
       
 

Double J.D. Program for Doshisha Law Students/Recent Graduates 
 

Requirements for acceptance to 
 Michigan State University College of Law J.D. Program 2021-2022  

 
This program makes it possible for Doshisha Law students and Doshisha Law School graduates to obtain a J.D. 
degree from Michigan State University College of Law (MSU) in two years rather than the three years typically 
required. Graduation from the MSU College of Law J.D. program allows students to sit for the bar exam in any 
U.S. State. The MSU program can be completed before graduation from Doshisha Law School (therefore not 
interfering with the Japanese bar exam). The program can also be completed after graduation from Doshisha Law 
School, and currently-enrolled students and recent graduates of Doshisha Law School are also welcome to apply.  
 

The program allows for accelerated completion of the MSU J.D. program through acceptance of up to 29 credits 
of Doshisha Law course work. In addition to saving one year’s worth of MSU tuition, MSU is also offering a discount 
of 25% on tuition for courses taken at MSU. Additional tuition discounts may also be granted to Doshisha Law 
applicants who demonstrate outstanding academic performance.  
 

Timing of application and admission to MSU J.D. Program 
To apply for admission to MSU for fall of 2021 applicants should apply no later than May 31, 2021.  
Early applications for admissions in later years (e.g. Fall 2022) will also be considered. 

    

Restrictions 
In accordance with American Bar Association accreditation rules, Doshisha Law alumni who wish to apply to the MSU 
J.D. Program and obtain transfer credit for Doshisha Law coursework, must begin their studies at MSU within 72 months 
of their graduation from Doshisha Law School.  

 

Application Fees 
The application fee is not required for Doshisha Law students and Alumni. 

 
 

Application Requirements 
 Current Doshisha Law students must be in good academic standing 

*Students must obtain at least 29 credits at Doshisha Law School to be admitted for the MSU J.D. 
program, but may apply before doing so, in which case you will be required to submit transcripts to 
MSU when available.  

 English transcript of Doshisha Law Course work (showing graduation, if applying as alumni) 
 Recommendation letter from Doshisha Law faculty member (in English).  
 Official TOEFL or IELT scores showing: TOEFL－overall score of 100 or greater,   OR 

IELTS－overall score of ７ or greater *  
*Applicants who are close to but do not fully satisfy the English requirements or wish to demonstrate 
fluency through other means may request a waiver. Acceptance in such case may be contingent upon 
participating in supplementary legal English training. 

 By applying to this program you consent to your personal information (including information relating to 
your academic performance at Doshisha Law School as well as TOEFL, IELTS and other test scores) 
being shared with MSU so that MSU may make provisional and final admission decisions and keep 
necessary records of its evaluation process. 

 

**IMPORTANT NOTE:  APPLICANTS DO NOT NEED TO TAKE THE LSAT OR SUBMIT LSAT TEST SCORES 

 
 
 
 
 
 



       
 
 
How to Apply 
 If you are applying for admission to Doshisha Law School, currently a Doshisha Law School student, or a recent 

Doshisha Law School graduate, please fill out, sign, date and submit the application form (available for download 
at http://law-school.doshisha.ac.jp/00_info/pdf/msu_jd2_program2021_shinseisyo.pdf): Via e-mail (in PDF 
format) to: ji-ls@mail.doshisha.ac.jp  
 By fax to: 81-75-251-3069 or  
 Or by express mail (速達) to : 

 

Doshisha Law School Administrative Office 
                        Kamidachiuri-sagaru, Karasuma-dori, Kamigyo-ku, 

Kyoto 602-0023 
（〒602-0023 京都市上京区烏丸通上立売下ル 

同志社大学大学院 司法研究科事務室 宛） 
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参 考 

 

 

同志社大学大学院司法研究科 在学生・修了生向けダブルＪ.Ｄ.プログラム 

2021～2022 年度ミシガン州立大学ロースクール  

ダブルＪ.Ｄ.プログラム 募集要項 
 
 

本プログラムは，同志社大学司法研究科在学生および修了生向けの特別なプログラムで、通常 3 年かかるミシ

ガン州立大学(MSU)の J.D.プログラムを 2 年で修了することができます。アメリカ法曹協会に認定された MSU
の J.D.プログラムを修了すると、アメリカのすべての州における司法試験の受験資格を得ることができます。本

研究科修了前に MSU の J.D.を取得することもできますので，日本の司法試験受験に支障は生じません。また、

本研究科修了後に J.D.プログラムを修了することもでき、在学生や本研究科修了生も応募できます。 
 
本研究科で取得した単位が最大２９単位まで認定されることにより、MSU の J.D.プログラムの在学期間が短

縮されるため，１年分の MSU の授業料を節約することができます。残りの在学期間の学費も少なくとも２５％

の減額を受けられますし、成績優秀者はさらなる減額措置を受けられる可能性もあります。 
 

MSU ダブル JD プログラムへの入学申請時期 
2021 年度秋期入学の申請締め切りは，2021 年 5 月 31 日です。  

2022 年秋期入学の早期申請も可能です。 
    

修了生の方への特記事項 
米国法曹協会の認定基準に従い，MSU JD プログラムへの入学及び本研究科課程の取得単位の単位互換認定を希

望する修了生は，本研究科修了後７２ヶ月（６年）以内に，MSU において就学を開始することが必要となりま

す。  
 

申請料 
本研究科在学生および修了生については，申請料が免除されます。 

 

応募要件 
本研究科の在学生は，成績良好であること。 
 
＊MSU ダブル JD プログラムへの入学にあたっては，本研究科で 29 単位取得していることが条件となります。29 単位取得前に

申請することも可能ですが，その場合は，単位取得後に成績証明書をＭＳＵへ提出することが必要となります。 
 

 本研究科の英文成績証明書（修了生の場合は，修了証明も必要。） 
 本研究科教員による推薦状（英文にて記載のもの）  
 TOEFL または IELT スコアの公式認定証 

TOEFL－IBT 100 点以上     
もしくは 

IELTS－オーバーオールスコア７点以上 
＊上記スコアにわずかに足りない，もしくは，他の方法で英語力を証明することを希望する応募者は， 
英語要件の免除申請ができる場合があります。 
免除が認められる場合は，法律英語のプログラムを受講することが前提となることがあります。 

 

 

※本プログラムの応募にあたっては，応募者の個人情報（TOEFL または IELTS，その他のスコアおよび本研究科

の成績を含む）は，MSU と共有され、入学審査及び入学審査の過程の記録として利用、保存されることをご了

承ください。 



       
 

参 考 

 
備考：応募者は，LSAT の受験もしくは試験スコアの提出を求められることはありません。 
 
 

応募方法 
本研究科の入学予定者，在学生および修了生は，申請書に必要事項を記入し，署名欄と日付欄に自署の上，以下

のいずれかの方法にて提出してください。 
 

・E-mail の場合：PDF 添付ファイルにて E-mail: ji-ls@mail.doshisha.ac.jp 宛 
・Fax の場合：Fax：81-75-251-3069 宛  
・郵送の場合は：速達にて，下記住所宛 

 

送付先住所：〒602-0023 京都市上京区烏丸通上立売下ル 
同志社大学 司法研究科事務室 宛 

 
 

※申請書は以下の URL：よりダウンロードが可能です。 
URL：http://law-school.doshisha.ac.jp/00_info/pdf/msu_jd2_program2021_shinseisyo.pdf 
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