




出願要件＿学部 / Requirements for Undergraduate Schools

学部名
Faculty/School

最低履修単位数/学期
*教養教育等は含まず

Number of credits to be registered
per semester

*Not including General Education classes

使用言語
Language

語学要件
Language Requirement

出願時に必要な語学力証明書
Proof of Language Proficiency
Required to Submit When

Applying

学習計画書の
記入言語

Language to be used
for "Study Plan

 (Application Esssay)"

その他条件等
Other Requirements

1．1週間につき10時間以上の授業（7科目に相
当）を受講すること。

2．原則として、多文化社会学部が提供する授業
科目を履修すること。

3．ただし、教養教育科目、留学生教育・支援セン
ター等が提供する授業科目も履修することができ
る（当該科目の授業時間は必要授業時間数に含
むことができる。なお、留学生教育・支援センター
が提供する授業科目の中には一部単位が付与さ
れない科目があるが、それらの科目も必要授業時
間数に含むことができる）。

日本語または英語

日本語：
日本語で開講される講義を受講する場合には、日本語による講
義を受けられるだけの十分な語学力（日本語能力試験N2以上）
を有すること。

英語：
英語で開講される講義を受講する場合には、英語による講義を
受けられるだけの十分な語学力（TOEFL PBT 550, TOEFL iBT
79, IELTS 6.0；　もしくはCEFR B2以上）を有すること。
ただし，英語圏にある大学に所属する出願者，英語による教育を
受けている出願者の場合は資格試験のスコアは不要とする。ま
た，後者については推薦書の提出が必要なものとする。

日本語：
日本語能力試験の合格証明
書

英語：
公式な検定試験（TOEFL,
IELTS または Cambridge
English）の結果

日本語または英語

1学期あたりの最大履修単位数は、教養
教育科目および専門教育科目を合わせて
24単位までとする。
また、授業の定員によっては必ずしも希望
の授業を受講できないことがある。

1. The total hours of classes registered per week
should be more than 10 hours (7 courses would
amount to 10hours per week).

2. In principle, you need to take courses offered in
the School of Global Humanities and Social
Sciences (SGHSS).

3. You can also register for courses offered in
General Education as well as in Center for
Japanese Language and student exchange. Some
of these courses do not come with credits, but
they count toward the total registration hours
(minimum 10 hours per week).

Japanese or
English

Japanese:
Language requirement for Japanese-taught courses :
Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2

English:
Language requirement for English-taught courses :
TOEFL PBT 550, iBT 79, IELTS 6.0; or the CEFR B2.
Applicants enrolled at Universities in English-speaking
countries or educated in English are not required to
submit language certificates. However, applicants
educated in English are required to submit a reference
letter to ensure their sufficient English language skills.

Japanese:
Official certificates of JLPT

English:
Official certificates of IELTS,
TOEFL, or Camblidge English

Japanese or English

The maximum number of credits you can
register per semester is 24, which
includes General Education courses. If
the course is capped, and seats are full,
you will not be able to register for the
course.

日本語または英語

日本語：
日本語能力試験N２以上

英語：
TOEFL-PBT450以上又はTOEFL-iBT45以上

日本語：
日本語能力試験の公式な試験結果
英語：
TOEFL-PBT または TOEFL-iBTの試
験結果

日本語および英語両方の科目の受講
を希望する場合、日本語・英語ともに
語学力証明書を提出すること

日本語

出願の際、履修希望科目について十分検討のうえ出
願すること。（出願後は、原則として教育学部専門教
育科目の追加・変更等は認めない）
１学期当たりの最大履修単位数は、教養教育科目及
び専門教育科目を合わせて２５単位までとする。
人数が多い場合は、受け入れられない場合もある。

Japanese or
English

Japanese：
N2 level of Japanese Language Proficiency Test

English：
TOEFL PBT 450 or TOEFL  iBT 45

Japanese：Official certificate of
Japanese Language Proficiency Test
English：Official certificate of TOEFL
PBT or TOEFL iBT

If you wish to register both Japanese
course and English course, you are
required to submit both Japanese and
English language proficiency
certificates

Japanese

In general, students are not allowed to
change courses they chose for the
application. Students can register up to 25
credits per semester including  courses
listed under General Education.
There is a limit to the number of seats in
a class.

