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ケベック大学モントリオール校（カナダ） 

 

単位換算を行うにあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が「同内容である」ということ

を学部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確

認する必要があります。そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

１） 単位換算の希望が申請されると予測される「留学先での授業科目表」： 

Université du Québec à Montréal ： ケベック大学モントリオール校 

Compréhension et expression orales  45 時間 3 単位 

Prononciation en interaction  45 時間 3 単位 

La grammaire en contexte  45 時間 3 単位 

Compréhension et production écrites  45 時間 3 単位 

 

２）上記の表の科目は、単位数を考慮して、本学の次の科目に読み替えが可能である。 

  中級フランス語 I、中級フランス語 II、中級フランス語 III、中級フランス語 IV 

   上級フランス語 I、上級フランス語 II （各４単位） 

      French Studies III 、French Studies Ⅳ  （各２単位） 

 

（注）単位換算の申請の際に学生が組み合わせた科目の単位数を確認する。 

「中級フランス語」「上級フランス語」に読み替える場合は、ケベック大学モントリオール校で 

修得した単位が３単位以上必要である。  

組み合わせた科目の平均点を算出し、成績評価の読み替えを行う。 

３）成績評価の読み替えについては、以下の表を適用する。 

UQAM の成績 甲南大学で読み替え時の成績  

A＋ 96  

A 93  

A－ 90  

B＋ 86  

B 83  

B－ 80  

C＋ 76  

C 73  

C－ 70  

D＋ 65  

D 60  

E 50 不合格 

S 合格  
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□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 
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ベルリン・フンボルト大学（ドイツ） 

 

 

単位換算を行うにあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が「同内容である」ということ

を学部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確

認する必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

A レベル以上：国際言語文化センターの中級ドイツ語科目に読み替えられる 

B レベル以上：国際言語文化センターの中級ドイツ語科目および上級ドイツ語科目に読み替えられる 

 

➣レベル A1.1～2.2 (基礎レベル)  

科目 
時間数 

単位換算科目 
冬 夏 

Intensivkurs Deutsch als Fremsprache 

（vor Beginn der Vorlesungszeit） 
学期開始前に 100 時間 中級ドイツ語Ⅰ～Ⅳから最大 2 科目 

Deutsch als Fremdsprache 56～60 時間 40～48 時間 中級ドイツ語Ⅰ～Ⅳから 1 科目 

Deutsch als Fremdsprache 

Ergänzungskurs 
28～30 時間 20～24 時間 

※時間数が少ないため、単独では単位

換算できない。 

 

➣レベル B1.1～1.2 (積み上げレベル) ・B2.1～2.2 (中級レベル)  

科目 
時間数 

単位換算科目 
冬 夏 

Intensivkurs Deutsch als Fremsprache 

（vor Beginn der Vorlesungszeit） 
学期開始前に 100 時間 

中級ドイツ語Ⅰ～Ⅳおよび上級ドイツ語 

Ⅰ～Ⅱから最大 2 科目 

Deutsch als Fremdsprache 
56～60 時間 40～48 時間 

中級ドイツ語Ⅰ～Ⅳおよび上級ドイツ語 

Ⅰ～Ⅱから 1 科目 

Deutsch als Fremdsprache 

Ergänzungskurs Grammatik  
28～30 時間 20～24 時間 

※時間数が少ないため、単独では単位

換算できない。 
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➣レベル C1～2 (上級レベル)  

科目 
時間数 

単位換算科目 
冬 夏 

Intensivkurs Deutsch als Fremsprache 

（vor Beginn der Vorlesungszeit） 
学期開始前に 100 時間 

中級ドイツ語Ⅰ～Ⅳおよび上級ドイツ語 

Ⅰ～Ⅱから最大 2 科目 

Deutsch als Fremdsprache 
56～60 時間 40～48 時間 

中級ドイツ語Ⅰ～Ⅳおよび上級ドイツ語 

Ⅰ～Ⅱから 1 科目 

Deutsch als Fremdsprache 

Ergänzungskurs から 2 科目 

28～30 時間 20～24 時間 左記の 2 科目を合わせて、中級ドイツ語 

Ⅰ～Ⅳおよび上級ドイツ語Ⅰ～Ⅱから 

1 科目 28～30 時間 20～24 時間 

 

