
経済工学専攻（１０名） 経済システム専攻（２名）

Economic Engineering Economic Systems

2EC16016S 2EC16127K

2EC16017Y 2EC16128T

2EC16018G

2EC16019R

2EC16021M

2EC16023P

2EC16024S

2EC16025Y

2EC16026G

2EC16027R

平成30年9月6日
学生第四係

平成３０年９月２５日付け　経済学府修士課程修了者
Gracuate School of Economics graduates on September 25, 2018



平成３０年８月 

 

学部卒業見込者 各位 

修士課程、専門職学位課程 

及び博士課程修了見込者 各位 

 

                九州大学学務部長 

川 原 弘 一 

 

平成３０年度 秋季学位記授与式について（お知らせ） 

 

平成３０年度秋季学位記授与式が下記のとおり挙行されますので、ご

出席ください。 

記 

日  時  平成３０年９月２５日（火）１０時００分～１１時００分 

 

場  所  椎木講堂（伊都キャンパス） 

 

式 次 第 

           開 式 の 辞 

              学 位 記 授 与 

学 士 課 程 

修 士 課 程 

専門職学位課程 

博 士 課 程 

              総 長 告 辞 

       答        辞 

学 生 表 彰 

              閉 式 の 辞 

 

そ の 他 

（１）整理の都合により、式場には９時００分から９時３０分の間に 

入場してください。 

（２）９時４０分から九大フィルの演奏を行います。 

（３）座席は、当日の入場の際にお知らせします。 

（４）良識ある服装で式に出席してください。 

（５）学位記授与式終了後、各学部・学府で授与式がありますので、 

別途指示された会場へ速やかに移動願います。 

 （６）保護者の列席も可能です。 



経済学部・学府 学位記授与について 

経済学部・学府では、椎木講堂での学位記授与式の後、下記のとおり

学位記授与を行いますので、出席してください。

記

日時：9 月 25 日（火）11:00～11:30 
※九州大学の学位記授与式終了後、

すみやかに移動してください。

会場：椎木講堂 大会議室（伊都キャンパス）

～注意事項～

・学位記受け取りの際は学生証を必ず持参してください。

・学位記授与の際に、成績証明書、卒業証明書を 1 通ずつお渡しします。 
・進路状況調査票未提出者は至急提出してください。

・上記時間帯以降の配付は伊都地区イーストゾーン 1 階にある教務課で

行います。



August, 2018 
 
To: 
Expected graduates from Bachelor course,  
Master’s course, Professional degree course,  
and Doctoral course.  
 

Koichi Kawahara 
Director of Student Affairs Department 

Kyushu University 
 

About Fall 2018 Commencement (Notification) 
 

Your attendance at Kyushu University Fall 2018 Commencement which will be held as 
following is highly requested.   
 

Details 
 

Date & Time: 10:00 a.m. – 11:00 a.m., September 25 (Tue), 2018 
 

Venue: SHIIKI Hall at Ito Campus, Kyushu University 

Program: 

 Inaugural address 
 Conferral of degrees 

   Bachelor’s course 
   Master’s course 
   Professional degree course 
  Doctoral course 

 President’s address 
 Address in reply 
 Student Award 
 Closing address 

 
Note: 
1. Please be sure to enter the venue from 9:00 a.m. to 9:30 a.m. for smooth entrance.  
2. There will be a performance by Kyushu University Philharmonic Orchestra from 9:40 

a.m. 
3. Please be seated according to the announcement at the time of entrance.  
4. Please note that there is a dress code; a suit or a dress is required.  
5. Please move quickly, after Commencement, to the venue of additional ceremony held 

by each School or Graduate School according to the separate announcement.  

*Family members’ participation will be allowed.  

 
 



Graduation Ceremony 

for the students of the Faculty of Economics 
 
 

 

Date & Time:  11:00 a.m. – 11:30 a.m.,  
September 25 (Tue.), 2018 

  
 
Venue:  Conference Room, SHIIKI Hall at Ito Campus 
 
 
 
 

Notice: 
・Please bring the Student ID Card.  

・We will hand you each 1 copy of “academic transcript（成績証明書）”

and “degree certificate（卒業証明書）” in both Japanese and English. 

・If you have not submit the Questionnaire on your Future path（進路調

査票）, please submit it as soon as possible. 

・ If you can’t attend this ceremony, You can get your Diploma at student 

affairs section on or after September 26. 


