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司法試験合格のためのキーワード、それは「論理的思考力」です。「法的思考力」と言い換えることもできます。 法科大学院

に進学し、司法試験に合格するというプロセスにおいて、この「論理的思考力」を基礎とした「論理的な文章を書くことができ

る力」が必要不可欠です。 
「法科大学院進学対策答案作成ゼミ」の基本的なコンセプトは、「論理的思考力」・「法的思考力」を高めること、そして「論理

的な法的文章を書く力」を養うことです。法律家に不可欠な「『正しい日本語』を使って『事実』や『法的評価』を論理的に表す

能力」の基礎をマスターすることを目標とします。 

※ 2019年度10月1日時点で法職多摩研究室Aコース室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員である方は、「法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜民法＞」の受講が義務と

なっています。法職多摩研究室Aコースへの入室については、「2019年度秋期法職多摩研究室入室試験要項（配布中）」で確認してください。 

※ 「2019年度秋期法職多摩研究室入室試験（Ａコース）」は、「法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜民法＞」の受講資格認定試験を兼ねています。したがって、「2019

年度秋期法職多摩研究室新規入室試験（Ａコース）」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＜民法＞」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、受講資格認定試験を申込む必要はありません。 

 

１． 法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜民法＞について 
 

（１）実施日程   2019年9月26日～12月19日 （全体講義含め全12回） 

※ 9月26日はゼミではなく、全体講義となります。 

（２）ゼミ時間   19：00～21：30 

（３）場  所   多摩学生研究棟「炎の塔」ゼミ室、または学部棟教室 

 （４）受 講 料   18,000円(別途コンビニ入金手数料) 

※ コンビニでのお支払いの際は、別途手数料（264 円）がかかります。コンビニ支払いおよび、手数料

に関しての詳細は、ご案内しております別紙「法職講座各種お申し込み方法の変更について」（以下URL

もしくはQRコード）をご参照ください。 

法職講座各種お申し込み方法の変更について 

       ＵＲＬ https://www.chuo-u.ac.jp/career/law_exam/news/2019/07/44449/  

Ｑ Ｒ 右記スケジュールの下をご参照ください。 

（５）講  師   論文指導に定評のある弁護士(※全体講義のみ大学教員) 

（６）受講資格認定試験 

法科大学院進学対策答案作成ゼミを受講するためには、9月6日(金)に実施する 

受講資格認定試験に合格していることが要件となります(受講資格認定試験の詳細 

については、P．2以降の項目３．４．５．を参照してください)。 

（７）クラス編成 

クラス分け発表日 9月26日（木）10:00（予定）法職事務室掲示板等でお知らせします。 

受講資格認定試験の成績に基づいてクラスを編成致します。また、受講生が複数 

の講師から指導を受けられるよう、第6回から担当講師を再編成致します。 

※ 無断欠席・答案未提出が2回以上ある場合は、以降の受講を認めないこともありますので注意してください。 

 

２．法科大学院進学対策答案作成ゼミの進行 
 
（１）全体講義 日時 ： 9月26日（木）19:00～21:30  場所 ： 8301号教室 

 ⅰ） 法科大学院進学対策答案作成ゼミの趣旨説明と、民法全体の概要についての講義。 

ⅱ） 演習問題１問の答案を作成、提出。 

ⅲ） 全体講義終了時に、第１回ゼミ（10月3日（木））で使用する「予習問題」を配付。 

   ～ 全体講義終了後の流れ  ～ 

ⅳ） 翌日の15：00以降に、同じクラスの受講生が書いた答案のコピー（クラス毎にまとめたもの）を法職事務室で配付

致します。各自、窓口正面のトレーから受け取り、次回のゼミ開始前までに必ず目を通してください。 

 2019年度 中央大学法職講座 

法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜民法＞募集要項 

【スケジュール】 

回 日程 

全体講義 9月26日 

第1回 10月 ３日 

第2回 10月10日 

第3回 10月17日 

第4回 10月24日 

第5回 11月07日 

第6回 11月14日 

第7回 11月21日 

第8回 11月28日 

第9回 12月05日 

第10回 12月12日 

第11回 
＋学力考査 

12月19日 

＊毎週木曜日実施   

法職講座各種お申し込み方法の変更について

QRコード 

https://www.chuo-u.ac.jp/career/law_exam/news/2019/07/44449/
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（２）第１回ゼミ～第11回ゼミ 日時 ： 10月3日(木) ～ 12月19日(木)  19：00～21：30 

