
応募

方法

参加希望者はQRコードよりお申し込みください。
また、本用紙での申込みも可能です。
留学支援課のカウンターに設置しているBOXへ
ご提出ください。
または教育学部棟5階のGPコーディネーター室
（部屋No.526）へご持参ください。

大学コンソーシアム長崎
長崎発グローカル人材育成プログラム
Nagasaki “Glocal” Alliance Program (GP)

ＧＰ学生登録フォーム 記入日
年 月 日

氏 名
Name

フリガナ

国 籍
Nationality

大学名
The university

大 学

学部・学科
The department

学部 学科・コース

学 年
Grade

年

学生(学籍)番号
College register number

携帯番号
Telephone number

メールアドレス
Email address

@
※メールアドレスを変更した際は、速やかにご連絡ください。

※所属大学等担当課や長崎大学生涯教育センターから情報提供メールをお送りします。

※ “- (ハイフン)と _ (アンダーバー) ”、“ｌ(小文字のエル)と 1 (数字の一) ”、

“ O (アルファベットのオー)と 0 (数字の零) ”など、間違いやすい記号や文字にご注意ください。

学生企画運営協議会への参加を希望しますか？ □ 希望する □ 希望しない

記入された情報は、利用者の承諾に基づいた、共修・協働活動を行う上で必要な情報提供のために使用します。

無断で第三者に情報を提供することはありません。

※学生企画運営協議会とは･･･？

長崎県内の11大学等の学生が集まり、本プログラムで行う様々な企画を立案したり運営したりする組織です。

詳しくは「長崎発グローカル人材育成プログラム2022年度募集要項」をご覧下さい。

【各大学の問合せ先】

長崎大学 生涯教育センター 095-819-2888 鎮西学院大学 教務学生課 0957-26-8274

長崎国際大学 国際交流・留学生支援センター 0956-20-5817 長崎外国語大学 教育支援課 095-840-2002

長崎県立大学佐世保校 学生支援課 0956-47-5706 長崎純心大学 学事課 095-846-0084

長崎県立大学シーボルト校 学生支援課 095-813-5065 長崎女子短期大学 教務課 095-826-5344

長崎総合科学大学 教務課 095-838-5125 長崎短期大学 学生支援課 0956-47-5566

活水女子大学 教務課 095-820-6016 佐世保工業高等専門学校 学生課 0956-34-8419



※About GP Student Leader？
GP student leader members belong to the GP committee to regularly attend meetings to plan & hold/host various GP events. For 
further details, refer to GP application guideline brochure. 

The Consortium of Universities in 
Nagasaki “Glocal” Alliance Program (GP)

Date: /         /

Are you ted in becoming a student leader of GP? □ Yes □ No

*This form was filled out with consent of the student him/herself. And we do not provide any information listed here 
to a third party without prior consent. 

Please resister online with this QR code if you would like to be a GP
member.

How to 

Register

GP Registration Form

* Please supply us with your e-mail address you monitor frequently in order to receive

periodic mailings from GP with information on its events and activities.

* If your e-mail address contains hyphens (-) or underscores (_), please write them down clearly

to be told apart. A lower-case letter “l” and a number “1” are likewise.

氏名
Name

(Name in Katakana)

国籍
Nationality

大学名
The university

学部・学科
The department

学 年
Grade

学生(学籍)番号
Student ID No.

携帯番号
Telephone number

メールアドレス
Email address

＠

You can also  submit  this form in the box on a counter at Liaison Office. It is accepted 
at the GP office (Room #526, 5F, Education Faculty Bldg.) as well.  
Contact numbers for each university are as shown below. 

Nagasaki University
Comprehensive Support 

Center for Regional 
Education

095-819-2888
Nagasaki CHINZEI GAKUIN 

University
Educational Planning 

Division
0957-26-8274

Nagasaki International 
University

International Exchange 
,Student Support Center

0956-20-5817
Nagasaki University of 

Foreign Studies
Educational Support 

Division
095-840-2002

University of Nagasaki, 
Sasebo Campus

Student Support Section 0956-47-5706
Nagasaki Junshin Catholic 

University
Educational Affairs Division 095-846-0084

University of Nagasaki, 
Siebold Campus

Student Support Division 095-813-5065
Nagasaki Women’s Junior 

Collage
Educational Affairs Division 095-826-5344

Nagasaki Institute of 
Applied Science

Educational Affairs Division 095-838-5125 NAGASAKI JUNIOR COLLEGE Student Support Division 0956-47-5566

KWASSUI WOMEN’S 
UNIVERSITY

Educational Affairs Division 095-820-6016
National Institute of 

Technology , Sasebo College
Student Division 0956-34-8419

Contact


