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アドミッション・ポリシー

Ⅰ

Admission Policy

熱帯医学・グローバルヘルス研究科 博士後期課程 長崎大学－ロンドン大学衛
生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻は，入学者に以下の資質・素養
を求めます。

Nagasaki University School of Tropical Medicine and Global Health PhD Degree
Programme and Nagasaki University-London School of Hygiene and Tropical
Medicine (NU-LSHTM) Joint PhD Degree Programme in Global Health seek
students who meet the academic standards and criteria outlined below:

①グローバルヘルス領域において、博士レベルの研究・実践能力を修得するために
必要な基礎および専門知識・技術を有する（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博士号取得後に様々な分野と協働して国際チームの一員としてリーダーシップ・
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 the necessary knowledge and skills to conduct research
in the field of Global Health at PhD degree level (Knowledge)
2. Those who wish to contribute to improvement in the field of Global Health
(Mission / Attitude)
3. Those who display strong leadership, flexibility, and a desire to work towards
international cooperation in the global health sector after obtaining their PhD
degree (Sociability and Multicultural Integration)
Appendix for Shortlisting Method

選抜方法に関する別表
入試区分
求める資質

長崎大学－ロンドン大学衛生・
熱帯医学大学院
国際連携グローバルヘルス専攻

グローバルヘルス領域において、博士レベ
ルの研究・実践能力を修得するために必要
な基礎および専門知識・技術を有する。

出願書類
外国語検定試験

同領域の進展に貢献しようとする向学心
を有する。

面接

博士号取得後に様々な分野と協働して国
際チームの一員としてリーダーシップ・フ
面接
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。

Type of Examination
Expected Academic Quality

NU-LSHTM Joint PhD
Programme in Global
Health

Possess knowledge and skills to conduct research
in the field of Global Health at PhD degree level

Application documents
English Test Score

Willingness to contribute to improvement in the
field of Global Health

Interview

Display strong leadership, flexibility and desire to
work towards international cooperation in the
global health sector after obtaining their PhD
degree

Interview

Ⅱ

選抜試験について

Ⅱ

Entrance Requirement and Process

1. 選抜方法 ： 出願資格を満たす者で事前審査により出願を認められた者のみ出願
し面接試験を受けることができる。
※面接の日時については、後日連絡します。

1. Summary of selection Process: Applicants who meet the entrance requirements and
pass the preliminary shortlisting will be eligible to proceed for the interview
* Interview date and time will be notified closer to the date of interview

2. 募集人員 ： 若干名（5 名程度）

2. Intake Quota: Approx. 5 students

3. 出願資格： 次の各号のいずれかに該当する者

3. Entrance Requirements:
The normal minimum entrance qualification for registration is at least one of the
following:

• 博士後期課程の研究分野に関連する修士の学位を有する者（推奨）
• 博士後期課程において研究する分野に関連する資格（医学、薬学、獣医学）
の資格を有する者
• イギリスの大学において優等学士学位（ an upper second-class honours
degree）を授与された者、もしくは日本または外国の大学から優等学士学位
相当の学位を授与された者
4. 事前審査
申請期間

2019 年 11 月 20 日（水）から 2020 年 1 月 17 日（金）まで

申請方法

LSHTM の下記リンクへアクセスし，内容・情報を登録する
こと。
https://www.lshtm.ac.uk/study/research/nagasaki-lshtm-phd

審査方法

書類審査

問い合せ先

LSHTM Registry: Admissions@lshtm.ac.uk

5. 本審査
出願期間
出願方法
選抜方法

問い合せ先

事前審査合格通知の受け取り後から
2020 年 2 月 28 日（金）17:30（日本時間）まで
長崎大学へ検定料を納付し，納付が確認できる資料を提出す
ること。
書類審査及び面接試験
※事前審査に合格した学生は 2020 年 3 月に面接試験を受け
る。面接の日時については，後日連絡する。
長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室：
tmghadmin@ml.nagasaki-u.ac.jp

•
•
•

A master’s degree in a subject appropriate to the course of study to be followed
(Recommended)
A qualification appropriate to the course of study to be followed, in medicine,
dentistry or veterinary studies
An upper second-class honours degree from a UK or Japanese university
equivalent, or an overseas qualification of an equivalent standard, in a relevant
subject

4. Preliminary Shortlisting Process
Period for
From 20 November 2019 to 17 January 2020
applications
Please register your information and upload the
application documents to the link below for the preliminary
Method
shortlisting:https://www.lshtm.ac.uk/study/research/nagas
aki-lshtm-phd
Shortlisting
Application documents
method
Enquiries

LSHTM Registry: Admissions@lshtm.ac.uk

5. Post shortlisting, Application Process
Application period
Application
method
Selection method

Enquiries

Upon receipt of notification of being shortlisted until 17:30
(Japan Standard Time (JST)) 28 February 2020
Complete the NU Application fee payment and submit a
document as a proof of payment
Application documents and interview
Shortlisted candidates will be interviewed during the
month of March 2020. Details of the interview will be
notified once determined
Nagasaki University School of Tropical Medicine and
Global Health, Administrative Office
tmghadmin@ml.nagasaki-u.ac.jp

※事前審査及び本審査における注意事項
a) 不備のある出願書類は受理しない。
b) 出願手続後の提出書類の内容変更は認めない。
c) 出願書類に虚偽の記載があった場合には，入学後でも入学を取消すことが
ある。
6. 検定料 ：事前審査に合格した者は，以下に従って検定料を納入すること。

Important Notice
a) Incomplete application documents will not be accepted
b) Making changes to application documentation after submission is not permitted
c) Any false information or documentation will result in disqualification, even aft
acceptance
6. Application Fee: Applicants who pass the shortlisting process will be invited for an
interview in order to complete the application. These applicants are required to pay
the Nagasaki University application fee.

