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君のために、そして社会のために、

もっと自分自身を磨け。

関西学院創設者
W. R. ランバス

1886年（明治19年）11月24日、神戸港――――。海岸から一気に山すそ
へと広がる街並を、いま中国から着いたばかりの船上から、⚑人の青年が
見下ろしていた。W. R. ランバス、32歳。

米国南メソヂスト監督教会日本宣教部の総理、曾祖父以来⚔代にわたる
宣教師で、神学・医学・法学を修めた、同教会が自信と期待をもって日本
へ初めて送りこんだ若きエースだった。前任地中国から日本へ着いて⚒日
後、彼は居宅の外国人居留地47番館（今の大丸神戸店東隣り）を「読書館」
として開放、早くも活動を開始する。「伝道キリスト教主義による日本青

年の教育」が、彼に与えられた使命だった。その⚓年後、神戸・原田の森に関西学院が誕生。130年余
にわたって受け継がれているキリスト教主義教育がここに始まったのである。

ロースクール概要

⚑．名 称：関西学院大学大学院司法研究科法務専攻

⚒．課 程：専門職学位課程

⚓．学 位：法務博士（専門職）

⚔．学生定員：入学定員30名 収容定員90名

⚕．開 設：2004年⚔月

⚖．設置場所：兵庫県西宮市（西宮北口キャンパス）

⚗．開講形態：昼夜開講
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《アドミッション・ポリシー》
関西学院大学ロースクールは、スクール・モットーʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡのもとに高度

専門職業人の養成に特化した専門職大学院（法科大学院）であって、人権感覚豊かな、かつ、現代社会の多様な法
的ニーズに応える市民法曹として、法曹にふさわしい良き仕事（Good Work）を遂行できる人材の養成を目的と
する。この目的の達成をめざし、広い専門知識と深い洞察力、豊かな人間性と強い責任感、高度な倫理観を育成し、
社会に貢献する法曹を養成するため、次のような人物を求める。

⚑．ロースクールにおいて必要とされる論理的思考力、分析力および表現力を有する者。
⚒．幅広い分野において顕著な活動を行った者や、専門的な能力、資格を有するなどで、将来法曹となった時にそ

の特長を十分に活かし社会に寄与する活動が期待できる者。
⚓．出身学部にかかわらず、ロースクールにおいて必要とされる法学の基本的な学識を有する者。

《2023年度入試のポイント》
1．一般入試の入試種別に新卒者試験を新設します。
一般入試（既修者試験、未修者試験）に「新卒者試験」を新設します。
新卒者試験は、2019年⚔月⚑日以降に大学を卒業した者を対象とし、合否判定に学部成績を含みます。
既修者試験は、筆記試験（法律科目）および学部成績によって選抜します。未修者試験は、筆記試験（論文）、
面接試験、学部成績によって選抜します。
なお、新卒者試験と既卒者試験とは併願することはできませんが、新卒者試験の資格に該当する受験生は既卒
者試験の受験を選択することも可能です。

2．⚕年一貫型入試・開放型入試は早期卒業見込者だけではなく、卒業見込者も出願可能
になりました。
⚕年一貫型入試・開放型入試に卒業見込者も出願可能になりました。
⚕年一貫型入試は、筆記試験を課さず、学部成績および面接試験によって選抜します。開放型入試は筆記試験
（法律科目）および学部成績によって選抜します。開放型入試は、一般入試と比較して学部成績の配点比率が
高く設定されています。

3．Ａ・Ｂ・Ｃの⚓日程で実施します。
本学（西宮）試験場以外の試験場として、東京（Ａ日程、Ｃ日程）、岡山（Ａ日程、Ｂ日程）、福岡（Ａ日程、
Ｂ日程）を設置します。
なお、Ａ日程の⚕年一貫型入試、Ｂ・Ｃ日程の特別入試は本学試験場（西宮）のみ実施します。

4．在学生全員が受給できる給付型の奨学金制度を用意しています。
本学では、標準修業年限内は在学生全員が受給できる給付型の手厚い支給奨学金制度を用意しています。
特にＡ日程入試は、合格者全員が特別支給奨学金（学費全額相当額）および入学支給奨学金（入学金相当額）
に採用されます。
Ｂ・Ｃ日程入試の合格者は、入学試験の成績に応じて各種の支給奨学金に採用されます。
詳しくは本冊子 P. 37をご参照ください。

責 了 【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／ロースクール入試要項／
2023／ポリシー・ポイント・入試概要 責 了
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《入試概要》
⚑．入試日程
Ａ日程、Ｂ日程、Ｃ日程入試を実施します。
⿎ Ａ日程入試（法学既修者・法学未修者）
［入試種別］ ①一般入試

・早期卒業見込者
・卒業見込者
・新卒者
・既卒者
②⚕年一貫型入試
③開放型入試

［入試日程］ ⚕年一貫型入試 法学既修者 2022年⚘月⚕日（金）
一般入試 法学既修者 2022年⚘月⚖日（土）
開放型入試 法学既修者 2022年⚘月⚖日（土）
一般入試 法学未修者 2022年⚘月⚗日（日）

［試験内容］ ⚕年一貫型入試 法学既修者 面接試験
一般入試 法学既修者 法律科目試験
開放型入試 法学既修者 法律科目試験
一般入試 法学未修者 論文、面接試験

Ａ日程入試は入学者全員に「関西学院大学法科入学支給奨学金」（入学金相当額）および「関西学院大学法
科特別支給奨学金」（学費相当額）を支給します。

⿎ Ｂ日程入試（法学既修者・法学未修者）
［入試種別］ ①一般入試

・早期卒業見込者
・卒業見込者
・新卒者
・既卒者
②特別入試

［入試日程］ 一般入試 法学既修者 2022年⚙月10日（土）
一般入試 法学未修者 2022年⚙月11日（日）
特別入試 法学未修者 2022年⚙月11日（日）

［試験内容］ 一般入試 法学既修者 法律科目試験
一般入試 法学未修者 論文、面接試験
特別入試 法学未修者 論文、面接試験

⿎ Ｃ日程入試（法学既修者・法学未修者）
［入試種別］ ①一般入試

・早期卒業見込者
・卒業見込者
・新卒者
・既卒者
②開放型入試
③特別入試

［入試日程］ 一般入試 法学既修者 2023年⚒月11日（土）
開放型入試 法学既修者 2023年⚒月11日（土）
一般入試 法学未修者 2023年⚒月12日（日）
特別入試 法学未修者 2023年⚒月12日（日）

［試験内容］ 一般既修者 法学既修者 法律科目試験
開放型入試 法学既修者 法律科目試験
一般未修者 法学未修者 論文、面接試験
特別入試 法学未修者 論文、面接試験

※履修免除試験は、希望者を対象に2023年⚓月25日（土）に実施します。
詳しくは本冊子P. 32をご参照ください。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／ロースクール入試要項／
2023／ポリシー・ポイント・入試概要 責 了
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⚒．募集人員・出願資格・入試日程・試験地・入学手続日程
Ａ日程（一般入試）

種 別 一般入試
早期卒業見込者試験

一般入試
卒業見込者試験

一般入試
新卒者試験

一般入試
既卒者試験

コ ー ス 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者

募 集 人 員 一般入試・⚕年一貫型入試・開放型入試
合わせて法学既修者20名、法学未修者10名程度（全入試日程合計）

出 願 資 格 大学早期卒業見込者
（飛び級含む）

大学卒業見込者
（早期卒業見込、飛び級含む）

大学新卒者
（2019年⚔月⚑日以降に大学を卒業した者）

大学卒業者
（左記 新卒者含む）

試 験 日 ⚘月⚖日（土） ⚘月⚗日（日） ⚘月⚖日（土） ⚘月⚗日（日） ⚘月⚖日（土） ⚘月⚗日（日） ⚘月⚖日（土） ⚘月⚗日（日）

試 験 地
西宮：関西学院大学西宮北口キャンパス
東京：関西学院大学東京丸の内キャンパス
岡山：岡山シティホテル桑田町
福岡：TKP博多駅 筑紫口ビジネスセンター

出 願 期 間 2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）
合格発表日 2022年⚘月12日（金）
入学手続Ⅰ 2022年⚘月12日（金）～⚘月26日（金）
入学手続Ⅱ ～2023年⚓月10日（金）

Ａ日程（⚕年一貫型入試）
種 別 ⚕年一貫型入試
コ ー ス 法学既修者
募 集 人 員 一般入試（法学既修者）・⚕年一貫型入試・開放型入試 合わせて20名程度（全入試日程合計）

出 願 資 格 関西学院大学大学院司法研究科と法曹養成連携協定を締結している大学において、
所定の教育課程を修了し、早期卒業見込ないし卒業見込である者

試 験 日 ⚘月⚕日（金）
試 験 地 西宮：関西学院大学西宮北口キャンパス
出 願 期 間 2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）
合格発表日 2022年⚘月12日（金）
入学手続Ⅰ 2022年⚘月12日（金）～⚘月26日（金）
入学手続Ⅱ ～2023年⚓月10日（金）

Ａ日程（開放型入試）
種 別 開放型入試
コ ー ス 法学既修者
募 集 人 員 一般入試（法学既修者）・⚕年一貫型入試・開放型入試 合わせて20名程度（全入試日程合計）

出 願 資 格 関西学院大学大学院司法研究科と法曹養成連携協定を締結していない大学において、
所定の教育課程を修了し、早期卒業見込ないし卒業見込である者

試 験 日 ⚘月⚖日（土）

試 験 地
西宮：関西学院大学西宮北口キャンパス
東京：関西学院大学東京丸の内キャンパス
岡山：岡山シティホテル桑田町
福岡：TKP博多駅 筑紫口ビジネスセンター

出 願 期 間 2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）
合格発表日 2022年⚘月12日（金）
入学手続Ⅰ 2022年⚘月12日（金）～⚘月26日（金）
入学手続Ⅱ ～2023年⚓月10日（金）

⚓ 校 【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／ロースクール入試要項／
2023／ポリシー・ポイント・入試概要 ⚓ 校
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Ｂ日程（一般入試）

種 別 一般入試
早期卒業見込者試験

一般入試
卒業見込者試験

一般入試
新卒者試験

一般入試
既卒者試験

コ ー ス 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者

募 集 人 員 一般入試・⚕年一貫型入試・開放型入試
合わせて法学既修者20名、法学未修者10名程度（全入試日程合計）

出 願 資 格 大学早期卒業見込者
（飛び級含む）

大学卒業見込者
（早期卒業見込、飛び級含む）

大学新卒者
（2019年⚔月⚑日以降に大学を卒業した者）

大学卒業者
（左記 新卒者含む）

試 験 日 ⚙月10日（土） ⚙月11日（日） ⚙月10日（土） ⚙月11日（日） ⚙月10日（土） ⚙月11日（日） ⚙月10日（土） ⚙月11日（日）

試 験 地
西宮：関西学院大学西宮北口キャンパス
岡山：岡山シティホテル桑田町
福岡：TKP博多駅 筑紫口ビジネスセンター

出 願 期 間 2022年⚘月16日（火）～⚘月30日（火）
合格発表日 2022年⚙月16日（金）
入学手続Ⅰ 2022年⚙月16日（金）～⚙月30日（金）
入学手続Ⅱ ～2023年⚓月10日（金）

Ｂ日程（特別入試）
種 別 特別入試
コ ー ス 法学未修者
募 集 人 員 若干名

出 願 資 格 大学卒業見込者（早期卒業見込、飛び級含む）・
大学新卒者・大学卒業者

試 験 日 ⚙月11日（日）
試 験 地 西宮：関西学院大学西宮北口キャンパス
出 願 期 間 2022年⚘月16日（火）～⚘月30日（火）
合格発表日 2022年⚙月16日（金）
入学手続Ⅰ 2022年⚙月16日（金）～⚙月30日（金）
入学手続Ⅱ ～2023年⚓月10日（金）

Ｃ日程（一般入試）

種 別 一般入試
早期卒業見込者試験

一般入試
卒業見込者試験

一般入試
新卒者試験

一般入試
既卒者試験

コ ー ス 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者 法学既修者 法学未修者

募 集 人 員 一般入試・⚕年一貫型入試・開放型入試
合わせて法学既修者20名、法学未修者10名程度（全入試日程合計）

出 願 資 格 大学早期卒業見込者
（飛び級含む）

大学卒業見込者
（早期卒業見込、飛び級含む）

大学新卒者
（2019年⚔月⚑日以降に大学を卒業した者）

大学卒業者
（左記 新卒者含む）

試 験 日 ⚒月11日（土） ⚒月12日（日） ⚒月11日（土） ⚒月12日（日） ⚒月11日（土） ⚒月12日（日） ⚒月11日（土） ⚒月12日（日）

試 験 地 西宮：関西学院大学西宮北口キャンパス
東京：関西学院大学東京丸の内キャンパス

出 願 期 間 2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）
合格発表日 2023年⚒月17日（金）
入学手続Ⅰ 2023年⚒月17日（金）～⚓月⚓日（金）
入学手続Ⅱ ～2023年⚓月10日（金）

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／ロースクール入試要項／
2023／ポリシー・ポイント・入試概要 ⚓ 校
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Ｃ日程（開放型入試）
種 別 開放型入試
コ ー ス 法学既修者
募 集 人 員 一般入試（法学既修者）・⚕年一貫型入試・開放型入試 合わせて20名程度（全入試日程合計）

出 願 資 格 関西学院大学大学院司法研究科と法曹養成連携協定を締結していない大学において、
所定の教育課程を修了し、早期卒業見込ないし卒業見込である者

試 験 日 ⚒月11日（土）

試 験 地 西宮：関西学院大学西宮北口キャンパス
東京：関西学院大学東京丸の内キャンパス

出 願 期 間 2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）
合格発表日 2023年⚒月17日（金）
入学手続Ⅰ 2023年⚒月17日（金）～⚓月⚓日（金）
入学手続Ⅱ ～2023年⚓月10日（金）

Ｃ日程（特別入試）
種 別 特別入試
コ ー ス 法学未修者
募 集 人 員 若干名

出 願 資 格 大学卒業見込者（早期卒業見込、飛び級含む）・
大学新卒者・大学卒業者

試 験 日 ⚒月12日（日）
試 験 地 西宮：関西学院大学西宮北口キャンパス
出 願 期 間 2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）
合格発表日 2023年⚒月17日（金）
入学手続Ⅰ 2023年⚒月17日（金）～⚓月⚓日（金）
入学手続Ⅱ ～2023年⚓月10日（金）

⚓．併願受験
⚕年一貫型入試および開放型入試は同一日程で実施する一般入試、特別入試との併願が可能です。
Ａ日程入試では、一般入試（法学既修者）※⚑、一般入試（法学未修者）※⚒、⚕年一貫型入試または開放型入試
の最大⚓つの併願が可能です。
Ｂ日程入試では、一般入試（法学既修者）※⚑、一般入試（法学未修者）※⚒、特別入試の最大⚓つの併願が可能
です。
Ｃ日程入試では、一般入試（法学既修者）※⚑、一般入試（法学未修者）※⚒、開放型入試、特別入試の最大⚔つ
の併願が可能です。

※⚑ 一般入試（法学既修者）は、早期卒業見込者試験、卒業見込者試験、新卒者試験、既卒者試験のいずれか一つ
※⚒ 一般入試（法学未修者）は、早期卒業見込者試験、卒業見込者試験、新卒者試験、既卒者試験のいずれか一つ

⚓ 校 【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／ロースクール入試要項／
2023／ポリシー・ポイント・入試概要 ⚓ 校
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一般入試 法学既修者 ⚒年修了
一般入試 法学未修者 ⚓年修了

（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）
⚑．趣 旨

ロースクールは、高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養う専門職大学院として、法曹養成のための教
育を行うことを目的としています。関西学院大学ロースクールでは、その目的を達成するため、「本学の建学
の精神ʠMastery for Serviceʡを体現し、社会に貢献する法曹を養成する」という理念に共鳴し、法曹になろ
うという強い意志と意欲、及び法曹になるための素養を持った者を選抜するために個別入学試験を実施します。

【法学既修者入試】 ロースクールにおいて必要とされる法学の基礎的な学識を有する者で、⚒年修了を希望す
る者を対象にした入試です。出身学部、在籍学部にかかわらず受験が可能です。

【法学未修者入試】 ロースクールにおいて必要とされる法学の基礎的な学識を有しない者で、⚓年修了を希望
する者を対象にした入試です。出身学部、在籍学部にかかわらず受験が可能です。

⚒．専攻・募集人員
Ａ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
Ａ日程【一般入試 卒業見込者試験】
Ａ日程【一般入試 新卒者試験】
Ａ日程【一般入試 既卒者試験】
Ｂ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
Ｂ日程【一般入試 卒業見込者試験】
Ｂ日程【一般入試 新卒者試験】

⽱

⾇`
⾇
⽲

一般入試・⚕年一貫型入試・開放型入試
合わせて法学既修者20名、法学未修者10名程度
（入試全日程の合計）

Ｂ日程【一般入試 既卒者試験】
Ｃ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
Ｃ日程【一般入試 卒業見込者試験】
Ｃ日程【一般入試 新卒者試験】
Ｃ日程【一般入試 既卒者試験】

⚓．出 願 資 格

【一般入試 早期卒業見込者試験】

次のいずれかに該当する者
① 2023年⚓月31日までに大学を早期卒業見込の者
② 2023年⚓月31日をもって⚓年以上大学に在学し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科にお

いて認めた者

一
般
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【一般入試 卒業見込者試験】

次のいずれかに該当する者。
① 2023年⚓月31日までに大学卒業見込の者（早期卒業見込の者も含む）
② 2023年⚓月31日をもって⚓年以上大学に在学し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科にお

いて認めた者
③ 大学改革支援・学位授与機構から学士学位を2023年⚓月31日までに授与される見込の者
④ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を2023年⚓月31日までに修了見込の者
⑤ 外国において、学校教育における16年の課程を2023年⚓月31日までに修了見込の者
⑥ 外国の学校が行う通信教育により学校教育における16年の課程を2023年⚓月31日までに修了見込の者
⑦ 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして文部科学大臣が指定した教育施設で16年の課程を

2023年⚓月31日までに修了見込の者

（注意事項［出願資格：一般入試 早期卒業見込者試験、一般入試 卒業見込者試験］）
⚑．出願資格②により受験を希望する場合は、Ａ日程は⚖月24日（金）、Ｂ日程は⚗月22日（金）、Ｃ日程は⚑月

