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Important Notice 

 
 This application brochure is applicable and designed only for the International Students applying by 

“Special Recommendation” issued by one of the Designated Schools. 
 The Designated Schools for entrance examination in the year2022 are as follows; 

Pusan National University 
Renmin University of China (School of Economics, School of Applied Economics, School of Finance, 

School of Agricultural Economics and Rural Development School of 
Business, School of Information, School of Statistics, School of 
Environment and Natural Resources, School of Labor and Human 
Resources) 

Nanjing University (School of Business) 
Northeastern University (School of Business Administration), Shenyang in China 
National Taiwan University, College of Social Sciences 
Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt 
Reims Management School 
The University of Manchester 
Chulalongkorn University 

 Those who apply for this examination category are expected to pursue a Ph.D. in the Graduate School of 
Economics of Kyushu University. 

 Successful candidates for the Department of Economic Engineering are eligible to apply for the Graduate 
Program of Mathematics for Innovation (GPMI). One student will be admitted. GPMI is now applying for 
the approval of establishment in academic year 2022 as a core implementation unit of the multi-school 
joint program. Date, subjects, requirements, etc. of the establishment and entrance examination are 
subject to change. For details of the program, please see https://www.gpmi.kyushu-u.ac.jp/ (Japanese 
only). 

 
 

Eligibility 
 
Those who apply for this examination category (International Students applying by “Special 
Recommendation”) should meet all of the following four criteria: 
 
1. Obtain two written letters of recommendation by the appropriate faculty members of the designated 

School, to whom the Dean of the Graduate School of Economics of Kyushu University should be 
officially contacted in writing. 

 
2. To have sufficient Japanese ability to keep up with the classes and lectures of the Graduate School of 

Economics. 
 
3. To meet one of the following criteria: 

(1)  Completed 16 years of formal education in a country outside Japan. 
(2)  At least 15 years of formal education in a foreign country completed and recognized by the Faculty 

Council of the Graduate School, Kyushu University, as having done particularly meritorious 
working in obtaining the requisite credits. 

* Note that applicants under 3 (2) above require prior reviews of eligibility. These applicants should 
send the following documents to the Student Affairs Section of the Faculty of Economics, Kyushu 
University); two letters of recommendation written by two faculty members of a designated school 
shown above, curriculum vitae, certificate of graduation, academic transcript(s) and other references. 
All the required documents must reach our office during the period of 25 June to 30 June, 2021 by 
registered mail or similar means.  

   For the format of application documents, please refer to the next page. 
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Language Requirement 
 
1. Japanese Language Fluency - The majority of classes will be taught in Japanese and applicants should 

possess sufficient Japanese ability to keep up with these classes and lectures. 
 
2. In order to attest to an applicant’s Japanese language ability, some reference to the ability of the 

applicant’s Japanese language must be clearly made in at least one of the two recommendation letters.  
 
3. In addition to the requirements referred to in 2, score cards of the Japanese-Language Proficiency Test or 

relevant documents of official tests conducted by reliable institutions should be submitted.  
 
  

Application Period 
 
All the required documents must reach the Student Affairs Section of the Faculty of Economics, Kyushu 
University by 17:00 (Japan Standard Time) on August 4, 2021. 
 
 

Necessary Application Documents 
 
The following are the application documents (items marked * which will be examined particularly closely) 
 

Item Required contents Form and quantity 
Two Letters of 
recommendation 
written by two 
faculty members* 

The faculty members of the Designated Schools 
who write the recommendation letter are asked 
to include, among other items, the following 
comments in the letter: 
1. General comments and reasons for 

recommending the applicant 
2. The applicant’s suitability to undertake the 

program of the Graduate School of 
Economics of Kyushu University 

3. The applicant’s ability to keep up with 
classes, lectures and independent research 
in Japanese. (This information will be 
required in at least one of the two Letters of 
Recommendation) 

The following two persons are asked to 
sign a recommendation letter and submit 
it in the sealed envelope: 
1. Dean (staff) of the designated 

school who received this brochure. 
Or, a professor of the designated 
school. 

2. Supervisor/advisor of the applicant. 
Or, a faculty member of the 
designated school who is assigned 
by the dean (staff) who received this 
brochure  

 
Length: Approximately 2,400 characters 
in Japanese or approximately 880 words 
in English. 