※長崎大学の各研究科博士前期課程または修士課程を，2020 年 9 月に修了予
定の者で，引き続き 10 月から博士後期課程に進学をする者については，事
前に熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室（tmghadmin@ml.nagasakiu.ac.jp）に連絡し，検定料について指示を受けること。
1) 検定料
2) 振込期間
3) 振込方法

7. 面接試験：

：

1)
2)

30,000 円
事前審査合格の通知を受けてから 2020 年 2 月 28 日（金）まで
事前審査に合格した者に連絡します。

2020 年 3 月中に実施予定

8. 合格発表 ： 2020 年 3 月 27 日（金）10 時（日本時間）
合格者の発表は，合格者の受験番号をホームページに掲示するとと
もに，合格者に対してメールで連絡する。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。
9. 入学手続

* Prospective graduate students of Nagasaki University who wish to continue
their studies on the Joint PhD Degree from October 2020 should send an email
to: tmghadmin@ml.nagasaki-u.ac.jp before paying the application fee.

3)

7. Interviews will be held in March 2020
8. Results for successful candidates (Notification of Successful candidates) :
JST 10am 27 March 2020
Results will be announced on the partner universities’ websites. A formal Letter of
Offer will also be sent by email to successful applicants.
9. Enrollment Process to the Joint PhD programme: Successful applicants will receive
enrollment procedure documents after the application results are announced.

入学手続きについては、合格者に後日連絡します。
Ⅲ

Ⅲ

Application fee for shortlisted candidates: JPY 30,000
Application fee payment period: Upon receipt of notification of being shortlisted
until 28 February 2020
Payment methods will be notified to applicants who are shortlisted

Additional Information

その他
1. 個人情報の取扱
（1） 出願書類により取得された個人情報は，入学者選抜業務のために
利用する。
（2） 合格者の個人情報は入学手続案内業務のため，入学者の個人情報は，学
籍登録業務等のために利用する。
（3） 入学試験の成績及びその他の個人情報は，1 年次生における奨学生への
推薦資料並びに入学料免除及び授業料免除等の選考資料として利用する。
（4） 出願書類により取得された個人情報及び入学試験により取得された個人
情報は，個人が特定できない形で本学における入学者選抜に関する統計
調査・研究資料として利用する。

1. Personal Data Protection Policy
1) Personal information provided in the application package will be used only for
the selection process.
2) The personal information provided by successful applicants will be used in the
admission process, and the enrolled students’ personal information will be
used for such procedures as registration.
3) Results of the entrance examination and other personal information will be
used in the shortlisting process for areas such as scholarship or loans in the
first-year, admission fee exemptions, and tuition waivers.
4) Personal information acquired through the application documents and
entrance examination may be used anonymously for statistical surveys and
as research materials regarding admissions to the university.
5) Personal information acquired through the application documents and

（5） 出願書類により取得された個人情報及び入学試験により取得された個人
情報は，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」第
9 条に規定されている場合を除き，以上の目的以外の目的で利用する
こと又は第三者に提供することはない。
※上記の方針に加えて，LSHTM のウェブサイトを参照し確認してください。
LSHTM 個人情報保護につい
て：https://www.lshtm.ac.uk/aboutus/organisation/data-protection

entrance examination, unless specified in Article 9 of the Act on the
Protection of Personal Information Held by agencies such as the
Independent Administrative Agencies, will not be distributed to third parties
or used for purposes other than mentioned above.
In addition to the above policies, please refer to LSHTM’s website to see their Data
Protection Policy: https://www.lshtm.ac.uk/aboutus/organisation/data-protection

2. 安全保障輸出管理について
長崎大学は，外国人留学生等への教育・研究内容が国際的な平和及び安全の維
持を阻害することが無いよう，「外国為替及び外国貿易法」に基づく安全保障輸
出管理を行っている。それにより，希望する教育・研究内容の変更を求める場合
があるので留意すること。
なお，詳細について必要な場合は下記問い合わせ先まで問い合わせること。

2. Security Export Control
Nagasaki University performs security export control based on "Foreign Exchange
and Foreign Trade Act" so that the education and study contents of foreign
students’ research does not interfere with the upkeep of international peace and
security. Please thereby note that the university may request applicants to change
the education and study contents of their research. For further details, please
make enquiries to each department. For further information please contact the
email address below.

3. 問い合わせ先
入学試験についての問い合わせは，下記で受け付ける。なお，郵便による問い
合わせの際は宛名を明記し，所要の切手を貼った返信用封筒を必ず同封するこ
と。

3. Inquiry
Any inquiries about the selection process should be directed to the address below.
If you are making an inquiry by mail, make sure you include a self-addressed
envelope with the appropriate postage for us to send a reply.

〒852－8523 長崎市坂本 1 丁目 12－4
長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室
TEL: 095－819－7583
E-mail: tmghadmin@ml.nagasaki-u.ac.jp

Nagasaki University School of Tropical Medicine and Global Health
Administrative Office
1-12-4 Sakamoto, Nagasaki852－8523, Japan
TEL: (+81) 95-819-7583
E-mail : tmghadmin@ml.nagasaki-u.ac.jp

