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既修者試験について 

 

１．募 集 人 員  ６０名 

  第１回１０名前後、第２回４５名前後、第３回若干名とします。 

 

２．試 験 日 程 等 

既修者試験 第１回入試 第２回入試 第３回入試 

出願期間 

（消印有効） 

2012年07月09日 (月)

     ～17日 (火)

2012年09月14日 (金) 

     ～21日 (金) 

2012年11月27日（火）

  ～12月06日（木）

試験日 2012年08月05日（日） 2012年10月21日（日） 2013年01月13日（日）

合格発表 2012年08月29日（水） 2012年11月13日（火） 2013年01月30日（水）

入学手続期間 

（消印有効） 

2012年08月29日（水）

    ～09月14日（金）

2012年11月13日（火）

 ～26日（月）

2013年01月30日（水）

    ～02月08日（金）

 ※試験日により会場が異なります。（58ページキャンパス案内参照） 

第１回・第３回試験会場：法科大学院棟 千代田区九段北3-3-12 

   第２回試験会場：市ヶ谷キャンパス外濠校舎４階 千代田区富士見2-17-1 

 ※既修者試験の複数回受験および未修者試験との併願が可能です（出願はそれぞれする必要があ

ります）。ただし、第２回未修者試験と第３回既修者試験は同一日程のため併願できません。 

 

３．試 験 方 法 

（１） 選抜方法 下記の筆記試験と書類審査を合わせ、総合的に合否判定を行います。 

時限 試験方法 試験時間 科  目（配点） 出題範囲 

１ 短答式（２科目） 060分 
行政法  （050点） 

商法   （050点） 

２ 論文式（２科目） 120分 
憲法   （100点） 

刑法   （100点） 

３ 論文式（３科目） 120分 

民法   （100点） 

民事訴訟法（050点） 

刑事訴訟法（050点） 

司法試験の範囲 
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（２） 試験時間  
１時限目      10:00～11:000（60分） 

２時限目    12:30～14:30（120分） 

３時限目    15:30～17:30（120分） 

 

４．検 定 料 

３５，０００円 

（１）検定料は、出願期間内に金融機関（銀行・信用金庫等）から振込んでください（ＡＴＭ利用

可）。ゆうちょ銀行からの振込みはできませんのでご注意ください。 

（２）一旦納入した検定料は理由の如何にかかわらず返還できません。 

（３）各々の回の受験料として納入した検定料を別の回の検定料に変更することはできません。 

（４）既修者試験検定料として納入した検定料を未修者試験検定料に変更することはできませ

ん。 

（５）本研究科2013年度入試において、未修者試験との併願または既修者試験の出願が２回以上

の場合、２回目以降の出願の検定料は20,000円となります。 

 
５．出 願 書 類 一 覧 

既修者試験を２回以上出願する場合は、再度入試要項を請求し、あらためて出願してください。

（４～５ページ参照） 

必須書類 

（１）入学試験志願票（既修－Ａ票） 

「2012 年法科大学院全国統一適性試験」（適性試験管理委員会実施）の成績証明カードを

貼付。 

なお、「第4部 表現力を測る問題の解答用紙（写）」の提出は必要ありません。 

（２）受験票（既修－Ｄ票） ※金融機関の収納印があるもの 

（３）宛名シール（2枚綴りのもの）1枚 

（４）出願書類一覧表（既修者用） 

（５）志願者調書 両面刷り2枚 

（６）大学の卒業（見込）証明書、および成績証明書 各1通  

任意書類 

（１） 外国語検定試験の成績証明書 

（２） 国家資格試験の合格証明書 

（３） 新・旧司法試験の成績通知書 

（４） 法学既修者試験の成績証明書 

（５） 他法科大学院の修了証明書、および成績証明書 

（６） その他 
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６．出願書類作成要領（必須書類） 

（１）～（５）の書類の記入にあたっては、黒ボールペンを使用し、丁寧に本人自筆で記入し

てください。書き損じた場合は、修正液・修正テープ等を使用してください。 

指定用紙は未修者用と既修者用で異なるものがあります。間違えないように注意してください。 

 

