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201９年度 中央大学法職講座 

基礎ゼミ＜民法＞募集要項 
（兼「法職多摩研究室プレＡコース入室試験」要項） 

 
 
 
◆基礎ゼミ＜民法＞コンセプト 
 

１．基礎ゼミは、①法律の基礎知識（定義・趣旨・要件・効果）の確認、②各法律における法的思考方法（各法律

の体系的な理解）の修得を目的とし、法的思考を養うのに適した基本的な論点を扱います。基本的な論点を通じ、

法的思考の訓練を繰り返し行います。 

２．法的思考の修得という観点から、推薦図書があります。 
３．基礎ゼミを受講できるのは、司法試験合格を通過点として、真剣に法律家を目指す方に限定致します。中途半

端な気持ちでの受講や度重なる欠席は、他の受講生の迷惑になります。受講するからには真剣な態度で受講して

ください。 
４．基礎ゼミ＜民法＞の受講資格認定者の中から成績上位者を対象に、法職多摩研究室を体験できる「プレＡコー

ス入室制度」を設けています。資格付与期間は2019年 8月1日～9月30日の2ヶ月間ですが、法職多摩研究室

の定席・ロッカーや法職事務室に設置してある書籍の利用及び多摩研ゼミ（オーダーメイドゼミ）の受講が認め

られます。「プレＡコース入室制度」は、法職多摩研究室の学修環境を活用して基礎ゼミ＜民法＞の予習・復習

を充実させていただくことを目的としています。 
 ※ Ａコースは、主に学修１年目の方が対象となります。 

 
◆法職多摩研究室プレA コースについて（資格区分など） 

前述（◆コンセプト ４．）のとおり、本試験では法職多摩研究室への体験入室資格の付与もかねており、本試験

申し込みの際に、3 つの資格（プレ室員・プレ学研連ゼミ会員・プレゼミ会員）から選ぶことができます。但し、

資格を選択するには、それぞれ条件等がありますので、申込みの際は、下記比較表を参考に選択してください。 
 
法職多摩研究室プレAコース資格別比較表（「Aコース」記載は省略致します） 
資格 プレ室員 プレ学研連ゼミ会員 プレゼミ会員 
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、法職の
ゼミ・サービスを利用した
い！ 

学研連に所属しているが、
法職のゼミ・サービスを利
用したい！ 

定席やロッカーは不要だ
が、法職のゼミ・サービス
を利用したい！ 

資格有効期間 2019年8月1日～9月30日の2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致し
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 3,000円 1,000円 1,000円 
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◆基礎ゼミ＜民法＞受講資格認定試験 兼 法職多摩研究室プレＡコース入室試験実施概要 
基礎ゼミ＜民法＞は、ゼミの質を確保し、受講者各自の学修効果の更なる向上を図るため、受講資格認定試験を実施

し、合格した方にのみゼミの受講を認めることと致しますので、ゼミ受講希望の方は必ず受験してください。なお、

予備試験短答式試験合格者は書類選考による受験が可能です。詳細は下記（１．応募資格）をご確認ください。また本試験

はクラス分け試験を兼ねており、成績に基づいてレベル別クラス編成を致します。 
「基礎ゼミ＜民法＞受講資格認定試験」は、「法職多摩研究室プレＡコース入室試験」を兼ねています。したがっ

て、「基礎ゼミ＜民法＞受講資格認定試験」の申込みを済ませた方は、「法職多摩研究室プレＡコース入室試験」に

自動的にエントリーしたことになります。 
＊ 「法職多摩研究室プレＡコース入室試験」のみの受験申込はできません。また、合格後にプレ入室のみ申し込むこともできません。 
＊ 「基礎ゼミ＜民法＞受講資格認定試験」の成績上位者に対して、プレ室員・プレ学研連ゼミ会員・プレゼミ会員の資格を付与致します。 
＊ 試験に合格した方は、申込期間内に受講申込・入室手続を完了してください。試験に合格しても、申込手続を完了しないと、基礎ゼミ＜民法＞の受講

