
 

（４）共通科目「外国事情」の履修について 
外国事情の履修については、原則として、本学が実施する協定校への派遣留学に参加する学生を対象として

います。履修希望者は、派遣留学をする前年度１月末までに、予めグローカル教育部門長の許可を得た上で、

下記の要件を満たさなければなりません。

（要件）

１．派遣留学前に指定する「事前指導」を受講すること。

２．毎月指定する日時までに「月次レポート」を提出すること。

３．派遣留学後に指定する「事後指導（発表なども含む）」を受講すること。

４．その他、グローカル教育部門長が指定する資料の提出等。

（成績評価について）

外国事情の成績評価は、事前・事後指導の受講態度、月次レポートの内容、及び留学先が発行した成績証明

書等を総合的に勘案して評価しますが、成績評価の結果、合格点に達しないこともありますので注意してくだ

さい。

なお、成績評価の時期については、原則、「事後指導」の受講時期によって下記のとおりとなります。

１．４月から６月までの受講した場合 当該年度前期の成績評価

２．７月から１２月までに受講した場合 当該年度後期の成績評価

３．１月から３月までの受講した場合 翌年度前期の成績評価

 

 

語学研修における成績評価の基準（ 年次配当科目）
区分 英語ⅠA、ⅠB、ⅠC、ⅠD、語学研修の中から 2 単位以内

成績評価 備考
PBT ～459 460～469 470～479 480～499 500～519 (TOEFL PBT スコア)

520 以上は 100 点とする
①460 点→素点 60 点から 1 点きざみ
②470 点→素点 70 点から１点きざみ
③480 点→素点 80 点から 2 点きざみ
④500 点→素点 90 点から 2 点きざみ
(TOEFL IBT スコア)
69 以上は 100 点とする
①48 点→素点 60 点から 3 点きざみ
②52 点→素点 73 点から 4 点きざみ
③54 点→素点 81 点から 1 点きざみ
（83・86 点を除く）
④61 点→素点 91 点から 1 点きざみ
（95 点を除く）

IBT ～47 48～51 52～53 54～60 61～68

英語 不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 ドイツ語Ⅰ、語学研修の中から２単位
成績評価 備考

ドイツ語

31 以下 21～ 30 11～ 20 1～ 10 合格点～ ドイツ語技能検定３級
①可（合格点 30 まで）
→素点 60 点から 1 点きざみ
②良（合格点 20 まで）
→素点 70 点から 1 点きざみ
③優（合格点 10 まで）
→素点 80 点から 1 点きざみ
④秀（合格点～）
→素点 90 点から 4 点きざみ

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 フランス語Ⅰ、語学研修の中から２単位
成績評価 備考

フランス
語

31 以下 21～ 30 11～ 20 1～ 10 合格点～ 実用フランス語技能検定３級のスコア
を基準とする。
①可 （合格点 30 まで）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良 （合格点 20 まで）
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優 （合格点 10 まで）
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀 （合格点～）
→素点 90 点から以後、合格点（試験毎
に異なる）から満点までを 10 等分する

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 中国語Ⅰ、語学研修の中から２単位
成績評価 備考

中国語

～(合格点
31)

(合格点 30)
～

(合格点 21）

(合格点 20)
～

(合格点 11)

(合格点 10)
～

 (合格点 1)
(合格点)

～

日本中国語検定協会主催 中国語検定
試験３級を基準とする。３級の合格基
準は、筆記６５点、ヒアリング６５点
の計１３０点。これを１００点満点に
換算して、６５点を合格基準とする。

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

①可(合格点 30)
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良(合格点 20)
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優(合格点 10)
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀(合格点～)
→素点 90 点から以後満点までを 10 等
分する。