Application Form Application in the prescribed form Academic History should include from 
Elementary School matriculation to the 
present.  
If the “Date” of pertinent events is not 
available, the “Month” is acceptable. 
( in Japanese or English) 

Motivation Letter Discuss your reasons for applying to the 
Graduate School of Economics, Kyushu 
University. 

Length: Approximately 1,200 characters 
in Japanese or approximately 440 words 
in English. 
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Research Plan  
at the Graduate 
School of 
Economics* 

Describe your research plan in the Graduate 
School of Economics program which includes, 
(a) Field of Study, (b) Objectives, (c) 
Methodology and (d) Potential Significance of 
the study. 

Length: Approximately 6,000 characters 
in Japanese or approximately 2,200 
words in English. 

Career Plans Describe what you want to do in the future with 
the knowledge and skills you will gain in the 
Graduate School of Economics program. 

Length: Approximately 1,200 characters 
in Japanese or approximately 440 words 
in English 

Two Photos Front view, no hats, taken in the last three 
months 

4.5 cm (H) x 3.5 cm (W) 

Certificate of 
graduation 

From the final school attended Certificate officially issued by the School 
(in Japanese or English) 

Academic 
transcript* 

From the final school attended Certificate officially issued by the School 
(in Japanese or English) 

Documents 
attesting to 
Japanese language 
abilities 

The Japanese-Language Proficiency Test. Please 
contact Student Affairs Section if you want to 
submit another Japanese language test score. 

Score cards or relevant documents. A 
photocopy is acceptable. 

 
Graduate Program of Mathematics for Innovation (GPMI) will implement entrance examination in early 
February, 2022 (subject to change) for successful candidates for the Department of Economic Engineering who 
want to join GPMI. 
 

Submitting your Application 
 
1. The application documents must be sent by registered mail or similar means of mail service. 
2. Do not use nicknames or abbreviations when writing your name on application documents. You must 

write your name as it appears on your passport. 
3. No changes to application documents will be accepted after submission. Neither documents nor 

application fees will be returned. 
4. Application documents must be received at the following address: 

 
Student Affairs Section 
Faculty of Economics  
Kyushu University 
744, Motooka Nishi-ku 
Fukuoka 819-0395 Japan 

 

The Application Fee 
 
The application fee is 30,000 yen. You can make a payment with your credit card by accessing the following 
site with your computer: https://e-shiharai.net/english. After making a payment, print out and enclose the 
“Results” with your application form. 
 

Selection Method 
 
1. A careful evaluation of all the application documents, especially those marked *, by the faculty members 

of the Faculty of Economics, Kyushu University will be conducted. 
2. After this evaluation, the results will be sent directly to the applicant by post by the end of October2021. 
 
 



 4 

Entrance Procedures and Tuition 
 
All entering students must complete the following procedures by mail or other methods by the following 
deadline. Failure to do so will be considered a withdrawal from the program: 
 

(1) Entrance procedures must be completed during the period of 4 to 9 March, 2022. 
  (to be fixed at later date) 

(2) Amount to be paid, by the applicant, at the time of entrance procedures 
(a) Entrance fee ¥282,000 
(b) Tuition of the First Semester ¥ 267,900 (¥535,800 for the full year). 
＊The entrance fee and the tuition amount are the figures for 2021 and are subject to change. 

 

Student Visa Procedures 
 
Regarding visa requirements, Kyushu University will be happy to assist the applicant throughout the process. 
The applicant, however, will need to initiate the visa application in a timely manner by their own initiative and 
costs. 
 

Key Addresses & Information 
 
1. All the documents must be sent to the following address: 

 
Student Affairs Section 
Faculty of Economics  
Kyushu University 
744, Motooka Nishi-ku 
Fukuoka 819-0395 Japan 
 

 
2. Telephone (Student Affairs Section  of Faculty of Economics) 

+81(0)92-802-6383 (Japanese Only) 
 

3. e-mail (Student Affairs Section of Faculty of Economics) 
jbkkyomu2ec＊jimu.kyushu-u.ac.jp (Japanese Only) ( replace ＊ by @ ) 
 

4. Any question in English could be directed to the following professor 
Associate Professor, International Student Officer  Meifen Chu e-mail: chu＊econ.kyushu-u.ac.jp 
 ( replace ＊ by @ ) 