⚖日（金）までに必ず司法研究科事務室に詳細を問い合わせたうえで出願してください。期日までに問い
合わせなく出願した場合、出願資格に該当しないことがあっても本学は責任を負いません。
なお、本資格で出願した者は、本入学試験に合格し、次の条件をすべて満たした場合に入学が認められます。
ア．2023年⚓月31日現在、大学在学期間が⚓年に達していること（休学期間は含めない）。
イ．2023年⚓月31日現在、大学で124単位以上修得していること。
ウ．2023年⚓月31日現在、修得した全単位の学業成績点※の平均が4.0点以上であること。

※学業成績点は、出願時に提出された成績証明書に基づき素点を確認し、以下の基準に従って換算、
点数化される（不合格科目は含めない）。

◆学業成績点換算表
素点 学業成績点

100点～80点 ⚕点
79点～70点 ⚓点
69点～60点 ⚑点
59点～ ⚐点

◆学業成績点平均の計算式
学業成績点総点（各科目の学業成績点×各科目の単位数）÷ 総取得単位数 ＝ 学業成績点平均点

【一般入試 新卒者試験】

次のいずれかに該当する者。
① 2019年⚔月⚑日以降に大学を卒業した者
② 大学改革支援・学位授与機構から学士学位を2019年⚔月⚑日以降に授与された者
③ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を2019年⚔月⚑日以降に修了した者
④ 外国において、学校教育における16年の課程を2019年⚔月⚑日以降に修了した者
⑤ 外国の学校が行う通信教育により学校教育における16年の課程を2019年⚔月⚑日以降に修了した者
⑥ 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして文部科学大臣が指定した教育施設で16年の課程を

2019年⚔月⚑日以降に修了した者

⚓ 校
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【一般入試 既卒者試験】

次のいずれかに該当する者。
① 大学卒業者
② 大学改革支援・学位授与機構から学士学位を授与された者
③ 個別の入学資格審査により、大学卒業者と同等以上の学力があると本研究科において認めた者で、入学時

に22歳に達する者
④ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者
⑤ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
⑥ 外国の学校が行う通信教育により学校教育における16年の課程を修了した者
⑦ 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして文部科学大臣が指定した教育施設で16年の課程を

修了した者
⑧ 文部科学大臣の指定した者

（注意事項［出願資格：一般入試 新卒者試験、一般入試 既卒者試験］）
⚑．出願時において、関西学院大学大学院司法研究科に在学中の場合は受験資格はありません。
⚒．既卒者試験の出願資格③により受験を希望する場合は、Ａ日程は⚖月10日（金）、Ｂ日程は⚗月⚘日（金）、

Ｃ日程は12月⚙日（金）までに必ず司法研究科事務室に詳細を問い合わせた上で、Ａ日程は⚖月24日（金）、
Ｂ日程は⚗月22日（金）、Ｃ日程は⚑月⚖日（金）までに所定の申請書類を提出してください。
入学資格審査の結果を本研究科より書面で通知しますので、出願時には、通知書のコピーを提出してくだ
さい。出願期日までに通知書のコピーを提出できない場合は、受験資格がないものとします。

⚓．出願資格の有無について質問がある場合は、必ず司法研究科事務室に問い合わせてください。

⚔．出 願 手 続

⑴ 出願期間

Ａ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
Ａ日程【一般入試 卒業見込者試験】
Ａ日程【一般入試 新卒者試験】
Ａ日程【一般入試 既卒者試験】

2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）【消印有効】＊郵送のみ

Ｂ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
Ｂ日程【一般入試 卒業見込者試験】
Ｂ日程【一般入試 新卒者試験】
Ｂ日程【一般入試 既卒者試験】

2022年⚘月16日（火）～⚘月30日（火）【消印有効】＊郵送のみ

Ｃ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
Ｃ日程【一般入試 卒業見込者試験】
Ｃ日程【一般入試 新卒者試験】
Ｃ日程【一般入試 既卒者試験】

2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）【消印有効】＊郵送のみ

⑵ 出願方法
入学試験願書（出願する日程のもの）に必要事項を記入の上、同願書の振込依頼書により入学検定料を納入
後、本学所定の出願書類送付用封筒（出願する日程のもの）に出願書類を封入し、出願入試形態・出願者氏
名・出願者住所を明記し、〒663-8204 兵庫県西宮市高松町5-22 西宮ガーデンズ ゲート館⚗F 関西学院大
学大学院 司法研究科事務室へ郵送してください。必ず簡易書留速達郵便で郵送してください。郵送のみの
出願となります。
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⑶ 出願書類（必須）

①入学試験願書

○所定用紙（出願する日程のもの）の［（A）～（C）票］に本人が記入し、入学検定料
を納入の上（※）、（C）票を提出してください。写真票は切り離さないでください。
（※）以下の場合には入学検定料の納入は不要です。
・すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程、Ｃ日程で出願
する場合
・すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合

○志願票（（C）票）に、写真（縦⚔cm×横⚓cm、正面上半身・脱帽、出願前⚓ヵ月
以内に撮影したもの、裏面に氏名を記入）を貼付してください。
○合否通知や入学までに送付する郵便物は（C）票に記載の住所宛に送付します。
○志願票（（C）票）の出願入試形態欄に○をしてください（併願の場合は出願するす
べての入試形態に〇をしてください。併願可能な入試形態については、P.⚕（⚓．
併願受験）を確認してください。
○志願票（（C）票）の学歴欄を記入するとともに、本入試要項巻末の大学コードを記
入してください（コードの記載がない場合は、9005と記入）。すべての出身大学と
出身大学院を記入してください。なお、大学院については、修士課程（博士前期）、
博士課程、専門職学位課程でのそれぞれの出身大学院を記入するとともに、本入試
要項巻末の大学院コードを記入してください（コードの記載がない場合は、9007と
記入）。
○志願票（（C）票）は裏面も記入してください。実務経験がある場合は、職歴をすべ
て記入してください。

②志望理由・
自己評価書

○所定用紙「志望理由・自己評価書」。P. 10（注意事項［出願手続］）⚔を参照の上、
本人が作成してください。なお、記載内容は指定の枠内に必ず収めてください。ま
た、志望理由・自己評価書は⚑回の出願につき⚑枚までです。⚒枚以上の使用はで
きません。複数日程に出願する場合、記載内容に変更がない場合は、同じものを提
出することを可とします。

③出願書類（B）票
（検定料領収書）の
写し

以下の場合には提出が必要です。
○すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程、Ｃ日程で出願する
場合［Ａ日程における（B）票の写しを提出］
○すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合［Ｂ
日程における（B）票の写しを提出］

④成績証明書

○出身大学作成のもの。大学院のものは不要です。
○大学卒業見込の者は、出願時点で直近のものを提出してください。
○教養課程と専門課程が分かれている場合は、両方提出してください。
○大学に編入した場合は、編入学前の短期大学・大学の成績証明書も提出してください。
○転学部者は、転学部前の成績証明書も提出してください。

⑤卒業（見込）証明書

○出身大学作成のもの。ただし、成績証明書に卒業（見込）年月日の記載があれば提
出不要です。最終学歴が大学院の場合は、大学院のものも提出してください。
○早期卒業見込者・飛び級の受験者で、卒業見込証明書が発行されない場合は提出不
要です。
○大学改革支援・学位授与機構から学位を授与された者は、学位授与証明書を提出し
てください。
○現在大学院に在籍している者で修了見込証明書を提出できない者は、在籍証明書を
提出してください。
○大学院を退学した者は、退学証明書を提出してください。

⑥その他 ○外国籍の方は、在留カードまたはパスポートのコピーを提出してください。

（法学既修者のみ全日程：資格能力加点）
以下の資格試験について、合格を証明する書類を提出した場合は、合否判定において10点を加点します（た
だし、複数の資格試験に合格していたとしても、加点限度最大10点までとします）。証明書類は、各日程の
出願開始日から⚒年以内に受験したもの（※）で、出願時に提出できるものを有効とします。

司法試験予備試験短答式合格、法学検定試験アドバンスト〈上級〉合格

責 了
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（法学未修者のみ全日程：語学能力加点）
以下の語学試験において、語学能力が一定以上であることを証明する書類を提出した場合は、合否判定にお
いて10点を上限として加点対象とします（ただし、複数の語学試験の成績を提出したとしても、加点限度最
大10点までとします）。証明書類は、各日程の出願開始日から⚒年以内に受験したもの（※）で、出願時に
提出できるものを有効とします。

英 語：TOEIC® Listening & Reading Test 750点、
TOEFL iBT® 80点、実用英語技能検定（英検） 準⚑級、IELTS 6、
国連英検 B級、ケンブリッジ英語検定 FCE

ド イ ツ 語：ドイツ語技能検定試験（独検） ⚒級相当
フランス語：実用フランス語技能検定試験（仏検） ⚒級相当
中 国 語：中国語検定試験（中検） ⚒級相当
スペイン語：スペイン語技能検定（西検） ⚒級相当
ロ シ ア 語：ロシア語能力検定試験（露検） ⚒級相当
韓国語・朝鮮語：「ハングル」能力検定試験 ⚒級相当
イタリア語：実用イタリア語検定（伊検） ⚒級

※各日程における各試験受験日の有効期限
Ａ日程：2020年⚗月12日～2022年⚗月11日に受験したもの
Ｂ日程：2020年⚘月16日～2022年⚘月15日に受験したもの
Ｃ日程：2021年⚑月17日～2023年⚑月16日に受験したもの

（注意事項［出願手続］）
⚑．提出書類はいかなる理由があっても返還しません。
⚒．出願書類の記載事項が事実と異なる場合、記入漏れがある場合、不正がある場合は、受験及び入学の資格

を取り消します。
⚓．同一日程内で複数の入試形態を併願する場合、出願書類（志望理由・自己評価書、各種証明書を含む）は

⚑通でかまいません。ただし、複数の日程を受験する場合は、日程ごとに出願書類（志望理由・自己評価
書、各種証明書を含む）が必要です。

⚔．一般・⚕年一貫型・開放型入試用の「志望理由・自己評価書」は、本研究科ウェブサイト（https://www.
kwansei.ac.jp/lawschool/）の「入試情報」―「入試要項・出願書類」―「一般・⚕年一貫型・開放型入
試出願者用「志望理由・自己評価書」」からもダウンロードできます。ダウンロードが困難な場合は、出
願までに司法研究科事務室に個別に請求してください。

⚕．入学後、健康診断を行いますので、出願時または入学手続時に健康診断書を提出する必要はありません。
⚖．各種証明書に記載している氏名と現在の氏名が異なる場合は、同一人であることがわかるものを提出して

ください。
⚗．出願書類④成績証明書、⑤卒業（見込）証明書は、以下のとおり発行されたものに限ります。

Ａ日程：2022年⚑月12日以降に発行（出願時直近のもの）
Ｂ日程：2022年⚒月16日以降に発行（出願時直近のもの）
Ｃ日程：2022年⚗月17日以降に発行（出願時直近のもの）

⚘．身体に障がいがあり、受験に際して特別の配慮を必要とする志願者は、受験方法等の準備のため、以下の
日程までに司法研究科事務室に申し出てください。
Ａ日程：2022年⚖月24日（金）
Ｂ日程：2022年⚗月22日（金）
Ｃ日程：2023年⚑月⚖日（金）
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⑷ 入学検定料：全日程・全入試形態を通して10,000円
入学願書［（A）～（C）票］に必要事項を記入の上、切り離さずに金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局は不可）
の窓口で納入してください。納入後、（B）（C）票に金融機関の出納印があることを確認してください。（B）
票は領収書です。本人が大切に保管してください。ただし、同一日程内の併願に加え、以下の場合には、検
定料の納入は不要です。
○ すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程・Ｃ日程で出願する場合
○ すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合

（注意事項［入学検定料］）
⚑．銀行振込の場合：「電信扱」で納入してください。（A）票に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合、

手数料は不要です。その他の金融機関から振り込む場合は手数料が必要です。取扱金融機関の出納印を
もって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印まで有効です。なお、金融機関により出納日
付の取扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。
ATM及びインターネットバンキングによる振込みは受け付けません。

⚒．コンビニエンスストア利用の場合：P. 51の「コンビニエンスストアでの入学検定料支払い方法」を参照
の上、手続してください。

⚓．いったん納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

⑸ 入学検定料振込期間
Ａ日程 2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）
Ｂ日程 2022年⚘月16日（火）～⚘月30日（火）
Ｃ日程 2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）

⚕．受 験 票

試験実施日の⚒日前になっても受験票が届かない場合は、司法研究科事務室までお問い合わせください。選考
当日は受験票を持参の上、指定された試験会場、受験番号の座席で受験してください。
また、成績開示や履修免除試験受験を申請する際に必要になりますので、受験後も紛失しないように注意して
ください。

⚖．試験日時・試験内容・試験会場

⑴ Ａ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
【一般入試 卒業見込者試験】
【一般入試 新卒者試験】
【一般入試 既卒者試験】

【法学既修者】 2022年⚘月⚖日（土）
試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～12：00（120分）
民法 100点

本学（西宮北口キャンパス）
東京、岡山、福岡

商法 50点
13：30～14：50（ 80分） 憲法 100点
15：30～16：50（ 80分） 刑法 100点

（配点）
筆記試験（法律科目） 面接試験 学部成績 合計点

早期卒業見込者試験

350点 ―

200点 550点
卒業見込者試験 100点 450点
新卒者試験 50点 400点

― 350点既卒者試験
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【法学未修者】 2022年⚘月⚗日（日）
試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～11：30（90分） 論文 200点 本学（西宮北口キャンパス）
東京、岡山、福岡13：00～（⚑人20分程度） 面接 50点

（配点）
筆記試験（論文） 面接試験 学部成績 合計点

早期卒業見込者試験

200点 50点

150点 400点
卒業見込者試験 100点 350点
新卒者試験 50点 300点
既卒者試験 ― 250点

⑵ Ｂ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
【一般入試 卒業見込者試験】
【一般入試 新卒者試験】
【一般入試 既卒者試験】

【法学既修者】 2022年⚙月10日（土）
試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～12：00（120分）
民法 100点

本学（西宮北口キャンパス）
岡山、福岡

商法 50点
13：30～14：50（ 80分） 憲法 100点
15：30～16：50（ 80分） 刑法 100点

（配点）
筆記試験（法律科目） 面接試験 学部成績 合計点

早期卒業見込者試験

350点 ―

200点 550点
卒業見込者試験 100点 450点
新卒者試験 50点 400点

― 350点既卒者試験

【法学未修者】 2022年⚙月11日（日）
試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～11：30（90分） 論文 200点 本学（西宮北口キャンパス）
岡山、福岡13：00～（⚑人20分程度） 面接 50点

（配点）
筆記試験（論文） 面接試験 学部成績 合計点

早期卒業見込者試験

200点 50点

150点 400点
卒業見込者試験 100点 350点
新卒者試験 50点 300点
既卒者試験 ― 250点
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⑶ Ｃ日程【一般入試 早期卒業見込者試験】
【一般入試 卒業見込者試験】
【一般入試 新卒者試験】
【一般入試 既卒者試験】

【法学既修者】 2023年⚒月11日（土）
試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～12：00（120分）
民法 100点

本学（西宮北口キャンパス）
東京

商法 50点
13：30～14：50（ 80分） 憲法 100点
15：30～16：50（ 80分） 刑法 100点

（配点）
筆記試験（法律科目） 面接試験 学部成績 合計点

早期卒業見込者試験

350点 ―

200点 550点
卒業見込者試験 100点 450点
新卒者試験 50点 400点

― 350点既卒者試験

【法学未修者】 2023年⚒月12日（日）
試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～11：30（90分） 論文 200点 本学（西宮北口キャンパス）
東京13：00～（⚑人20分程度） 面接 50点

（配点）
筆記試験（論文） 面接試験 学部成績 合計点

早期卒業見込者試験

200点 50点

150点 400点
卒業見込者試験 100点 350点
新卒者試験 50点 300点
既卒者試験 ― 250点

⑷ 補足事項（試験内容）
【法学既修者】
（筆記試験〈法律科目〉）
① 法学部卒業程度の問題で論述式です。
② 持込みは一切不可です。
③ 六法（ポケット六法（有斐閣））を貸与します。
④ 出題範囲

科 目 出題範囲
憲法・民法・刑法 除外範囲なし
商法 海商法、保険法、手形法及び小切手法を除く

（学部成績）
① 学部成績は、すべての単位修得科目における成績をGPA化した上で評価します。
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【法学未修者】
（筆記試験〈論文〉）
① 日本語による問題を出題します。
② 文章を読み、論理的な分析能力や文章能力があるかを測ります。
③ 法律の知識を問うものではありません。
④ 持込みは一切不可です。

（面接試験）
① 面接では志望理由・自己評価書の記載内容に基づき質問します。
② 面接時刻は当日発表します。面接時刻は各人により異なります。

（学部成績）
① 学部成績は、すべての単位修得科目における成績をGPA化した上で評価します。

⑸ 注意事項（試験全般）
⚑．試験当日は受験票を必ず持参してください。呈示のない場合は受験できないことがあります。
⚒．試験当日は9：40までに着席してください。開場は9：10です。
⚓．試験開始後（面接試験は指定の集合時間後）30分以上遅刻した場合は受験することができません。
⚔．試験開始後の途中退室はできません。
⚕．不正行為者は全科目無効とします。
⚖．すべての試験会場には駐車場・駐輪場設備がありませんので、車・自転車での来場はできません。電車・

バス等をご利用ください。
⚗．答案は下記を使用して記入してください。

・BまたはHBの黒鉛筆（シャープペンシルはBまたはHB 0.5 mm以上の芯であれば使用可）
・プラスチック製消しゴム
・黒インクのボールペン又は万年筆（ただし、インクがプラスチック製消しゴム等で消せないものに限
る。）

検討のためのラインマーカー及び色鉛筆の使用は、問題用紙及び下書き用紙に限り許可します。
サインペンは使用できません。また、筆記用具の貸出しは行いません。

⚘．机上には受験票、使用を許可した筆記用具と時計（辞書や電卓等の機能があるもの・それらの機能の有無
が判別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものを除く）のほかは置くことがで
きません。ただし、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー（袋または箱から中身だけ取り出したもの）、
目薬は必要に応じて置くことができます。

⚙．定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む）、コンパスの使用は認めていません。
10．電卓類（計算機能や翻訳機能を持つ時計、漢字用の電卓類を含む）等の補助具、電子辞書、筆箱、下敷、

耳栓などの使用は認めていません。
11．携帯電話、スマートフォン、PHSなどの通信機器、携帯音楽プレーヤー等の音楽機器については、試験

校舎（試験室）での使用を禁止します（携帯電話等を時計として使用することはできません）。携帯電話、
スマートフォンは必ずアラームを解除の上、電源を切っておいてください。なお、かばんの中で携帯電話
などが鳴った場合は、監督者が本人の了解を得ずにかばんを試験室の外に持ち出すことがあります。