(第11回ゼミは、20：40～学力考査) 

場所 ： 多摩学生研究棟「炎の塔」ゼミ室、または学部棟教室 

＜ゼミの進行＞目標：知識を整理しながらオーソドックスな論文問題の答案作成力を身につける。 

  時間 内容 使用教材 

Ⅰ 19:00～19:40 前回作成答案の検討、問題の解説 
オリジナル演習問題 

参考答案 

Ⅱ 19:45～20:35 予習問題の解説 
第 1 回～5 回  ： オリジナル演習問題 

第 6 回～11 回  ： 法科大学院入試過去問、司法試験過去問 等 

Ⅲ 20:40～21:30 
答案作成 
※「Ⅲ」で作成した答案は当日回収し、添削のう

え、次回ゼミの「Ⅰ」で解説を致します。 

第 1 回～5 回  ： オリジナル演習問題 

第 6 回～11 回  ： 法科大学院入試過去問、司法試験過去問 等 

※ それぞれ次回のゼミで使用する「予習問題」を配付致します。次回までに必ず予習をしてください。 

 

＜ゼミ翌日の流れ＞ 

ゼミの翌日金曜日15：00以降に、前日のゼミ（Ⅳ）で作成・回収した答案のクラス毎のコピーを、法職事務室で配付致し

ます。各自、窓口正面のトレーから 受け取り、次回のゼミ開始までに必ず目を通してください。 

 

（３）第11回 ゼミ最終日：予習問題の解説終了後、学力考査を行います。（20：40～21：30） 

学力考査は、受験が義務となります。必ず受験してください。学力考査後、別日に解説講義を予定しています。日程が決

まり次第、法職事務室掲示板に掲出致しますので、ぜひ参加してください。 

 

３．法科大学院進学対策答案作成ゼミ受講資格認定試験実施概要 
 
 法科大学院進学対策答案作成ゼミでは、合格した方にのみゼミの受講を認めることとしますので、ゼミ受講希望の方は必ず受験して

ください。なお、本試験の成績に基づいてレベル別クラス編成をします。 

 ※ 受講資格認定試験に合格した方は、受講申込期間内に受講申込手続を完了してください。試験に合格しても、受講申込手続を完了しないと、受講できません

ので注意してください。 

1．応募資格 2019年10月1日時点で、中央大学在学生（科目等履修生・聴講生除く）・卒業生（卒業後、1年以内で、か

つ、法科大学院に在籍していない方に限る） 

2．受験申込 

期間 

2019年7月22日（月）～ 8月23日（金）23：59まで 

WEBページ「受講料等申込フォーム」からの申し込みとなります。申込方法は後述を参照ください。 

3．試験日程 2019年9月6日（金） 
4．試験形式 ※ 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、ゼミ受講資格を不合格とします。但し、受験科目の成績表は返却します。 

 
 

形式 試験問題 集合時間 試験時間 出題数（参照物） 出題範囲 

論文 民法 9：45 10：00 ～11：00 

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.223・224〕」掲載の判例を素材とした事

例問題を出題します。 

択一 民法 11：15 11：30～12：30 30問（参照不可）  

5．試験会場 8307・8308号室（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） 

6．受 験 料 1,200円（別途コンビニ入金手数料） 

※ コンビニでのお支払いの際は、別途手数料（145円）がかかります。コンビニ支払いおよび、手数料に関しての詳細は、P.1にてご案内

しております「法職講座各種お申し込み方法の変更について」をご参照ください。 

7．合否判定基準 基礎ゼミ＜民法＞修了程度の学力を有していること 

8．試験日当日

持参するもの 

・学生証（卒業生の場合：法職事務室にて受験票をお渡ししますので試験前に法職事務室にお越しください。） 

・筆記用具（黒のペンまたはボールペン、鉛筆、消しゴム等） 

※ 振替試験及び受講手続きの延期について、炎の塔1階にある法職事務室掲示板に掲出しております。そちらも併せて確認してください。 
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＜振替試験＞ 

試験日程（2頁3．）に受験ができない方は、以下の期間中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。 

