
 
学業成績の算出⽅法 

 
1. 算出対象となる学業成績 

 学業成績は正規課程の成績のみを⽤い、研究⽣等（⾮正規課程や⽇本語教育機関
等）の成績を含めずに、現在社会⼈の者は最終学歴の学業成績係数、在学⽣は現在在
籍する課程の学業成績係数を算出すること。 

 
2. 算出⼿順 

下表により「評価ポイント」を算出し、計算式に当てはめて計算すること。 
区分 成 績 評 価 

４段階評価  優 良 可 不可 
４段階評価  A B C F 
４段階評価  100〜80 点 79〜70 点 69〜60 点 59 点〜 
５段階評価 S A B C F 
５段階評価 A B C D F 
５段階評価 100〜90 点 89〜80 点 79〜70 点 69〜60 点 59 点〜 

評価ポイント ３ ３ ２ １ ０ 
 
（計算式） 
（「評価ポイント３の単位数」×３）＋（「評価ポイント２の単位数」×２）＋（「評価ポイント１の単位数」×１）＋（「評価ポイント０の単位数」×０）  

総登録単位数 
 
（注１） 履修した授業について単位制をとらない場合は、単位数を科⽬数に置き換

えて算出すること。 
（注２） 編⼊学している場合は、編⼊学後の単位数を対象とすること。 
（注３） 上表の成績評価にない評価（例えば、「認定」、「合格」など）は対象としな

いこと。 
（注４） 学業成績係数に端数が出る場合は、⼩数点第３位以下を切り捨てること。 
（注５） 上表の区分にない評価段階（例えば、「８段階」、「10 段階」など）について

は、当該学⽣の成績表を発⾏した⼤学及び現地政府等の公的機関において
公式な換算表（100 点換算表など）があれば当換算表を⽤いて学業成績係数
を算出すること。 



 

How to calculate GPA 
 

1. Academic records subject to calculate 
All academic records obtained on a degree program at the university attended should be 
calculated. (Academic records of non-degree programs must be excluded.) If the 
applicant is attending a university, refer to the current courseʼs academic records. 

 
2. How to calculate GPA 

Check the applicable point for each glade with the below chart and calculate them using 
the following Calculation Formula. 

Pattern Evaluation scale 
4-level evaluation  Excellent Good Fair Fail 
4-level evaluation  A B C F 
4-level evaluation  100〜80 79〜70 69〜60 59〜 
5-level evaluation S A B C F 
5-level evaluation A B C D F 
5-level evaluation 100〜90 89〜80 79〜70 69〜60 59〜 

Points ３ ３ ２ １ ０ 
 
Calculation Formula 

（”Total credits of 3 points“ ×3）＋（”Total credits 2 points“×2）＋  
（”Total credits of 1 point“ ×1）＋（”Total credits of 0 point“ ×0） 

Total credits 
 
Notes: 

1） If the credit system is not applied, refer to the number of subjects instead of 
the number of credits to calculate the GPA. 

2） If the applicant has transferred from a different university, only refer to the 
credits after the transfer. 

3） The subjects whose grades do not fit the evaluation scale, such as "Pass/Fail", 
"Certified" or "Approved" must be excluded. 

4） Round off to two decimal places.  
5） In case that an unlisted evaluation pattern is applied, such as 8-level or 10-

level evaluation, conversion to a listed pattern is acceptable if there is a 
formal conversion table issued by the university or public institutions. 