12．試験室のある建物から出る場合は、必ず受験票を携行してください。再入場の際、呈示が必要です。
13．気分が悪いなど身体の調子のよくない場合は監督者に申し出てください。
14．その他、試験室においては、すべて監督者の指示にしたがってください。
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⚗．合 格 判 定

【法学既修者】 法律科目試験、学部成績の総合点で合否判定します（資格能力により10点を加点します）。た
だし、総合得点が合格最低得点を上回っていても、法律科目試験の成績が一定の基準を満たさない場合は、不
合格となる場合があります。なお志望理由・自己評価書は判定の際に参考とすることがあります。

【法学未修者】 論文試験、面接試験、学部成績の総合点で合否判定します（語学能力により10点を加点しま
す）。ただし、総合得点が合格最低得点を上回っていても、論文試験、面接試験の成績が一定の基準を満たさ
ない場合は、不合格となる場合があります。なお志望理由・自己評価書は判定の際に参考とすることがありま
す。

⚘．合 格 者 発 表
Ａ日程 2022年⚘月12日（金）
Ｂ日程 2022年⚙月16日（金）
Ｃ日程 2023年⚒月17日（金）

志願票（（C）票）に記載の住所・氏名宛に合否通知を速達で郵送します。なお、当日13：00より本研究科ウェ
ブサイトにも掲載しますが、あくまでも補助的な手段ですので郵送する合否通知で確認してください。

（注意事項［合格者発表］）
⚑．合否に関する問い合わせには一切応じません。
⚒．合格者には、合格通知書とともに入学手続等に関する書類を郵送します。
⚓．全試験科目及び面接試験を受験した場合のみ、合否通知を郵送します。
⚔．入学試験における個人成績の開示に応じます。請求方法及び請求期間等の詳細については、合格発表の掲

載と同時に本研究科ウェブサイトでお知らせします。

入学手続・学費・奨学金などについてはP. 35～を参照してください。
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⚕年一貫型入試 法学既修者 ⚒年修了
（Ａ日程）

⚑．趣 旨

ロースクールは、高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養う専門職大学院として、法曹養成のための教
育を行うことを目的としています。関西学院大学ロースクールでは、その目的を達成するため、「本学の建学
の精神ʠMastery for Serviceʡを体現し、社会に貢献する法曹を養成する」という理念に共鳴し、法曹になろ
うという強い意志と意欲、及び法曹になるための素養を持った者を選抜するために個別入学試験を実施します。

⚒．専攻・募集人員
Ａ日程【⚕年一貫型入試】 一般入試（法学既修者）・開放型入試 合わせて20名程度（入試全日程の合計）

⚓．出 願 資 格

関西学院大学大学院司法研究科と法曹養成連携協定を締結している大学において、所定の教育課程を修了し、
2023年⚓月31日までに早期卒業見込ないし卒業見込である者

⚔．出 願 手 続

⑴ 出願期間

Ａ日程【⚕年一貫型入試】

2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）【消印有効】＊郵送のみ

〈その他入試区分との併願受験〉
一般入試との併願が可能です。
一般入試（法学既修者）※⚑、一般入試（法学未修者）※⚒、⚕年一貫型入試の最大⚓つの併願が可能です。

※⚑ 一般入試（法学既修者）は、早期卒業見込者試験、卒業見込者試験のいずれか一つ
※⚒ 一般入試（法学未修者）は、早期卒業見込者試験、卒業見込者試験のいずれか一つ

⑵ 出願方法
入学試験願書（Ａ日程用）に必要事項を記入の上、同願書の振込依頼書により入学検定料を納入後、本学所
定の出願書類送付用封筒（Ａ日程用）に出願書類を封入し、出願入試形態・出願者氏名・出願者住所を明記
し、〒663-8204 兵庫県西宮市高松町5-22 西宮ガーデンズ ゲート館⚗F 関西学院大学大学院 司法研究科
事務室へ郵送してください。必ず簡易書留速達郵便で郵送してください。郵送のみの出願となります。
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⑶ 出願書類（必須）

①入学試験願書

○所定用紙（Ａ日程用）の［（A）～（C）票］に本人が記入し、入学検定料を納入の上、
（C）票を提出してください。写真票は切り離さないでください。
○志願票（（C）票）に、写真（縦⚔cm×横⚓cm、正面上半身・脱帽、出願前⚓ヵ月
以内に撮影したもの、裏面に氏名を記入）を貼付してください。
○合否通知や入学までに送付する郵便物は（C）票に記載の住所宛に送付します。
○志願票（（C）票）の出願入試形態欄に○をしてください（併願の場合は出願するす
べての入試形態に〇をしてください。併願可能な入試形態については、P.⚕（⚓．
併願受験）を確認してください。
○志願票（（C）票）の学歴欄に最終出身校名（関西学院大学）を記入するとともに、
大学コード6451を記入してください。
○志願票（（C）票）は裏面も記入してください。

②志望理由・
自己評価書

○所定用紙「志望理由・自己評価書」。下記（注意事項［出願手続］）⚔を参照の上、
本人が作成してください。なお、記載内容は指定の枠内に必ず収めてください。ま
た、志望理由・自己評価書は⚑回の出願につき⚑枚までです。⚒枚以上の使用はで
きません。

③成績証明書
○出身大学作成のもの。出願時点で直近のものを提出してください。
○大学に編入した場合は、編入学前の短期大学・大学の成績証明書も提出してください。
○転学部者は、転学部前の成績証明書も提出してください。

④卒業（見込）証明書
○出身大学作成のもの。ただし、成績証明書に卒業（見込）年月日の記載があれば提
出不要です。
○早期卒業見込のため、卒業見込証明書が発行されない場合は提出不要です。

⑤その他 ○外国籍の方は、在留カードまたはパスポートのコピーを提出してください。

（資格能力加点）
以下の資格試験について、合格を証明する書類を提出した場合は、合否判定において10点を加点します（た
だし、複数の資格試験に合格していたとしても、加点限度最大10点までとします）。証明書類は、各日程の
出願開始日から⚒年以内に受験したもの（※）で、出願時に提出できるものを有効とします。

司法試験予備試験短答式合格、法学検定試験アドバンスト〈上級〉合格

※試験受験日の有効期限
Ａ日程：2020年⚗月12日～2022年⚗月11日に受験したもの

（注意事項［出願手続］）
⚑．提出書類はいかなる理由があっても返還しません。
⚒．出願書類の記載事項が事実と異なる場合、記入漏れがある場合、不正がある場合は、受験及び入学の資格

を取り消します。
⚓．同一日程内で複数の入試形態を併願する場合、出願書類（志望理由・自己評価書、各種証明書を含む）は

⚑通でかまいません。ただし、複数の日程を受験する場合は、日程ごとに出願書類（志望理由・自己評価
書、各種証明書を含む）が必要です。

⚔．一般・⚕年一貫型・開放型入試用の「志望理由・自己評価書」は、本研究科ウェブサイト（https://www.
kwansei.ac.jp/lawschool/）の「入試情報」―「入試要項・出願書類」―「一般・⚕年一貫型・開放型入
試出願者用「志望理由・自己評価書」」からもダウンロードできます。ダウンロードが困難な場合は、出
願までに司法研究科事務室に個別に請求してください。

⚕．入学後、健康診断を行いますので、出願時または入学手続時に健康診断書を提出する必要はありません。
⚖．各種証明書に記載している氏名と現在の氏名が異なる場合は、同一人であることがわかるものを提出して

ください。
⚗．出願書類③成績証明書、④卒業（見込）証明書は、以下のとおり発行されたものに限ります。

Ａ日程：2022年⚑月12日以降に発行（出願時直近のもの）
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⚘．身体に障がいがあり、受験に際して特別の配慮を必要とする志願者は、受験方法等の準備のため、以下の
日程までに司法研究科事務室に申し出てください。
Ａ日程：2022年⚖月24日（金）

⑷ 入学検定料：全日程・全入試形態を通して10,000円
入学願書［（A）～（C）票］に必要事項を記入の上、切り離さずに金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局は不可）
の窓口で納入してください。納入後、（B）（C）票に金融機関の出納印があることを確認してください。（B）
票は領収書です。本人が大切に保管してください。

（注意事項［入学検定料］）
⚑．銀行振込の場合：「電信扱」で納入してください。（A）票に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合、

手数料は不要です。その他の金融機関から振り込む場合は手数料が必要です。取扱金融機関の出納印を
もって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印まで有効です。なお、金融機関により出納日
付の取扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。
ATM及びインターネットバンキングによる振込みは受け付けません。

⚒．コンビニエンスストア利用の場合：P. 51の「コンビニエンスストアでの入学検定料支払い方法」を参照
の上、手続してください。

⚓．いったん納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

⑸ 入学検定料振込期間
Ａ日程 2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）

⚕．受 験 票

試験実施日の⚒日前になっても受験票が届かない場合は、司法研究科事務室までお問い合わせください。選考
当日は受験票を持参の上、指定された試験会場、受験番号の座席で受験してください。
また、成績開示や履修免除試験受験を申請する際に必要になりますので、受験後も紛失しないように注意して
ください。

⚖．試験日時・試験内容・試験会場

⑴ Ａ日程【⚕年一貫型入試】
【法学既修者】 2022年⚘月⚕日（金）

試験時間 試験科目 試験会場
10：00～（⚑人30分程度） 面接 本学（西宮北口キャンパス）

（配点）
面接試験 学部成績 合計点
50点 100点 150点

⑵ 補足事項（試験内容）
（面接試験）
① 面接では志望理由・自己評価書の記載内容に基づき質問します。
② 面接時刻は当日発表します。面接時刻は各人により異なります。

（学部成績）
① 学部成績は、すべての単位修得科目における成績をGPA化した上で評価します。
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⑶ 注意事項（試験全般）
⚑．試験当日は受験票を必ず持参してください。呈示のない場合は受験できないことがあります。
⚒．試験当日は9：40までに着席してください。開場は9：10です。
⚓．面接試験は指定の集合時間後30分以上遅刻した場合は受験することができません。
⚔．本学西宮北口キャンパスには駐車場・駐輪場設備がありませんので、車・自転車での来場はできません。

電車・バス等をご利用ください。
⚕．試験室のある建物から出る場合は、必ず受験票を携行してください。再入場の際、呈示が必要です。
⚖．気分が悪いなど身体の調子のよくない場合は監督者に申し出てください。
⚗．その他、試験室においては、すべて監督者の指示にしたがってください。

⚗．合 格 判 定

面接試験、学部成績の総合点で合否判定します（資格能力により10点を加点します）。ただし、総合得点が合
格最低得点を上回っていても、面接試験の成績が一定の基準を満たさない場合は、不合格となる場合がありま
す。なお志望理由・自己評価書は判定の際に参考とすることがあります。

⚘．合 格 者 発 表
Ａ日程 2022年⚘月12日（金）

志願票（（C）票）に記載の住所・氏名宛に合否通知を速達で郵送します。なお、当日13：00より本研究科ウェ
ブサイトにも掲載しますが、あくまでも補助的な手段ですので郵送する合否通知で確認してください。

（注意事項［合格者発表］）
⚑．合否に関する問い合わせには一切応じません。
⚒．合格者には、合格通知書とともに入学手続等に関する書類を郵送します。
⚓．面接試験を受験した場合のみ、合否通知を郵送します。
⚔．入学試験における個人成績の開示に応じます。請求方法及び請求期間等の詳細については、合格発表の掲

載と同時に本研究科ウェブサイトでお知らせします。

入学手続・学費・奨学金などについてはP. 35～を参照してください。
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開放型入試 法学既修者 ⚒年修了
（Ａ・Ｃ日程）

⚑．趣 旨

ロースクールは、高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養う専門職大学院として、法曹養成のための教
育を行うことを目的としています。関西学院大学ロースクールでは、その目的を達成するため、「本学の建学
の精神ʠMastery for Serviceʡを体現し、社会に貢献する法曹を養成する」という理念に共鳴し、法曹になろ
うという強い意志と意欲、及び法曹になるための素養を持った者を選抜するために個別入学試験を実施します。

⚒．専攻・募集人員
Ａ日程【開放型入試】 ⽱

`
⽲

一般入試（法学既修者）・⚕年一貫型入試 合わせて20名程度（入試全日程の合計）
Ｃ日程【開放型入試】

⚓．出 願 資 格

関西学院大学大学院司法研究科と法曹養成連携協定を締結していない大学において、所定の教育課程を修了
し、2023年⚓月31日までに早期卒業見込ないし卒業見込である者

⚔．出 願 手 続

⑴ 出願期間

Ａ日程【開放型入試】

2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）【消印有効】＊郵送のみ

Ｃ日程【開放型入試】

2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）【消印有効】＊郵送のみ

〈その他入試区分との併願受験〉
一般入試・特別入試との併願が可能です。
Ａ日程入試では、一般入試（法学既修者）※⚑、一般入試（法学未修者）※⚒、開放型入試の最大⚓つの併願
が可能です。
Ｃ日程入試では、一般入試（法学既修者）※⚑、一般入試（法学未修者）※⚒、開放型入試、特別入試の最大
⚔つの併願が可能です。

※⚑ 一般入試（法学既修者）は、早期卒業見込者試験、卒業見込者試験のいずれか一つ
※⚒ 一般入試（法学未修者）は、早期卒業見込者試験、卒業見込者試験のいずれか一つ

⑵ 出願方法
入学試験願書（出願する日程のもの）に必要事項を記入の上、同願書の振込依頼書により入学検定料を納入
後、本学所定の出願書類送付用封筒（出願する日程のもの）に出願書類を封入し、出願入試形態・出願者氏
名・出願者住所を明記し、〒663-8204 兵庫県西宮市高松町5-22 西宮ガーデンズ ゲート館⚗F 関西学院大
学大学院 司法研究科事務室へ郵送してください。必ず簡易書留速達郵便で郵送してください。郵送のみの
出願となります。
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⑶ 出願書類（必須）

①入学試験願書

○所定用紙（出願する日程のもの）の［（A）～（C）票］に本人が記入し、入学検定料
を納入の上（※）、（C）票を提出してください。写真票は切り離さないでください。
（※）以下の場合には入学検定料の納入は不要です。
・すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程、Ｃ日程で出願
する場合
・すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合

○志願票（（C）票）に、写真（縦⚔cm×横⚓cm、正面上半身・脱帽、出願前⚓ヵ月
以内に撮影したもの、裏面に氏名を記入）を貼付してください。
○合否通知や入学までに送付する郵便物は（C）票に記載の住所宛に送付します。
○志願票（（C）票）の出願入試形態欄に○をしてください（併願の場合は出願するす
べての入試形態に〇をしてください。併願可能な入試形態については、P.⚕（⚓．
併願受験）を確認してください。
○志願票（（C）票）の学歴欄を記入するとともに、本入試要項巻末の大学コードを記
入してください（コードの記載がない場合は、9005と記入）。
○志願票（（C）票）は裏面も記入してください。

②志望理由・
自己評価書

○所定用紙「志望理由・自己評価書」。P. 22（注意事項［出願手続］）⚔を参照の上、
本人が作成してください。なお、記載内容は指定の枠内に必ず収めてください。ま
た、志望理由・自己評価書は⚑回の出願につき⚑枚までです。⚒枚以上の使用はで
きません。複数日程に出願する場合、記載内容に変更がない場合は、同じものを提
出することを可とします。

③出願書類（B）票
（検定料領収書）の
写し

以下の場合には提出が必要です。
○すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程、Ｃ日程で出願する
場合［Ａ日程における（B）票の写しを提出］
○すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合［Ｂ
日程における（B）票の写しを提出］

④法曹コース
在籍証明書

〇所定用紙「法曹コース在籍証明書」。
〇本研究科ウェブサイト（https://www.kwansei.ac.jp/lawschool）の「入試情報」―
「入試要項・出願書類」―「開放型入試出願用「法曹コース在籍証明書」」からダウ
ンロードしてください。
所定用紙は本研究科ウェブサイトでのみ入手可能です。ダウンロードが困難な場合
は、出願までに司法研究科事務室に個別に請求してください。
〇所属大学・学部より押印および必要事項をすべて記入してもらい、提出してくださ
い。本人が記入しないでください。

⑤成績証明書

○出身大学作成のもの。出願時点で直近のものを提出してください。
○教養課程と専門課程が分かれている場合は、両方提出してください。
○大学に編入した場合は、編入学前の短期大学・大学の成績証明書も提出してください。
○転学部者は、転学部前の成績証明書も提出してください。

⑥卒業（見込）証明書
○出身大学作成のもの。ただし、成績証明書に卒業（見込）年月日の記載があれば提
出不要です。
○早期卒業見込のため、卒業見込証明書が発行されない場合は提出不要です。

⑦その他 ○外国籍の方は、在留カードまたはパスポートのコピーを提出してください。

（資格能力加点）
以下の資格試験について、合格を証明する書類を提出した場合は、合否判定において10点を加点します（た
だし、複数の資格試験に合格していたとしても、加点限度最大10点までとします）。証明書類は、各日程の
出願開始日から⚒年以内に受験したもの（※）で、出願時に提出できるものを有効とします。

司法試験予備試験短答式合格、法学検定試験アドバンスト〈上級〉合格

※各日程における各試験受験日の有効期限
Ａ日程：2020年⚗月12日～2022年⚗月11日に受験したもの
Ｃ日程：2021年⚑月17日～2023年⚑月16日に受験したもの
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（注意事項［出願手続］）
⚑．提出書類はいかなる理由があっても返還しません。
⚒．出願書類の記載事項が事実と異なる場合、記入漏れがある場合、不正がある場合は、受験及び入学の資格

を取り消します。
⚓．同一日程内で複数の入試形態を併願する場合、出願書類（志望理由・自己評価書、各種証明書を含む）は

⚑通でかまいません。ただし、複数の日程を受験する場合は、日程ごとに出願書類（志望理由・自己評価
書、各種証明書を含む）が必要です。

⚔．一般・⚕年一貫型・開放型入試用の「志望理由・自己評価書」は、本研究科ウェブサイト（https://www.
kwansei.ac.jp/lawschool/）の「入試情報」―「入試要項・出願書類」―「一般・⚕年一貫型・開放型入
試出願者用「志望理由・自己評価書」」からもダウンロードできます。ダウンロードが困難な場合は、出
願までに司法研究科事務室に個別に請求してください。

⚕．入学後、健康診断を行いますので、出願時または入学手続時に健康診断書を提出する必要はありません。
⚖．各種証明書に記載している氏名と現在の氏名が異なる場合は、同一人であることがわかるものを提出して