■成績について 

国際言語文化センターではベルリン・フンボルト大学の成績を次のように読み替える。なお、2科目以上を読み替える

場合は平均点をそれぞれの科目の成績とする。 

 

≪レベル A1.1～2.2 (基礎レベル)≫  

フンボルト大学の評価 フンボルト大学の点数 甲南大学の基準点 

sehr gut （秀） 1.0  

1.3 

95 

90 

gut （優） 1.7  

2.0  

2.3 

89 

85 

80 

befriedigend （良） 2.7  

3.0  

3.3 

79 

75 

70 

ausreichend （可） 3.7  

4.0 

69 

60 

nicht bestanden （不可） 5.0 認定しない 

 

 ≪レベル B1.1～1.2 (積み上げレベル) ・B2.1～2.2 (中級レベル)≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フンボルト大学の評価 フンボルト大学の点数 甲南大学の基準点 

（レベル A×1.1） 

sehr gut （秀） 1.0  

1.3 

95×1.1 

90×1.1 

gut （優） 1.7  

2.0  

2.3 

89×1.1 

85×1.1 

80×1.1 

befriedigend （良） 2.7  

3.0  

3.3 

79×1.1 

75×1.1 

70×1.1 

ausreichend （可） 3.7  

4.0 

69×1.1 

60×1.1 

nicht bestanden （不可） 5.0 認定しない 
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≪レベル C1～2 (上級レベル)≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 

 

フンボルト大学の評価 フンボルト大学の点数 甲南大学の基準点 

（レベル A×1.2） 

sehr gut （秀） 1.0  

1.3 

95×1.2 

90×1.2 

gut （優） 1.7  

2.0  

2.3 

89×1.2 

85×1.2 

80×1.2 

befriedigend （良） 2.7  

3.0  

3.3 

79×1.2 

75×1.2 

70×1.2 

ausreichend （可） 3.7  

4.0 

69×1.2 

60×1.2 

nicht bestanden （不可） 5.0 認定しない 
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トゥール大学（フランス） 

 
 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確認す

る必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 
 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

科目 単位数 単位換算科目 

Cours intensif de rentrée 2 

左記 2 科目(計 4 単位以上)を合わせる 

毎に、 

中級フランス語Ⅰ～Ⅳ、 

上級フランス語Ⅰ～Ⅱのいずれか 1 科目 

UEA  Langue Expression et compréhension écrite 

(1er semestre) 
2 

UEA  Langue Expression et compréhension orale 

(1er semestre) 
2 

UEA  Langue Expression et compréhension écrite 

(2e semestre) 
2 

UEA  Langue Expression et compréhension orale 

(2e semestre) 
2 

以下は選択科目の一例です。 

Atelier écrit 

Atelier oral 

Atelier culturel 

Littérature 

Actualités 

Français des sciences 

Française économique 

Histoire 

Histoire de l'Art 

Français juridique 

Panorama de la société 

Cinéma 

Technique de l'écrit 

各 2 
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■成績について 

国際言語文化センターではトゥール大学の成績を次のように読み替える。組み合わせた科目は平均点を算出し、成績

評価の読み替えを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 

 

 

フランスの大学での成績（20 点満点） 甲南大学の成績（100 点満点） 

12 点以上 95 点（秀） 

10 点以上 85 点（優） 

9 点以上-10 点未満 75 点（良） 

8 点以上-9 点未満 65 点（可） 

8 点未満 55 点（不可） 
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リヨン第三大学（フランス） 

 

 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確認す

る必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 
 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

科目 単位数 単位換算科目 

Cours d'orientation 2 

左記 2 科目(計 4 単位以上)を合わせる 

毎に、 

中級フランス語Ⅰ～Ⅳ、 

上級フランス語Ⅰ～Ⅱのいずれか 1 科目 

FLE (1er semestre) 2 

FLE (2e semestre) 2 

Initiation à la culture française (1er semestre) 1 

Initiation à la culture française (2e semestre) 1 

 

■成績について 

国際言語文化センターではトゥール大学の成績を次のように読み替える。組み合わせた科目は平均点を算出し、成績

評価の読み替えを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 

 