及び入室することはできませんので注意してください。 
 
１．応募資格：中央大学の在学生（科目等履修生・聴講生除く）及び卒業生（2019年8月時点で卒業後1年以内） 

＊ 法科大学院に在籍している方は、応募できません。 
＊ 法職多摩研究室に所属している方は、プレＡコース入室ができません。 
＊ 公務員を目指す方を対象として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」とプレ室員・プレ学研連ゼミ会員・プレ

ゼミ会員とは兼ねることができませんので注意してください。 
 ※なお、予備試験短答式試験合格者の方は書類選考の対象となります。 

書類選考希望者は以下の該当する資料を 6月 28日（金）19：00までに事務室に提出してください。 

・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 

・2019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 
 
２．受験申込期間：2019年5月13日（月）10：00 ～ 6月28日（金）19:00（法職事務室にて受付） 

＜出願必要書類＞ 

（1)「2019 年度基礎ゼミ＜民法＞受講資格認定試験兼法職多摩研究室プレＡコース入室試験受験申込書」（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） 
  （3）証明写真2枚（6か月以内に撮影したもの・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 

＊ 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。 

３．試験日程：2019年7月16日（火）集合 18：45  試験時間 19：00 ～ 20：00 
＜試験日当日持参するもの＞ 

・受験票  
・筆記用具（鉛筆、シャープペンシル、消しゴム等） 

＊ 鉛筆またはシャープペンシルで解答してください（ボールペン不可）。 
＊ 参照物一切不可                                                       

４．試験会場：8号館・8102・8104号室（教室の割り当ては、当日までに法職事務室前掲示板（炎の塔１Ｆ）へ掲出

致します。） 

５．試験形式：民法 択一問題 30問 

６．合否判定基準：基礎講座＜民法＞修了程度の学力を有しているか否かを総合的に考慮して判定を行う。 

７．合格発表：2019年7月22日（月）10：00（予定） 法職事務室掲示板（炎の塔1Ｆ）にて発表 

８．受講申込・入室手続期間：2019年7月22日（月）10：00 ～ 7月26日（金）19:00（予定）（法職事務室 
にて受付） 

＊ 受講申込開始日から個人成績表配付も行います。 
＊ 申込期間内に申込者本人が必要書類を法職事務室に提出してください。「受講申込書」と引き換えに「受講生証」を、「入室手続書類」と引き換えに

「証紙受理票」を交付致します。 
 

上記の定められた期間に手続き、受験ができない場合は、以下をご覧ください。なお手続き延期、振替受験が認められる事由については「法職講座実施試験手続延期及び振替試験につい

て」という掲示をご確認ください。 

あ 

＊試験日程（上記3．）に受験ができない方は、下記の期間に法職事務室窓口にて振替試験受験の申請を行ってください。  

2019年5月13日（月）～2019年6月28日（金）19:00まで ■振替試験日程： 2019年7月17日（水）19：00～20：00 

2015年5月1日（木）～2015年6月27日（金）18:30ま■振替試験会場：多摩学生研究棟「炎の塔」ゼミ室25（K140） 

※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。 

＊受講申込・入室手続期間（上記8．）に申込みのできない方は、下記の期間に法職事務室窓口にて手続延期の申請を行ってください。 

2019年5月13日（月）～2019年7月19日（金）19:00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（上記期間内に申請が必要なやむを得ない事由・振替試験スケジュール等）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。 
※  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、上記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）。 
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◆基礎ゼミ＜民法＞受講申込・プレＡコース入室手続必要書類等 
 
【共通事項】 
（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） 
（2）2019年度基礎ゼミ＜民法＞受講資格認定試験 兼 法職多摩研究室プレＡコース入室試験受験票 

＊ 受付窓口で「受験票」を提示してください。合格者には手続書類を交付致します。必要事項を記入の上、提出してください。なお記入に際して、

消しゴム等で消せるペンは使用しないでください。 

（3）基礎ゼミ受講料23,400円 
（4）2019年度基礎ゼミ＜民法＞受講申込書 

【プレ入室希望者のみ】※プレ入室については任意となります。 
（5）会費 

＊ 会費詳細は1頁目に記載しております。ご確認ください。 

（6）プレ室員・プレ学研連ゼミ会員・プレゼミ会員原簿／会員証 
＊ 会員証は8月1日以降に法職事務室で渡します。 

（7）証明写真2枚（6か月以内に撮影したもの・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。 

＊ 基礎ゼミ受講料及びプレ入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基礎ゼミ受講料及びプレ入室会費は返還致しません。手続は慎重に行ってください。 