ください。
⚗．出願書類⑤成績証明書、⑥卒業（見込）証明書は、以下のとおり発行されたものに限ります。

Ａ日程：2022年⚑月12日以降に発行（出願時直近のもの）
Ｃ日程：2022年⚗月17日以降に発行（出願時直近のもの）

⚘．身体に障がいがあり、受験に際して特別の配慮を必要とする志願者は、受験方法等の準備のため、以下の
日程までに司法研究科事務室に申し出てください。
Ａ日程：2022年⚖月24日（金）
Ｃ日程：2023年⚑月⚖日（金）

⑷ 入学検定料：全日程・全入試形態を通して10,000円
入学願書［（A）～（C）票］に必要事項を記入の上、切り離さずに金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局は不可）
の窓口で納入してください。納入後、（B）（C）票に金融機関の出納印があることを確認してください。（B）
票は領収書です。本人が大切に保管してください。ただし、同一日程内の併願に加え、以下の場合には、検
定料の納入は不要です。
○ すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程・Ｃ日程で出願する場合
○ すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合

（注意事項［入学検定料］）
⚑．銀行振込の場合：「電信扱」で納入してください。（A）票に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合、

手数料は不要です。その他の金融機関から振り込む場合は手数料が必要です。取扱金融機関の出納印を
もって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印まで有効です。なお、金融機関により出納日
付の取扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。
ATM及びインターネットバンキングによる振込みは受け付けません。

⚒．コンビニエンスストア利用の場合：P. 51の「コンビニエンスストアでの入学検定料支払い方法」を参照
の上、手続してください。

⚓．いったん納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

⑸ 入学検定料振込期間
Ａ日程 2022年⚗月12日（火）～⚗月26日（火）
Ｃ日程 2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）

⚕．受 験 票

試験実施日の⚒日前になっても受験票が届かない場合は、司法研究科事務室までお問い合わせください。選考
当日は受験票を持参の上、指定された試験会場、受験番号の座席で受験してください。
また、成績開示や履修免除試験受験を申請する際に必要になりますので、受験後も紛失しないように注意して
ください。
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⚖．試験日時・試験内容・試験会場

⑴ Ａ日程【開放型入試】
【法学既修者】 2022年⚘月⚖日（土）

試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～12：00（120分）
民法 100点

本学（西宮北口キャンパス）
東京、岡山、福岡

商法 50点
13：30～14：50（ 80分） 憲法 100点
15：30～16：50（ 80分） 刑法 100点

（配点）
筆記試験（法律科目） 面接試験 学部成績 合計点

300点（※） ― 250点 550点

（※）筆記試験350点満点を300点に換算して評価する。

⑵ Ｃ日程【開放型入試】
【法学既修者】 2023年⚒月11日（土）

試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～12：00（120分）
民法 100点

本学（西宮北口キャンパス）
東京

商法 50点
13：30～14：50（ 80分） 憲法 100点
15：30～16：50（ 80分） 刑法 100点

（配点）
筆記試験（法律科目） 面接試験 学部成績 合計点

300点（※） ― 250点 550点

（※）筆記試験350点満点を300点に換算して評価する。

⑶ 補足事項（試験内容）
（筆記試験〈法律科目〉）
① 法学部卒業程度の問題で論述式です。
② 持込みは一切不可です。
③ 六法（ポケット六法（有斐閣））を貸与します。
④ 出題範囲

科 目 出題範囲
憲法・民法・刑法 除外範囲なし
商法 海商法、保険法、手形法及び小切手法を除く

（学部成績）
① 学部成績は、すべての単位修得科目における成績をGPA化した上で評価します。

⑷ 注意事項（試験全般）
⚑．試験当日は受験票を必ず持参してください。呈示のない場合は受験できないことがあります。
⚒．試験当日は9：40までに着席してください。開場は9：10です。
⚓．試験開始後30分以上遅刻した場合は受験することができません。
⚔．試験開始後の途中退室はできません。
⚕．不正行為者は全科目無効とします。
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⚖．すべての試験会場には駐車場・駐輪場設備がありませんので、車・自転車での来場はできません。電車・
バス等をご利用ください。

⚗．答案は下記を使用して記入してください。
・BまたはHBの黒鉛筆（シャープペンシルはBまたはHB 0.5 mm以上の芯であれば使用可）
・プラスチック製消しゴム
・黒インクのボールペン又は万年筆（ただし、インクがプラスチック製消しゴム等で消せないものに限
る。）

検討のためのラインマーカー及び色鉛筆の使用は、問題用紙及び下書き用紙に限り許可します。
サインペンは使用できません。また、筆記用具の貸出しは行いません。

⚘．机上には受験票、使用を許可した筆記用具と時計（辞書や電卓等の機能があるもの・それらの機能の有無
が判別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものを除く）のほかは置くことがで
きません。ただし、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー（袋または箱から中身だけ取り出したもの）、
目薬は必要に応じて置くことができます。

⚙．定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む）、コンパスの使用は認めていません。
10．電卓類（計算機能や翻訳機能を持つ時計、漢字用の電卓類を含む）等の補助具、電子辞書、筆箱、下敷、

耳栓などの使用は認めていません。
11．携帯電話、スマートフォン、PHSなどの通信機器、携帯音楽プレーヤー等の音楽機器については、試験

校舎（試験室）での使用を禁止します（携帯電話等を時計として使用することはできません）。携帯電話、
スマートフォンは必ずアラームを解除の上、電源を切っておいてください。なお、かばんの中で携帯電話
などが鳴った場合は、監督者が本人の了解を得ずにかばんを試験室の外に持ち出すことがあります。

12．試験室のある建物から出る場合は、必ず受験票を携行してください。再入場の際、呈示が必要です。
13．気分が悪いなど身体の調子のよくない場合は監督者に申し出てください。
14．その他、試験室においては、すべて監督者の指示にしたがってください。

⚗．合 格 判 定

法律科目試験、学部成績の総合点で合否判定します（資格能力により10点を加点します）。ただし、総合得点
が合格最低得点を上回っていても、法律科目試験の成績が一定の基準を満たさない場合は、不合格となる場合
があります。なお志望理由・自己評価書は判定の際に参考とすることがあります。

⚘．合 格 者 発 表
Ａ日程 2022年⚘月12日（金）
Ｃ日程 2023年⚒月17日（金）

志願票（（C）票）に記載の住所・氏名宛に合否通知を速達で郵送します。なお、当日13：00より本研究科ウェ
ブサイトにも掲載しますが、あくまでも補助的な手段ですので郵送する合否通知で確認してください。

（注意事項［合格者発表］）
⚑．合否に関する問い合わせには一切応じません。
⚒．合格者には、合格通知書とともに入学手続等に関する書類を郵送します。
⚓．全試験科目を受験した場合のみ、合否通知を郵送します。
⚔．入学試験における個人成績の開示に応じます。請求方法及び請求期間等の詳細については、合格発表の掲

載と同時に本研究科ウェブサイトでお知らせします。

入学手続・学費・奨学金などについてはP. 35～を参照してください。
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特別入試 法学未修者 ⚓年修了
（Ｂ・Ｃ日程）

⚑．趣 旨

ロースクールは、高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養う専門職大学院として、法曹養成のための教
育を行うことを目的としています。関西学院大学ロースクールでは、その目的を達成するため、「本学の建学
の精神ʠMastery for Serviceʡを体現し、社会に貢献する法曹を養成する」という理念に共鳴し、法曹になろ
うという強い意志と意欲、及び法曹になるための素養を持った者を選抜するために個別入学試験を実施します。

「特別入試 ⚓年修了」は、幅広い分野において顕著な活動を行った者や、専門的な能力、資格を有する者な
どで、将来法曹になった時にその特長を十分にいかし、社会的に寄与する活動が期待できる者を対象にした入
試です。本入試は⚓年間での修了のみです。

出身学部、在籍学部にかかわらず受験が可能です。

⚒．専攻・募集人員
Ｂ日程【特別入試】 若干名
Ｃ日程【特別入試】 若干名

⚓．出 願 資 格

次の①～⑩のいずれかに該当し、かつ⑪に該当する者。
① 大学卒業者及び2023年⚓月31日までに大学卒業見込の者（早期卒業見込の者も含む）
② 大学改革支援・学位授与機構から学士学位を授与された者及び2023年⚓月31日までに授与される見込の者
③ 2023年⚓月31日をもって⚓年以上大学に在学し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科にお

いて認めた者
④ 個別の入学資格審査により、大学卒業者と同等以上の学力があると本研究科において認めた者で、入学時

に22歳に達する者
⑤ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者及び2023年⚓月31日までに修了見込の者
⑥ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者及び2023年⚓月31日までに修了見込の者
⑦ 外国において、学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと

本研究科において認めた者
⑧ 外国の学校が行う通信教育により学校教育における16年の課程を修了した者及び2023年⚓月31日までに修

了見込の者
⑨ 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして文部科学大臣が指定した教育施設で16年の課程を

修了した者及び2023年⚓月31日までに修了見込の者
⑩ 文部科学大臣の指定した者
⑪ 次のいずれかに該当する者［詳細は P. 26（注意事項［出願資格］）⚓を参照］

ア 外国語の能力が優れた者
イ キリスト教にかかわる活動実績のある者
ウ ボランティア活動で顕著な実績のある者
エ スポーツ活動や文化活動で顕著な実績のある者
オ 専門資格を有し、活動実績のある者
カ 応募時に通算⚕年以上の職歴がある者
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（注意事項［出願資格］）
⚑．出願資格③により受験を希望する場合は、Ｂ日程は⚗月⚘日（金）、Ｃ日程は12月⚙日（金）までに必ず司

法研究科事務室に詳細を問い合わせた上で出願してください。期日までに問い合わせなく出願した場合、
出願資格に該当しないことがあっても本学は責任を負いません。なお、本資格で出願した者は、本入学試
験に合格し、次の条件をすべて満たした場合に入学が認められます。
ア．2023年⚓月31日現在、大学在学期間が⚓年に達していること（休学期間は含めない）。
イ．2023年⚓月31日現在、大学で124単位以上修得していること。
ウ．2023年⚓月31日現在、修得した全単位の学業成績点※の平均が4.0点以上であること。

※学業成績点は、出願時に提出された成績証明書に基づき素点を確認し、以下の基準に従って換算、
点数化される（不合格科目は含めない）。

◆学業成績点換算表
素点 学業成績点

100点～80点 ⚕点
79点～70点 ⚓点
69点～60点 ⚑点
59点～ ⚐点

◆学業成績点平均の計算式
学業成績点総点（各科目の学業成績点×各科目の単位数）÷ 総取得単位数 ＝ 学業成績点平均点

⚒．出願資格④⑦により受験を希望する場合は、Ｂ日程は⚗月⚘日（金）、Ｃ日程は12月⚙日（金）までに必ず
司法研究科事務室に詳細を問い合わせた上で、Ｂ日程は⚗月20日（水）、Ｃ日程は12月22日（木）までに所
定の申請書類を提出してください。入学資格審査の結果を本研究科より書面で通知しますので、出願時に
は、通知書のコピーを提出してください。出願期日までに通知書コピーを提出できない場合は、受験資格
がないものとします。

⚓．出願資格⑪の詳細は次のとおりです。
各資格を証明する書類を提出してください。提出がない場合、出願資格はありません。提出書類に虚偽の
記載があった場合は、入学を取り消します。
ア 外国語の能力が優れた者

出願資格および対象とする外国語は、次のとおりです。なお、これらの言語を母語としている者は出
願できません。
英 語：TOEIC® Listening & Reading Test 750点、

TOEFL iBT® 80点、実用英語技能検定（英検） 準⚑級、IELTS 6、
国連英検 B級、ケンブリッジ英語検定 FCE

ド イ ツ 語：ドイツ語技能検定試験（独検） ⚒級相当
フランス語：実用フランス語技能検定試験（仏検） ⚒級相当
中 国 語：中国語検定試験（中検） ⚒級相当
スペイン語：スペイン語技能検定（西検） ⚒級相当
ロ シ ア 語：ロシア語能力検定試験（露検） ⚒級相当
韓国語・朝鮮語：「ハングル」能力検定試験 ⚒級相当
イタリア語：実用イタリア語検定（伊検） ⚒級
なお、証明する書類は、Ｂ日程は2020年⚘月16日～2022年⚘月15日、Ｃ日程は2021年⚑月17日～2023
年⚑月16日に受験したもので、出願時に提出できるものを有効とします。また、複数の出願資格を有
している場合、すべての証明書を提出してください。有利なものを合否判定に使用します。

イ キリスト教にかかわる活動実績のある者
⚓年以上の活動実績が必要です。証明書の提出がどうしても困難な場合、その理由を書いた「理由書」
（所定用紙）を提出してください。
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ウ ボランティア活動で顕著な実績のある者
社会への献身的なボランティア活動を応募時の⚑年以内に継続的に行い、通算⚑年以上活動したこと
が必要です。証明書の提出がどうしても困難な場合、その理由を書いた「理由書」（所定用紙）を提
出してください。

エ スポーツ活動や文化活動で顕著な実績のある者
全国レベルのスポーツ活動や文化活動で優勝したり、それに準ずることが必要です。団体のメンバー
でも出願が可能です。

オ 専門資格を有し、活動実績のある者
医師、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、看護師、助産師、⚑級建築士、薬剤
師の資格を有する者ならびに、海外の法曹資格を有する者で、これらの資格を取得してから応募時ま
でにその資格に関連した職務の経験が⚓年以上ある者を対象とします。なお、これらの資格は日本、
海外の資格を問いません。専門資格の証明書は必ず必要です。職務経験の証明書も必要となります
が、この証明書の提出がどうしても困難な場合、その理由を書いた「理由書」（所定用紙）を提出し
てください。ここに列挙する以外の専門資格により受験を希望する場合は、Ｂ日程は⚗月⚘日（金）、
Ｃ日程は12月⚙日（金）までに必ず司法研究科事務室に詳細を問い合わせた上で、Ｂ日程は⚗月22日
（金）、Ｃ日程は⚑月⚖日（金）までに所定の申請書類を提出してください。入学資格審査の結果を本
研究科より書面で通知しますので、出願時には、通知書のコピーを提出してください。出願期日まで
に通知書コピーを提出できない場合は、受験資格がないものとします。

カ 応募時に通算⚕年以上の職歴がある者
応募時に通算⚕年以上にわたって特別入試の趣旨を活かした職務経歴がある者を対象とします。証明
書の提出がどうしても困難な場合、その理由を書いた「理由書」（所定用紙）を提出してください。

⚔．特別入試（未修者⚓年修了）における前述⚓．の⚖つの出願資格の複数を選択することはできません。
従って、⚖つの出願資格（（ア）～（カ））の内、どれか一つの資格のみで出願してください。なお、（オ）「専
門資格を有し、活動実績のある者」で認めている資格を持ち、応募時までにその資格に関連した職務の経
歴が⚕年以上ある者は、（カ）「応募時に通算⚕年以上の職歴がある者」ではなく（オ）「専門資格を有し、
活動実績のある者」で出願してください。

⚕．大学卒業見込あるいは学位授与見込で受験した者は、後日、入学に際して「卒業証明書」あるいは「学位
授与証明書」の提出を求めます。提出のない場合、入学を許可しません。

⚖．出願資格の有無について質問がある場合は、必ず司法研究科事務室に問い合わせてください。

⚔．出 願 手 続

⑴ 出願期間

Ｂ日程【特別入試】

2022年⚘月16日（火）～⚘月30日（火）【消印有効】＊郵送のみ

Ｃ日程【特別入試】

2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）【消印有効】＊郵送のみ

⑵ 出願方法
入学試験願書（出願する日程のもの）に必要事項を記入の上、同願書の振込依頼書により入学検定料を納入
後、本学所定の出願書類送付用封筒（出願する日程のもの）に出願書類を封入し、出願入試形態・出願者氏
名・出願者住所を明記し、〒663-8204 兵庫県西宮市高松町5-22 西宮ガーデンズ ゲート館⚗F 関西学院大
学大学院司法研究科事務室へ郵送してください。必ず簡易書留速達郵便で郵送してください。郵送のみの出
願となります。
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⑶ 出願書類（必須）

①入学試験願書

○所定用紙（出願する日程のもの）の［（A）～（C）票］に本人が記入し、入学検定料
を納入の上（※）、（C）票を提出してください。写真票は切り離さないでください。
（※）以下の場合には入学検定料の納入は不要です。
・すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程、Ｃ日程で出願
する場合
・すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合

○志願票（（C）票）に、写真（縦⚔cm×横⚓cm、正面上半身・脱帽、出願前⚓ヵ月
以内に撮影したもの、裏面に氏名を記入）を貼付してください。
○合否通知や入学までに送付する郵便物は（C）票に記載の住所宛に送付します。
○志願票（（C）票）の出願入試形態欄に○をしてください（併願の場合は出願するす
べての入試形態に〇をしてください。ただし、特別入試（未修者⚓年修了）におけ
る⚖つの出願資格の複数を選択することはできません。どれか⚑つの資格のみに〇
をしてください）。なお、出願後の変更は一切認めません。
○志願票（（C）票）の学歴欄を記入するとともに、本入試要項巻末の大学コードを記
入してください（コードの記載がない場合は、9005と記入）。すべての出身大学と
出身大学院を記入してください。なお、大学院については、修士課程（博士前期）、
博士課程、専門職学位課程でのそれぞれの出身大学院を記入するとともに、本入試
要項巻末の大学院コードを記入してください（コードの記載がない場合は、9007と
記入）。
○志願票（（C）票）は裏面も記入してください。実務経験がある場合は、職歴をすべ
て記入してください。

②出願書類（B）票
（検定料領収書）の
写し

以下の場合には提出が必要です。
○すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程、Ｃ日程で出願する
場合［Ａ日程における（B）票の写しを提出］
○すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合［Ｂ
日程における（B）票の写しを提出］

③特性を証明する書類 ○所定の用紙はありません。
出願資格の（注意事項［出願資格］）⚓を参照してください。

④志望理由書 ○所定用紙「志望理由書」。（注意事項［出願手続］）10を参照の上、本人が記入して
ください。

⑤経歴書 ○所定用紙「経歴書A（ア）」～「経歴書 E（カ）」のうち必要な書類。（注意事項［出
願手続］）10を参照の上、本人が記入してください。

⑥卒業（見込）証明書

○出身大学作成のもの。最終学歴が大学院の場合は、大学院のものも提出してくださ
い。
○大学改革支援・学位授与機構から学位を授与された者は、学位授与証明書を提出し
てください。
○現在大学院に在籍している者で修了見込証明書を提出できない者は、在籍証明書を
提出してください。
○大学院を退学した者は、退学証明書を提出してください。

