3cm） ※ 写真のコピー、普通紙・コピー用紙に印刷

されたものは認めません。 

（4）受験料 1,200円（筆記試験・書類選考とも） 

※ 証紙で納入していただきます。法職事務室に設置してある証紙の自動販売機で1,200円分の証紙を購入してください。 

※ いったん納入された受験料は返還いたしません。手続は慎重に行ってください。 

（5）Ｂコース・Ｃコースともに書類選考の方は、以下の該当する資料 

・2017年司法試験予備試験論文式試験受験者の方は同試験受験票及び成績票のコピー 

・2018年司法試験予備試験論文式試験受験者の方は同試験受験票及び成績票のコピー 

※ 同一写真 2 枚の貼付のないもの等、提出書類に不備のあるものは一切受付ができません。必ず必要事項を記入し、

受付期間内に余裕をもって手続きを行ってください。 
 
＜試験日当日持参するもの＞ 
・受験票 ・学生証（卒業生の場合は卒業生であることを証明する書類と本人確認のための身分証明書） 

・筆記用具（黒のペンまたはボールペン、鉛筆、消しゴム等） 
  
＜筆記試験日程・科目＞ 
＊ 論文問題はすべて黒のペンまたはボールペン（消しゴム等で消せるものは不可）で解答してください。択一問題は鉛筆で解答してください。 
＊ 六法は貸し出しませんので、各自、判例解説付でない六法を持参してください。 
＊ 受験科目のうち未受験科目がある場合は、入室資格、各種ゼミ受講資格をすべて無効とします。ただし、受験科目の成績表は返却します。 
 

Ｂコース  2019年3月8日（金）   8号館を予定（教室の割り当ては試験前日までに法職事務室掲示板に掲出します） 

9:30 集合  9:45 ～ 10:45 民法 論文問題1問（判例解説付でない六法のみ参照可） 

＊ 別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ「民法判例百選Ⅰ・Ⅱ 第8版〔No.237・238〕」掲載の判例を素材とした事例問題を出題します。 

11:00 集合  11:15 ～ 12:15 刑法 論文問題各科目1問（判例解説付でない六法のみ参照可） 

＊ 別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ「刑法判例百選Ⅰ・Ⅱ 第7版〔No.220・221〕」掲載の判例を素材とした事例問題を出題します。 

13:00 集合  13:15 ～ 14:15 憲法 論文問題各科目1問（判例解説付でない六法のみ参照可） 

＊ 別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ「憲法判例百選Ⅰ 第6版〔No.217〕」掲載の判例を素材とした事例問題を出題します。 

14:30  集合  14:45 ～ 15:45 刑法・憲法 択一問題全30問（参照不可） 

※ 本試験は、「法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜刑法・憲法＞」の受講資格認定試験を兼ねています。したがって、本試験の受

験手続を済ませた方は、「法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜刑法・憲法＞」の受講資格認定試験に自動的にエントリーしたこと

になりますので、別途、受講資格認定試験の申込の必要はありません。 

※ 試験日当日の時間割については、変更の可能性があります。変更する場合は、法職事務室掲示板を通じて事前にお知らせしま

す。 

Ｃコース  2019年3月8日（金）   8号館を予定（教室の割り当ては試験前日までに法職事務室掲示板に掲出します） 

9:30 集合  9:45 ～ 10:45 民法 論文問題1問（判例解説付でない六法のみ参照可）  

＊ 別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ「民法判例百選Ⅰ・Ⅱ 第8版〔No.237・238〕」掲載の判例を素材とした事例問題を出題します。 

11:00  集合  11:15 ～ 12:15 会社法 論文問題1問（判例解説付でない六法のみ参照可）  

＊ 別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ「会社法判例百選 第3版〔No.229〕」掲載の判例を素材とした事例問題を出題します。 

13:00 集合 13:15 ～ 14:15 憲法・民法・刑法 択一問題全40問（参照不可） 

※ 試験日当日の時間割については、変更の可能性があります。変更する場合は法職事務室掲示板を通じて事前にお知らせします。 

＜書類選考＞ 
Ｂ・Ｃ各コースの更新・新規入室希望者で2017年司法試験予備試験論文式試験受験者の方または2018年司法試験予備試

験論文式試験受験者の方は、筆記試験に代えて書類選考を選択することができます。該当する方で書類選考を希望する場合

は、＜出願必要書類＞[5．(5)参照]を添付のうえ、書類選考の手続をしてください。 



 

4 
 

※ 司法試験予備試験を受験した方は全員、成績表のコピー提出が義務となります。 
 
6．合格発表・入室手続き等について 
＜合 格 発 表＞  

2019年3月18日（月）10:00（予定） 法職事務室掲示板（炎の塔1階）に掲示 
 
＜入室手続期間＞  

2019年3月18日（月）10:00 ～ 3月22日（金）18:00 法職事務室で受付 
※ 「入室手続書類」は申込期間内に申込者本人が法職事務室に提出してください。引換えに「証紙受理票」を交付します。 