フランスの大学での成績（20 点満点） 甲南大学の成績（100 点満点） 

12 点以上 95 点（秀） 

10 点以上 85 点（優） 

9 点以上-10 点未満 75 点（良） 

8 点以上-9 点未満 65 点（可） 

8 点未満 55 点（不可） 
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漢陽大学（韓国） 

 

 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確認す

る必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

001～003 レベル：国際言語文化センターの中級韓国語科目に読み替えられる 

004～006 レベル：国際言語文化センターの中級韓国語科目および上級韓国語科目に読み替えられる 

 

＊ただし、中級韓国語Ⅳ（韓国事情）に読み替えた一つの科目（Writing Korean/Speaking Korean/Listening Korean/ 

Reading Korean）は、他の科目（中級韓国語Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ、Korean StudiesⅠⅡⅢⅣ）に重複して読み替えはできない。 

 

➣001～003 レベル  

科目 時間数 単位換算科目 

Writing Korean 45 時間 中級韓国語Ⅰ・中級韓国語Ⅲ・Korean StudiesI～Ⅳから 4 単位 

Speaking Korean 45 時間 中級韓国語Ⅱ・中級韓国語Ⅲ・Korean StudiesI～Ⅳから 4 単位 

Listening Korean 45 時間 中級韓国語Ⅱ・中級韓国語Ⅲ・Korean StudiesI～Ⅳから 4 単位 

Reading  Korean 45 時間 中級韓国語Ⅰ・中級韓国語Ⅲ・Korean StudiesI～Ⅳから 4 単位 

Korean  Culture 20 時間 
左記 Writing Korean, Speaking Korean, Listening Korean, Reading Korean の 

いずれかと合わせて、中級韓国語Ⅳ（韓国事情） 

 

➣004～006 レベル  

科目 時間数 単位換算科目 

Writing Korean 45 時間 中級韓国語Ⅰ・中級韓国語Ⅲ・上級韓国語Ⅰ・Korean StudiesI～Ⅳから 4 単位 

Speaking Korean 45 時間 中級韓国語Ⅱ・中級韓国語Ⅲ・上級韓国語Ⅱ・Korean StudiesI～Ⅳから 4 単位 

Listening Korean 45 時間 中級韓国語Ⅱ・中級韓国語Ⅲ・上級韓国語Ⅱ・Korean StudiesI～Ⅳから 4 単位 

Reading  Korean 45 時間 中級韓国語Ⅰ・中級韓国語Ⅲ・上級韓国語Ⅰ・Korean StudiesI～Ⅳから 4 単位 

Korean  Culture 20 時間 
左記 Writing Korean, Speaking Korean, Listening Korean, Reading Korean の 

いずれかと合わせて、中級韓国語Ⅳ（韓国事情） 
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■成績について 

国際言語文化センターでは漢陽大学の成績を、学年と関係なく、甲南大学で履修した韓国語科目を中心に以下の 

３段階の基準に分けて行うこととする。 

 １.基礎韓国語（Ⅰ・Ⅱ）の修得済み者、第３外国語「基礎科目免除テスト」の合格者、基礎韓国語科目の免除者 

 ２.中級韓国語の修得済み者 

 ３.上級韓国語の修得済み者 

 

≪上記１.の者≫ 

漢陽大学の評価 換算した素点 甲南大学の素点 

A+ 100～95 点 【レベル001の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.0 

【レベル002の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.075 

【レベル003の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.15 

【レベル004の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.2 

【レベル005の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.25 

【レベル 006 の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.3 

A（or A0） 94～90 点 

B+ 89～85 点 

B（or B0） 84～80 点 

C+ 79～75 点 

C（or C0） 74～70 点 

D+ 69～65 点 

D（or D0） 64～60 点 

F（Fall） 59 点 甲南大学の読み替え対象にしない 

P（Pass） 中級韓国語Ⅳ（韓国事情）の読み替えには必須 

＊Korean Cultureの読み替えは、プラスする一つの科目(Writing Korean/Speaking Korean 

/Listening Korean/Reading Korean)の成績に基づくものとする。 

≪上記２.の者≫ 

漢陽大学の評価 換算した素点 甲南大学の素点 

A+ 100～95 点 【レベル001の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×0.98 

【レベル002の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.0 

【レベル003の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.1 

【レベル004の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.15 

【レベル005の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.225 

【レベル 006 の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.275 

A（or A0） 94～90 点 

B+ 89～85 点 

B（or B0） 84～80 点 

C+ 79～75 点 

C（or C0） 74～70 点 

D+ 69～65 点 

D（or D0） 64～60 点 

F（Fall） 59 点 甲南大学の読み替え対象にしない 

P（Pass） 中級韓国語Ⅳ（韓国事情）の読み替えには必須 

＊Korean Cultureの読み替えは、プラスする一つの科目(Writing Korean/Speaking Korean 

/Listening Korean/Reading Korean)の成績に基づくものとする。 
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≪前ページ３.の者≫ 