⑦その他 ○外国籍の方は、在留カードまたはパスポートのコピーを提出してください。

（注意事項［出願手続］）
⚑．提出書類はいかなる理由があっても返還しません。
⚒．出願書類の記載事項が事実と異なる場合、記入漏れがある場合、不正がある場合は、受験および入学の資

格を取り消します。
⚓．同一日程における他の入試形態も受験する場合、出願書類（各種証明書を含む）は⚑通でかまいません。

ただし、複数の日程を受験する場合は、日程ごとに出願書類（各種証明書を含む）が必要です。
⚔．特性を証明する書類は、原本の提出を原則としますが、出願時に原本の提出が困難な場合は写しでも可と

します。ただし、入学時に原本の提出が必要です。原本がない場合や虚偽の記載があった場合は、入学許
可を取り消します。

⚕．特性を証明する書類の内、外国語能力を証明する書類（証明書）は、Ｂ日程は2020年⚘月16日～2022年⚘
月15日、Ｃ日程は2021年⚑月17日～2023年⚑月16日に受験したもので、出願時に提出できるものを有効と
します。
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⚖．入学後、健康診断を行いますので、出願時または入学手続時に健康診断書を提出する必要はありません。
⚗．各種証明書に記載している氏名と現在の氏名が異なる場合は、同一人であることがわかるものを提出して

ください。
⚘．各種証明書は以下のとおり発行されたものに限ります（外国語の能力が優れた者であることを証明する書

類を除く）。
Ｂ日程 2022年⚒月16日以降に発行（出願時直近のもの）
Ｃ日程 2022年⚗月17日以降に発行（出願時直近のもの）

⚙．特性を証明する書類において、「理由書」を提出する場合は、所定の用紙を使用（本注意事項10．を参照）
し、提出年月日、宛先（関西学院大学学長）、出願者氏名・住所・電話番号、と理由を自筆で記入して捺
印してください。

10．特別入試出願用の志望理由書、経歴書は、本研究科ウェブサイト（https://www.kwansei.ac.jp/lawschool/）
の「入試情報」―「入試要項・出願書類」―「（特別入試用）志望理由書・経歴書」からダウンロードしてくだ
さい。ダウンロードが困難な場合は、出願までに司法研究科事務室に個別に請求してください。

11．身体に障がいがあり、受験に際して特別の配慮を必要とする志願者は、受験方法等の準備のため、以下の
日程までに司法研究科事務室に申し出てください。
Ｂ日程 2022年⚗月22日（金）
Ｃ日程 2023年⚑月⚖日（金）

⑷ 入学検定料：全日程・全入試形態を通して10,000円
入学願書［（A）～（C）票］に必要事項を記入の上、切り離さずに金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局は不可）
の窓口で納入してください。納入後、（B）（C）票に金融機関の出納印があることを確認してください。（B）
票は領収書です。本人が大切に保管してください。ただし、同一日程内の併願に加え、以下の場合には、検
定料の納入は不要です。
○ すでにＡ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＢ日程・Ｃ日程で出願する場合
○ すでにＢ日程のいずれかの形態で出願した者が、さらにＣ日程で出願する場合

（注意事項［入学検定料］）
⚑．銀行振込の場合：「電信扱」で納入してください。（A）票に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合、

手数料は不要です。その他の金融機関から振り込む場合は手数料が必要です。取扱金融機関の出納印を
もって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印まで有効です。なお、金融機関により出納日
付の取扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。
ATM及びインターネットバンキングによる振込みは受け付けません。

⚒．コンビニエンスストア利用の場合：P. 51の「コンビニエンスストアでの入学検定料支払い方法」を参照
の上、手続してください。

⚓．いったん納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

⑸ 入学検定料振込期間
Ｂ日程 2022年⚘月16日（火）～⚘月30日（火）
Ｃ日程 2023年⚑月17日（火）～⚑月31日（火）

⚕．受 験 票

試験実施日の⚒日前になっても受験票が届かない場合は、司法研究科事務室までお問い合わせください。選考
当日は受験票を持参の上、指定された試験会場、受験番号の座席で受験してください。
また、成績開示を申請する際に必要になりますので、受験後も紛失しないように注意してください。
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⚖．試験日時・試験内容・試験場

⑴ Ｂ日程【特別入試】
【法学未修者】 2022年⚙月11日（日）

試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～11：30（90分） 論文 200点
本学（西宮北口キャンパス）

13：00～（⚑人20分程度） 面接 50点

（配点）

筆記試験（論文） 面接試験 特性評価 合計点

200点 50点 50点 300点

⑵ Ｃ日程【特別入試】
【法学未修者】 2023年⚒月12日（日）

試験時間 試験科目 配点 試験会場

10：00～11：30（90分） 論文 200点
本学（西宮北口キャンパス）

13：00～（⚑人20分程度） 面接 50点

（配点）

筆記試験（論文） 面接試験 特性評価 合計点

200点 50点 50点 300点

⑶ 補足事項（試験内容）
（筆記試験〈論文〉）
① 日本語による問題を出題します。
② 文章を読み、論理的な分析能力や文章能力があるかを測ります。
③ 法律の知識を問うものではありません。
④ 持込みは一切不可です。

（面接試験）
① 面接時刻は当日発表します。面接時刻は各人により異なります。
② 「外国語の能力が優れた者」で出願された方には、外国語で面接を行うことがあります。

⑷ 注意事項（試験全般）
⚑．試験当日は受験票を必ず持参してください。呈示のない場合は受験できないことがあります。
⚒．「一般入試（法学未修者）⚓年修了」を併願している場合、論文試験は「一般入試（法学未修者）⚓年修了」

の受験番号の席で受験してください。
⚓．試験当日は9：40までに着席してください。開場は9：10です。
⚔．試験開始後（面接試験は指定の集合時間後）30分以上遅刻した場合は受験することができません。
⚕．試験開始後の途中退室はできません。
⚖．不正行為者は全科目無効とします。
⚗．本学西宮北口キャンパスには駐車場・駐輪場設備がありませんので、車・自転車での来場はできません。

電車・バス等をご利用ください。
⚘．答案は下記を使用して記入してください。

・BまたはHBの黒鉛筆（シャープペンシルはBまたはHB 0.5 mm以上の芯であれば使用可）
・プラスチック製消しゴム
・黒インクのボールペン又は万年筆（ただし、インクがプラスチック製消しゴム等で消せないものに限
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る。）
検討のためのラインマーカー及び色鉛筆の使用は、問題用紙及び下書き用紙に限り許可します。
サインペンは使用できません。また、筆記用具の貸出しは行いません。

⚙．机上には受験票、使用を許可した筆記用具と時計（辞書や電卓等の機能があるもの・それらの機能の有無
が判別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものを除く）のほかは置くことがで
きません。ただし、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー（袋または箱から中身だけ取り出したもの）、
目薬は必要に応じて置くことができます。

10．定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む）、コンパスの使用は認めていません。
11．電卓類（計算機能や翻訳機能を持つ時計、漢字用の電卓類を含む）等の補助具、電子辞書、筆箱、下敷、

耳栓などの使用は認めていません。
12．携帯電話、スマートフォン、PHSなどの通信機器、携帯音楽プレーヤー等の音楽機器については、試験

校舎（試験室）での使用を禁止します（携帯電話等を時計として使用することはできません）。携帯電話、
スマートフォンは必ずアラームを解除の上、電源を切っておいてください。なお、かばんの中で携帯電話
などが鳴った場合は、監督者が本人の了解を得ずにかばんを試験室の外に持ち出すことがあります。

13．試験室のある建物から出る場合は、受験票を携行してください。再入場の際、呈示が必要です。
14．気分が悪いなど身体の調子のよくない場合は監督者に申し出てください。
15．その他、試験室においては、すべて監督者の指示にしたがってください。

⚗．合 格 判 定

論文試験、面接試験、特性評価の総合点で合否判定します。ただし、総合得点が合格最低得点を上回っていて
も、論文試験、面接試験の成績が一定の基準を満たさない場合は、不合格となる場合があります。

⚘．合 格 者 発 表
Ｂ日程 2022年⚙月16日（金）
Ｃ日程 2023年⚒月17日（金）

志願票（（C）票）に記載の住所・氏名宛に合否通知を速達で郵送します。なお、当日13：00より本研究科ウェ
ブサイトにも掲載しますが、あくまでも補助的な手段ですので郵送する合否通知で確認してください。

（注意事項［合格者発表］）
⚑．合否に関する問い合わせには一切応じません。
⚒．合格者には、合格通知書とともに入学手続等に関する書類を郵送します。
⚓．全試験科目及び面接試験を受験した場合のみ、合否通知を郵送します。
⚔．入学試験における個人成績の開示に応じます。請求方法及び請求期間等の詳細については、合格発表の掲

載と同時に本研究科ウェブサイトでお知らせします。

入学手続・学費・奨学金などについてはP. 35～を参照してください。

⚓ 校
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履修免除試験
⚑．趣 旨

法学既修者として合格し、本研究科への入学を予定している者を対象に、履修免除試験を実施します。この履
修免除試験を受験し一定の水準に達していると認められた場合は、民事訴訟法及び刑事訴訟法に対応する法学
未修者⚑年次配当の「ａ群法律基本科目」の授業科目について履修を免除します。
なお、履修免除試験による免除が認められない場合には、入学後に当該科目を履修する必要があります。

⚒．実施日及び試験会場
試験日：2023年⚓月25日（土）
会 場：関西学院大学西宮北口キャンパス

⚓．対 象 者

Ａ・Ｂ・Ｃ日程のいずれかで法学既修者試験に合格し、入学手続Ⅱを完了した者

⚔．試験科目別の試験時間割

民事訴訟法 刑事訴訟法

集合時間 9：40（予定） 11：20（予定）

試験時間 10：00～11：00（予定） 11：40～12：40（予定）

・いずれか⚑科目のみの受験も可能です。
・受験した科目毎に一定の水準に達しているかを判断します。
・集合時間、試験時間は変更する可能性があります。

⚕．出 題 範 囲

科 目 出題範囲

民事訴訟法 除外範囲なし

刑事訴訟法 除外範囲なし

⚖．受 験 方 法 等
・受験は任意です。
・Ａ・Ｂ・Ｃ日程のいずれかで法学既修者試験に合格し、入学手続Ⅰを完了した者には入学手続Ⅱの案内とと
もに履修免除試験の詳細及び申込書を郵送します。希望する場合は、所定の期日までに申込書を提出してく
ださい。

・受験にあたり追加費用は不要です。
・当日は合格した入試日程の法学既修者試験の受験票を持参してください。それまで受験票は大切に保管して
ください。

・受験時の注意事項は、入学試験に準じます。
・試験では、本学が貸し出す六法の使用を認めます。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／ロースクール入試要項／
2023／履修免除試験 責 了
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⚗．合 格 者 発 表
2023年⚓月29日（水）

当日、13：00より本研究科ウェブサイトに掲載します。

（注意事項［合格者発表］）
⚑．合否に関する問い合わせには一切応じません。
⚒．履修免除試験における個人成績の開示に応じます。請求方法及び請求期間等の詳細については、合格発表

の掲載と同時に本研究科ウェブサイトでお知らせします。

⚓ 校 【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／ロースクール入試要項／
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個人情報保護について

関西学院大学では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、出願に際して志願者から提出された個人情報につ
いては、志願者への連絡や、入学試験データとして利用し、安全管理のために必要な措置を講じています。個人情
報を取り扱う業務は、個人情報の適切な取扱いに関する契約を締結した上で外部の事業者に委託し、個人情報デー
タを使用させることがありますが、厳重に委託先の管理・指導を行います。
なお、出願時に志願者から提供された個人情報は、関西学院大学に入学された後、入学者データとして利用いた

します。
また、関西学院大学への入学に際しては、下記の団体に対して、会員等への案内、機関誌送付を目的として、合

格者データ及び入学後に教育・研究のために使用するデータから学生の氏名・住所・電話番号について関西学院大
学と共同して利用させていただくことになります。なお、下記の団体についても個人情報の安全管理については関
西学院大学と同様の安全管理措置を講じています。

合格者の個人情報を「関西学院大学」と共同して利用する団体

「関西学院同窓会」 同窓・学生の親睦団体であり、入学者全員に学生会員となっていただきます。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／ロースクール入試要項／
2023／個人情報 ⚓ 校
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共 通 事 項
⚑．入 学 手 続

合格者は、所定の期間内に入学手続（Ⅰ及びⅡ）を完了してください。所定の期日までに入学手続（Ⅰ及びⅡ）
を完了しない場合は入学を許可しません。詳細は「合格通知書」に同封する「合格者心得」にてお知らせしま
す。

⑴ 入学手続Ⅰ〈入学申込金の納入〉
合格通知に同封する所定の用紙を用い、入学申込金を下記期間内に金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局は不可）
の窓口で納入してください。
Ａ日程入試は入学者全員に「関西学院大学法科入学支給奨学金」を支給します。手続きの詳細は入学後にお
知らせします。

入学申込金納入期間
Ａ日程 2022年⚘月12日（金）～⚘月26日（金）
Ｂ日程 2022年⚙月16日（金）～⚙月30日（金）
Ｃ日程 2023年⚒月17日（金）～⚓月⚓日（金）

金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局は不可）の窓口での納入について
「電信扱」で納入してください。振込依頼書に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合は、手数料は不
要です。その他の金融機関から振り込む場合は手数料が必要です。取扱金融機関の出納印をもって、関西学
院の領収とみなします。納入締切日の出納印まで有効です。なお、金融機関により出納日付の取扱いが異な
りますので、締切間近に納入される場合には事前に金融機関にご確認ください。ATM及びインターネット
バンキングによる振込みは受け付けません。
なお、Ａ日程（あるいはＢ日程）で入学申込金を納入した者が、Ｂ日程（あるいはＣ日程）に合格し、入学
手続を行う場合、すでに納入した入学申込金をＢ日程（あるいはＣ日程）に振り替えることができます。

⑵ 入学手続Ⅱ（学費・その他の諸費の納入及び書類の提出）
入学手続Ⅰを完了した者には、入学手続Ⅱの案内を郵送します。（⚒月中旬発送予定）
所定の期間内に入学手続Ⅱを完了してください。
❞ 学費・その他の諸費の納入

入学手続Ⅱの案内に同封する所定の用紙を用い、学費・その他の諸費を下記期間内に金融機関（ゆう
ちょ銀行・郵便局は不可）の窓口で納入してください。

学費・その他の諸費納入期間
Ａ日程

～2023年⚓月10日（金）Ｂ日程
Ｃ日程

金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局は不可）の窓口での納入について
「電信扱」で納入してください。振込依頼書に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合は、手数料
は不要です。その他の金融機関から振り込む場合は手数料が必要です。取扱金融機関の出納印をもっ
て、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印まで有効です。なお、金融機関により出納日付
の取扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合には事前に金融機関にご確認ください。ATM
及びインターネットバンキングによる振込みは受け付けません。
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❟ 書類の提出
次の書類を2023年⚓月10日（金）までに、司法研究科事務室に提出してください。
① 「住民票記載事項証明書」（市区町村発行。本学に入学する者の氏名、住所、生年月日、性別の記載
のあるもの）、「住民票の写し（市区町村発行の原本）」でも可。
※市区町村所定の様式がない場合は、本学所定の「証明願」に正しく必要事項を記載し、市区町村
の証明を受けてください。
※マイナンバーは記載しないでください。
※外国人の場合は、上記に加えて国籍（地域）・在留資格・在留期間・在留期間等の満了日が記載
されていること。

② 「学生証顔写真貼付台紙」（本学所定用紙）
③ その他入学手続Ⅱの案内（⚒月中旬発送予定）に記載されている提出書類

⑶ 入学式
入学式の日程や持参物等の詳細は、入学手続Ⅱの案内にてお知らせします。

（注意事項）
① 入学手続Ⅰ及びⅡのそれぞれの期間内に所定の手続を完了しない場合は、入学を許可しません。
② いったん納入した入学申込金または入学金は、返還しません。
③ 入学手続Ⅰの期間内に納入した入学申込金（入学金と同額）は、学費・その他の諸費の納入と同時に入学

金として取り扱います。
④ いったん納入した入学金以外の学費・その他の諸費は、所定の期間内であれば入学を辞退する場合に返還

の請求ができます。詳細は入学手続Ⅱの案内を参照してください。
⑤ 提出書類は返還しません。
⑥ 上記以外にも提出する書類がありますので、注意してください。
⑦ 身体に障がいがあり、入学後に就学上の配慮が必要な場合は、司法研究科事務室に申し出てください。

⚒．学 費

2022年度入学生の学費は下記のとおりです。なお、2023年度入学生の学費は未定です。

（単位：円）

2022年度 2023年度

入 学 金 200,000（ 200,000） ―

授 業 料 527,500（1,055,000） 572,500（1,145,000）

教育充実費 112,500（ 225,000） 112,500（ 225,000）

合 計 840,000（1,480,000） 685,000（1,370,000）

（注意事項）
① 上記金額は半年（春学期または秋学期）の納入額を示し、（ ）内は⚑年間の納入額を示します。なお入

学金は入学時のみの納入となります。
② 上記の他に同窓会入会金（2,000円。本学出身者については徴収しません）、研究雑誌費（法政学会費）（年

額1,000円）、法政学会購読料（年額2,000円）を徴収しますが、2023年度の金額は未定です。
③ 学費・その他の諸費は次の⚒期に分けて半額ずつ納入するものとします。

春学期（⚔月⚑日～⚙月19日） 納入期限 ⚕月19日（初年度のみ入学手続期間に納入）
秋学期（⚙月20日～⚓月31日） 納入期限 11月⚙日（10月初旬に納入用紙を郵送します）

④ 本学の学部あるいは大学院博士課程前期課程または修士課程からロースクールへ入学する者は、入学金が
半額免除されます。
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⚓．奨 学 金

本学では、支給奨学金（関西学院大学法科入学支給・関西学院大学法科特別支給・関西学院大学法科第⚑種支
給・関西学院大学法科第⚓種支給）と貸与奨学金（日本学生支援機構第一種・第二種）の制度を設けています。
Ａ日程入学試験での入学者は全員が、法科入学支給奨学金（入学金相当額）及び法科特別支給奨学金（学費相
当額）に採用されます。Ｂ日程・Ｃ日程入学試験の合格者は、入試成績によって入学を前提として法科特別支
給奨学金、法科第⚑種支給奨学金もしくは法科第⚓種支給奨学金のいずれかに採用されます（いずれも標準修
業年限内に限ります）。
入学支給奨学金：入学金相当額を支給。
特別支給奨学金：学費の全額相当額を支給。年度ごとに支給継続の審査あり。（※）
第⚑種支給奨学金：学費の半額相当額を支給。入試成績で選考（入学時採用）。年度ごとに支給継続審査あ