（１） 入学試験志願票［既修－Ａ票］ 

① 入学試験志願票(Ａ票)記入例を参照の上、太枠線内をすべて記入してください。 

② 「今回出願する入試」欄の該当入試を〇で囲んでください。2013年度入試に初めて出願す

る場合、「既に出願した入試」欄の「なし」に〇をつけてください。２回目以降の出願の場合、

既に出願した入試に〇をつけ受験番号を記入してください。 

③ 写真は以下の点に注意して、所定の欄に貼付してください。 

a. カラー、上半身、脱帽、正面、背景なしで、2012 年 4 月以降に撮影したものであるこ

と（スナップ写真不可）。 

b. 試験当日に眼鏡を使用する人は、眼鏡着用の写真であること。 

c. 写真裏面には氏名を必ず記入すること。 

④ 「緊急連絡先」には、出願書類に不備があった場合等、大学から連絡をする際に使用しま

す。確実に連絡のとれる電話番号を記入してください。 

⑤ 複数の大学を卒業している場合、「大学」には、自分が最も有利と考える大学を入学の基礎

資格とし、その大学名を記入してください。 

⑥ 「出願資格コード」「出身大学コード」「学科系統分類コード大分類・中分類」には、８ペ

ージ以降の「10．コード一覧」を参照の上で記入してください。なお、法学部法律学科の出

身者は学科系統分類コードが「大分類02 中分類01」、法学部政治学科出身者は「大分類02 

中分類02」になるので間違えないようにしてください。 

⑦ 「修得した科目数」は、以下に注意し記入してください。 

a. 大学成績証明書によって該当する評価の科目数を記載してください（単位数ではあり

ません）。 

b. 複数の大学を卒業している場合、入学の基礎資格とする大学の成績を記載してくださ

い。その際、認定科目は修得した科目数に加えないでください。 

c. 入学の基礎資格とする大学に編入している場合、編入の基礎とした大学（短大等）の

成績も記載してください（編入前の大学の成績証明書も提出の必要があります）。 

d. 成績の評価基準が「入学試験志願票（Ａ票）」記載の配点と異なる場合は記入しないで

ください。その際、成績証明書に評価基準が明記されていないときは、履修要綱・シ

ラバス等に記載されている評価基準のコピーを証明書とともに必ず提出してください。 

⑧ 「社会人経験」には、該当する大学（学部）卒業後、以下に該当のある場合は「１」を、

ない場合は「０」を記入してください。 

a. 給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている方（パート・

アルバイトを含む）。 

b. 企業などを退職した方、主婦（夫）。 
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c. 夜間（二部）や通信教育課程の大学在学中に就労していた方。 

