平成２７年１２月１８日
留学を希望する皆さんへ

マーレイ州立大学（アメリカ）との協定に
基づく交換留学生の募集について
本学と学術交流協定を締結しているマーレイ州立大学（アメリカ）へ交換留学を希望
する学生は、下記のとおり申請書及び英語試験（TOEFL-iBT または IELTS）スコアを
証明するものを提出してください。（本年度、交換留学生枠は学内で １名 です。現在
のところ留学期間は２０１６年８月～１２月までの１学期間は確定しています。富山大
学が受け入れる交換留学生の状況によって、２０１７年５月までの２学期間に留学期間
が延長される場合があります。留学期間の延長が決定した場合は、改めて通知します。
なお、応募者多数の場合は、学内選考を行います。
記
提出するもの
申請書提出期限

①申請書（留学支援チームで配布）、
②英語試験（TOEFL-iBT or IELTS）スコアを証明するもの（写）
平成２８年４月８日（金）１７時

申請書提出場所

留学支援チーム
（12/21 まで学生会館１F，12/22 以降共通教育棟 B 棟１F）

留学期間

201６年８月～20１６年１２月

<マーレイ州立大学入学資格について>
・別紙を参照願います。（Without Condition を満たすこと。）
・申請書提出期限までに英語試験のスコアを満たしていない場合は、応募資格がありま
せん。
※杉谷、高岡キャンパスで応募を希望される方は、下記、留学支援チームまでご連絡ください。
※マーレイ州立大学交換留学に関しては、留学支援チームのホームページに情報がありますので、
参考にしてくださ
い。http://www3.u-toyama.ac.jp/gakusei/ryugaku/murray-exchange/murray-excange1.h
tm
富山大学ＨＰ > キャンパスライフ > 留学支援 > 派遣留学・英語研修プログラム > マーレイ州立大学
交換留学について

＜留学支援チーム連絡先＞
電話；076-445-6404

メール；ryugaku@adm.u-toyama.ac.jp

Admission Status

based on Minimum English Language
Proficiency Requirements

For more information regarding language proficiency requirements, please email: msu.intl@murraystate.edu

Fully admitted
with AEP1 condition

Fully admitted
with ESL2 condition

61 – 70 on Academic Test
or any band score
of 13 – 15

60 or below on Academic
Test or any band score
of 12 or less

527 or more

500 - 523

497 or below

6.0 minimum on
Academic Test with
no band less than 5.0

5.5 on Academic Test
with any band score
of 4.5 or 5.0

5.0 or below on
Academic Test or any
band score below 4.5

Test

Fully admitted
without condition

Internet-based TOEFL
(iBT)

71 minimum on
Academic Test with
no band less than 16

Paper-based TOEFL
(International PBT)

IELTS

No TOEFL or IELTS scores

Graduate Students:
Many graduate academic programs set standards for English proficiency requirements that are higher than the
minimums listed above. Students must meet the specific language requirement of their respective program as
listed in the current academic bulletin. Certain graduate programs do not offer conditional admission through
the ESL program or the AEP program. Please email msu.intl@murraystate.edu for specific requirements.

Changing Admission Type:
Admitted students wishing to change admission status (ESL to AEP or University, AEP to University) must submit
language scores by August 1 (Fall Semester) or December 1 (Spring Semester).

AEP = Academic English Program - For a complete description, visit: www.murraystate.edu/libraries/iis/aep.sflb
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ESL = English as a Second Language Program