り。
第⚓種支給奨学金：学費と国立大学ロースクールの学費との差額相当額を支給。特別及び第⚑種のいずれに

も採用されなかった者を対象。
支給時期、手続等については本研究科ウェブサイト等をご覧いただくか、別途お問い合わせください。
(※) 大学早期卒業見込者がＡ日程入試（法学未修者）に合格し入学した場合、または本学法学部法曹コー

スを修了した早期卒業見込者が⚕年一貫型入試（既修）で合格し入学した場合は、入学初年度の支給
継続の審査を免除します。（ただし、進級不可の場合は継続不可）

（注意事項）
① 関西学院大学大学院外国人留学生奨学金（※）の対象となる外国人留学生については、原則として法科大

学院支給奨学金の受給資格がありません。
(※) 成績優秀で経済的援助を必要とする私費外国人留学生（在留資格「留学」）が対象。

（入学試験の成績等により選考）
また、私費外国人留学生の場合、別途授業料減免制度あり。
（詳細は、本学国際教育・協力センターHP参照 https://ciec.kwansei.ac.jp/study/foreign/assistance/）

② 本研究科に在籍したことのある者が、再入学試験（学籍異動手続きの一環）または通常の入学試験により
入学が認められた場合、本研究科在籍時の奨学金受給状況に関わらず、法科支給奨学金および入学支給奨
学金の支給対象とはなりません。

③ 法科大学院支給奨学金および入学時支給奨学金を受給した者が、本研究科修了または修了見込以外の資格
で司法試験に出願していることが判明した場合、奨学金の返還を求める場合があります。

⚔．そ の 他

新型コロナウイルス感染拡大状況により、入試実施の予定が変更となる可能性があります。
随時本研究科ウェブサイト（https://www.kwansei.ac.jp/lawschool）に掲載いたしますので、適宜ご確認くだ
さい。

過去の入試問題
本研究科ウェブサイト（https://www.kwansei.ac.jp/lawschool/）の「入試情報」-「入試過去問題」から過去の入
試問題をダウンロードすることができます。

⚓ 校
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入試結果一覧

※1 すべての入試形態 ※2 Ａ～Ｄ日程をとおして20名。 ※3 Ａ～Ｄ日程をとおして10名。
※入学者のみ実人数を記載

（単位：人）

2022年度
入学試験状況 募集人員

Ａ日程 Ｂ日程 Ｃ日程 Ｄ日程
入学者

志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者 志願者 受験者 合格者

法学既修者※1 20※2 90 78 45 21 15 5 24 18 2 30 20 1 16

法学未修者※1 10※3 64 59 36 16 15 5 15 12 4 13 12 3 27

延人数 30 154 137 81 37 30 10 39 30 6 43 32 4 43

※入学者のみ実人数を記載

（単位：人）

2021年度
入学試験状況

Ａ日程 Ｂ日程 Ｃ日程 Ｄ日程
入学者

募集人員 志願者 受験者 合格者 募集人員 志願者 受験者 合格者 募集人員 志願者 受験者 合格者 募集人員 志願者 受験者 合格者

法学既修者
18

56 51 21
8

14 14 3
4

16 16 1
若干名

12 10 2 10

法学未修者 45 42 23 18 18 7 10 7 2 6 4 1 17

延人数 18 101 93 44 8 32 32 10 4 26 23 3 若干名 18 14 3 27
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項
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● 国 立 大 学
愛知教育大学 4059