 
＜更新・入室手続必要書類等＞ 
（1）学生証（卒業生の場合は卒業生であることを証明する書類と本人確認のための身分証明書 ※ただし、2019年 4月 1日

時点で法科大学院に在籍する予定のない卒業後1年以内の方に限ります。） 

（2）2019年度春期法職多摩研究室更新・新規入室試験受験票 

（3）法職多摩研究室会費 

※法職多摩研究室会費は証紙で納入していただきます。証紙は法職事務室内の自動販売機で購入してください。 

※ いったん納入された会費、ゼミ受講料は返還いたしません。手続は慎重に行ってください。 

※ 更新・入室手続とは別に、Ｂコースに入室する方は法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜刑法・憲法＞の受講申込が必要となります。受講料 

は19,500円です。 

（4）室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員原簿／会員証 
（入室手続期間中に法職事務室にて配付します。必要事項を記入、署名の上、提出してください。なお、記入の際は、黒

のペンまたはボールペンを使用し、消しゴム等で消せるペンは使用しないでください。） 
（5）証明写真 2枚（6か月以内に撮影した正面脱帽 2枚同一のもの・3cm×3cm）※写真のコピー、普通紙・コピー用紙に印刷された

ものは認められません。 

※ 同一写真2枚の貼付がないもの等、提出書類に不備がある場合は一切受理できません。必ず必要事項を記入し、手続き

期間内に余裕をもって手続きを行ってください。 

 

7．個人情報の取扱について 
室員原簿、講座等の受講申込書、アンケート等に記入した個人情報について、法職事務室では「中央大学個人情報保護規

程」及び「中央大学個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」に則して適切に管理します。 
なお、優秀者を顕彰することを目的として、法職講座で実施する試験の成績優秀者の氏名を法職掲示板に掲出しますので、

予めご了承ください。 
＜受験または申込手続ができない場合について＞ 
 
＊試験日程、受講申込期間に受験あるいは申込みのできない理由が次の①～④に該当する方は、下記の期間に法職事務室窓口にて振替受験もしくは手続延期の申請を行ってください。 

① 二親等内の親族の死亡 ② 傷病の場合（病気・その他不慮の事故または災害を受けた場合） ③ 公共交通機関遅延の場合  

④ その他やむを得ない事由  

○ 留学（認定留学または交換留学に限る）・資格試験受験・日程調整が困難な学研連行事・部活動(公欠届を伴う大会)及び学部授業に関する日程調整が困難な行事やそれに相当するもの 

× 日程変更可能な学研連行事・帰省・サークル合宿・アルバイト・自動車学校・部活動(練習・リハーサル・公欠届を伴わない大会)・課外活動(ボランティア等)等、法職事務室が上記「○」

に相当するとは認められない事由  

※私的な留学（語学研修など）やインターンシップを検討している方は、期間内に法職事務室窓口に申し出てください（必ずしも手続きの延期及び振替試験が認められるとは限りません）。 

  ■振替試験申込期間：2019年1月7日（月）～3月1日（金）18:00まで  

■振 替 試 験 日 程：【Ｂコース】2019年3月9日（土）9：30～14：30【Ｃコース】2019年3月9日（土）9：30～13：15 

※ この日程で振替試験を受験できない希望者は、法職事務室窓口へご相談ください。 

■振 替 試 験 会 場：【Ｂコース】炎の塔内ゼミ室K117号【Ｃコース】炎の塔内ゼミ室K140号室 

■受講申込延期申請期間：2019年1月7日（月）～2019年3月15日（金）18:00まで 

※上記期間外でも①二親等内の親族の死亡②傷病③公共交通機関遅延の事由は認めます。状況が分かり次第直ちに法職事務室へ連絡してください。 

※その他詳細（期間内に申請が必要なやむを得ない事由等）は炎の塔１階にある法職事務室掲示板に掲出していますので、併せて確認してください。 

       
     

【お 問 合 せ】 中央大学法職事務室（多摩） ℡：042－674－4223  

【窓口受付時間】  月曜日～金曜日  10:00～12:00 ／ 13:00～18:30(1、2、3、8、9月は 18:00閉室)  

土曜日      10:00～13:00 

※ 受付時間については諸事情により変更することがあります。その場合は中央大学ＨＰ「法職事務室」 

（下記URL）への掲載または、または、法職Twitter（下記QRコード）への掲載及び法職事務室前 

掲示板への掲示をもってお知らせします。各自で確認するようにしてください。 

（公式Webサイト）   （QR）中央大学法職事務室Twitter  