⑨ 「適性試験成績証明カード貼付欄」には、2012年実施の適性試験の成績証明カードを各自

で開封したうえでしっかりと糊付けしてください。 

（２） 入学検定料 [Ｂ票 振込依頼書・Ｃ票 領収書・Ｄ票 受験票 ] 綴り 

入学検定料振込依頼書綴りは、記入例を参照の上、必要事項をすべて記入してください。 

本研究科2013年度入試への出願が１回目の場合は、「初回出願用」の検定料綴りを使用し

てください。 

本研究科2013年度入試への出願が（併願、複数回受験に関わらず）２回目以降の場合は、

「２回目以降出願用」の検定料綴りを使用してください。 

検定料は、各回の出願期間内に金融機関やＡＴＭから振込んでください。 

① 金融機関窓口を利用する場合 

a. 金融機関（銀行・信用金庫等）の窓口から、この綴りを使用して振込んでください。ゆ

うちょ銀行からの振込みはできませんのでご注意ください。 

b. 金融機関の窓口で検定料振込後、金融機関収納印が押されたＣ・Ｄ票が返却されます。

収納印があることを確認してください。 

c. 収納印の押されたＤ票（受験票）のみを出願書類とともに送付してください（Ｂ票は金

融機関保存、Ｃ票は本人保存となります）。 

② ＡＴＭを利用する場合【2013年度入試初回出願時】 

a. 依頼人氏名を志願者氏名とし、氏名の前に依頼人コード『５５』を必ず入力してくだ

さい。（例：依頼人氏名 ５５ホウセイタロウ） 

b. 35,000円を振込んでください。 

c. 振込時の「ご利用明細」本書を、入学試験志願票（Ａ票）の裏面に貼付してください。 

d. Ｄ票（受験票）を出願書類とともに送付してください。Ｂ票、Ｃ票は使用しません。 

③ ＡＴＭを利用する場合【2013年度入試2回目以降出願時】 

a. 依頼人氏名を志願者氏名とし、氏名の前に依頼人コード『５６』を必ず入力してくだ

さい。（例：依頼人氏名 ５６ホウセイタロウ） 

b. 20,000円を振込んでください。 

c. 振込時の「ご利用明細」本書を、入学試験志願票（Ａ票）の裏面に貼付してください。 

d. Ｄ票（受験票）を出願書類とともに送付してください。Ｂ票、Ｃ票は使用しません。 

（３） 宛名シール（2枚綴りのものを1枚） 

合格者に合格通知書・入学手続書類を郵送する際に使用します。宛名シールは同じものが

2枚（未修者試験用・既修者試験用 各1枚）同封されています。1枚に郵便番号・住所・

氏名を正確に記入し、提出してください（受験番号は記入不要）。 

上記（１）～（３）の書類は順番にまとめ、クリップで留めて提出してください。 

（４） 出願書類一覧表［既修者用］ 

「（５）志願者調書」以下の提出書類の表紙として使用します。 

記載されている出願書類順に提出漏れのないように確認し、太枠線内を記入してください。 

① 外国語検定試験の成績を提出する場合は、成績証明書の種類を明記してください。 
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② 国家試験証明書を提出する場合は、提出する証明書の種類を明記してください。 