秋田大学 4012

旭川医科大学 4006

茨城大学 4015

岩手大学 4009

宇都宮大学 4019

愛媛大学 4088

大分大学 4099

大阪大学 4068

大阪教育大学 4070

岡山大学 4081

小樽商科大学 4004

お茶の水女子大学 4034

帯広畜産大学 4005

香川大学 4086

鹿児島大学 4103

金沢大学 4047

鹿屋体育大学 4104

北見工業大学 4007

岐阜大学 4055

九州大学 4092

九州工業大学 4094

京都大学 4065

京都教育大学 4066

京都工芸繊維大学 4067

熊本大学 4098

群馬大学 4020

高知大学 4089

神戸大学 4071

埼玉大学 4021

佐賀大学 4095

滋賀大学 4063

滋賀医科大学 4064

静岡大学 4056

島根大学 4079

上越教育大学 4043

信州大学 4054

千葉大学 4022

筑波大学 4016

筑波技術大学 4018

電気通信大学 4035

東京大学 4024

東京医科歯科大学 4025

東京外国語大学 4026

東京海洋大学 4038

東京学芸大学 4027

東京芸術大学 4029

東京工業大学 4031

東京農工大学 4028

東北大学 4010

徳島大学 4084

鳥取大学 4078

富山大学 4046

豊橋技術科学大学 4061

長岡技術科学大学 4042

長崎大学 4097

名古屋大学 4058

名古屋工業大学 4060

奈良教育大学 4074

奈良女子大学 4075

鳴門教育大学 4085

新潟大学 4041

浜松医科大学 4057

一橋大学 4036

兵庫教育大学 4073

弘前大学 4008

広島大学 4082

福井大学 4049

福岡教育大学 4091

福島大学 4014

北海道大学 4001

北海道教育大学 4002

三重大学 4062

宮城教育大学 4011

宮崎大学 4101

室蘭工業大学 4003

山形大学 4013

山口大学 4083

山梨大学 4053

山梨医科大学 4052

横浜国立大学 4039

琉球大学 4105

和歌山大学 4077

● 公 立 大 学
愛知県立大学 5091

愛知県立芸術大学 5044

会津大学 5014

青森県立保健大学 5007

青森公立大学 5006

秋田県立大学 5010

秋田公立美術大学 4106

石川県立看護大学 5031

石川県立大学 5032

茨城県立医療大学 5015

岩手県立大学 5008

叡啓大学 1115

愛媛県立医療技術大学 5075

大分県立看護科学大学 5084

大阪市立大学 5053

大阪府立大学 5054

岡山県立大学 5066

沖縄県立看護大学 5088

沖縄県立芸術大学 5087

尾道大学 5071

香川県立保健医療大学 5074

神奈川県立保健福祉大学 5027

金沢美術工芸大学 5030

北九州市立大学 5077

岐阜県立看護大学 5039

岐阜薬科大学 5038

九州歯科大学 5078

京都市立芸術大学 5049

京都府立大学 5050

京都府立医科大学 5051

釧路公立大学 5002

熊本県立大学 5083

群馬県立県民健康科学大学 5019

群馬県立女子大学 5017

県立広島大学 5067

高知県立大学 5076

神戸市外国語大学 5056

神戸市看護大学 5060

公立小松大学 5098

公立鳥取環境大学 6488

公立はこだて未来大学 5003
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国際教養大学 5011

埼玉県立大学 5020

札幌医科大学 5001

札幌市立大学 5005

三条市立大学 1114

滋賀県立大学 5048

静岡社会健康医学大学院大学 1116

静岡県立大学 5042

静岡文化芸術大学 5093

島根県立大学 5065

下関市立大学 5072

高崎経済大学 5016

千葉県立保健医療大学 5089

敦賀市立看護大学 4119

東京都立大学 5024

東京都立産業技術大学院大学 5025

都留文科大学 5034

富山県立大学 5029

長野県看護大学 5037

長野県立大学 5099

名古屋市立大学 5045

名寄大学 5004

奈良県立大学 5063

奈良県立医科大学 5062

新潟県立看護大学 5028

新潟県立大学 5090

新見公立大学 5092

兵庫県立大学 5061

広島市立大学 5069

福井県立大学 5033

福岡県立大学 5080

福岡女子大学 5079

福島県立医科大学 5013

福知山公立大学 5096

福山市立大学 5095

前橋工科大学 5018

三重県立看護大学 5047

宮城大学 5009

宮崎県立看護大学 5086

宮崎公立大学 5085

名桜大学 5094

山形県立保健医療大学 5012

山形県立米沢栄養大学 4118

山口県立大学 5073

山口東京理科大学 6521

山梨県立大学 5036

横浜市立大学 5026

和歌山県立医科大学 5064

● 私 立 大 学
愛国学園大学 6127

愛知大学 6323

愛知医科大学 6324

愛知学院大学 6325

愛知学泉大学 6327

愛知工科大学 6356

愛知工業大学 6326

愛知産業大学 6349

愛知淑徳大学 6343

愛知文教大学 6353

愛知みずほ大学 6350

藍野大学 6441

青森大学 6026

青森中央学院大学 6031

青山学院大学 6131

秋田看護福祉大学 6047

秋田経済法科大学 6046

浅井学園大学 6017

朝日大学 6305

旭川大学 6001

麻布大学 6247

亜細亜大学 6132

足利大学 6060

芦屋大学 6448

跡見学園女子大学 6077

育英大学 6616

石巻専修大学 6042

一宮研伸大学 6614

茨城キリスト教大学 6055

いわき明星大学 6052

岩手医科大学 6032

岩手保健医療大学 6611

上野学園大学 6133

宇都宮共和大学 6066

宇部フロンティア大学 6523

浦和大学 6100

江戸川大学 6122

エリザベト音楽大学 6503

桜花学園大学 6354

追手門学院大学 6414

桜美林大学 6135

奥羽大学 6051

大阪青山大学 6442

大阪医科薬科大学 2202

大阪大谷大学 6413

大阪音楽大学 6400

大阪学院大学 6401

大阪川﨑リハビリテーション大学 6444

大阪観光大学 6433

大阪経済大学 6402

大阪経済法科大学 6403

大阪芸術大学 6404

大阪工業大学 6405

大阪国際大学 6427

大阪産業大学 6406

大阪歯科大学 6407

大阪樟蔭女子大学 6408

大阪商業大学 6409

大阪女学院大学 6440

大阪成蹊大学 6436

大阪総合保育大学 6445

大阪体育大学 6410

大阪電気通信大学 6411

大阪人間科学大学 6434

大阪物療大学 6602

大阪保健医療大学 6594

大阪薬科大学 6412

大阪行岡医療大学 4115

大谷大学 6374

大妻女子大学 6134

大手前大学 6450

岡山医療専門職大学 6630

岡山学院大学 6500

岡山商科大学 6489

岡山理科大学 6490

岡崎女子大学 4108

沖縄大学 6584

沖縄キリスト教学院大学 6587

沖縄国際大学 6585

開志専門職大学 6629

開智国際大学 6128

嘉悦大学 6230

学習院大学 6136

学習院女子大学 6229

鹿児島国際大学 6580

鹿児島純心女子大学 6583

活水女子大学 6560

神奈川大学 6248

神奈川工科大学 6260

神奈川歯科大学 6249

金沢医科大学 6286

金沢学院大学 6290

金沢工業大学 6288

金沢星稜大学 6287
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鎌倉女子大学 6251

亀田医療大学 4110

川崎医科大学 6491

川崎医療福祉大学 6497

川村学園女子大学 6118

関西大学 6415

関西医科大学 6416

関西外国語大学 6417

関西看護医療大学 6478

関西国際大学 6473

関西鍼灸大学 6437

関西福祉大学 6472

関西福祉科学大学 6429

関西学院大学 6451

環太平洋大学 6502

神田外語大学 6114

関東学院大学 6250

関東学園大学 6069

畿央大学 6486

北里大学 6137

吉備国際大学 6496

岐阜医療科学大学 6311

岐阜経済大学 6304

岐阜女子大学 6306

岐阜聖徳学園大学 6307

九州栄養福祉大学 6554

九州看護福祉大学 6570

九州共立大学 6533

九州国際大学 6546

九州産業大学 6534

九州情報大学 6552

九州女子大学 6535

九州保健福祉大学 6579

九州ルーテル学院大学 6569

共愛学園前橋国際大学 6070

共栄大学 6097

京都医療科学大学 6398

京都外国語大学 6375

京都学園大学 6376

京都華頂大学 6601

京都看護大学 4121

京都芸術大学 6392

京都光華女子大学 6380

京都嵯峨芸術大学 6396

京都産業大学 6377

京都女子大学 6378

京都精華大学 6390

京都橘大学 6382

京都ノートルダム女子大学 6385

京都美術工芸大学 4114

京都文教大学 6393

京都薬科大学 6379

共立女子大学 6138

共立薬科大学 6139

杏林大学 6140

近畿大学 6418

近畿医療福祉大学 6475

金城大学 6291

金城学院大学 6328

国立音楽大学 6141

熊本学園大学 6567

熊本保健科学大学 6572

倉敷芸術科学大学 6499

くらしき作陽大学 6492

久留米大学 6536

久留米工業大学 6547

群馬医療福祉大学 6074

群馬パース大学 6076

敬愛大学 6106

慶應義塾大学 6142

恵泉女学園大学 6222

敬和学園大学 6273

健康科学大学 6298

工学院大学 6143

皇學館大学 6364

甲子園大学 6452

高知学園大学 6625

甲南大学 6453

甲南女子大学 6454

神戸海星女子学院大学 6455

神戸学院大学 6456

神戸芸術工科大学 6470

神戸国際大学 6466

神戸松蔭女子学院大学 6460

神戸女学院大学 6457

神戸女子大学 6458

神戸親和女子大学 6461

神戸薬科大学 6459

高野山大学 6487

郡山女子大学 6050

國學院大學 6144

国際大学 6271

国際医療福祉大学 6065

国際基督教大学 6145

国際武道大学 6113

国士舘大学 6146

こども教育宝仙大学 6591

駒澤大学 6147

駒澤女子大学 6226

埼玉医科大学 6079

埼玉学園大学 6098

埼玉工業大学 6087

相模女子大学 6253

作新学院大学 6064

札幌大学 6002

札幌大谷大学 6025

札幌学院大学 6003

札幌国際大学 6016

札幌保健医療大学 4107

産業医科大学 6548

産業能率大学 6261

山陽学園大学 6498

至学館大学 6332

志學館大学 6582

四国学院大学 6527

四国大学 6525

四條畷学園大学 6443

静岡英和学院大学 6319

静岡産業大学 6316

静岡福祉大学 6320

静岡理工科大学 6314

至誠館大学 6610

自治医科大学 6061

実践女子大学 6148

四天王寺大学 6419

芝浦工業大学 6149

柴田学園大学 2013

就実大学 6495

秀明大学 6117

十文字学園女子大学 6092

淑徳大学 6105

種智院大学 6381

純真学園大学 6604

順天堂大学 6150

松蔭大学 6265

尚絅大学 6568

尚絅学院大学 6045

湘南医療大学 6607

湘南鎌倉医療大学 6621

城西大学 6080

城西国際大学 6123

上智大学 6151

湘南工科大学 6252

尚美学園大学 6095
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上武大学 6068

情報経営イノベーション専門職大学 6628

昭和大学 6152

昭和音楽大学 6262

昭和女子大学 6153

昭和薬科大学 6154

女子栄養大学 6086

女子美術大学 6155

白梅学園大学 6236

白百合女子大学 6156

仁愛大学 6293

杉野服飾大学 6157

椙山女学園大学 6329

鈴鹿医療科学大学 6367

鈴鹿国際大学 6368

駿河台大学 6088

諏訪東京理科大学 6301

成安造形大学 6370

聖学院大学 6089

聖カタリナ大学 6530

成蹊大学 6158

星槎大学 6024

星城大学 6360

成城大学 6159

聖心女子大学 6160

清泉女学院大学 6303

清泉女子大学 6161

聖泉大学 6371

聖徳大学 6121

西南学院大学 6537

西南女学院大学 6551

西武文理大学 6094

聖マリア学院大学 6557

聖マリアンナ医科大学 6254

聖隷クリストフアー看護大学 6315

聖路加看護大学 6162

清和大学 6126

摂南大学 6426

専修大学 6163

洗足学園音楽大学 6255

仙台大学 6035

仙台白百合女子大学 6043

千里金蘭大学 6438

相愛大学 6420

創価大学 6164

崇城大学 6566

創造学園大学 6075

園田学園女子大学 6463

第一経済大学 6538

第一工科大学 2296

第一薬科大学 6539

大学院大学至善館 6620

大正大学 6165

太成学院大学 6430

大同大学 6330

大東文化大学 6166

高岡法科大学 6283

高崎健康福祉大学 6072

高崎商科大学 6073

高千穂大学 6167

高松大学 6528

宝塚大学 6467

宝塚医療大学 6603

拓殖大学 6168

玉川大学 6169

多摩大学 6223

多摩美術大学 6170

筑紫女学園大学 6549

千歳科学技術大学 6018

千葉科学大学 6129

千葉経済大学 6116

千葉工業大学 6107

千葉商科大学 6108

中央大学 6171

中央学院大学 6109

中京大学 6331

中京学院大学 6309

中国学園大学 6501

中部大学 6333

中部学院大学 6310

鎮西学院大学 2514

筑波学院大学 6059

つくば国際大学 6058

津田塾大学 6172

鶴見大学 6256

帝京大学 6173

帝京科学大学 6296

帝京平成大学 6115

デジタルハリウッド大学 6235

帝塚山大学 6482

帝塚山学院大学 6422

田園調布学園大学 6266

天使大学 6022

天理医療大学 4116

天理大学 6483

東亜大学 6519

桐蔭横浜大学 6263

東海大学 6174

東海学園大学 6351

東海女子大学 6308

東京有明医療大学 6592

東京医科大学 6175

東京医療学院大学 4111

東京医療保健大学 6237

東京音楽大学 6176

東京家政大学 6177

東京家政学院大学 6178

東京基督教大学 6120

東京経済大学 6179

東京工科大学 6220

東京工芸大学 6257

東京国際工科専門職大学 6623

東京国際大学 6078

東京歯科大学 6112

東京慈恵会医科大学 6180

東京純心大学 6228

東京情報大学 6119

東京女子大学 6181

東京女子医科大学 6182

東京女子体育大学 6183

東京神学大学 6184

東京聖栄大学 6238

東京成徳大学 6125

東京造形大学 6185

東京通信大学 6617

東京電機大学 6186

東京都市大学 6207

東京農業大学 6187

東京福祉大学 6071

東京富士大学 6232

東京保健医療専門職大学 6627

東京未来大学 6245

東京薬科大学 6188

東京理科大学 6189

同志社大学 6383

同志社女子大学 6384

道都大学 6014

東都医療大学 6590

東邦大学 6190

同朋大学 6334

東邦音楽大学 6082

桐朋学園大学 6191

東邦学園大学 6359

東北学院大学 6036
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東北芸術工科大学 6048

東北公益文科大学 6049

東北工業大学 6037

東北生活文化大学 6040

東北福祉大学 6038

東北文化学園大学 6044

東北文教大学 6596

東北薬科大学 6039

東洋大学 6192

東洋英和女学院大学 6264

東洋学園大学 6124

常磐大学 6057

常磐会学園大学 6431

徳島文理大学 6526

徳山大学 6518

常葉学園大学 6312

獨協大学 6083

獨協医科大学 6062

鳥取看護大学 6609

富山国際大学 6284

豊田工業大学 6346

豊橋創造大学 6352

長岡大学 6279

長岡造形大学 6274

長崎外国語大学 6563

長崎国際大学 6562

長崎純心大学 6561

長崎総合科学大学 6559

長野大学 6299

長野保健医療大学 6608

長浜バイオ大学 6372

中村学園大学 6541

名古屋音楽大学 6344

名古屋外国語大学 6347

名古屋学院大学 6335

名古屋学芸大学 6361

名古屋経済大学 6345

名古屋芸術大学 6336

名古屋産業大学 6357

名古屋商科大学 6337

名古屋女子大学 6338

名古屋造形大学 6348

名古屋文理大学 6355

名古屋柳城大学 6622

奈良大学 6484

奈良産業大学 6485

南山大学 6340

新潟医療福祉大学 6280

新潟経営大学 6275

新潟工科大学 6277

新潟国際情報大学 6276

新潟産業大学 6272

新潟食料農業大学 6618

新潟青陵大学 6278

新潟薬科大学 6270

新潟リハビリテーション大学 6282

西九州大学 6558

西日本工業大学 6542

二松学舎大学 6193

日本医療大学 4120

日本ウェルネススポーツ大学 4109

日本赤十字秋田看護大学 6589

日本大学 6194

日本医科大学 6195

日本医療科学大学 6104

日本映画大学 6600

日本工業大学 6084

日本歯科大学 6196

日本社会事業大学 6197

日本獣医生命科学大学 6198

日本女子大学 6199

日本女子体育大学 6200

日本赤十字看護大学 6221

日本赤十字九州国際看護大学 6555

日本赤十字豊田看護大学 6363

日本赤十字広島看護大学 6516

日本赤十字北海道看護大学 6020

日本体育大学 6201

日本福祉大学 6341

日本文化大学 6219

日本文理大学 6573

日本保健医療大学 6597

日本薬科大学 6101

人間環境大学 6358

人間総合科学大学 6096

ノートルダム清心女子大学 6493

梅花女子大学 6423

梅光学院大学 6520

萩国際大学 6522

白鴎大学 6063

函館大学 6004

羽衣国際大学 6435

八戸大学 6030

八戸工業大学 6028

花園大学 6386

浜松学院大学 6321

阪南大学 6424

東大阪大学 6439

東日本国際大学 6053

ビジネス・ブレークスルー大学 6239

比治山大学 6512

姫路大学 6481

姫路獨協大学 6468

兵庫大学 6471

兵庫医科大学 6464

兵庫医療大学 6480

弘前医療福祉大学 6588

弘前学院大学 6029

広島経済大学 6504

広島工業大学 6505

広島国際大学 6515

広島国際学院大学 6508

広島修道大学 6506

広島女学院大学 6507

広島都市学園大学 6595

広島文化学園大学 6514

広島文教女子大学 6509

びわこ学院大学 6593

びわこ成蹊スポーツ大学 6373

びわこリハビリテーション専門職大学 6624

プール学院大学 6428

フェリス女学院大学 6258

福井医療大学 6612

福井工業大学 6292

福岡大学 6543

福岡看護大学 6615

福岡工業大学 6544

福岡国際大学 6553

福岡歯科大学 6545

福岡女学院大学 6550

福島学院大学 6054

福山大学 6511

福山平成大学 6513

富士大学 6033

藤女子大学 6006

藤田保健衛生大学 6339

佛教大学 6387

文化学園大学 6203

文教大学 6085

文京学院大学 6090

文星芸術大学 6067

平安女学院大学 6432

平成音楽大学 6571

平成国際大学 6093
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別府大学 6574

法政大学 6204

北星学園大学 6007

北洋大学 2434

北陸大学 6289

星薬科大学 6205

北海学園大学 6008

北海商科大学 6012

北海道医療大学 6005

北海道工業大学 6009

北海道情報大学 6015

北海道千歳リハビリテーション大学 6613

北海道文教大学 6021

北海道薬科大学 6010

松本看護大学 2660

松本大学 6302

松本歯科大学 6300

松山大学 6529

松山東雲女子大学 6531

南九州大学 6576

身延山大学 6297

美作大学 6494

宮城学院女子大学 6041

宮崎国際大学 6578

宮崎産業経営大学 6577

武庫川女子大学 6465

武蔵大学 6206

武蔵野音楽大学 6208

武蔵野学院大学 6102

武蔵野大学 6209

武蔵野美術大学 6210

明海大学 6081

明治大学 6211

明治学院大学 6212

明治鍼国際医療大学 6391

明治薬科大学 6213

名城大学 6342

明星大学 6214

目白大学 6091

ものつくり大学 6099

桃山学院教育大学 6619

桃山学院大学 6425

盛岡大学 6034

森ノ宮医療大学 6447

八州学園大学 6267

安田女子大学 6510

山口学芸大学 6524

ヤマザキ動物看護大学 6598

大和大学 4122

山梨英和大学 6295

山梨学院大学 6294

横浜商科大学 6259

横浜創英大学 4113

横浜美術大学 6599

横浜薬科大学 6269

四日市大学 6366

四日市看護医療大学 6369

酪農学園大学 6011

立教大学 6215

立正大学 6216

立命館大学 6388

立命館アジア太平洋大学 6575

龍谷大学 6389

流通科学大学 6469

流通経済大学 6056

了徳寺大学 6130

ルーテル学院大学 6202

麗澤大学 6110

LEC東京リーガルマインド大学 6234

和光大学 6217

早稲田大学 6218

稚内北星学園大学 6023

和洋女子大学 6111

● そ の 他
放送大学 9001

専修学校 9002

学位授与機構によるもの 9003

入学試験受験資格審査により受験資格を有す 9004

コードの記載がない大学 9005

外国の大学 9006
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● 国立大学院
愛知教育大学大学院 7056

秋田大学大学院 7012

旭川医科大学大学院 7006

茨城大学大学院 7015

岩手大学大学院 7009

宇都宮大学大学院 7018

愛媛大学大学院 7085

大分大学大学院 7096

大阪教育大学大学院 7067

大阪大学大学院 7065

岡山大学大学院 7078

小樽商科大学大学院 7004

お茶の水女子大学大学院 7032

帯広畜産大学大学院 7005

香川大学大学院 7083

鹿児島大学大学院 7100

金沢大学大学院 7044

鹿屋体育大学大学院 7101

北見工業大学大学院 7007

岐阜大学大学院 7052

九州工業大学大学院 7091

九州大学大学院 7089

京都教育大学大学院 7063

京都工芸繊維大学大学院 7064

京都大学大学院 7062

熊本大学大学院 7095

群馬大学大学院 7019

高知大学大学院 7086

神戸大学大学院 7068

埼玉大学大学院 7020

佐賀大学大学院 7092

滋賀医科大学大学院 7061

滋賀大学大学院 7060

静岡大学大学院 7053

島根大学大学院 7076

上越教育大学大学院 7041

信州大学大学院 7051

政策研究大学院大学 7035

総合研究大学院大学 4040

総合研究大学院大学大学院 7038

千葉大学大学院 7021

筑波大学大学院 7016

電気通信大学大学院 7033

東京医科歯科大学大学院 7023

東京外国語大学大学院 7024

東京海洋大学大学院 7036

東京学芸大学大学院 7025

東京芸術大学大学院 7027

東京工業大学大学院 7029

東京大学大学院 7022

東京農工大学大学院 7026

東北大学大学院 7010

徳島大学大学院 7081

鳥取大学大学院 7075

富山医科薬科大学大学院 7043

富山大学大学院 7042

豊橋技術科学大学大学院 7058

長岡技術科学大学大学院 7040

長崎大学大学院 7094

名古屋工業大学大学院 7057

名古屋大学大学院 7055

奈良教育大学大学院 7071

奈良女子大学大学院 7072

奈良先端科学技術大学院大学 4076

奈良先端科学技術大学院大学大学院 7073

鳴門教育大学大学院 7082

新潟大学大学院 7039

浜松医科大学大学院 7054

一橋大学大学院 7034

兵庫教育大学大学院 7070

弘前大学大学院 7008

広島大学大学院 7079

福井大学大学院 7046

福岡教育大学大学院 7088

福島大学大学院 7014

北陸先端科学技術大学院大学 4048

北陸先端科学技術大学院大学大学院 7045

北海道教育大学大学院 7002

北海道大学大学院 7001

三重大学大学院 7059

宮城教育大学大学院 7011

宮崎大学大学院 7098

室蘭工業大学大学院 7003

山形大学大学院 7013

山口大学大学院 7080

山梨大学大学院 7050

横浜国立大学大学院 7037

琉球大学大学院 7102

和歌山大学大学院 7074

● 公立大学院
愛知県立看護大学大学院 7136

愛知県立芸術大学大学院 7134

愛知県立大学大学院 7133

会津大学大学院 7112

青森県立保健大学大学院 7106

青森公立大学大学院 7105

秋田県立大学大学院 7109

石川県立看護大学大学院 7124

茨城県立医療大学大学院 7113

岩手県立大学大学院 7107

大分県立看護科学大学大学院 7170

大阪女子大学大学院 7142

大阪市立大学大学院 7143

大阪府立看護大学大学院 7145

大阪府立大学大学院 7144

岡山県立大学大学院 7155

沖縄県立看護大学大学院 7173

沖縄県立芸術大学大学院 7172

尾道大学大学院 7159

金沢美術工芸大学大学院 7123

北九州市立大学大学院 7163

岐阜県立看護大学大学院 7131

岐阜薬科大学大学院 7130

九州歯科大学大学院 7164

京都府立医科大学大学院 7141

京都府立大学大学院 7140

京都市立芸術大学大学院 7139

熊本県立大学大学院 7169

群馬県立女子大学大学院 7115

県立長崎シーボルト大学大学院 7168

県立広島大学大学院 7156

高知県立大学大学院 7162

神戸市外国語大学大学院 7146

神戸市看護大学大学院 7150

公立はこだて未来大学大学院 7104

札幌医科大学大学院 7103
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滋賀県立大学大学院 7138

静岡県立大学大学院 7132

島根県立大学大学院 7154

下関市立大学大学院 7160

首都大学東京 大学院 7120

情報科学芸術大学院大学 5040

高崎経済大学大学院 7114

都留文科大学大学院 7126

東京都立科学技術大学大学院 7118

東京都立大学大学院 7117

東京都立保健科学大学大学院 7119

富山県立大学大学院 7122

長崎県立大学大学院 7167

長野県看護大学大学院 7129

名古屋市立大学大学院 7135

奈良県立医科大学大学院 7152

兵庫県立大学大学院 7151

広島市立大学大学院 7158

福井県立大学大学院 7125

福岡県立大学大学院 7166

福岡女子大学大学院 7165

福島県立医科大学大学院 7111

前橋工科大学大学院 7116

三重県立看護大学大学院 7137

宮城大学大学院 7108

宮崎県立看護大学大学院 7171

山形県立保健医療大学大学院 7110

山口県立大学大学院 7161

山梨県立看護大学大学院 7127

山梨県立大学大学院 7128

横浜市立大学大学院 7121

和歌山県立医科大学大学院 7153

● 私立大学院
愛知医科大学大学院 7401

愛知学院大学大学院 7402

愛知工業大学大学院 7403

愛知産業大学大学院 7425

愛知淑徳大学大学院 7419

愛知大学大学院 7400

愛知文教大学大学院 7429

愛知みずほ大学大学院 7426

青森大学大学院 7192

青森中央学院大学大学院 7196

青山学院大学大学院 7261

浅井学園大学大学院 7187

旭川大学大学院 7174

朝日大学大学院 7390

麻布大学大学院 7356

亜細亜大学大学院 7262

足利工業大学大学院 7216

芦屋大学大学院 7487

跡見学園女子大学大学院 7227

石巻専修大学大学院 7205

茨城キリスト教大学大学院 7212

いわき明星大学大学院 7211

岩手医科大学大学院 7197

宇部フロンティア大学大学院 7543

エリザベト音楽大学大学院 7526

奥羽大学大学院 7210

桜花学園大学大学院 7430

追手門学院大学大学院 7473

桜美林大学大学院 7264

大阪医科大学大学院 7459

大阪大谷大学大学院 7472

大阪音楽大学大学院 7460

大阪学院大学大学院 7461

大阪経済大学大学院 7462

大阪芸術大学大学院 7463

大阪工業大学大学院 7464

大阪国際大学大学院 7484

大阪産業大学大学院 7465

大阪歯科大学大学院 7466

大阪樟蔭女子大学大学院 7467

大阪商業大学大学院 7468

大阪体育大学大学院 7469

大阪電気通信大学大学院 7470

大阪薬科大学大学院 7471

大谷大学大学院 7439

大妻女子大学大学院 7263

大手前大学大学院 7489

大原大学院大学 6244

沖縄科学技術大学院大学 4117

岡山商科大学大学院 7516

岡山理科大学大学院 7517

沖縄国際大学大学院 7584

沖縄大学大学院 7583

学習院女子大学大学院 7353

学習院大学大学院 7265

鹿児島国際大学大学院 7580

鹿児島純心女子大学大学院 7582

活水女子大学大学院 7566

神奈川工科大学大学院 7365

神奈川歯科大学大学院 7358

神奈川大学大学院 7357

金沢医科大学大学院 7378

金沢学院大学大学院 7382

金沢工業大学大学院 7380

金沢星稜大学大学院 7379

川崎医科大学大学院 7518

川崎医療福祉大学大学院 7524

川村学園女子大学大学院 7256

関西医科大学大学院 7475

関西外国語大学大学院 7476

関西国際大学大学院 7510

関西大学大学院 7474

関西福祉科学大学大学院 7486

関西学院大学大学院 7490

神田外語大学大学院 7252

関東学院大学大学院 7359

関東学園大学大学院 7224

北里大学大学院 7266

吉備国際大学大学院 7523

岐阜経済大学大学院 7389

岐阜女子大学大学院 7391

岐阜聖徳学園大学大学院 7392

九州栄養福祉大学大学院 7563

九州看護福祉大学大学院 7572

九州共立大学大学院 7550

九州国際大学大学院 7559

九州産業大学大学院 7551

九州情報大学大学院 7562

九州東海大学大学院 7569

九州保健福祉大学大学院 7577

京都外国語大学大学院 7440

京都学園大学大学院 7441

京都光華女子大学大学院 7445

京都嵯峨芸術大学大学院 7458

京都産業大学大学院 7442

京都情報大学院大学 6397

京都女子大学大学院 7443

京都精華大学大学院 7454

京都造形芸術大学大学院 7456

京都橘大学大学院 7446

京都ノートルダム女子大学大学院 7449

京都文教大学大学院 7457

京都薬科大学大学院 7444

共立女子大学大学院 7267

共立薬科大学大学院 7268

杏林大学大学院 7269

近畿大学大学院 7477

金城学院大学大学院 7404

国立音楽大学大学院 7270

熊本学園大学大学院 7571
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倉敷芸術科学大学大学院 7525

久留米工業大学大学院 7560

久留米大学大学院 7552

呉大学大学院 7537

グロービス経営大学院大学 6241

慶應義塾大学大学院 7271

恵泉女学園大学大学院 7347

工学院大学大学院 7272

皇學館大学大学院 7435

甲子園大学大学院 7491

高知工科大学大学院 7549

甲南女子大学大学院 7493

甲南大学大学院 7492

神戸学院大学大学院 7494

神戸芸術工科大学大学院 7508

神戸松蔭女子学院大学大学院 7498

神戸情報大学院大学 6477

神戸女学院大学大学院 7495

神戸女子大学大学院 7496

神戸親和女子大学大学院 7499

神戸薬科大学大学院 7497

高野山大学大学院 7514

郡山女子大学大学院 7209

國學院大學大学院 7273

国際医療福祉大学大学院 7221

国際基督教大学大学院 7274

国際大学大学院 7370

国際仏教学大学院大学 6227

国際仏教学大学院大学大学院 7352

国際武道大学大学院 7251

国士舘大学大学院 7275

駒澤女子大学大学院 7350

駒澤大学大学院 7276

埼玉医科大学大学院 7229

埼玉工業大学大学院 7237

作新学院大学大学院 7220

札幌学院大学大学院 7176

札幌国際大学大学院 7186

札幌大学大学院 7175

産業能率大学大学院 7366

志學館大学大学院 7581

事業構想大学院大学 4112

事業創造大学院大学 6281

滋慶医療科学大学院大学 6605

四国学院大学大学院 7546

四国大学大学院 7544

静岡文化芸術大学大学院 7399

静岡理工科大学大学院 7397

自治医科大学大学院 7217

実践女子大学大学院 7277

四天王寺大学大学院 7478

芝浦工業大学大学院 7278

社会情報大学院大学 7588

就実大学大学院 7522

崇城大学大学院 7570

秀明大学大学院 7255

淑徳大学大学院 7245

順天堂大学大学院 7279

城西国際大学大学院 7259

城西大学大学院 7230

情報セキリュティ大学院大学 6268

上智大学大学院 7280

湘南工科大学大学院 7360

尚美学園大学大学院 7242

上武大学大学院 7223

昭和音楽大学大学院 7367

昭和女子大学大学院 7282

昭和大学大学院 7281

昭和薬科大学大学院 7283

女子栄養大学大学院 7236

女子美術大学大学院 7355

白百合女子大学大学院 7284

仁愛大学大学院 7384

椙山女学園大学大学院 7405

鈴鹿医療科学大学大学院 7437

鈴鹿国際大学大学院 7438

駿河台大学大学院 7238

聖学院大学大学院 7239

成蹊大学大学院 7285

成城大学大学院 7286

聖心女子大学大学院 7287

清泉女子大学大学院 7288

聖徳大学大学院 7258

聖トマス大学大学院 7488

西南学院大学大学院 7553

聖マリアンナ医科大学大学院 7361

聖隷クリストフアー看護大学大学院 7398

聖路加看護大学大学院 7289

聖和大学大学院 7502

摂南大学大学院 7483

専修大学大学院 7290

洗足学園音楽大学大学院 7362

仙台大学大学院 7199

創価大学大学院 7291

大学院大学至善館 6620

大正大学大学院 7292

大同工業大学大学院 7406

大東文化大学大学院 7293

高岡法科大学大学院 7376

高崎健康福祉大学大学院 7226

高千穂大学大学院 7294

高松大学大学院 7547

宝塚造形芸術大学大学院 7505

拓殖大学大学院 7295

玉川大学大学院 7296

多摩大学大学院 7348

多摩美術大学大学院 7297

千歳科学技術大学大学院 7188

千葉経済大学大学院 7254

千葉工業大学大学院 7246

千葉商科大学大学院 7247

中央大学大学院 7298

中京女子大学大学院 7408

中京大学大学院 7407

中部学院大学大学院 7394

中部大学大学院 7409

津田塾大学大学院 7299

鶴見大学大学院 7363

帝京科学大学大学院 7387

帝京大学大学院 7300

帝京平成大学大学院 7253

帝塚山学院大学大学院 7479

帝塚山大学大学院 7511

天使大学大学院 7191

天理大学大学院 7512

東亜大学大学院 7540

桐蔭横浜大学大学院 7368

東海学園大学大学院 7427

東海大学大学院 7301

東京医科大学大学院 7302

東京音楽大学大学院 7303

東京家政学院大学大学院 7305

東京家政大学大学院 7304

東京経済大学大学院 7306

東京工科大学大学院 7345

東京工芸大学大学院 7344

東京国際大学大学院 7228

東京歯科大学大学院 7250

東京慈恵会医科大学大学院 7307

東京情報大学大学院 7257

東京女子医科大学大学院 7309

東京女子大学大学院 7308

東京神学大学大学院 7310

東京成徳大学大学院 7260
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東京造形大学大学院 7311

