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TOP

交換留学関係

英語開講科目

推薦・出願情報

学生寮

その他

開始日 2020年1月16日

終了日 2020年5月14日

アカデミック
カレンダー

秋学期

オリエンテー
ション日

開始日

終了日

春学期

オリエンテー
ション日

URL

https://www.tamuk.edu/index.html

https://www.tamuk.edu/academicaffairssupport/studyabroad/excha
nge/index.html

https://www.tamuk.edu/academicaffairssupport/studyabroad/excha
nge/courses.html

https://www.tamuk.edu/academicaffairssupport/studyabroad/excha
nge/index.html

http://www.tamuk.edu/housing/

テキサスA&M大学キングスビル校
（Texas A&M Kingsville)

国名 アメリカ合衆国

所在都市名 テキサス州キングスビル
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受入人数

使用言語

学業成績

受入要件

出願 10月中旬

推薦・出願

各種締切日

秋学期
推薦

出願 6月末（4月中には提出）

春学期
推薦

GPA (4.0) 2.5

語学能力

TOEFL ITP 受付不可

TOEFL iBT N/A

IELTS N/A

その他

Have ETS send in your official TOEFL score to
TAMUK (TOEFL code: 6822). A minimum of TOEFL
score of 61 (Internet-based) or 500 (Paper-based)
is required. Some colleges may require higher
TOEFL scores for admitting into their programs.
The following are considered equivalencies to the
TOEFL scores of 61 (iBT)/500 (PBT): SAT* verbal
500; ACT* verbal 21 English; TAKS 2200 English/ 3
writing; TAAS 1770; IELTS 6.0 or above overall
band score. TAMUK ELTC completion of program
letter with a minimum average of 85% and levels
from intermediate to advanced. TOEFL exams
taken at another institution will not be accepted.
Students who have completed their entire formal
education at the secondary or post secondary level
in the following countries are exempt from the
TOEFL requirement: American Samoa, Australia,
Bahamas, Barbados, Belize, Canada (except
Quebec), Cayman Islands, Dominica, Federated
States of Micronesia, Grenada, Guam, Guyana,
Jamaica, Liberia, New Zealand, United Kingdom
(all), Trinidad-Tobago, and Virgin Islands. Please
note: Applicants from Puerto Rico, where Spanish
is the primary language, are required to submit a
TOEFL or equivalent.

春学期～1年

受入資格
学部生（Undergraduate）

大学院生（Graduate）

2人

英語

受入期間

秋学期のみ

秋学期～1年

春学期のみ



（ ）

（ ）

出願書類

学内締切

履修可能学部

英語開講科目

有（無料） 無

有（有料） （ ）

単位数

その他

学生寮の有無 無 有

閉寮期間 無 有 （ ）

宿舎費

備考

無 有

滞在方法

期間

www.tamuk.edu/housing/

履修情報

Most agreements allow you to take class from any departments,
provided you have met the prerequisite and the class is not full.
While all classes are not guaranteed to be open, there are hundreds
of classes to choose from over a wide variety of disciplines.

現地語講座 金額

https://www.tamuk.edu/academicaffairssupport/eltc/programs.html 

最低12単位（ビザ保持資格のため）

空港ピックアップ

出願方法

オンライン出願

メール提出

郵送による提出

その他

推薦方法

オンライン出願

メール提出

その他

推薦・出願

1) Online Application
2) Copy of Transcript
3) Language score

●月●日（●）17:00まで　締切厳守！

http://www.tamuk.edu/housing/
https://www.tamuk.edu/academicaffairssupport/eltc/programs.html


無 有

特記事項

メールアドレス kunab001@tamuk.edu

住所
700 University BLVD, MSC 136 Kingsville, Texas

78363

電話番号 011-361-593-4103

保険
本学指定の海外旅行保険に加え、現地でキャンパス保険への加入
が必要になる。(年間25万～30万程度）

その他支払項目

TAMUK Application Fee $50 Exchange Student Program Fee $350
Mandatory Insurance
https://www.tamuk.edu/academicaffairssupport/oisss/current_stude
nts/Insurance.html

現地担当者
（受入事務担当）

氏名 Ms. Nicolette Dacke

役職

部署

チューター・サポート制度

ビザ

DS-2019が発行されてからビザ申請を行う。必要書類の中に財政証
明書があるが証明金額に関して、一番確実なのは、I-20に記載され
た必要経費（44,420ドル）が証明できることだが、実際には150～200
万円程度預金があれば受領してもらえる。今回の留学が「交換留学」
であり、授業料は徴収されないことを面接にて本人から面接官に伝
えるとよい。

mailto:kunab001@tamuk.edu