＊ 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、余裕をもって手続きを行ってください。 

 

◆基礎ゼミ＜民法＞実施概要  
 
１．募集定員：300名程度 
２．実施日程（全18回）：8月5日（火）～9月3日（火） 

＊ 週4日ペースでゼミを実施致します。事前に学修計画をたて、実施期間外の時間も有効的に活用するようにしてください。 
３．実施時間：10：30～13：30  

   ＊ 応募人数が多い場合は、午後からの部も実施することがあります。その際は、掲示板でご連絡致します。 
４．講 師：司法試験受験者 
５．教 室：多摩キャンパス5～7号館（予定） 
６．推薦図書：【総則】山本敬三／著「民法講義Ⅰ 総則」（有斐閣、第３版） 

佐久間毅／著「民法の基礎１ 総則」（有斐閣、第３版） 
【物権】佐久間毅／著「民法の基礎２ 物権」（有斐閣） 
【担保物権】道垣内弘人／著「担保物権法」（有斐閣、第３版） 
【債権総論】中田裕康／著「債権総論」（岩波書店、第３版） 
【債権各論】潮見佳男／著「基本講義 債権各論Ⅰ 契約法・事務 

管理・不当利得」（新世社、第２版） 

潮見佳男／著「基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法」 

（新世社、第２版） 

中田裕康／著「契約法」（有斐閣） 
＊ 第1回ゼミでインストラクターに確認の上、指定されたものがあればご購入ください。 

７．クラス分け発表：7月31日（水）10：00 法職事務室掲示板（炎の塔1Ｆ）にて発表 
＊ クラス分け発表時に、進行予定表・共通レジュメを配付致します。法職事務室窓口にて、 
受講生証を提示し、各自受け取るようにしてください。 

８．ゼミの進行について 少人数・対話形式のゼミ 
＊ 双方向のゼミを充実させるために、1クラスの受講生数を10名程度に設定しています。 

  

基礎ゼミ＜民法＞スケジュール 

民法① 8月5日 月 

民法② 8月6日 火 

民法③ 8月8日 木 

民法④ 8月9日 金 

民法⑤ 8月12日 月 

民法⑥ 8月13日 火 

民法⑦ 8月15日 木 

民法⑧ 8月16日 金 

民法⑨ 8月19日 月 

民法⑩ 8月20日 火 

民法⑪ 8月22日 木 

民法⑫ 8月23日 金 

民法⑬ 8月26日 月 

民法⑭ 8月27日 火 

民法⑮ 8月29日 木 

民法⑯ 8月30日 金 

民法⑰ 9月2日 月 

民法⑱ 9月3日 火 
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◆個人情報の取扱について 

 
プレ会員原簿、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致します。 
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致

しますので、予めご了承ください。 
 
 
 
 

～受講上の注意～ 
１．配付物がある場合は掲示板でお知らせ致します。配付物の交付を受ける際は「受講生証」が必要です。 
２．ゼミ日程及び教室の変更等はその都度掲示致しますので、掲示板をご確認ください。 
３．受講中の飲食は一切禁止致します。食事はゼミ開始前に済ませてください。 
４．災害、公共交通機関の遅延等で受付時間の変更や本法職講座の休講措置等をとる場合には、中央大学 Webサイト「法

職事務室」（下記URL）または中央大学法職事務室Twitter（下記QRコード）への掲載及び法職事務室前掲示板への

掲出をもってお知らせ致します。各自で確認するようにしてください。 

【お問い合わせ先】 中央大学法職事務室（多摩） Tel：042－674－4223  

【窓口受付時間】  月曜日～金曜日 10：00～19：00(1、2、3、8、9月は18:00閉室) 

【窓口受付時間】   土曜日～金曜日 10：00～13：00／13：00～18:30 

（公式Webサイト）   （QR）中央大学法職事務室Twitter  

 
 

 

 
 