東京電機大学大学院 7312

東京農業大学大学院 7313

東京福祉大学大学院 7225

東京薬科大学大学院 7314

東京理科大学大学院 7315

同志社女子大学大学院 7448

同志社大学大学院 7447

東邦音楽大学大学院 7232

桐朋学園大学院大学 6285

桐朋学園大学院大学大学院 7377

東邦大学大学院 7316

同朋大学大学院 7410

東北学院大学大学院 7200

東北芸術工科大学大学院 7207

東北公益文科大学大学院 7208

東北工業大学大学院 7201

東北福祉大学大学院 7202

東北文化学園大学大学院 7206

東北薬科大学大学院 7203

東洋英和女学院大学大学院 7349

東洋大学大学院 7317

常葉学園大学大学院 7395

常磐大学大学院 7215

徳島文理大学大学院 7545

獨協医科大学大学院 7218

獨協大学大学院 7233

鳥取環境大学大学院 7515

豊田工業大学大学院 7422

豊橋創造大学大学院 7428

長岡造形大学大学院 7372

長崎国際大学大学院 7568

長崎純心大学大学院 7567

長崎総合科学大学大学院 7565

中村学園大学大学院 7554

名古屋音楽大学大学院 7420

名古屋外国語大学大学院 7423

名古屋学院大学大学院 7411

名古屋経済大学大学院 7421

名古屋芸術大学大学院 7412

名古屋産業大学大学院 7431

名古屋商科大学大学院 7413

名古屋女子大学大学院 7414

名古屋造形大学大学院 7424

奈良大学大学院 7513

南山大学大学院 7416

新潟医療福祉大学大学院 7374

新潟工科大学大学院 7373

新潟産業大学大学院 7371

新潟薬科大学大学院 7369

西九州大学大学院 7564

西日本工業大学大学院 7555

二松学舎大学大学院 7318

日本医科大学大学院 7320

日本工業大学大学院 7234

日本歯科大学大学院 7321

日本社会事業大学大学院 7322

日本獣医生命科学大学大学院 7323

日本女子体育大学大学院 7325

日本女子大学大学院 7324

日本赤十字看護大学大学院 7346

日本赤十字広島看護大学大学院 7539

日本赤十字北海道看護大学大学院 7189

日本体育大学大学院 7326

日本大学大学院 7319

日本福祉大学大学院 7417

日本文理大学大学院 7573

人間環境大学大学院 7432

人間総合科学大学大学院 7243

ノートルダム清心女子大学大学院 7519

梅花女子大学大学院 7480

梅光学院大学大学院 7541

白鴎大学大学院 7219

八戸工業大学大学院 7193

花園大学大学院 7450

浜松大学大学院 7396

阪南大学大学院 7481

光産業創成大学院大学 6322

比治山大学大学院 7535

姫路獨協大学大学院 7506

兵庫医科大学大学院 7503

兵庫大学大学院 7509

弘前学院大学大学院 7194

広島経済大学大学院 7527

広島工業大学大学院 7528

広島国際学院大学大学院 7531

広島国際大学大学院 7538

広島修道大学大学院 7529

広島女学院大学大学院 7530

広島文教女子大学大学院 7532

フェリス女学院大学大学院 7364

福井工業大学大学院 7383

福岡工業大学大学院 7557

福岡歯科大学大学院 7558

福岡女学院大学大学院 7561

福岡大学大学院 7556

福山大学大学院 7534

福山平成大学大学院 7536

藤女子大学大学院 7178

富士大学大学院 7198

藤田保健衛生大学大学院 7415

佛教大学大学院 7451

プール学院大学大学院 7485

文化学園大学大学院 7328

文化ファッション大学院大学 6243

文京学院大学大学院 7240

文教大学大学院 7235

文星芸術大学大学院 7222

平成国際大学大学院 7241

別府大学大学院 7574

法政大学大学院 7329

放送大学大学院 7587

北星学園大学大学院 7179

北陸大学大学院 7381

星薬科大学大学院 7330

北海学園大学大学院 7180

北海道医療大学大学院 7177

北海道工業大学大学院 7181

北海道情報大学大学院 7185

北海道東海大学大学院 7184

北海道文教大学大学院 7190

北海道薬科大学大学院 7182

松本歯科大学大学院 7388

松山大学大学院 7548

三重中京大学大学院 7436

南九州大学大学院 7576

美作大学大学院 7520

宮城学院女子大学大学院 7204

明星大学大学院 7339

武庫川女子大学大学院 7504

武蔵工業大学大学院 7332

武蔵大学大学院 7331

武蔵野音楽大学大学院 7333

武蔵野大学大学院 7334

武蔵野美術大学大学院 7335

名桜大学大学院 7585

明海大学大学院 7231

明治学院大学大学院 7337

明治国際医療大学大学院 7455

明治大学大学院 7336

明治薬科大学大学院 7338

名城大学大学院 7418

目白大学大学院 7351

ものつくり大学大学院 7244
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桃山学院大学大学院 7482

安田女子大学大学院 7533

山口東京理科大学大学院 7542

山梨英和大学大学院 7386

山梨学院大学大学院 7385

酪農学園大学大学院 7183

立教大学大学院 7340

立正大学大学院 7341

立命館アジア太平洋大学大学院 7575

立命館大学大学院 7452

龍谷大学大学院 7453

流通科学大学大学院 7507

流通経済大学大学院 7213

ルーテル学院大学大学院 7327

麗澤大学大学院 7248

LEC東京リーガルマインド大学大学院 7354

和光大学大学院 7342

早稲田大学大学院 7343

和洋女子大学大学院 7249

● そ の 他
学位授与機構によるもの 9003

コードの記載がない大学院 9007

外国の大学院 9008

※対象となる専修学校は次のとおりです。

〈北海道〉

札幌リハビリテーション専門学校

専修学校ファーイースタンステイトユニバーシティ函館校

専門学校日本福祉リハビリテーション学院

専門学校日本福祉看護学院

専門学校北海道自動車整備大学校

専門学校北海道保健看護大学校

専門学校北海道リハビリテーション大学校

北都保健福祉専門学校

北海道情報専門学校

吉田学園リハビリテーション専門学校

吉田学園保健看護専門学校

〈青森県〉

東北メディカル学院

〈宮城県〉

仙台医療技術専門学校

東北文化学園専門学校

〈秋田県〉

秋田情報ビジネス専門学校

〈山形県〉

山形医療技術専門学校

〈福島県〉

郡山健康科学専門学校

ポラリス保健看護学院

〈茨城県〉

アール医療福祉専門学校

鯉淵学園農業栄養専門学校

水戸経理専門学校

水戸電子専門学校

〈栃木県〉

宇都宮ビジネス電子専門学校

日産栃木整備専門学校

マロニエ医療福祉専門学校

〈群馬県〉

太田医療技術専門学校

太田情報商科専門学校

専修学校群馬自動車大学校

フェリカ建築＆デザイン専門学校

前橋医療福祉専門学校

〈埼玉県〉

大原簿記医療秘書専門学校大宮校

埼玉医療福祉専門学校

中央情報専門学校

ホンダテクニカルカレッジ

〈千葉県〉

沼南リハビリテーション学院

（専）中央自動車大学校

専門学校千葉県自動車総合大学校

専門学校日本自動車大学校

専門学校藤リハビリテーション学院

千葉医療福祉専門学校

千葉・柏リハビリテーション学院

千葉県自動車整備商工組合立専門学校

二葉看護学院

明生情報ビジネス専門学校

〈東京都〉

大原簿記学校

関東リハビリテーション専門学校

新宿情報ビジネス専門学校

専修学校東京自動車大学校

専門学校東都リハビリテーション学院

専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

専門学校読売自動車大学校

東京医学柔整専門学校

東京エアトラベル・ホテル専門学校

東京栄養食糧専門学校

東京工科専門学校

東京工学院専門学校

東京染色美術専門学校

東京福祉専門学校

東京法律専門学校

東洋美術学校

トヨタ東京整備専門学校

日本工学院専門学校

日本リハビリテーション専門学校

ハリウッド美容専門学校

二葉栄養専門学校

読売江東理工専門学校

〈神奈川県〉

浅野工学専門学校

大原簿記専門学校横浜校

情報科学専門学校

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校

日産横浜整備専門学校

横浜リハビリテーション専門学校

横浜YMCA学院専門学校

米山ファッション・ビジネス専門学校

〈新潟県〉

大原簿記公務員専門学校新潟校

北里大学保健衛生専門学院

国際福祉医療カレッジ

新潟会計ビジネス専門学校

新潟コンピュータ専門学校

新潟情報専門学校
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新潟リハビリテーション専門学校

〈富山県〉

富山医療福祉専門学校

〈石川県〉

（専）日本航空大学校

専門学校金沢リハビリテーションアカデミー

〈福井県〉

アイビーテクノカレッジ

専門学校福井文化服装学院

〈山梨県〉

（専）日本航空大学校

帝京医療福祉専門学校

〈長野県〉

長野医療衛生専門学校

長野医療技術専門学校

長野法律高度専門学校

松本衣デザイン専門学校

〈岐阜県〉

サンビレッジ国際医療福祉専門学校

〈静岡県〉

大原簿記専門学校静岡校

大原簿記専門学校浜松校

静岡医療科学専門学校

専門学校静岡工科自動車大学校

専門学校静岡電子情報カレッジ

常葉学園医療専門学校

日本ギター専門学校

日本建築専門学校

〈愛知県〉

明美文化服装専門学校

大原簿記専門学校

キクチ眼鏡専門学校

コンピュータ総合学園HAL専門学校

トヨタ名古屋整備専門学校

名古屋医療福祉専門学校

名古屋工学院専門学校

名古屋情報メディア専門学校

名古屋福祉保育柔整専門学校

日本医療福祉専門学校

〈三重県〉

ユマニテク医療専門学校

〈滋賀県〉

叡山学院

滋賀医療技術専門学校

〈京都府〉

京都栄養医療専門学校

京都芸術デザイン専門学校

京都コンピュータ学院京都駅前校

京都コンピュータ学院洛北校

日産京都整備専門学校

〈大阪府〉

大阪医専

大阪医療福祉専門学校

大阪外語専門学校

大阪情報コンピュータ専門学校

大阪情報専門学校

大阪リハビリテーション専門学校

大手前栄養学院専門学校

近畿コンピュータ電子専門学校

コンピュータ総合学園HAL専門学校

清風情報工科学院

日本コンピュータ専門学校

ホンダテクニカルカレッジ

マロニエファッションデザイン専門学校

〈兵庫県〉

神戸医療福祉専門学校三田校

神戸医療福祉専門学校須磨校

トヨタ神戸整備専門学校

ビジネス専門学校キャリアカレッジ但馬

〈鳥取県〉

YMCA米子医療福祉専門学校

〈島根県〉

島根リハビリテーション学院

リハビリテーションカレッジ島根

〈岡山県〉

玉野総合医療専門学校

専門学校福嶋リハビリテーション学院

中国デザイン専門学校

〈広島県〉

CAC医療技術専門学校

広島医療保健専門学校

広島情報専門学校

広島福祉専門学校

〈山口県〉

岩国YMCA国際医療福祉専門学校

下関コンピュータビジネス学院

山口医療福祉専門学校

山口コ・メディカル学院

〈香川県〉

四国医療専門学校

四国リハビリテーション学院

〈愛媛県〉

日産愛媛整備専門学校

〈高知県〉

高知リハビリテーション学院

土佐リハビリテーションカレッジ

〈福岡県〉

大原簿記情報専門学校福岡校

KCS北九州情報専門学校

KCS福岡情報専門学校

専修学校コンピュータ教育学院

専門学校久留米リハビリテーション学院

第一医療リハビリテーション専門学校

福岡リハビリテーション専門学校

〈佐賀県〉

医療福祉専門学校緑生館

〈熊本県〉

メディカル・カレッジ青照館

〈大分県〉

KCS大分情報専門学校

〈鹿児島県〉

鹿児島医療技術専門学校

鹿児島ハイテク専門学校

KCS鹿児島情報専門学校

〈沖縄県〉

沖縄情報経理専門学校

沖縄情報経理専門学校那覇校

専門学校琉球リハビリテーション学院

大育情報ビジネス専門学校
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入学検定料・選考料 取扱明細書 チケット等
払込領収書

入学試験志願票に貼り付ける「収納証明書」部分

※コンビニでお支払いされた場合、
　「取扱銀行収納印」は不要です。

入学試験志願票（C）●ローソン　●ミニストップ

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の収納証
明書部分を切り取り、入学試験志願票の所定
欄へ貼付。「取扱明細書（お客様控え）」は保管

●セブン-イレブン ●ファミリーマート

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の収納証
明書部分を切り取り、入学試験志願票の所定
欄へ貼付。「チケット等払込領収書」は保管　
　　　　　　

【1】「入学検定料・選考料 取扱明細書」の収納証明書部分を切り取って、入学試験志願票の所定の貼付欄に貼る。

【2】封筒に必要書類を入れて出願。

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」
　と記載されている糊はご使用にならないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

■ コンビニでの支払い手順

関西学院大学 大学院入試
コンビニエンスストアでの入学検定料支払い方法

24時間
支払い可能

取扱明細書（お客様控え）

入学検定料・選考料 取扱明細書

3
出
願

2

W
e
b
申
込
み

コ
ン
ビ
ニ
支
払
い

1

■ コンビニでの支払い期間
●コンビニでのお支払いは、入学試験要項で出願期間を確認のうえ、十分に余裕をもって行ってください。
●支払期間最終日の「Webサイトでの申込み」は、23:00までとなります。

出願についての
お問い合わせは

関西学院大学 入学センター

TEL. 0798-54-6135
コンビニ支払いについての

お問い合わせは

E-サービス サポートセンター

https://e-shiharai.net/
※コンビニでは
　お答えできません

お支払い後、必ず「入学検定料・選考料 取扱明細書」を受け取ってください。

店頭端末機より出力される「申込券」（受付票）を持って、30分以内にレジでお支払いください。

セブン-イレブン

【払込票番号（13ケタ）】

ローソン・ミニストップ

【お客様番号（11ケタ）】と【確認番号（4ケタ）】

ファミリーマート

【お客様番号（11ケタ）】と【確認番号（4ケタ）】

●画面の指示に従って必要事項を入力
●支払い方法で「利用するコンビニ」を選択し、下記【番号】を取得
●通知された「お支払い期限」内にコンビニへ

番号取得後に入力ミスに気づいた場合は、その番号では支払いを行わず、
新たな番号を取得してお支払いください。
支払い期限内に代金を支払わなかった入力情報は、自動的にキャンセルされます。

〈注意〉

お支払い後、必ず「入学検定料・選考
料 取扱明細書」（チケット）を受け
取ってください。

「各種サービスメニュー」

「各種代金お支払い」

「マルチペイメントサービス」

「インターネット支払い」の旨を
伝え、プリントアウトした【払込
票】を渡すか、【払込票番号】を伝
えてお支払いください。

●レジにて

※マルチコピー機は利用しません
【お客様番号】【確認番号】を入力

【お客様番号】【確認番号】を入力

「代金支払い」

「番号入力画面に進む」

「各種代金・インターネット受付」
（紫のボタン）

セブン-イレブンの場合

ファミリーマートの場合ローソン・ミニストップの場合

店頭端末　　　　　  へ

●支払い期限内に代金を支払わなかった場合は、入力情報が自動的にキャンセルされます。

●入学検定料はATMで振り込みできません。必ずレジでお支払いください。

●一度お支払いされた入学検定料は、コンビニでは返金できません。

●店頭端末機の画面デザイン等は、予告なく変更される場合があります

●取り扱いコンビニ、支払い方法は変更になる場合があります。変更された場合は、Webサイトにてご案内いたします。

●入学検定料の他に事務手数料が別途かかります。詳しくは、WEBサイトをご確認ください。！
注 意

スマートフォン、パソコンでアクセス

※一部の機種は利用できない場合があります。

https://e-shiharai.net/

ファミポートまたは、
マルチコピー機へ
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コナミスポーツ
クラブ本店西宮

兵庫県立
芸術文化センター

西宮阪急

阪急神戸線

阪急西宮北口
駅

タ
ク
ア

宮
西

線
津
今
急
阪

西宮北口キャンパス
（西宮ガーテンズゲート館）

●

●

●

●

西宮北口キャンパス

アクセス図

宝　塚

12分14分

14分

神戸三宮 西宮北口 大阪梅田

●西宮北口キャンパス

西宮上ケ原キャンパス● 甲東園

阪急今津線

阪急神戸線

西宮北口キャンパス・案内図

西宮北口
キャンパス

大阪梅田

大阪梅田
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福岡会場 案内図

Ａ日程（⚘月⚖日・⚗日）
Ｂ日程（⚙月10日・11日）

TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター

福岡県福岡市博多区博多駅中央街⚔－⚘
ユーコウビル ⚙F

東京丸の内キャンパス
（サピアタワー10F）

東京会場 東京丸の内キャンパス・案内図

Ａ日程
（⚘月⚖日・⚗日）

Ｃ日程
（⚒月11日・12日）

東京丸の内キャンパス
（サピアタワー10階）

東京都千代田区丸の内
⚑丁目⚗番12号
（JR東京駅八重洲北口
から徒歩⚑分）
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Ａ日程（⚘月⚖日・⚗日）
Ｂ日程（⚙月10日・11日）

岡山シティホテル桑田町

岡山県岡山市北区桑田町⚓－30
（JR岡山駅東口より徒歩⚗分）

岡山会場 案内図
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