区分 スペイン語Ⅰ、語学研修の中から２単位
成績評価 備考

スペイン
語

6 級不合格 該当なし 6 級合格 5 級合格 4 級以上合格 スペイン語技能検定試験
①6 級不合格
②該当なし
③6 級合格
④5 級合格
⑤4 級以上合格

①不可 ②可 ③良 ④優 ⑤秀

区分 ロシア語Ⅰ、語学研修の中から２単位
成績評価 備考

ロシア語

総得点の
40%未満 該当なし

総得点の
40%以上
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上

ロシア語能力検定試験 4 級受験者
＊最終評価点数は不可が 60 等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀

区分 韓国語Ⅰ、語学研修の中から２単位
成績評価 備考

そ
の
他
制
度
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韓国語
(朝鮮語)

総得点の
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上
70%未満

総得点の
70%以上
80%未満

総得点の
80%以上

ハングル能力検定 5 級または韓国語能
力試験 1級受験者
＊最終評価点数は不可が 60等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀

（注）既に外国語Ⅰを修得済みであり、選択できる科目が無い場合は、科目名「語学研修」での
単位認定となる。

 

 

語学研修における成績評価の基準（ 年次配当科目）
区分

（昼間コース）英語ⅡA1/ⅡB1、ⅡA2/ⅡB2、ⅡA3、ⅡA4 又は語学研修の中から 2 単位以内
（夜間主コース）英語ⅡA1、ⅡA2、ⅡB1、ⅡB2 又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

PBT ～474 475～484 485～494 495～514 515～534 (TOEFL PBT スコア)
535 以上は 100 点とする
①475 点→素点 60 点から 1 点きざみ
②485 点→素点 70 点から１点きざみ
③495 点→素点 80 点から 2 点きざみ
④515 点→素点 90 点から 2 点きざみ
(TOEFL IBT スコア)
74 以上は 100 点とする
①53 点→素点 60 点から 3 点きざみ
②57 点→素点 73 点から 4 点きざみ
③59 点→素点 81 点から 1 点きざみ
（83・86 点を除く）
④66 点→素点 91 点から 1 点きざみ
（95 点を除く）

IBT ～52 53～56 57～58 59～65 66～73

英語 不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 ドイツ語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

ドイツ語

21 以下 11～ 20 1～ 10 合格点～
+9 +10 以上 ドイツ語技能検定３級

①可（合格点 20 まで）
→素点 60 点から 1 点きざみ
②良（合格点 10 まで）
→素点 70 点から 1 点きざみ
③優（合格点+9 まで）
→素点 80 点から 1 点きざみ
④秀（合格点+10 以上）
→素点 90 点から 3 点きざみ

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 フランス語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

フランス
語

21 以下 11～ 20 1～ 10 合格点～
+9 +10 以上 実用フランス語技能検定３級のスコア

を基準とする。
①可 （合格点 20 まで）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良 （合格点 10 まで）
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優 （合格点+9 まで）
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀 （合格点+10 以上）
→素点 90 点から以後、合格点（試験毎
に異なる）+10 から満点までを 10 等分
する

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 中国語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

中国語

～(合格点
21)

(合格点 20)
～

(合格点 11）

(合格点 10)
～

(合格点 1）

合格点
～

 (合格点＋9)
(合格点＋

10)～

日本中国語検定協会主催 中国語検定
試験３級を基準とする。３級の合格基準
は、筆記６５点、ヒアリング６５点の計
１３０点。これを１００点満点に換算し
て、６５点を合格基準とする。

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

①可(合格点 20)
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良(合格点 10)
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優 合格点
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀(合格点+10)
→素点 90 点から以後満点までを 10 等
分する。

区分 スペイン語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

スペイン
語

6 級不合格 6 級合格 5 級合格 4 級合格 3 級以上合格 スペイン語技能検定試験
①6 級不合格
②6 級合格
③5 級合格
④4 級合格
⑤3 級以上合格

①不可 ②可 ③良 ④優 ⑤秀

区分 ロシア語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

ロシア語

総得点の
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上
70%未満

総得点の
70%以上
80%未満

総得点の
80%以上

ロシア語能力検定試験４級受験者
＊最終評価点数は不可が 60 等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀
総得点の
30%未満

