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I. プログラム受講者の受け入れ方針 

 

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」規程に沿って，プログラム受講生に以下の資質・素養 を求めます。 

 

 

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）。 

 
 

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（Form A） 

（2）履歴書 (Form B) 

（3）研究計画書(Form C)（A4 で 3 枚） 

2. 募集人員 ：若干名 

3. 申請資格 ：長崎大学において以下にあげる者でいずれかに該当するもの 

（1）令和 3 年度博士後期課程の入学者又は入学志願者 

（2）令和 3 年度に博士後期（4 年制）の 2 年生に進学したもの 

（3）令和 3 年度に博士課程（5 年一貫）の 3 年生に進学したもの 

 

4. 申請期間 ： 令和 3 年 7 月 5 日（月）から 8 月 6 日（金） 

17:00（日本時間）まで 

 

5. 申請先：所属又は入学志願先の学務系大学院担当窓口（手書きは受理しな

い） 

I. Admission Policy 
 

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

 
1) Those who possess education and research abilities to develop skilful and logical 

thinking on global level health issues in the field 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 skills to contribute to advanced 
academic knowledge that will translate into policy making and practice. 
(Sociability and Multicultural Integration) 

 
II. Application 

 
1. Selection Process: Screening of the submitted programme application documents, 

(and an interview may be offered if deemed necessary). All documents must be in 
English. 
1) Prescribed Programme application form (Form A) 
2) Curriculum Vitae (Form B) 
3) Research Proposal (Form C) (A4 size, 3 pages, single sided) 

 
2. Intake Quota: A few students 

 
3. Eligibility: The Programme applicants must satisfy one of the following conditions: 

1) Applicants or students already admitted to Nagasaki University’s Doctoral Degree 
Course for 2021 academic year 

2) Students who proceed to the 2nd year of Nagasaki University’s 4 years Doctoral 
Degree Course in 2021 academic year 

3) Students who proceed to the 3rd year of Nagasaki University’s 5 years Doctoral 
Degree Course in 2021  academic year 

 
4. Application period: From 5 July to 17:00pm (JST) on 6 August 2021 

 
5. How to apply: Academic office of graduate school to which he/she is affiliated or has 

applied to.  (Handwritten not accepted) 
 
 

【注意事項】 

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 

 
 

Important Notice 
1) Incomplete Programme application documents will not be accepted. 
2) Making changes to Programme application documentation after submission is not 

permitted. 
3) Once Programme application documents are received, they cannot be returned 



すことがある。 

 

 

6.  受講許可 ： 令和 3 年 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，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。 

 

長崎大学卓越大学院プログラム： http://www.wise.nagasaki-u.ac.jp/ 

 

 

 

III. 教育研究支援経費申請手続きについて 

 

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」教育研究支援経費は卓越大学院学生及び卓越大学院候補生に給付する 

博士課程における修学及び研究に専念するための給付型支援経費の詳細及

び手続きについては，以下のとおりとする。 

 

I.  教育研究支援経費について 

1. 給付金額等：卓越大学院学生（正規生），候補学生によって金額が異なる。 

     （１）卓越大学院学生に対し，1人当たり月額 20万円 

     （２）卓越大学院候補学生に対し，1人当たり月額 10 万円 

         

給付期間はいずれも長崎大学各研究科の学事暦に沿って１年間とする。なお、

4 月入学者の初回支給月は 4 月に遡って，10月から支給する。 

 

2. 受給者数：卓越大学院学生については，各年次 2 名程度 

卓越大学院候補学生については，各年次 5 名を上限 

 

3. その他：受給資格，重複受給の制限等については，細則第３条及び第４条を 

必ず確認すること。 

 

 

II. 教育研究支援経費の申請について 

1. 申請資格：今年度，長崎大学院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」のプログラム３年目の受講を申請したもの。 

 

2. 選抜方法：申請書類審査及び入学試験の成績に基づき総合的に審査を行う。 

(1) 教育研究支援経費受給希望申請書（Form 1） 

(2) 無職又は退職予定である旨の申立書（Form 2） 

 

for any reason. 
4) Any false information or documentation will result in disqualification, even 

after acceptance. 
 

6. Results: Mid-September 2021 
Results will be announced on Nagasaki University WISE Programme’s website 
(Successful applicants’ student or Programme application No. will be displayed). A 
formal Offer Letter will also be sent by email to successful applicants. Any enquiries 
with regards to the result by telephone or other means shall not be responded to. 