漢陽大学の評価 換算した素点 甲南大学の素点 

A+ 100～95 点 【レベル001の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×0.96 

【レベル002の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×0.98 

【レベル003の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.0 

【レベル004の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.1 

【レベル005の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.15 

【レベル 006 の場合】 

漢陽大学の成績（換算した素点）×1.25 

A（or A0） 94～90 点 

B+ 89～85 点 

B（or B0） 84～80 点 

C+ 79～75 点 

C（or C0） 74～70 点 

D+ 69～65 点 

D（or D0） 64～60 点 

F（Fall） 59 点 甲南大学の読み替え対象にしない 

P（Pass） 中級韓国語Ⅳ（韓国事情）の読み替えには必須 

＊Korean Cultureの読み替えは、プラスする一つの科目(Writing Korean/Speaking Korean 

/Listening Korean/Reading Korean)の成績に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 

 

＜評価基準＞ 

甲南大学の素点が100～90点：秀 

89～80点：優 

79～70点：良 

69～60点：可 

59～0点：不可 
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慶熙大学（韓国） 

 

 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確認す

る必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

初級Ⅰ(レベル 1)：第 3 外国語「基礎科目免除テスト」の合格者、または出願資格を検定試験の基準で取得した者に 

ついては、基礎韓国語Ⅰ・基礎韓国語Ⅱに読み替えることができる。 

初級Ⅱ(レベル 2)：国際言語文化センターの中級韓国語科目に読み替えられる。 

中級Ⅰ(レベル 3)・Ⅱ(レベル 4)、高級Ⅰ(レベル 5)・Ⅱ(レベル 6)：国際言語文化センターの中級韓国語科目および 

上級韓国語科目に読み替えられる。 

 

➣初級Ⅰ (レベル 1) 

科目 時間数 単位換算科目 

Korean Language 320 時間 基礎韓国語Ⅰ・基礎韓国語Ⅱ 

 

➣初級Ⅱ(レベル 2) 

科目 時間数 単位換算科目 

Korean Language 320 時間 中級韓国語Ⅰ・中級韓国語Ⅱ・中級韓国語Ⅲ・中級韓国語Ⅳから最大4科目 

 

➣中級Ⅰ(レベル 3)・Ⅱ(レベル 4)、高級Ⅰ(レベル 5)・Ⅱ(レベル 6) 

科目 時間数 単位換算科目 

Korean Language 320 時間 
中級韓国語Ⅰ・中級韓国語Ⅱ・中級韓国語Ⅲ・中級韓国語Ⅳ・上級韓国語Ⅰ・ 

上級韓国語Ⅱから最大4科目 

 

■成績について 

国際言語文化センターでは慶熙大学の成績を、学年と関係なく、甲南大学で履修した韓国語科目を中心に以下の 

３段階の基準に分けて行うこととする。 

 １.基礎韓国語（Ⅰ・Ⅱ）の修得済み者、第３外国語「基礎科目免除テスト」の合格者、基礎韓国語科目の免除者 

 ２.中級韓国語の修得済み者 

 ３.上級韓国語の修得済み者 
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≪上記１.の者≫ 

慶熙大学の成績 換算した素点 甲南大学の素点 

A+ 100 点 【初級Ⅰ(レベル1)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.0 

【初級Ⅱ(レベル2)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.98 

【中級Ⅰ(レベル3)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.15 

【中級Ⅱ(レベル4)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.2 

【高級Ⅰ(レベル5)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.25 

【高級Ⅱ(レベル 6)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.3 

A 94 点 

B+ 89 点 

B 84 点 

C+ 79 点 

C 74 点 

D+ 69 点 

D 64 点 

F 59 点 甲南大学の読み替え対象にしない 

 