総得点の
30%以上
40%未満

総得点の
40%以上
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上

ロシア語能力検定試験３級受験者
＊最終評価点数は不可が 60 等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

114

32100201_RishuChukan#honbun#1-230.indd   11432100201_RishuChukan#honbun#1-230.indd   114 2021/03/04   10:47:092021/03/04   10:47:09



 

韓国語
(朝鮮語)

総得点の
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上
70%未満

総得点の
70%以上
80%未満

総得点の
80%以上

ハングル能力検定 5 級または韓国語能
力試験 1級受験者
＊最終評価点数は不可が 60等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀

（注）既に外国語Ⅰを修得済みであり、選択できる科目が無い場合は、科目名「語学研修」での
単位認定となる。

 

 

語学研修における成績評価の基準（ 年次配当科目）
区分

（昼間コース）英語ⅡA1/ⅡB1、ⅡA2/ⅡB2、ⅡA3、ⅡA4 又は語学研修の中から 2 単位以内
（夜間主コース）英語ⅡA1、ⅡA2、ⅡB1、ⅡB2 又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

PBT ～474 475～484 485～494 495～514 515～534 (TOEFL PBT スコア)
535 以上は 100 点とする
①475 点→素点 60 点から 1 点きざみ
②485 点→素点 70 点から１点きざみ
③495 点→素点 80 点から 2 点きざみ
④515 点→素点 90 点から 2 点きざみ
(TOEFL IBT スコア)
74 以上は 100 点とする
①53 点→素点 60 点から 3 点きざみ
②57 点→素点 73 点から 4 点きざみ
③59 点→素点 81 点から 1 点きざみ
（83・86 点を除く）
④66 点→素点 91 点から 1 点きざみ
（95 点を除く）

IBT ～52 53～56 57～58 59～65 66～73

英語 不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 ドイツ語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

ドイツ語

21 以下 11～ 20 1～ 10 合格点～
+9 +10 以上 ドイツ語技能検定３級

①可（合格点 20 まで）
→素点 60 点から 1 点きざみ
②良（合格点 10 まで）
→素点 70 点から 1 点きざみ
③優（合格点+9 まで）
→素点 80 点から 1 点きざみ
④秀（合格点+10 以上）
→素点 90 点から 3 点きざみ

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 フランス語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

フランス
語

21 以下 11～ 20 1～ 10 合格点～
+9 +10 以上 実用フランス語技能検定３級のスコア

を基準とする。
①可 （合格点 20 まで）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良 （合格点 10 まで）
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優 （合格点+9 まで）
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀 （合格点+10 以上）
→素点 90 点から以後、合格点（試験毎
に異なる）+10 から満点までを 10 等分
する

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 中国語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

中国語

～(合格点
21)

(合格点 20)
～

(合格点 11）

(合格点 10)
～

(合格点 1）

合格点
～

 (合格点＋9)
(合格点＋

10)～

日本中国語検定協会主催 中国語検定
試験３級を基準とする。３級の合格基準
は、筆記６５点、ヒアリング６５点の計
１３０点。これを１００点満点に換算し
て、６５点を合格基準とする。

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

①可(合格点 20)
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良(合格点 10)
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優 合格点
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀(合格点+10)
→素点 90 点から以後満点までを 10 等
分する。

区分 スペイン語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

スペイン
語

6 級不合格 6 級合格 5 級合格 4 級合格 3 級以上合格 スペイン語技能検定試験
①6 級不合格
②6 級合格
③5 級合格
④4 級合格
⑤3 級以上合格

①不可 ②可 ③良 ④優 ⑤秀

区分 ロシア語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

ロシア語

総得点の
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上
70%未満

総得点の
70%以上
80%未満

総得点の
80%以上

ロシア語能力検定試験４級受験者
＊最終評価点数は不可が 60 等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀
総得点の
30%未満