③ 「任意書類」にあらかじめ記載のない書類を提出する場合は、余白欄に項目No.・内容を記

入してください。 

（５） 志願者調書  両面刷り２枚 

① 調書の作成にあたっては、黒ボールペンで、丁寧に本人自筆で記入してください。 

② 書き損じた場合は、修正液・修正テープ等を使用してください。 

③ 記載事項に偽りを記載した場合には、不合格または入学取消となる場合があります。 

④ 写真は以下のことに注意し、所定の欄に貼付してください。 

a. カラー、上半身、脱帽、正面、背景なしで、2012 年 4 月以降に撮影したものであるこ

と（スナップ写真不可）。 

b. 試験当日に眼鏡を使用する人は、眼鏡着用の写真であること。 

c. 写真裏面には氏名を必ず記入すること。 

⑤ 「電話番号」には「入学試験志願票（Ａ票）」記載以外の連絡先で、確実に連絡がとれる番

号を記入してください（Ａ票に記載した緊急連絡先で連絡がとれない場合に使用します）。  

⑥ 「学歴」については以下のとおりです。 

a. 「学歴」欄には高校卒業からの学歴を全て記入してください。 

b. 学歴に関する証明書は、入学の基礎資格とする大学の証明（卒業証明書等）を提出し

てください。 

c. 他の法科大学院への入学・修了等の学歴がある場合は明記してください。 

d. 出願時に上記「b.」以外の学歴に関する証明書提出の必要はありませんが、後日必要

と判断した場合は提出を求めることがあります。 

⑦ 「職歴および社会における実務等の経験」は、以下に注意し記入してください。 

a. 大学（学部）卒業後の全ての職歴（パート・アルバイト・専業主婦・専業主夫を含む）

や社会経験について時系列で記入してください。 

b. 「勤務先・担当業務等」欄には、勤務先の名称と担当業務内容や、社会経験の内容を

記入してください。 

c. 職歴が多岐にわたり書ききれない場合は、自らをアピールする上で最適であると志願

者が判断した履歴について記入する、部署の変更は一つにまとめる等、簡潔に記入し

てください。 

d. 夜間(第二部)や通信教育課程の大学在学中に就労していた方は、在学中の職歴も記入

してください。 

e. 職歴等の記載内容について証明書を添付する必要はありませんが、後日照会を行うこ

とがあります。 

（６） 大学の卒業（見込）証明書および成績証明書 各1通  

① 大学の卒業(見込)証明書、および成績証明書は、入学の基礎資格とする大学（「入学試験志

願票（Ａ票）」に記載した大学）の証明書を提出してください。 

② 証明書は出願前６ヶ月以内に発行されたものを提出してください。また厳封は不要のため、

各自で開封した上で提出してください。  
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③ 成績証明書は教養課程・専門課程にかかわらず、在学期間中に履修した全科目の評価・単

位数がすべて記載された証明書を提出してください。 

④ 入学の基礎資格とする大学に編入している場合は、編入の基礎とした大学・短大等の成績

証明書も提出してください。 

⑤ 成績証明書と卒業（見込）証明書が１枚にまとまった証明書も可とします。 

⑥ 複数の大学を卒業している場合は、入学の基礎資格とする大学（「入学試験志願票（Ａ票）」

に記載した大学）の証明書を提出してください。 

⑦ 証明書の氏名と現在の氏名が異なる場合は、改姓を証明する書類（旧姓と新姓の両方が記

載されている住民票や戸籍抄本等）を提出してください。 

 
７．出願書類作成要領（任意書類） 
（１） 外国語検定試験の成績証明書 

① TOEIC®、TOEFL®以外の証明書は原本を提出してください(コピー不可)。提出の都合で出願

書類と別送になる場合は事前にコピーを提出し、出願期間終了日までに原本が大学に必着す

るように手配してください。 

② TOEIC®、TOEFL®のスコア提出にあたっては、以下の注意事項をよくお読みください。 

a. 2010年4月以降受験のものに限ります。 

b. TOEIC®：公式認定証（Official Score Certificate）（コピー可）を提出してください。

認定書が手元にない場合は、財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC®運営

委員会から公式認定証の再発行を受けて提出してください。 

c. TOEFL®：本人に送付される受験用スコア（Examinee's Score Record）（コピー可）を提

出してください。直送制度によるOfficial Score Recordの提出は受け付けません。 

（２） 国家試験証明書（公認会計士、弁理士、税理士、医師、歯科医師、建築士、通訳、司法書

士、国家公務員） 
原則として証明書原本を提出してください。ただし、証明書の発行ができないものに関し

ては、免許等をＡ4判にコピーした上で提出してください。 
（３） 新・旧司法試験の成績通知書の原本は、入学手続の際に提出していただくことがあり

ます。従って、出願の際には、そのコピーを提出し、原本は大切に保管しておいてく

ださい。 
（４） 日弁連法務研究財団2012年「法学既修者試験」成績証明書 

原本を提出してください。証明印のある成績証明書の部分のみを切り取り、重ならないよ

うにＡ４判白紙に貼付して提出してください（台紙複数枚使用可）。厳封は不要ですので、

各自で開封したうえで提出してください。 
（５） 他法科大学院の修了証明書および成績証明書 

① 証明書は出願前６ヶ月以内に発行されたものを提出してください。また厳封は不要のため、

各自で開封した上で提出してください。 

  ② 修了証明書と成績証明書が１枚にまとまった証明書も可とします。 
（６） その他 
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研究・実務内容並びに諸活動に関わる著書・論文等を提出する場合は、内容をＡ４判縦方