多文化社会学部

School of Global
Humanities and Social

Sciences

教育学部

Faculty of Education
14



学部名
Faculty/School

最低履修単位数/学期
*教養教育等は含まず

Number of credits to be registered
per semester

*Not including General Education classes

使用言語
Language

語学要件
Language Requirement

出願時に必要な語学力証明書
Proof of Language Proficiency
Required to Submit When

Applying

学習計画書の
記入言語

Language to be used
for "Study Plan

 (Application Esssay)"

その他条件等
Other Requirements

日本語または英語

日本語：
日本語による講義を受けられるだけの十分な語学力（Listening,
Speaking, Writing）を有すること（日本語能力試験N3以上）

英語：
英語による講義を受ける場合は、中級以上の英語力を有すること
（TOEFL-PBT 550, TOEFL-iBT 79, IELTS 6.0; もしくはCEFR B2以
上 ）
ただし、アメリカ、イギリス、欧州連合（EU）、オーストラリア、カナダ、
ニュージーランドの大学に所属する学生の場合は資格試験のスコア
は不要。

日本語：
日本語能力試験の合格証明書
英語：
国際的に公式な検定試験（IELTS,
TOEFL, TOEIC またはCambridge
English）の結果を必ず提出すること。

語学力を示す書類としては、日本語ま
たは英語のどちらか一方の証明書で足
りる。大学等の推薦書は証明書とみな
しません。

日本語または英語 人数が多い場合は、受け入れられ
ない場合もある。

Japanese or
English

Japanese：Sufficient language skills (Listening, Speaking,
Writing) to attend classes conducted in Japanese (N3 level or
above on Japanese Language Proficiency Test)

English：Intermediate language skills to attend classes
conducted in English (TOEFL-PBT 550, iBT 79, IELTS 6.0; or
the CEFR B2)
Students who are registered in universities that are located in
the USA, UK, EU, Canada, New Zealand and Australia will be
exempted from submitting language certificates.

Japanese：
Official certificate of Japanese
Language Proficiency Test
English：
Official certificate of IELTS,
TOEFL, TOEIC, or Cambridge
English.

Certification of language
proficiency is either English or
Japanese.
Recommendation letters are not
accepted.

Japanese or English There is a limit to the number of
seats.

日本語または英語
本学科の授業科目（リサーチセミナー）を日本語
又は英語で受講できるだけの十分な語学力を有
すること

日本語：
日本語能力試験の公式な試験結果
英語：
IELTS、TOEFL、TOEIC 等の試験結果

日本語または英語

・医学系分野の学生に限る
・基礎研究が行えるだけの十分な医学知識と研究技
術を有すること
・人数が多い場合は受け入れられない可能性がある

Japanese or
English

Sufficient language skills to attend research
seminar conducted in Japanese or English.

Japanese：Official certificate of
Japanese Language Proficiency
Test
English：Official certificate of
IELTS, TOEFL, TOEIC, etc.

Japanese or English

・Students majoring in medicine only.
・Must have sufficient medical knowledge and
research techniques to perform basic research.
・There is a limit to the number of seats.

日本語
日本語による講義を受けられるだけの十分な語学力を
有すること

特になし 日本語
看護学、理学療法学、作業療法学分野の
学生に限る

Japanese
Sufficient language skills to attend Japanese-
taught courses.

None Japanese
Students majoring in Nursing, Physical
Therapy, or Occupational Therapy only.

医学部医学科

School of Medical
Sciences

14

医学部保健学科

School of Health
Sciences

14

経済学部

Faculty of Economics

1週間につき10時間以上の授業を履修す
ること。
※ 経済学部が提供する授業科目を4科
目以上履修すること。
※ 教養教育科目、留学生教育・支援セ
ンターが提供するプログラムを含めてよ
い。

The total hours of classes registered
per week should be 10 hours or more.
You need to take 4 courses or more
from the Faculty of Economics per
semester.
*You can also register for courses
offered in General Education as well as
in the Center for Japanese Language
and Student Exchange.



学部名
Faculty/School

最低履修単位数/学期
*教養教育等は含まず

Number of credits to be registered
per semester

*Not including General Education classes

使用言語
Language

語学要件
Language Requirement

出願時に必要な語学力証明書
Proof of Language Proficiency
Required to Submit When

Applying

学習計画書の
記入言語

Language to be used
for "Study Plan

 (Application Esssay)"

その他条件等
Other Requirements

日本語
日本語による講義が受けられるだけの十分な語学力
を有すること

特になし 日本語
人数が多い場合は、受け入れられない場合
もある

Japanese
Sufficient language skills to attend Japanese-
taught courses

None Japanese There is a limit to the number of seats

日本語
日本語による講義を受けられるだけの十分な語学力を
有すること（日本語能力試験N２以上）

日本語能力試験の公式な試
験結果

日本語または英語

申請時に3年次以上であること。出願の際，履修
希望科目について十分検討のうえ出願するこ
と。出願後は，原則として履修希望科目の追加・
変更等は認めない。

Japanese
Sufficient Language skills to attend Japanese-
taught courses
(N2 level of Japanese Language Proficiency Test)

Official certificate of
Japanese Language
Proficiency Test

Japanese or English

An applicant must be in his/her 3rd year or
above at his/her home university at the time
of application. In general, students are not
allowed to change courses they chose for the
application.

