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2019 年度秋期 法職多摩研究室 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・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10月1日～2020年3月31日の6ヶ月間となります。ただし、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）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

資格と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）  法科大学院を受験した場合は、結果を報告すること。 
※ 4年生以上には毎年進路調査を行います。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した場合は、短答式、論文式および口述の各試験の受験票および成績表のコピーを提出すること。 

 
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。 

法職多摩研究室室員・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 
資格有効期間 2019年10月1日～2020年3月31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
用権を付与する。 

法職多摩研究室の定席・ロッカーの
使用はできない。 付与しない。 

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 
「炎の塔」ゼミ室の利用 利用できる 利用できる 利用できる 

会費 10,000円（別途コンビニ入金手数料） 4,000円（別途コンビニ入金手数料） 4,000円（別途コンビニ入金手数料） 
 
3．法職多摩研究室のコースについて 

法職多摩研究室は、Ａ～Ｃコースに分かれています。どのコースに申し込むことも可能ですが、コースの逆戻り（例：Ｃコース

に在籍していた人がＡコース入室を希望する）はできませんのでご注意ください。「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。 

コース 対象 【受講が義務となるカリキュラム】 
【受講が任意の
カリキュラム】 

Ａ 主に学修1年目で、基礎ゼ
ミ＜民法＞修了程度の方 

①法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜民法＞ 2019年9月～12月実施、全12回 
※ 会費とは別に受講料18,000円（別途コンビニ入金手数料）が必要になります（手数料については「6．合格

発表・入室手続き等について」をご参照ください）。 

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

②基礎ゼミ＜刑法・憲法＞ 2020年2月～3月実施、全16回 
※ 受講料は会費に含まれているのでかかりません。 

※ 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。 

多摩研ゼミ（オー
ダーメイドゼ
ミ）：随時実施予
定 

Ｂ 

主に学修2年目で、民法・
刑法・憲法・民訴・刑訴の
基本的知識を修得している
方 

①事案分析力確立ゼミ 2019年9月～11月実施、全12回 
※ 受講料は会費に含まれているのでかかりません。 

※ 本入室試験は『事案分析力確立ゼミ』受講資格認定試験を兼ねています。 

②基礎ゼミ＜会社法＞：2020年2月～3月実施、全8回 
※ 受講料は会費に含まれているのでかかりません。 

※ 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。 

Ｃ 

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 

受講が義務となるカリキュラムはありません。自分の学修スケジュールに従って、随時実施する多摩研ゼミ
（オーダーメイドゼミ）を受講することができます。 

※ 基礎ゼミは、在籍していないコースの受講が可能です（「コース外受講」例：Aコースの在籍者が、基礎ゼミ＜会社法＞を受講する。）。その場合一般枠で申込が必要

となり、別途受講料が必要になります。 



 

2 

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、受験手続をとってください（会費はすべて別途コンビニ支払いに伴う手数料がかかります）。 
１）資格期間 2019年10月1日～2020年3月31日 
２）出願コース Aコース Bコース Cコース 
３）出願資格 室員 室員以外 室員 室員以外 室員 室員以外 

４）資格期間中の会費 10,000円 4,000円 10,000円 4,000円 10,000円 4,000円 

５）選考方法 

2018 年及び 2019 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 
（司法試験予備試験短答式試験の成績票及び論文式試験の受験票を法職事務室に提出） 

上記に該当しないもの 筆記試験（論文・択一） 

※ 一度Ｂコースに在籍した方はＡコースを、Ｃコースに在籍した方はＡ・Ｂコースを受験できません。 
 
5．入室試験・書類選考について 
＜出願受付期間＞ 2019年7月22日（月） ～ 8月23日（金）23：59まで 
＜受  験  料＞ 1,200円（筆記試験・書類選考とも）※別途コンビニ支払いに伴う手数料（145円）がかかります。 
＜受験申込方法＞  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。 

申込方法変更に関する詳細は、以下URLもしくは右のQRコードからご確認ください。 

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： 

 

（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： 

フォーム内の「申込内容」欄の選択は、プルダウンから、まず「法職（多摩）」を選択し、申込内容によって以下

のいずれかを選択してください。 

コース 申込内容 コース 申込内容 

Ａ 

11：多摩研（LT認定）_A_室員 

Ｃ 

31：多摩研_C_室員 

12：多摩研（LT認定）_A_学研連ゼミ会員 32：多摩研_C_学研連ゼミ会員 

13：多摩研（LT認定）_A_ゼミ会員 33：多摩研_C_ゼミ会員 

Ｂ 

21：多摩研（事案認定）_B_室員 

書類 

41：多摩研_書類_A 

22：多摩研（事案認定）_B_学研連ゼミ会員 42：多摩研_書類_B 

23：多摩研（事案認定）_B_ゼミ会員_更新 43：多摩研_書類_C 

【お申し込みの際の注意点・変更点】 

※ 2019年度の入室試験申込から、「新規」「更新」の区分けを廃止いたしました。それに伴い、2019年9月30日までの法職多摩研究室室員の資格をお持ちの方は、

入室試験合格後、10月1日以降は、座席が変更となります。座席の片づけなど速やかにご対応くださいますようご協力お願いいたします。 

※ 本試験（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、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＜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。 