 
Nagasaki University WISE Programme: http://www.wise.nagasaki-u.ac.jp/ 

 
 

III. Application to Kyoiku Kenkyu Shien Kehi (Stipend) 
 

Kyoiku Kenkyu Shien Keihi, or Stipend, for Nagasaki University “Doctoral Programme for 
World-leading Innovative and Smart Education for Global Health” is a financial support 
scheme offered to WISE Students and Candidates so that they are able to concentrate on 
their doctoral degree education and research. 
 

I. About Kyoiku Kenkyu Shien Keihi 
1. Funding amount:  

Different rates apply to WISE Students and WISE Candidates. 
(1) WISE Student: Gross amount of JPY 200,000 per month per person 
(2) WISE Candidate: Gross amount of JPY 100,000 per month per person 

                 
Offered period is one academic year, set by each graduate school. Please note that 
the first payment will commence from October for WISE students or candidates who 
admitted in April. The first payment will include the payments from April.  

 
2. Intake Quota: 

WISE Student: Maximum of 2 per academic year 
WISE Candidate: Maximum of 5 per academic year 
 

3. Others 
Please refer Articles 3 and 4 on the detailed regulation for the eligibilities and 
conditions. 

 
II. Application to Kyoiku Kenkyu Shien Keihi 

1. Eligibility: Those who apply for registration for Year 3 of Nagasaki University “Doctoral 
Programme for World-leading Innovative and Smart Education” for Global Health. 
 

2. Selection: Comprehensive screening of the submitted following set of application 
documents and results of entrance examination to Nagasaki University. 
1) Application form for the WISE Stipend (Form 1) 
2) Proof of non-employment or expected termination of employment (Form 2) 

 
 

http://www.wise.nagasaki-u.ac.jp/
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3. 申請期間：令和 3年 7 月 5日（月）から 8 月 6日（金） 

     17：00（日本時間）まで 

4. 申請先：所属又は入学志願先の学務系大学院担当窓口（手書きは受理しない） 

 

【注意事項】 

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，受給許可後でも許可を取消す

ことがある。 

 

5. 受給者の決定： 令和 3年 9 月中旬 

受給が許可された者の名前，学生番号又は受験番号を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。 

 

IV. その他  

 

1. 教育研究支援経費細則（抜粋） 

（受給資格） 

第 3条 教育研究支援経費を受給することができる者は,次に掲げる要件のい

ずれにも該当する者とする。 

1) 卓越大学院生又は卓越大学院候補学生であること。 

2) 博士課程又は博士後期課程に在学するもので,受給開始後,1 年以上継続し

て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」（以下「プログラム」という。）を受講することが見込ま

れるものであること。 

3) 給付型の支援経費を受給していないこと。 

4) 教育研究支援経費を受給しようとする期間中にアルバイト料等の報酬（次

に掲げる業務に係る報酬を除く。）を受給していないこと。 

(ア) プログラムの実施に不可欠なティーチング・アシスタント及びリサー

チ・アシスタントの業務 

(イ) 学生の教育研究上必要不可欠な診療の業務 

(ウ) 大学,短期大学又は高等専門学校の非常勤講師の業務 

学生自身の研究に関連する学会関係の補助業務（継続的に従事する場

合及び単純な業務に従事する場合を除く。） 

(エ) スーパーサイエンスハイスクールをはじめとする高等学校における課

題研究活動等のティーチング・アシスタントの業務 

(オ) 研究内容の社会実装の観点から学生が参加するベンチャー企業の業務 

(カ) 学生の教育研究上必要であるとプログラムコーディネーターが判断す

る業務 

 

3. Application Period: From 5 July to 17:00pm (JST) on 6 August 2021 
 

4. Where to apply:  Academic office of graduate school which he/she affiliated or 
has applied to. (Handwritten not accepted) 

       
Important Notice 
1) Incomplete application documents will not be accepted. 
2) Making changes to application documentation after submission is not permitted. 
3) Once application forms are received, they cannot be returned for any reason. 
4) Any false information or documentation will result in disqualification even  

after acceptance. 
 

5. Results: Mid-September 2021   
Results will be announced on Nagasaki University WISE Programme’s website 
(Successful applicants’ name, student or the application No. will be displayed). A 
formal Offer Letter will also be sent by email to successful applicants. Any enquiries 
with regards to the result by telephone or other means shall not be responded to.  

 
 
 

V. Others 
 

1. Detailed Regulations for Kyoiku Kenkyu Shien Keihi (“Stipend”) (Extract) 
(Eligibility) 

Article 3. The eligibility to the NU WISE Programme is to satisfy all conditions sate in 
as per below:  
1) A person must be a student or candidate of NU-WISE Programme 
2) A person who is currently enrolled in a doctoral course at Nagasaki University and 

who is expected to continue on the NU WISE Programme for not shorter than one 
year from the offering date of Kyoiku Kenkyu Shien Keihi. 