日本語 日本語能力試験N２以上
日本語能力試験の公式な試験
結果 日本語

Japanese N2 level of Japanese Language Proficiency Test
Official certificate of Japanese
Language Proficiency Test Japanese

日本語
日本語による講義を受けられるだけの十分な語学力（日本
語能力試験N2以上）を有すること。

日本語能力を証明するものの写
しを提出すること。 日本語

Japanese
Suffcient language skills （JLPT N2 or abovel ) to
attend  Japanese-tought courses

Submit a copy of certificate to
prove your Japanese
proficiency

Japanese

日本語
日本語による講義を受けられるだけの十分な語学力（日本
語能力試験N3以上）を有すること。

日本語能力を証明するものの写
しを提出すること。 日本語

Japanese
ufficient language skills(JLPT N3 or above) to
attend Japanese-taught courses.

Submit a copy of Certificate of
Japanese Language Proficiency
Test.

Japanese

日本語
日本語による講義を受けられるだけの十分な語学力
（日本語能力試験N３以上）を有すること。

日本語能力を証明するものの
写し

日本語
・卒業研究は原則として受けることはできない。
・出願書類の入学希望理由書にはどのような水産
科学分野を勉強したいかを詳しく記入すること。

Japanese
Sufficient language skills(JLPT N3 or above) to
attend Japanese-taught courses.

Submit a copy of Certificate
of Japanese Language
Proficiency Test.

Japanese

・In principle,the students with the purpose of
conducting graduation research are not
acceptable.
・In your Study Plan”,the objectives of study
in the field of fisheries must be included.

情報データ科学部

School of Information
and Data Sciences

14

歯学部

School of Dentistry
7

環境科学部
Environmental
Science

14

水産学部

Faculty of Fisheries
14

薬学部

School of
Pharmaceutical
Sciences

14

工学部

School of Engineering
14



出願要件＿研究科 /  Requirements for Graduate Schools

研究科名
Name of

Graduate School

使用言語
Language

語学要件
Language Requirement

出願時に必要な
語学力証明書

Proof of Language Proficiency Required to Submit
when Applying

出願時における学習計画書の記入言語
Language to be used for "Study Plan

(Application Essay)"

研究指導を希望する
教員の出願前の内諾

Informed Concent of Future Supervisor Before
Applying

その他条件等
Other Requirements

日本語または英語 日本語または英語
出願の際、研究指導を受けようとする教員
に事前に連絡を取り、受入れについて内諾
をえたことが分かる書類を添付すること。

Japanese or English Japanese or English
Submit a proof of informal consent of a
supervisor at Nagasaki university.

日本語または英語

日本語：
日本語能力試験N２以上

英語：
TOEFL-PBT450以上又はTOEFL-
iBT45以上

日本語：
日本語能力試験の公式な試験結果
英語：
TOEFL-PBT または TOEFL-iBTの試験結果

日本語および英語両方の科目の受講を希望する
場合、日本語・英語ともに語学力証明書を提出す
ること

日本語

必要。
内諾の依頼については、研究科事務担当宛に
連絡し、出願時には内諾を証明する書類を提
出すること
Email: edu_gakumu@ml.nagasaki-u.ac.jp

特別研究学生のみ受け入れる。
出願に際し、研究指導を希望する教員の受入
の承諾を必要とするが、承諾を得るにあたって
は事前に教育学研究科担当事務に問い合わ
せること。
英語による研究指導を受けられるだけの語学
力を有する場合、研究分野により英語による指
導も可能である。

Japanese or English

Japanese：
N2 level of Japanese Language
Proficiency Test

English：
TOEFL PBT 450 or TOEFL  iBT 45

Japanese：
Official certificate of Japanese Language
Proficiency Test
English：
Official certificate of TOEFL PBT or TOEFL iBT

If you wish to register both Japanese course
and English course, you are required to submit
both Japanese and English language proficiency
certificates

Japanese

Required.
Please contact at
edu_gakumu@ml.nagasaki-u.ac.jp if you
wish to request an informal consent,  and
make sure to submit its proof document
via online application.

Status of students will be "Special
research student" at Nagasaki
University.Submit a proof of informal
consent of a supervisor at Nagasaki
University.
Although it depends on applicant's research
field, applicants with sufficient English skills
may receive research guidance in English.

博士前期課程:
　　日本語

博士後期課程:
　　日本語または英語

博士前期課程
日本語による研究指導を受けられるだけの
十分な語学力を有すること

博士後期課程
日本語又は英語による研究指導を受けられ
るだけの十分な語学力を有すること

不要 日本語または英語 不要 特になし

Master's　Course
　　：Japanese

Doctor’s　Course
　　：Japanese or English

Master's course
Sufficient Language skills to receive
research guidance in Japanese.

