令和元年度
Admission for Autumn 2019
長崎大学卓越大学院プログラム
「世界を動かすグローバルヘルス人材育成プログラム」
（プログラム２年目 卓越大学院候補学生）
Nagasaki University “Doctoral Programme for World-leading Innovative & Smart Education” for Global Health
(For Year 2 WISE Candidates)

募 集 要 項
Application Guidance

Ⅰ

プログラム受講者の受け入れ方針

Ⅰ

Admission Policy

長崎大学卓越大学院プログラム「世界を動かすグローバルヘルス人材育成プログラ
ム」は，プログラム受講生に以下の資質・素養 を求めます。

Nagasaki University “Doctoral Programme for World-leading Innovative and Smart
Education for Global Health” seek WISE Candidates who meet the academic
standards and criteria outlined below:

①精深な専門的知識及び技能を授けることにより，グローバルヘルス領域において
地球規模で生じている健康課題を現場レベルで深く理解し，その解決に向けて技
術や理論を構築できる教育・研究能力を有する（知識レベル）
。
②同領域の進展に貢献しようとする向学心を有する（ミッション・精神レベル）
。
③博学術的知見をグローバルな政策立案・実行等に結び付ける能力を兼ね備えた実
践的・社会的リーダーシップ・フォロワーシップをもって活躍できる能力、柔軟
性を備えていること（社会性・国際性・能力レベル）
。

1. Those who possess education and research abilities to develop skilful and
logical thinking upon the global level health issue in the aspect of Global
Health by acquiring high professional knowledge and skills. (Knowledge)
2. Those who wish to contribute to improvement in the field of Global Health
(Mission / Attitude)
3. Those who possess the ability and flexibility to play an active role, combined
with practical and social leadership and follower-ship’s skills to contribute the
advanced academic knowledge into policy making and practice. (Sociability
and Multicultural Integration)

Ⅱ

プログラム受講手続きについて
1.選抜方法 ：申請書類審査(書類については、英文で作成すること。なお、必要に
応じて面接が実施される場合がある。)
（1）長崎大学卓越大学院プログラム受講申請書
（2）履歴書
（3）研究計画書（A4 で 3 ページまで）
長崎大学卓越大学院プログラムホームページに申請書類のフォーマ
ットを掲載しています。
（http://www.wise.nagasaki-u.ac.jp/application）

Ⅱ

Application

1. Selection Process: Screening of the set of Programme application documents, (and
an interview may be offered if deemed necessary). The Programme application
documents must be set in English and the prescribed application format can be
downloaded from Nagasaki University WISE Programme official website at:
http://www.wise.nagasaki-u.ac.jp/application
(1) Prescribed Programme application form
(2) Curriculum Vitae
(3) Research Proposal (A4 size, 3 pages, single sided)
2. Intake Quota: Limited number

2.募集人員 ：若干名

3.申請資格 ：令和元年度の医歯薬学総合研究科博士課程の入学者又は入学志願者

4.申請期間 ： 令和元年 7 月 22 日（月）から 8 月 16 日（金）
17:30（日本時間）まで
5.申請先：医歯薬学総合研究科 学務課（大学院）
※① 不備のある申請書類は受理しない。
② 申請手続後の提出書類の内容変更は認めない。
③ 受理した申請書類は，いかなる理由があっても返還しない。
④ 申請書類に虚偽の記載があった場合には，受講許可後でも許可を取消す

3. Eligibility
Applicants or admitted students to Doctoral Degree Course of Graduate School of
Biomedical Sciences of Nagasaki University.
4. Application period: From Monday 22nd July 2019 to 17:30pm (JST) on Friday 16th
August 2019
5. How to apply: Submit Programme application documents to the academic office of
the Graduate School of Biomedical Sciences.
Important Notice
・Incomplete Programme application documents will not be accepted
・Making changes to Programme application documentation after submission is
not permitted
・Once Programme application documents are received, they cannot be returned
for any reason

・Any false information or documentation will result in disqualification,
even after acceptance

ことがある。

6.受講許可 ： 令和元年 8 月 30 日（金）10 時（日本時間）
9 月中旬
受講が許可された者の学生番号又は受験番号を長崎大学卓越大学院プログラム
ホームページに掲示するとともに，メール及び文書で連絡する。なお，電話等に
よる合否についての問い合わせには一切応じない。
Ⅲ

6.

Results( Notification of Successful Application):
Results will be announced at 10:00am (JST) on 30 August in Mid September 2019
on Nagasaki University WISE Programme’s website (disclose the successful
applicants’ student or Programme application No., only) .A formal Offer Letter will
also be sent by email to successful applicants. Any enquiries in regards to the result
by telephone or other means shall not be responded to.

Ⅲ

Additional Information

その他
プログラムに関する問い合わせ先
長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室
〒852－8523 長崎市坂本 1 丁目 12－4
TEL: 095－819－7583
E-mail: tmgh_jimu@ml.nagasaki-u.ac.jp
申請に関する問い合わせ先
医歯薬学総合研究科 学務課（大学院）
〒852-8523 長崎市坂本 1-12-4
Tel.095-819-7009

Enquiry on the Programme:
Administrative Office of the School of Tropical Medicine and Global Medicine
1-12-4 Sakamoto, Nagasaki City 852-8523
TEL: 095 819 7583
E-mail : tmgh_jimu@ml.nagasaki-u.ac.jp
Enquiry on the Application:
The Graduate School of Biomedical Sciences ( academic office )
1-12-4 Sakamoto, Nagasaki City 852-8523
TEL 095 819 7009

