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国際交流/留学

KONAN サーティフィケイトとは成績評価に現れにくい
学生の挑戦や力を評価認定する大学独自の認証制度で、
そのひとつがKONANグローバルサーティフィケイトです。

KONANグローバルサーティフィケイトへの挑戦は、
異文化を理解し、語学力・国際的なコミュニケーション能力、
「グローバル人材」としての総合力を身につける成長へのステップとなります。
国際交流センターでは学内での国際交流から
中長期留学まで様々なプログラムを通しみなさんの挑戦を応援します。
学生時代のがんばりをカタチに残すためにもぜひチャレンジしてください！

KONAN
あなたも挑戦してみませんか？

KONAN
サーティフィケイト

グローバル

ボランティア

スポーツラーニング
サポート

ライブラリ

まずはグローバル
サーティフィケイト
LINEに友達登録し、
必ずエントリーを
してください。

▶
学内国際交流、

短期留学、中長期留学等の
各種プログラムに参加し、
点数を取得しよう！

毎年1回
申請のチャンス
があります！！

▶
申請期間は毎年1月末頃です。
「要件」がクリアできたら、
必要書類を提出しよう！

▶ 認定

サーティフィケイト申請方法

KONANグローバルサーティフィケイトの
評価基準の詳細についてはこちら

1級

30点 45点

15点

2級

3級

合計150点

国際交流・イベント・
ボランティア

短期留学・学内留学・語学力

探究心 リーダーシップ

短期留学・学内留学・語学力 中長期留学 ～

合計105点

学内留学

●国内外での文化体験・研究（一部）     ●学内の国際交流イベントの
　企画・運営への参加
●留学先での行事の企画・
　運営への参加

●外国語でのスピーチコンテスト●国際交流活動における
　グループリーダー等

プレゼンテーション
●留学先での発表会（授業での発表を含む）
●留学体験談等の発表
●留学体験記執筆・掲載

●国内外での
　国際関係ボランティア活動（一部）

その他、上記に準じるもの

その他（概ね3ヶ月未満の個人留学等） その他（概ね3ヶ月以上の個人留学等）

短期留学

半期あたり
15点

15点 各30点

30点～60点半期あたり
15点

半期あたり
30点

1イベントあたり
10点

1科目あたり
15点

合計45点

※面接審査あり

各プログラム点数配分
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＝
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あわせて
あわせて

あわせて

あわせて

60点あわせて

30点あわせてor から

～ から

中長期留学
国際交流・イベント・
ボランティア

その他（学外での国際交流イベント等）

各級の取得要件 A B

B

C

C

60点or からB C

B F

D F

A

D E F

B
C

・ ジャパンスタディーズ
・ LOFTアシスタント
・ O-ZONEアシスタント

協定校留学・認定校留学

どんなメリットがあるの？

就活対策になる

学生時代の国際交流活動や留学での頑
張りを振り返ることで、就職活動の際の
アピールポイントを見つけることができ
ます。

得意分野を公式に評価される

大学時代の挑戦や熱意を持った取り組み
は、卒業後の大切な原動力となります。成
績評価に現れない努力や成果を大学が認
定します。

奨励金や記念品がもらえる

1級取得者には5万円の奨励金が進呈さ
れます。
全認定者は大学オリジナルグッズをGET
できます。

半期あたり30点

・ エリアスタディーズ
・ 海外語学講座
・ 海外ボランティア
・ オンライン留学
・

語学資格関係

Sランク 30点
Aランク 15点

※Sランク：TOEFL iBT 60、TOEFL ITP 500、IELTS 5.5、TOEIC L&R 700、英検準1級　以上
※Aランク：TOEFL iBT 40、TOEFL ITP 420、IELTS 3.5、TOEIC L&R 450、英検準２級　以上

★詳細は右ページのQRコードより評価基準表をご確認ください。

・ 英語※、第２外国語（独・
　

３級認定 挑んだレベル

１級認定
極めたレベル

２級認定 優れたレベル

活動内容･実績に応じた等級に認定

積極的な国際交流活動を行い、学内の国際交流活動
に貢献が認められた「グローバル人材」として総合的
な能力を有する者

国内外で国際交流活動を行い、海外で発揮できる語学
力・コミュニケーション能力を有する者

学内外での国際交流活動に挑戦し、異文化及び日本
文化を理解する能力を有する者

グローバルサーティフィケイト ＝“ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）”にしよう！

グローバルサーティフィケイト取得までのモデルケース

1月下旬　3級に申請

1月下旬　2級に申請

1月下旬　1級に申請

1月下旬　3級に申請

1月下旬　2級に申請

1月下旬　1級に申請1級認定

2級認定

3級認定

留学説明会に参加1回 5点

Language LOFTの利用5回　 25点

エリアスタディーズ参加　 15点

グローバルイベントに参加1回　 5点

Language LOFTの利用5回　
　

25点

オンライン留学　
　

15点

1年

2年
奨励留学(半期)　 30点

留学先での発表会　 30点

英語Aランクスコア取得　 　 15点

ジャパンスタディーズ(半期)受講　　
　

15点

日本語チューターボランティア(半期)　

　

15点

学内国際交流イベント企画・運営

　

15点

LOFTアシスタントとして活動(半期)　 15点

留学体験談発表　 30点

LOFTアシスタントとして活動(半期) 15点

英語でのプレゼンテーション　
　

30点3年

海外留学する場合 日本にいながら取得する場合

※以下は一例です。

1級認定

2級認定

3級認定

STEP!HOP! JUMP!

STEP!HOP!
JUMP!

・ グローバルイベント（一部）
・ 語学力向上プログラム（一部）
・ 学内交流ボランティア

各15点

・ 説明会への参加（2回まで）
・ 交流プログラム
・ グローバルイベント（一部）
・ 語学力向上プログラム（一部）

各5点

・ ダブルディグリープログラム
・ 交換留学
・ 語学プラス交換留学
・ 奨励留学
・ CUBE派遣留学
・ 認定校留学（JSAFプログラム、SAFプロ

・ 学部等認定校留学

voice

経営学部 ４年次　 中林涼輔

グラム）

その他、上記に準じるもの その他、上記に準じるもの

 @478iptkb

奨励留学　アメリカ　イリノイ大学　
グローバルサーティフィケイト1級取得

　留学どころか、英語力もままならない入学当初でしたが、学内留学を活用し大学生活が激変しま

した。語学力のみならず、異文化交流を行う中で、あらゆる価値観をもつ人と出会い、自分の考え方

は大きく変化し、人としても成長できたと感じます。そういった日本での経験を踏まえて海外留学を

するか、そうでないかでは、留学先での生活に大きな差が生じると思います。

　４年間を通して、留学をしたい、言語を学びたいと思っていても実際にアクションを起こしていな

い学生が想定していたより多いと感じました。きっかけは
なんでもいいので、とにかく一歩踏み出す勇気を持ってほ
しい。甲南大学でたくさんチャレンジしてみてください。

資格で所定の要件を満
たすこと

仏・中・韓）の語学試験・

海外フィールドワーク、
インターンシップ
　　　

（CUBE生のみ対象）