総得点の
30%以上
40%未満

総得点の
40%以上
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上

ロシア語能力検定試験３級受験者
＊最終評価点数は不可が 60 等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

そ
の
他
制
度
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不可 可 良 優 秀

区分 韓国語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

韓国語
(朝鮮語)

総得点の
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上
70%未満

総得点の
70%以上
80%未満

総得点の
80%以上

ハングル能力検定４級または韓国語能
力試験２級受験者
＊最終評価点数は不可が 60等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀

（注）語学研修時の学年の上級年次に配当される科目を申請することはできない。
（注）既に外国語Ⅱを修得済みであり、選択できる科目が無い場合は、科目名「語学研修」での

単位認定となる。

 

 

語学研修における成績評価の基準（ 年次配当科目）
区分 英語上級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの中から２単位

成績評価 備考
PBT ～489 490～499 500～

509 510～529 530～
549

(TOEFL PBT スコア)
550 以上は 100 点とする
①490 点→素点 60 点から 1 点きざみ
②500 点→素点 70 点から１点きざみ
③510 点→素点 80 点から 2 点きざみ
④530 点→素点 90 点から 2 点きざみ
(TOEFL IBT スコア)
79 以上は 100 点とする
①58 点→素点 60 点から 3 点きざみ
②61 点→素点 70 点から 3 点きざみ
③65 点→素点 81 点から 1 点きざみ
（83・86 点を除く）
④72 点→素点 91 点から 1 点きざみ
（93・96 点を除く）

IBT ～57 58～60 61～64 65～71 72～78

英語 不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（ドイツ語）の中から２単位
成績評価 備考

ドイツ語

11 以下 1～ 10 合格点～
+9 +10～+19 +20 以上 ドイツ語技能検定３級

①可（合格点 10 まで）
→素点 60 点から 1 点きざみ
②良（合格点+9 まで）
→素点 70 点から 1 点きざみ
③優（合格点+19 まで）
→素点 80 点から 1 点きざみ
④秀（合格点+20 以上）
→素点 90 点から 2 点きざみ

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

21 以下 11～ 20 1～ 10 合格～+9 +10 以上 ドイツ語技能検定準２級
①可（合格点 20 まで）
→素点 60 点から 1 点きざみ
②良（合格点 10 まで）
→素点 70 点から 1 点きざみ
③優（合格点+9 まで）
→素点 80 点から 1 点きざみ
④秀（合格点+10 以上）
→素点 90 点から 3 点きざみ

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（フランス語）の中から２単位
成績評価 備考

フランス
語

11 以下 1～ 10 合格点～
+9 +10～+19 +20 以上 実用フランス語技能検定３級のスコアを基

準とする。
①可 （合格点 10 まで）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良 （合格点+9 まで）
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優 （合格点+19 まで）
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀 （合格点+20 以上）
→素点 90 点から以後、合格点（試験毎に異
なる）+20 から満点までを 10 等分する。

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

21 以下 11～ 20 1～ 10 合格～+9 +10 以上 実用フランス語技能検定準２級のスコアを
基準とする。
①可（合格点 20 まで）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良（合格点 10 まで）
→素点 70 点から以後１点きざみ
③優（合格点+9 まで）
→素点 80 点から以後１点きざみ
④秀 （合格点+10 以上）
→素点 90 点から以後、合格点（試験毎に異
なる）+10 から満点までを 10 等分する

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（中国語）の中から２単位
成績評価 備考

中国語

～（合格
点－11）

(合格点－
10)
～

（合格点－
1）

合格点
～

（合格点
＋9）

（合格点＋
10）
～

（合格点＋
19）

（合格点
＋20）～

日本中国語検定協会主催中国語検定試験３
級を基準とする。 ３級の合格基準は、筆記
６５点、ヒアリング６５点の計１３０点。こ
れを１００点満点に換算して、６５点を合格
基準とする。

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

①可（合格点 10）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良 合格点
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優（合格点+10）
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀（合格点+20)
→素点 90 点から以後満点までを 10 等分す
る
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不可 可 良 優 秀