向の用紙に横書き（様式任意）で2枚程度にまとめた要約のみ提出してください。 
 

・上記出願書類のうち項目６の必須書類（４）～（６）および項目７の任意書類は、「（４）出願書

類一覧表」を表紙として、同書類の「必須書類」「任意書類」項目に記載されている順番でＡ４

判縦方向に統一し、左上隅をホチキスで綴じて提出してください。 

・書式が横の書類は、上部がＡ４判縦方向で右側になるように揃えてください。 

・大きな書類は、Ａ４判サイズに折り込んでください。 

・小さな書類は、Ａ４判縦白紙に糊付けし、Ａ４判サイズに揃えてください。同一項目No.の書類

が複数枚になっても結構です。 

・Ａ４判縦方向に綴じた時に、各書類右上に出願書類一覧の項目No.を記載してください。 

 

８．出 願 方 法 

（１） 既修者試験は３回あり、すべてに出願することができますが、出願期間が異なるため、一

度提出した既修者試験の出願書類を、２回目以降の既修者試験の出願書類として流用するこ

とはできません。また同様に、既修者試験の出願書類として提出された書類を、未修者試験

の出願書類として流用することはできません。書類は別々に準備・作成してください。ただ

し、2013年度入試２回目以降の出願の場合は、ＡＢＣＤ票以外の書類はコピーを提出できま

す（詳細は５ページを参照してください）。 
（２） 出願書類は、「出願書類一覧表」を確認の上、以下の要領で揃えて提出してください。 

① 次の書類はクリップで留めてください。 

a. Ａ票 入学試験志願票（裏面に適性試験の成績を貼付したもの） 

b. Ｄ票 受験票（金融機関の収納印があるもの。ＡＴＭを利用して振込んだ場合は、振込

時の「ご利用明細」本書を提出してください。） 

c. 宛名シール（2枚綴のものを1枚提出） 

② 次の書類は、「出願書類一覧表」を表紙として、「出願書類一覧表」記載の順番に、Ａ４判

縦方向に統一し、左上隅をホチキスで綴じて提出してください。 

その際、各書類右上部に出願書類一覧の項目No.を記載してください。 

    a. 出願書類一覧表 

      b. 志願者調書（両面印刷）2枚     

c. 大学の卒業（見込）証明書 

d. 大学の成績証明書     

e. 任意提出書類各種 

（３） 出願は郵送に限ります。既修者用（緑色）の封筒に入れて「簡易書留」郵便で送付してく

ださい（出願期間内消印有効）｡受験票未着等のトラブル防止のため、余裕を持って送付

することをお勧めします。 
なお、出願期間最終日の前日および当日の郵送は必ず「速達・簡易書留」としてください。 
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（４） 出願期間を過ぎた消印の出願書類は受理しません。 
（５） 出願期間内に所定の書類が完備しない出願書類は受理しません。 
（６） 提出された書類は返却しません。また、出願後の出願取り消しはできません。 
（７） 出願期間終了後、約2週間後に大学から「法政大学受験票」を返送します。入試日５日前

までに届かない場合は、法科大学院担当03-3264-9039・6302までご連絡ください。 
この受験票は大切に保管し、試験当日に必ず持参してください。 

 

９．試 験 当 日 の 注 意 

（１） 試験会場は日程により異なります。事前にホームページや掲載の地図（58ページ）等で確

認してください。 

（２） 入構開始時刻は試験開始の1時間前です。それ以前に入構することはできません。 

（３） 「法政大学法科大学院受験票」と法科大学院全国統一適性試験の受験票を必ず持参し、受

付で提示してください。 

（４） 各時限開始時刻の20分前から試験の諸注意等説明を行います。開始時刻20分前には必ず

入室・着席してください。 

（５） 試験開始後20分を経過しての遅刻は、交通機関の事故や試験会場の間違いなどいかなる理 

由であっても受験は認めません。 

（６） 試験時間中の途中退出は認めません。 

（７） 携帯電話は電源を切りカバンの中にしまってください。携帯電話を時計がわりとして使用

することはできません。また、試験時間中の操作は不正行為とみなします。 

（８） 論文試験では六法を貸与します。それ以外の参照は不可です。 

（９） 短答式科目解答の際は、HBの鉛筆・プラスチック消しゴムを用意してください。シャープ 

 ペンシルは使用できません。 

（１０） 論文式科目解答時の筆記用具の指定はありません。 

（１１） 当日校舎内で昼食の用意はありません。各自入構前にご用意ください。 

 