Doctor's course
Sufficient Language skills to receive
research guidance in Japanese or English.

Not required Japanese or English Not required Nothing in particular

日本語または英語
日本語または英語による研究指導を受
けられるだけの十分な語学力を有するこ
と

不要 日本語または英語
出願の際、研究指導を受けようとする教員に事
前に連絡を取り、受入について内諾を得たこと
がわかる書類を添付すること。

Japanese or English
Sufficient language skills to receive
research guidance in Japanese or
English

Not required Japanese or English
Submit a proof of informal consent of a
supervisor at Nagasaki University.

多文化社会学研究科
（博士前期課程）

Global Humanities and
Social Sciences

 （Master's program）

日本語または英語による研究指導を受けられるだけの十分な語学力を有す
ること。

Sufficient Language skills to receive research guidance in Japanese or
English.

教育学研究科

Graduate School of
Education

工学研究科

Graduate School of
Engineering

経済学研究科

Graduate School of
Economics



研究科名
Name of

Graduate School

使用言語
Language

語学要件
Language Requirement

出願時に必要な
語学力証明書

Proof of Language Proficiency Required to Submit
when Applying

出願時における学習計画書の記入言語
Language to be used for "Study Plan

(Application Essay)"

研究指導を希望する
教員の出願前の内諾

Informed Concent of Future Supervisor Before
Applying

その他条件等
Other Requirements

日本語または英語
日本語または英語による研究指導を受
けられるだけの十分な語学力を有するこ
と

なし 日本語または英語
出願前に、自身で研究指導を受けようとする教
員へ連絡を取り、受入れについて教員から内
諾を得たことがわかる書類を添付すること。

Japanese or English
Sufficient language skills to receive
research guidance in Japanese or
English

Not required Japanese or English

Please interview with your future supervising
professor before submitting your applicatiom
and make sure to attach the proof document
of informal consent via online application.

博士前期課程(水産学専攻)
日本語または英語

博士前期課程(環境科学専攻)
日本語または英語

博士前期課程(水産学専攻)
日本語又は英語による研究指導を受けられる
だけの十分な語学力を有すること。

博士前期課程(環境科学専攻)
日本語又は英語による研究指導を受けられる
だけの十分な語学力を有すること。

博士前期課程(水産学専攻)
日本語又は英語の語学能力を証明するものの
写し

博士前期課程(環境科学専攻)
日本語又は英語の語学能力を証明するものの
写し

博士前期課程(水産学専攻)
日本語または英語

博士前期課程(環境科学専攻)
日本語または英語

博士前期課程(水産学専攻)
必要

博士前期課程(環境科学専攻)
必要。
研究指導を受けようとする教員に事前に連絡を取
り、受入について内諾を得たことがわかる書類を出
願の際に添付すること。

Master's program：
Fisheries
 Japanese or English

Master's program：
Enviromental Sciences
 Japanese or English

Master's program：Fisheries
Sufficient language skills to receive
research guidance either in Japanese or
English.

Master's program：Enviromental
Sciences
Sufficient language skills to receive
research guidance either in Japanese or
English.

Master's program：Fisheries
A certificate of Japanese or English
langage proficiency.

Master's program：Environmental
Sciences
A certificate of Japanese or English
langage proficiency.

Master's program：Fisheries
Japanese or English

Master's program：
Environmental Sciences
Japanese or English

Master's program：Fisheries
Required.

Master's program：Environmental Sciences
Required. Submit a proof of informal consent
of a supervisor at Nagasaki University

英語
英語で講義・研究指導を受けられるレベ
ルの英語力を有すること

博士前期課程
英語：「IELTS アカデミック・モジュール」又は
「TOEIC Listening &Reading Test｣，｢TOEFL｣に
おける公開テスト成績証明書（写し）

博士後期課程
英語：「IELTS」又は｢TOEFL｣における公開テスト
成績証明書（写し）

英語

博士前期課程
不要

博士後期課程
必要
問合わせ先
Email: tmghadmin@ml.nagasaki-u.ac.jp

今後変更される場合があるため，募集要
項で確認してください。

English
Must be able to attend lectures and
receive research guidance in English

Masters programme
English: IELTS Academic Module, TOEIC
Listening & Reading Test, or TOEFL Published
Test Results (copy)

PhD Programme
English: IELTS or TOEFL Published Test
Results (copy)

English

Masters programme
Not required

PhD Programme
Required.
Enquiries
Email: tmghadmin@ml.nagasaki-u.ac.jp

Please check the Application Guide as
informal consent may be changed.

熱帯医学・グローバル
ヘルス研究科

School of Tropical
Medicine and Global Health

水産・環境科学
総合研究科

Graduate School of
Fisheries and

Environmental Sciences

医歯薬学総合研究科

Graduate School of
Biomedical Sciences