≪上記２.の者≫ 

慶熙大学の成績 換算した素点 甲南大学の素点 

A+ 100 点 【初級Ⅰ(レベル1)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×0.98 

【初級Ⅱ(レベル2)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.0 

【中級Ⅰ(レベル3)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.1 

【中級Ⅱ(レベル4)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.15 

【高級Ⅰ(レベル5)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.225 

【高級Ⅱ(レベル 6)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.275 

A 94 点 

B+ 89 点 

B 84 点 

C+ 79 点 

C 74 点 

D+ 69 点 

D 64 点 

F 59 点 甲南大学の読み替え対象にしない 
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≪前ページ３.の者≫ 

慶熙大学の成績 換算した素点 甲南大学の素点 

A+ 100 点 【初級Ⅰ(レベル1)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×0.96 

【初級Ⅱ(レベル2)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×0.98 

【中級Ⅰ(レベル3)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.0 

【中級Ⅱ(レベル4)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.1 

【高級Ⅰ(レベル5)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.15 

【高級Ⅱ(レベル 6)の場合】 

慶熙大学の成績（換算した素点）×1.25 

A 94 点 

B+ 89 点 

B 84 点 

C+ 79 点 

C 74 点 

D+ 69 点 

D 64 点 

F 59 点 甲南大学の読み替え対象にしない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 

 

＜評価基準＞ 

甲南大学の素点が100～90点：秀 

89～80点：優 

79～70点：良 

69～60点：可 

59～0点：不可 
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東義大学（韓国） 

 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確認す

る必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

＊東義大学の科目名→    甲南大学の読み替え科目 

①Korean Writing  →  「中級韓国語Ⅰ」「中級韓国語Ⅲ」「上級韓国語Ⅰ」「Korean StudiesⅠ～Ⅳ」から4単位 

②Korean Speaking →  「中級韓国語Ⅱ」「中級韓国語Ⅲ」「上級韓国語Ⅱ」「Korean StudiesⅠ～Ⅳ」から4単位 

③Korean Listening →  「中級韓国語Ⅱ」「中級韓国語Ⅲ」「上級韓国語Ⅱ」「Korean StudiesⅠ～Ⅳ」から4単位 

④Korean Reading  →  「中級韓国語Ⅰ」「中級韓国語Ⅲ」「上級韓国語Ⅰ」「Korean StudiesⅠ～Ⅳ」から4単位 

⑤Korean  Culture Experience ＋【Korean Writing or Korean Speaking or Korean Listening or Korean Reading】

   → 「中級韓国語Ⅳ（韓国事情）」 

 

読み替えの原則は、東義大学「初級１」・「初級２」は甲南大学の中級科目、東義大学の「中級３」・「中級４」・「高級５」・

「高級６」は甲南大学の中級科目および上級科目に読み替える。但し、東義大学で受講して「中級韓国語Ⅳ（韓国事情）」

に読み替えした一つの科目【Korean Writing or Korean Speaking or Korean Listening or Korean Reading】は、他の

科目（中級韓国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）「Korean StudiesⅠ～Ⅳ」に重複して読み替えはできない。そして、Korean Culture Experie

nceの読み替えは、プラスする一つの科目【Korean Writing or Korean Speaking or Korean Listening or Korean Readi

ng】の成績に基づくものとする。なお、東義大学での受講時間数を計算し、甲南大学における二つの科目の成績として読

み替えもできる。 

 

以下の成績読み替えは、学年と関係なく甲南大学で履修した韓国語科目を中心に３段階の基準に分けて行うこととす

る。 

 １.基礎韓国語（Ⅰ・Ⅱ）の修得済み者、第３外国語中級科目履修資格基準の合格者、基礎韓国語科目の免除者 

 ２.中級韓国語（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）の修得済み者 

 ３.上級韓国語（Ⅰ・Ⅱ）の修得済み者 

 

＊＊＊時間数＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

授業は、1学期15週間で月～金曜日（週5日）、1日４時間実施（１時間は、50分授業） 

Korean Writing or Korean Speaking or Korean Listening or Korean Readingは、合計300時間（1学期） 

Korean  Culture Experience（文化体験授業）は１回のみ 

総授業時数は、4時間×週5回×15週間＝300時間（技能別の１科目の時間は75時間） 

内容は、語学の授業300時間+文化体験授業（１回） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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＜東義大学 の成績（換算した素点）＞ 