3) A person currently not receiving any other bursaries. 
4) A person not receiving remuneration for a part-time job during the offering period of 

Kyoiku Kenkyu Shien Keihi, except for those jobs listed below:  
A) A teaching and/or research assistant which is necessary to implement his/her 

research of the NU WISE Programme 
B) Clinical practice indispensable for his/her research 
C) Part-time lecturer at a university, junior or technical colleges 
D) A temporal assistant at academic societies related to his/her research (except 

when engaged continuously or performing simple work) 
E) A teaching assistant in his/her research field at high schools, such as Super 

Science High Schools 
F) A work position at venture companies which is necessary for the social 

implementation of his/her research contents 
G) Other works that are decided as necessary for his/her research by the NU WISE 

Programme Coordinator 
 

    

 



（重複受給の制限） 

第 4条 前条の規程にかかわらず,次に掲げる経済的支援等（入学料及び授業

料の免除を除く。）を受けている者は,教育研究支援経費を受給することがで

きない。 

1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けている者 

2) 外国人留学生であって,日本政府（文部科学省）奨学金若しくは独立行政

法人日本学生支援機構の学習奨励金を受給している者又は母国の奨学金に

より支援を受けている者 

3) 長崎大学（以下「本学」という。）の奨学金（本学の基金等による授業料

を援助するための奨学金を除く。）を受給している者 

4) その他前 3号に掲げる経済的支援等を受けている者に準ずる者 

 

2. 問い合わせ先  

 

卓越大学院プログラム及び教育研究支援経費に関する問い合わせ先 

〒852－8523 長崎市坂本 1丁目 12－4 

長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室 

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 

 

多文化社会学研究科 

〒852-8521長崎市文教町 1-14 

Tel.095-819-2975 

 

医歯薬学総合研究科 

〒852-8523長崎市坂本 1-12-4 

Tel.095-819-7009 

 

工学研究科 

〒852-8521長崎市文教町 1-14 

Tel.095-819-2490 

 

水産・環境科学総合研究科（博士後期課程・博士課程（5年一貫制）） 

〒852-8521長崎市文教町 1-14 

Tel.095-819-2800 

 

経済学研究科 

〒850-8506長崎市片渕 4-2-1 

Tel.095-820-6325 
 
 

(Restriction on Multiple Scholarships)  
Article 4. Notwithstanding the provision of the preceding Article, any person who 
receives the financial support set forth below (excluding entrance fee and tuition fee 
exemption) cannot apply to the Kyoiku Kenkyu Shien Keihi.  
1) Those who have been granted a scholarship by the Japan Student Services 

Organization (JASSO) 
2) A foreign student who is receiving a scholarship from the Japanese government 

(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology [MEXT]), JASSO, 
or has scholarship assistance from his or her country.  

3) A person receiving a scholarship from Nagasaki University (hereafter referred to as 
the “University”), excluding scholarships to support tuition fees. 

4) Other persons that receive financial support and so forth equivalent to the support 
received by those persons listed in the preceding items 1 to 3 inclusive. 

 

2. Contacts 
 
Enquiry on WISE Programme & Kyoiku Kenkyu Shien Keihi 

     
Administrative Office of the School of Tropical Medicine and Global Health, 
Nagasaki University 

     1-12-4 Sakamoto, Nagasaki City 852-8523 
     TEL: (+81) 095 819 7583 
     Email: tmgh_jimu@ml.nagasaki-u.ac.jp  
  
    Enquiry on Application 

 
Graduate School of Global Humanities and Social Sciences 
1-14 Bunkyo machi, Nagasaki City 852-8521 
TEL: (+81) 095 819 2975 

 
Graduate School of Biomedical Sciences  
1-12-4 Sakamoto, Nagasaki City 852-8523 
TEL: (+81) 095 819 7009 

 
Graduate School of Engineering 
1-14 Bunkyo machi, Nagasaki City 852-8521 
TEL: (+81) 095 819 2490 

 
Graduate School of Fisheries and Environmental Sciences (Doctoral Program) 
1-14 Bunkyo machi, Nagasaki City 852-8521 
TEL: (+81) 095 819 2800 

 

   Graduate School of Economics 
      4-2-1 Katafuchi, Nagasaki City 850-8506 
      Tel (+81)095-820-6325 
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