振替受験申請日 2019年7月22日（月）～2019年8月23日（金）18:00まで 

■振替試験日程 2019年9月7日（土）9：30～11：45 

■振替試験会場 炎の塔内ゼミ室K117号室 

※ 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の場合に限り、上記期間外の申請は認めます。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の例・振替試験受験までのスケジュール等）は炎の塔１階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。 

 

４．受験申込み方法 申込方法が変更となりました。以下(1)～(6)に沿ってお申し込みください。 

（1）申込期間中に以下ＵＲＬまたはＱＲコードから「受講料等申込フォーム」にアクセスし、申し込みに

必要な個人情報および支払情報を入力してください。 

   受講料等申込フォーム 

ＵＲＬ: https://srv4.asp-bridge.net/chuo-u/input/                     Ｑ Ｒ 

① 法科大学院進学対策答案作成ゼミの受講資格のみを希望される方 

フォーム内の「申込内容」欄の選択は、プルダウンから、「法職（多摩）」と「51：LTゼミ＜民法＞

認定試験のみ_受験料」を選択してください。 

② 法職多摩研究室の入室資格と法科大学院進学対策答案作成ゼミの受講資格を希望される方 

「申込内容」のうち先頭の番号が「11」～「13」「41」にある法職多摩研究室Aコースの申込内容から希望するものを選択

してください（「51：LTゼミ＜民法＞認定試験のみ_受験料」と両方申し込まないでください）。 

 

(2)入力したメールアドレス宛に「【中央大学 受講料等Web申込・コンビニ決済】ご入金のお願い（コンビニ）」という件名のメ

ールが届きます。内容は、申込いただいた内容とお支払い受付番号などの登録に必要な情報です。記載内容に申込内容と誤り

がないか必ずご確認ください。 

 

(3)メールに記載してある支払方法に従って、期限までにコンビニエンスストアで受験料1,200円（別途コンビニ入金手数料）をお支

払いください。 
※ 領収書（レシート）は入金完了の証明となりますので破棄せず大切に保管してください。 

※ コンビニでのお支払いの際は、別途手数料がかかります。コンビニ支払いおよび、手数料に関しての詳細は、前述にてご案内しております別紙「法職講座各

種お申し込み方法の変更について」（P.1記載のURLもしくはQRコード）をご参照ください。 

※ いったん納入された受験料はいかなる理由であっても返金いたしません。手続きは慎重に行ってください。 

 

(4) お支払完了後、受講料等申込フォームに入力したメールアドレス宛に、入金確認メール（件名「【中央大学 受講料等Web申

込・コンビニ決済】入金確認いたしました」）が届きましたら申込完了となります。 

※ 入金確認メールが届いたことを確認できるまでは申し込みが完了しておりません。受験申込期間内にメールが受信したことを必ず確認してください。万が一

入金完了後、入金確認メールが届かなかった場合は、至急法職事務室までご連絡ください。 

※ 通信教育部生は(1)～(4)に加え、申込期間内に法職事務室まで以下の書類をご提出いただき申込完了となります（郵送可、申込期間内の消印有効）。 

①申込控え（領収書のコピー） ②通信教育部生証のコピー 

※ 卒業生は(1)～(4)に加え、申込期間内に法職事務室まで以下の書類をご提出いただき申込完了となります（郵送可、申込期間内の消印有効）。 

①申込控え（領収書のコピー） ②卒業証明書（年度内に1度ご提出いただいている方の再提出は不要）③写真（3cm×3cm）2枚 

※ 受験申込完了後、退学・休学・長期入院等の理由で、受験不能となった場合は、法職事務室までお申し出ください。 

 

(5) 受験番号は申込期間終了後、試験前までに炎の塔１階掲示板等でお知らせいたします。試験実施日前までに自分の受験番号を確

認してください。（卒業生の場合：法職事務室にて受験票をお渡ししますので試験前に法職事務室にお越しください。） 

 

(6) 試験実施日に該当の教室に向かってください。写真照合を行うため、学生証を持参し、机のうえにおいて試験を受験してく

ださい。 

 

※ 上記（1）～（4）の手順に関する詳細は、P.1にてご案内しております「法職講座各種お申し込み方法の変更について」をご参照ください。 

 