１０．合 格 発 表 

（１） 試験選考結果は、合格発表日10:00より法政大学法科大学院ホームページで発表します。

携帯電話・パソコンからアクセス可能です。 

（２） 合格者には、発表と同時に「宛名シール」記載の住所宛に「合格通知書」および「入学手

続書類」を速達で郵送します。 

（３） 電話での合否に関する問合せには一切応じられません。 

（４） 既修者試験を受験して合格した場合でも、行政法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法のいず

れかについて、入学試験の得点が最低基準に満たない科目については履修が免除されませ
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ん。この場合、該当者には、入学手続書類送付時に、履修が免除されなかった科目につい

てお知らせいたします。 

 

１１．入 学 手 続 

（１） 入学手続時の納入金額は以下のとおりです。 

区分 摘 要 金額内訳 
入学手続時 

納入金合計 

他校 

出身者 

・入学金 

・授業料1期分（年額の2分の1） 

・教育充実費1期分（年額の2分の1） 

・諸会費 

270,000円 

540,000円 

70,000円 

6,300円 

886,300円 

自校 

出身者 

・入学金 

・授業料1期分（年額の2分の1） 

・教育充実費1期分（年額の2分の1） 

・諸会費 

135,000円 

540,000円 

35,000円 

6,300円 

716,300円 

（２） 自校出身者とは、法政大学の学部卒業者・大学院修了者を指し、入学金・教育充実費の納

入金額が半額になります。 

（３） 入学手続時には授業料・教育充実費のみ年額の2分の1（1期分）の納入になります。 

（４） 合格者は、「入学手続時納入金」を手続期間内に納入し、手続書類を大学宛に郵送してくだ

さい（手続期間最終日の消印有効）。 

（５） 定められた期間内に手続を行わない場合は、理由の如何にかかわらず入学の許可を取り消

します。 

（６） 一旦納入した入学申込金（入学金）は、理由の如何にかかわらず返還しません。 

（７） 入学手続完了後（入学手続時納入金を全額納入後）、他大学への進学や、やむを得ない理由

等により入学の辞退を希望する場合は、所定の期間内に手続を行うと、入学金を除く学費

その他の納入金の返還を受けることができます。詳細は合格者に送付される「入学手続案

内」に従ってください。 

（８） 既修者試験の入学手続完了後に未修者試験に合格した場合、希望者は未修者入学への変更

が認められます。詳細は合格者に送付される「入学手続案内」に従ってください。 
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１２．既修者試験用市ヶ谷キャンパス案内（法科大学院棟・外濠校舎） 

法科大学院棟（第１回・第３回試験会場）【所在地】東京都千代田区九段北３－３－１２ 

外濠校舎（第２回試験会場）      【所在地】東京都千代田区富士見２－１７－１ 

      

【Ｊ Ｒ 線】●総武線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩10分 

【地下鉄線】●都営新宿線：市ヶ谷駅A4出口から徒歩10分 

●東京メトロ有楽町線・南北線：市ヶ谷駅下車5番出口から徒歩10分 

●東京メトロ東西線飯田橋駅A4出口から徒歩15分 

      ●都営大江戸線：飯田橋駅B2a出口から徒歩15分 

← 

飯田橋方面 

 

→ 

市ヶ谷方面

市ヶ谷キャンパス 

 

第２回試験会場（外濠校舎4階）

第１回・第３回 

試験会場（法科大学院棟） 

一口坂ＴＳビル