区分 韓国語ⅡＡ、ⅡＢ又は語学研修の中から２単位以内
成績評価 備考

韓国語
(朝鮮語)

総得点の
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以上
70%未満

総得点の
70%以上
80%未満

総得点の
80%以上

ハングル能力検定４級または韓国語能
力試験２級受験者
＊最終評価点数は不可が 60等分、可、
良、優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀

（注）語学研修時の学年の上級年次に配当される科目を申請することはできない。
（注）既に外国語Ⅱを修得済みであり、選択できる科目が無い場合は、科目名「語学研修」での

単位認定となる。

 

 

語学研修における成績評価の基準（ 年次配当科目）
区分 英語上級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの中から２単位

成績評価 備考
PBT ～489 490～499 500～

509 510～529 530～
549

(TOEFL PBT スコア)
550 以上は 100 点とする
①490 点→素点 60 点から 1 点きざみ
②500 点→素点 70 点から１点きざみ
③510 点→素点 80 点から 2 点きざみ
④530 点→素点 90 点から 2 点きざみ
(TOEFL IBT スコア)
79 以上は 100 点とする
①58 点→素点 60 点から 3 点きざみ
②61 点→素点 70 点から 3 点きざみ
③65 点→素点 81 点から 1 点きざみ
（83・86 点を除く）
④72 点→素点 91 点から 1 点きざみ
（93・96 点を除く）

IBT ～57 58～60 61～64 65～71 72～78

英語 不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（ドイツ語）の中から２単位
成績評価 備考

ドイツ語

11 以下 1～ 10 合格点～
+9 +10～+19 +20 以上 ドイツ語技能検定３級

①可（合格点 10 まで）
→素点 60 点から 1 点きざみ
②良（合格点+9 まで）
→素点 70 点から 1 点きざみ
③優（合格点+19 まで）
→素点 80 点から 1 点きざみ
④秀（合格点+20 以上）
→素点 90 点から 2 点きざみ

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

21 以下 11～ 20 1～ 10 合格～+9 +10 以上 ドイツ語技能検定準２級
①可（合格点 20 まで）
→素点 60 点から 1 点きざみ
②良（合格点 10 まで）
→素点 70 点から 1 点きざみ
③優（合格点+9 まで）
→素点 80 点から 1 点きざみ
④秀（合格点+10 以上）
→素点 90 点から 3 点きざみ

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（フランス語）の中から２単位
成績評価 備考

フランス
語

11 以下 1～ 10 合格点～
+9 +10～+19 +20 以上 実用フランス語技能検定３級のスコアを基

準とする。
①可 （合格点 10 まで）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良 （合格点+9 まで）
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優 （合格点+19 まで）
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀 （合格点+20 以上）
→素点 90 点から以後、合格点（試験毎に異
なる）+20 から満点までを 10 等分する。

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

21 以下 11～ 20 1～ 10 合格～+9 +10 以上 実用フランス語技能検定準２級のスコアを
基準とする。
①可（合格点 20 まで）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良（合格点 10 まで）
→素点 70 点から以後１点きざみ
③優（合格点+9 まで）
→素点 80 点から以後１点きざみ
④秀 （合格点+10 以上）
→素点 90 点から以後、合格点（試験毎に異
なる）+10 から満点までを 10 等分する

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（中国語）の中から２単位
成績評価 備考

中国語

～（合格
点－11）

(合格点－
10)
～

（合格点－
1）

合格点
～

（合格点
＋9）

（合格点＋
10）
～

（合格点＋
19）

（合格点
＋20）～

日本中国語検定協会主催中国語検定試験３
級を基準とする。 ３級の合格基準は、筆記
６５点、ヒアリング６５点の計１３０点。こ
れを１００点満点に換算して、６５点を合格
基準とする。