① A+      （100～95点） 

② A      （94～90点） 

③ B+     （89～85点） 

④ B        （84～80点） 

⑤ C+      （79～75点） 

⑥ C        （74～70点） 

⑦ D+     （69～65点） 

⑧ D          （64～60点） 

⑨ F（Fall）    （59点）：甲南大学の読み替え対象にしない 

⑩ P（Pass）：受講  「中級韓国語Ⅳ（韓国事情）」の読み替えには必須科目（Korean Culture Experience） 

  

学生はプレイスメントテストによってレベル（001～006）分けられるので、成績評価は以下のとおり換算する。（読み替

えの際、各成績の換算した素点の最高点をもって行う。読み替え後、100点以上の場合は100点とし、小数点は切捨て

る） 

 

 １．の対象者 

  001の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.0 

  002の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.075 

  003の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.15 

  004の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.2 

  005の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.25 

  006の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.3 

 

 ２．の対象者 

  001の場合 東義大学の成績（換算した素点）×0.98 

  002の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.0 

  003の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.1 

  004の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.15 

  005の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.225 

  006の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.275 

 

 ３．の対象者 

  001の場合 東義大学の成績（換算した素点）×0.96 

  002の場合 東義大学の成績（換算した素点）×0.98 

  003の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.0 

  004の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.1 

  005の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.15 

  006の場合 東義大学の成績（換算した素点）×1.25 
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＜読み替え後、甲南大学の素点成績＞ 

① 100～90点：秀 

② 89～80点：優 

③ 79～70点：良 

④ 69～60点：可 

⑤ 59～0点：不可 

 ＊読み替えには、素点のみを記す。 

 

レベル 技能別科目 段階 番号 

Basic Level Korean Writing 

Korean Speaking 

Korean Listening 

Korean Reading 

初級１ 001 

初級２ 002 

Intermediate Level Korean Writing 

Korean Speaking 

Korean Listening 

Korean Reading 

中級３ 003 

中級４ 004 

Advanced Level Korean Writing 

Korean Speaking 

Korean Listening 

Korean Reading 

高級５ 005 

高級６ 006 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 
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北京郵電大学（中国） 

 

 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確認す

る必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

A1・A2 クラス    ：国際言語文化センターの中級中国語科目に読み替えられる。 

B1・B2、C、D クラス：国際言語文化センターの中級中国語科目および上級中国語科目に読み替えられる。 

 

➣A1（入門班）・A2（初級班）クラス 

科目 時間数 単位換算科目 

全ての科目を合わせて 340 時間 中級中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの 4 科目 

 

➣B1（預科 1 班）・B2（預科 2 班）、C（中級 1 班）、D（中級 2 班）クラス 

科目 時間数 単位換算科目 

全ての科目を合わせて 340 時間 中級中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、上級中国語Ⅰ、Ⅱの中から 4 科目 

 

■成績について 

国際言語文化センターでは北京郵電大学の成績評価（100 点満点）の素点を、そのまま甲南大学の成績とする。 

（小数点以下切り捨て） 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 
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厦門大学（中国） 

 