５．合格発表・受講申込み方法 

1．合格発表 2019年9月17日（火）10:00（予定） 法職事務室掲示板（炎の塔1階）に掲出 
2．受講申込 

期間 

2019年9月17日（火）～ 9月20日（金）23:59まで   

※ 申込方法は「4.受講申込手続」を参照ください。 

3．受講料 18,000円（別途コンビニ入金手数料） 

※ コンビニでのお支払いの際は、別途手数料（264円）がかかります。コンビニ支払いおよび、手数料に関しての詳細は、P.1にてご案内し

ております「法職講座各種お申し込み方法の変更について」をご参照ください。 

https://srv4.asp-bridge.net/chuo-u/input/


4 

4．受講申込 

手続 

以下は、受講資格認定試験の合格者が対象となります。 

※ 申込方法が変更となりました。以下(1)～(4)に沿ってお申し込みください。 

(1) 合格発表日当日、認定試験に合格した方には、大学にご登録いただいているメールアドレス宛に「【中央

大学 受講料等 Web申込・コンビニ決済】ご入金のお願い（コンビニ）」という件名のメールが届きます。

内容は、お支払い受付番号などの受講料の入金に必要な情報です。記載内容に誤りがないか必ずご確認くだ

さい。 

 ※「【中央大学 受講料等Web申込・コンビニ決済】ご入金のお願い（コンビニ）」の送付先メールアドレスは、以下のとおりです。合格

発表後にメールをご確認ください。 

属性 合格者宛てメールの送信アドレス 

在学生（学部生） 全学メール（Gmail）にお送りします。 

在学生（通教生） 
本試験時にお申込みいただいた際にご入力いただいたメールアドレスにお送りします。 

その他（卒業生） 

 

(2) メールに記載してある支払方法に沿って、期限までにファミリーマートで入金（受講料18,000円+コンビニ入金

手数料264円）を行ってください。入室手続きはファミリーマートでしか行えません。 

※領収書（レシート）は入金完了の証明となりますので破棄せず大切に保管してください。 

※いったん納入された受講料はいかなる理由であっても返還いたしません。受講申込手続きは慎重に行ってください。 
 

(3) お支払完了後、(1)のメールアドレス宛に、入金確認メール（件名「【中央大学 受講料等Web申込・コン

ビニ決済】入金確認いたしました」）が届きましたら受講申込完了となります。 
※入金確認メールが届いたことを確認できるまでは申し込みが完了しておりません。受講申込期間内にメールが受信したことを必ず確認

してください。万が一入金完了後、入金確認メールが届かなかった場合は、至急法職事務室までご連絡ください。 

※申込完了後、退学・休学・長期入院等の理由で、受講不能となった場合は、法職事務室までお申し出ください。 

 

(4) クラス分け発表日（9月26日（木）予定）に法職事務室前の掲示板等でお知らせいたしますのでご自身の

クラスと教室をご確認ください（クラス分け発表は受験番号もしくは学籍番号で行います）。ゼミの初回ま

でに学生証（卒業生の場合は受験票）をもって、法職事務室までレジュメを受け取ってください。ゼミ当日

は直接教室へ向かってください。 

 
※（1）～（3）の手順に関する詳細はP.1にてご案内しております「法職講座各種お申し込み方法の変更について」をご参照ください。 

 

６．受講上の注意 

１．配布物がある場合は掲示板等でお知らせいたします。配布物の交付には「学生証（もしくは受講生証）」が必要です。 

２．ゼミ日程および教室の変更等は、その都度掲示板等でお知らせいたしますので、適宜ご確認ください。 

３．受講中の飲食は一切禁止いたします。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本法職講座の休講措置等をとる場合には、中央大学公式 Webと法職事務室公式 Twitter（下

記参照）への掲載及び、法職事務室前掲示板の掲出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。 

 

７．個人情報の取り扱いについて 
１．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」および「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。 

２．優秀者を顕彰することを目的として、法職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。 

３．本試験の実施に関する業務や各種手続きに関する事項等で、本学学生証の写真を流用する場合がございますのであらかじめ

ご了承ください。 

 

以 上 
 

 

【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  10：00～1９：00(１，２，３，８，９月は18：０0閉室） 

         土曜日           10：00～13：00 

＊ 受付時間は、諸事情により変更することがあります。その場合上記「６．受講上の注意４」と同様の方法

でお知らせ致します。 

公式Webサイト 

（QR） 

中央大学法職事務室

Twitter（QR） 