※ 本試験（Ｂコース）は、「事案分析力確立ゼミ」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、「事案分析力確立ゼミ」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。 

※ 法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜民法＞の受講資格のみを希望される方 

受講料等申込フォーム内の「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。 

※ 事案分析力確立ゼミの受講資格のみを希望される方 

受講料等申込フォーム内の「申込内容」欄の選択は、プルダウンから、「法職（多摩）」と「61：事案分析力確立ゼミ認定試験のみ_受験料」を選択してください。 

 
(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」（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。出願受付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。 

※ 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。 

※ 通信教育部生は、前述に加え、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、前述に加え、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 

https://www.chuo-u.ac.jp/career/law_exam/news/2019/07/44449/
https://srv4.asp-bridge.net/chuo-u/input/
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 (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、机の上に置いて試験を受験してください。 
 
＜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） 

＜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ともに不合格とします。ただし、受験科目の成績表は交付します。 
Ａコース  2019年9月6日（金）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） 

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）  
 
Ｂコース  2019年9月6日（金） 8207号室 

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 

刑法 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「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。 

憲法 11：15 11：30～12：30 
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・Ⅱ 第 6 版〔No.217・

218〕」掲載の判例を素材とした事例問題を出題します。 

民訴 13：15 13：30～14：30 
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「民事訴訟法判例百選 第5版〔No.226〕」

掲載の判例を素材とした事例問題を出題します。 

刑訴 14：45 15：00～16：00 
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「刑事訴訟法判例百選 第10版〔No.203〕」

掲載の判例を素材とした事例問題を出題します。 

択一 民訴・刑訴 16：15 16：30～17：30 30問（参照不可）  
 
Ｃコース  2019年9月6日（金） 8302号室  

形式 試験問題 集合時間 試験時間 出題数（参照物） 

論文 

刑法 9：45 10：00～11：00 1問（判例解説付でない六法のみ参照可） 

憲法 11：15 11：30～12：30 1問（判例解説付でない六法のみ参照可） 

民法 13：15 13：30～14：30 1問（判例解説付でない六法のみ参照可） 

択一 
憲法・民

法・刑法 
14：45 15：00～16：00 30問（参照不可） 

  ※ 2018年度から行政法の論文問題を出題しないこととしました。 
 
＜書類選考＞ 

Ａ・Ｂ・Ｃ各コースの入室希望者で2018年または2019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

を受験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、コンビニで受験料をお支払い後、出願受付期間内に 2018

年または2019年司法試験予備試験論文式試験受験票のコピーを法職事務室へご提出ください。 
 
＜振替試験＞ 

試験日程（3頁5．(6)）に受験ができない方は、以下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。 

 【Ａコース】 【Ｂコース】 【Ｃコース】 

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 2019年9月7日（土）9：30～15：45 2019年9月7日（土）9：30～14：30 

■振替試験会場 炎の塔内ゼミ室K117号室 炎の塔内ゼミ室K140号室 炎の塔内ゼミ室K139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。 

 
6．合格発表・入室手続き等について 
＜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 

＜入室手続期間＞  

2019年9月17日（火） ～ 9月20日（金）23：59まで 

※ 入室手続期間に入金手続きができない場合は、事前（2019年7月22日（月）～2019年9月13日（金）18:00まで）に法職事務室までお問い合わせください。入

室手続期間後の入室手続き願いは受け付けられません。 
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＜会費＞ 資格によって異なります。以下をご確認ください。 

コース Ａ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 室員 室員以外 

金額（A） 10,000円 4,000円 10,000円 4,000円 10,000円 4,000円 

その他(B) 
法科大学院進学対策答案作成ゼミ＜民

法＞受講料18,000円も合わせてご入

金ください。 
- - - - 

お支払金額 

(A)+(B)+手数料 
28,264円 22,264円 10,264円 4,199円 10, 264円 4,199円 

 ※ 手数料参考 … 支払金額2,822～9,800円の場合手数料は199円、支払金額9,801～29,735円の場合手数料は264円。 
 
＜手続方法＞ 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、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「会費」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。 

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） 本試験お申込みの際に「受講料等申込フォーム」へ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、入室手続期間内（2019 年 9 月 17 日（火）～9 月 20 日（金））にファミリーマ                          

ートで会費を入金してください（金額は「6．合格発表・入室手続き等について ＜会費＞」を確認してください）。お支払い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会費はいかなる理由であっても返還いたしません。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。入室手続き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。 

 
(4) 以下の日程から法職多摩研究室会員カード（多摩研究室員の方にはロッカーキーも併せて）をお渡しします。自分のコースを

確認して配布場所にてお受け取りください。 

 【Ａコース】 【Ｂコース】 【Ｃコース】 

交付日時 9月28日（土） 10月1日（火） 

受け取り場所 
法職多摩研究室入室式会場 

8302教室（予定） 
「炎の塔」１階法職事務室 

 

7．個人情報の取扱について 
(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） ℡：042－674－4222 

【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、右の公式Webサイトもしくは、中央大学法

職事務室Twitterと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） 