 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部の基準に合致していることを確認す

る必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

科目 時間数 単位換算科目 

初級漢語（一） 135 時間 中級中国語ⅠⅢⅣ 

初級聴説 90 時間 中級中国語ⅡⅢ 

初級漢語聴力（一） 72 時間 中級中国語ⅡⅢのうち 1 科目 

初級漢語口語（一） 72 時間 中級中国語Ⅱ 

初級漢語（二） 112.5 時間 中級中国語ⅠⅢⅣのうち 2 科目 

初級口語（二） 67.5 時間 中級中国語Ⅱ 

初級聴力（二） 45 時間 中級中国語ⅡⅢのうち 1 科目 

初級漢語（三） 90 時間 中級中国語ⅠⅢⅣのうち 2 科目 

初級口語（三） 45 時間 中級中国語Ⅱ 

初級聴力（三） 45 時間 中級中国語ⅡⅢのうち 1 科目 

中級漢語（一） 67.5 時間 中級中国語ⅠⅢⅣのうち１科目 

中級口語（一） 45 時間 中級中国語Ⅱ 

中級聴力（一） 45 時間 中級中国語ⅡⅢのうち 1 科目 

中級漢語（二） 67.5 時間 上級中国語Ⅰまたは中級中国語ⅠⅢⅣのうち１科目 

中級口語（二） 45 時間 上級中国語Ⅱまたは中級中国語Ⅱ 

中級聴力（二） 45 時間 上級中国語Ⅱまたは中級中国語Ⅲ 

高級漢語（一） 67.5 時間 上級中国語Ⅰまたは中級中国語ⅠⅢⅣのうち１科目 

高級口語（一） 45 時間 上級中国語Ⅱまたは中級中国語Ⅱ 

高級聴力（一） 22.5 時間※ 上級中国語Ⅱまたは中級中国語ⅡⅢのうち 1 科目 

高級漢語（二） 67.5 時間 上級中国語Ⅰまたは中級中国語ⅠⅢⅣのうち１科目 

高級口語（二） 45 時間 上級中国語Ⅱまたは中級中国語Ⅱ 

高級聴力（二） 22.5 時間※ 上級中国語Ⅱまたは中級中国語ⅡⅢのうち 1 科目 

高級漢語（三） 45 時間 上級中国語Ⅰまたは中級中国語ⅠⅢⅣのうち１科目 

新聞聴力 45 時間 上級中国語Ⅱまたは中級中国語ⅡⅢのうち 1 科目 

電影賞析 45 時間 上級中国語Ⅱまたは中級中国語ⅡⅢⅣのうち 1 科目 

 

※45 時間に足りない科目は、2 科目を合算して甲南大学の 1 科目として読み替える。 
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■成績について 

国際言語文化センターでは、厦門大学の成績評価（100 点満点）の素点をそのまま甲南大学の成績とする。 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 
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東海大学（台湾） 

 

 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部/センター教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部/センターの基準に合致し

ていることを確認する必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

Introductory、Beginning ：国際言語文化センターの中級中国語科目に読み替えられる。 

Intermediate、Advanced ：国際言語文化センターの中級中国語科目および上級中国語科目に読み替えられる。 

 

➣Introductory、Beginning レベル 

科目 時間数 単位換算科目 

Modern Chinese 240 時間 中級中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの中から 3 科目 

※Beginning Course では、選択科目 Taiwanese や Calligraphy があるが、単位換算の対象としない。  

 

➣Intermediate、Advanced レベル 

科目 時間数 単位換算科目 

Modern Chinese 240 時間 中級中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、上級中国語Ⅰ、Ⅱの中から 3 科目 

 

■成績について 

国際言語文化センターでは東海大学の成績評価（100 点満点）の素点を、そのまま甲南大学の成績とする。 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 
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国立台北大学（台湾） 

 

 

単位換算にあたっては、協定校での履修科目と甲南大学での単位換算希望科目が、「同内容である」ということを学

部/センター教授会が認める必要があります。また、授業時間数や単位数等についても、学部/センターの基準に合致し

ていることを確認する必要があります。 

そのため、 

◆授業内容がわかる資料（シラバス、教科書、ノート等）や時間割、スケジュール等の記録は、 

必ず持ち帰るようにしてください 

◆面談等で自分が何を学んできたのか説明できるよう準備しておくこと 

◆甲南大学のシラバスの内容もよく確認すること 

◆不明な点は早めに指導主任/国際言語文化センターに相談すること 

 

 

□ 外国語科目(国際言語文化センター開講科目)への単位換算を希望する場合 

 

科目 時間数 単位換算科目 

中文(一) 

各 36 時間 
左記 2 科目を合わせて、中級中国語Ⅰ～Ⅳのいずれか 1 科目 

（合計 2 科目へ換算可能） 

中文(二) 

從臺灣美食學中文 

學中文旅遊臺灣（観光中文） 

 

■成績について 

国際言語文化センターでは国立台北大学の成績評価（100 点満点）の素点を、そのまま甲南大学の成績とする。 

 

 

□ 学部の専門教育科目への単位換算を希望する場合 

 

専門教育科目への単位換算については、留学先での履修科目が、所属学部の専門教育科目に相当している 

必要があります。 

授業内容や時間数について、留学先のシラバスや時間割等をもとに指導主任や国際言語文化センターとよく相談

して記入してください。 

 