不可 ①可 ②良 ③優 ④秀

①可（合格点 10）
→素点 60 点から以後 1 点きざみ
②良 合格点
→素点 70 点から以後 1 点きざみ
③優（合格点+10）
→素点 80 点から以後 1 点きざみ
④秀（合格点+20)
→素点 90 点から以後満点までを 10 等分す
る

そ
の
他
制
度
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区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（スペイン語）の中から２単位
成績評価 備考

スペイン
語

5級不合格 5級合格 4級合格 3級合格 2級以上
合格

スペイン語技能検定試験
①5級不合格
②5級合格
③4級合格
④3級合格
⑤2級以上合格①不可 ②可 ③良 ④優 ⑤秀

区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（ロシア語）の中から２単位
成績評価 備考

ロシア語

総得点の
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以
上 70%
未満

総得点の
70%以上
80%未満

総得点の
80%以
上

ロシア語能力検定試験３級受験者
＊最終評価点数は不可が 60 等分、可、良、
優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀

総得点の
30%未満

総得点の
30%以上
40%未満

総得点の
40%以
上 50%
未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以
上

ロシア語能力検定試験２級受験者
＊最終評価点数は不可が 60 等分、可、良、
優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀
区分 外国語上級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（韓国語）の中から２単位

成績評価 備考

韓国語
(朝鮮語）

総得点の
50%未満

総得点の
50%以上
60%未満

総得点の
60%以
上 70%
未満

総得点の
70%以上
80%未満

総得点の
80%以
上

ハングル能力検定３級または韓国語能力試
験３級受験者
＊最終評価点数は不可が 60 等分、可、良、
優、秀が 10 等分して決める。

不可 可 良 優 秀

（注）語学研修時の学年の上級年次に配当される科目を申請することはできない。
  

 

４．昼間コースから夜間主コースへのコース変更について 

生活の困窮により、学業の継続に困難を来している昼間コースの学生（私費外国人特別選抜により入学した
学生を除く。）を救済するために、夜間主コースへの変更が認められる場合があります。

【申請要件】
（ ）申請者が、生活に困窮し、授業料の支払いが困難なため、除籍の対象となり又はそのおそれがあること。
（ ）申請者に学業を継続する意思及びその見込みが認められること。

【家計及び学力基準】
家計基準：授業料免除申請における家計基準に準じる。
学力基準：
（ ）前年次までの累積 （ ）が本人の属する学年全員の最上位から 以内の者。
（ ）学年ごとに定める単位数以上を修得していなければならない。

年次生： 年次終了時点で 単位以上修得していること。
年次生： 年次終了時点で 単位以上修得していること。
年次生： 年次終了時点で 単位以上修得していること。

※手続き方法は、教務課学部教務係に問い合わせること。

５．９月卒業について 

月卒業は、過年度学生が前期科目の合格によって、卒業要件を満たした場合に対象になります。卒業要件
を満たした学生は、通年科目を履修中であっても卒業することになります。
なお、夏季集中講義で８月、 月に実施される科目は、 月卒業の対象科目とはなりませんので、注意して

ください。

６．早期卒業について 

本学に 年以上在学した者（これに準ずる者として別に定める者を含む）が卒業要件として定める単位（卒
業所要単位）を優秀な成績で修得したと認める場合には、 年未満の在学での卒業（早期卒業）が認められま
す。

要件
① 年次において、早期卒業希望調書を提出していること。
② 早期卒業を希望できる学生は、 年次終了時において、卒業所要単位の総単位数のうち「秀」及び「優」
を合わせて ％以上有していること。

③ ３年次終了時に卒業所要単位に算入される科目のうち 単位以上を修得し、卒業所要単位の総単位数
のうち「秀」及び「優」を合わせて ％以上有していること。

上記要件を満たしている場合に、別に定める審査を経たうえで、早期卒業が認められることになります。な
お、早期卒業を希望できる学生の 年次に履修できる単位は、キャップ制における上限 単位にかかわらず、
単位までとなります。申請方法等については、別途連絡します。
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