                                
5. Web Site of Kyushu University (English) 

http://www.kyushu-u.ac.jp/english/index.php 
 
6. Web Site of Graduate School of Economics, Kyushu University (English) 

http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/english/index 
 

Scholarships 
 
In line with all former Japanese national universities, Kyushu University itself does not have any 
comprehensive scholarship system for international students. In addition to the Japanese Government 
(Ministry of Education, Science, Sports and Culture) scholarship, there are approximately thirty private 
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organizations that provide scholarships for self-financing students at Kyushu University. Most such 
scholarships can be obtained based on recommendations from each student’s present university. After 
enrollment, students can obtain further detailed information on scholarship opportunities.  
 
However, it is not realistic for international students to assume that they will be able to obtain such scholarship 
awards. The total number of these scholarships is very small in comparison to the total number of international 
students at Kyushu University, and applicants for these scholarships come from all schools at Kyushu 
University. Therefore, these scholarships are extremely competitive. For further information about these 
scholarships in Kyushu University, please click “Kyushu University Scholarship Information” posted in the 
Kyushu University  East Zone Support Center Website. 
English Version [ http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/scholarship/view/list.php ] 
 
Within the Graduate School of Economics, a special scholarship, funded by the ‘Faculty of Economics 
Promotion Fund for International Academic Relations’ is given to one student who passed this “Special 
Recommendation” entrance examination with the highest score. This scholarship provides the  
recipient with 30,000 yen in total per month for 2 years from April 2022 to March 2024. 
 
In addition to this special scholarship program, approximately twenty-five percent of all international students 
in the Graduate School of Economics are awarded partial financial aid scholarships, which range from 20,000 
to 70,000 yen per month. However, the rest of all international students (approximately seventy-five percent), 
do not receive any scholarships. Unfortunately, it is rare for first year students to receive scholarship aid. 
 
Therefore, if you plan to study and conduct research at Kyushu University, please be sure in advance that you 
will not encounter financial difficulties. Students are expected to devote most their time to their program of 
study and research, and there are also limitations on the time international students are permitted to spend on 
part-time jobs. 
 
 

Housing and Other Costs 
 
Kyushu University operates dormitories in Ito areas for international students from the Ito Campuses of 
Kyushu University.  [https://isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter/en/housing-2]  
 
 
KYUSHU UNIVERSITY East Zone Support Center will email you details about a housing, when your 
enrollment is approved. 
 
If you have any further questions, please feel free to contact support center. 
E-mail：jbksc@jimu.kyushu-u.ac.jp 
 
The living expenses of international students at Kyushu University vary from individual to individual, 
depending on such factors as their lodgings and eating habits. As a reference, the costs of international student 
life at a modest but adequate standard are as follows (per month excluding tuition): 
 

Lodging from 30,000 to 50,000 yen   
Food from 40,000 to 45,000 yen   
Academic costs (books etc.) from 10,000 to 20,000 yen   
Miscellaneous from 10,000 to 15,000 yen   
TOTAL from 90,000 to 130,000 yen   

 
As mentioned in the scholarship information above, it is unrealistic for international students to assume that 
they will be able to cover all these expenses with scholarship aid or by means of working part-time. Therefore, 
please secure in advance sufficient financial funds to meet daily living expenses, rent and tuition fees. 



KYUSHU  UNIVERSITY 
How to make the Payment for the Application Fee by Credit Card, Union Pay, and Alipay.

＜英語版　クレジット・中国オンライン決済＞

24 hours a day, 365 days a year, you can pay anytime!  Easy, Convenient and Simple!

http://www.shiharai.net/infohttp://www.shiharai.net/infohttp://www.shiharai.net/info

O
nline Transaction

Application

Mail it via post
000-0000
XXXXXX XXXXX1-1-1

XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX  XX

 Enclose the printed "Result" page in an application envelope with   
                                other necessary application documents.

POST OFFICE

XXXXXX

Necessary application documents

Result

Print this Page

e-shiharai.net

●You can make a payment anytime, during the payment period mentioned in 
the application instructions.

  Please refer to the application instructions and complete payment in time.
●Please complete payment by 11:00 pm Japan time, on the last date of the 

payment period.
●Please note that refund is not possible once you have made a payment of 

Application fee. 

[NOTICE/FAQ]
●A fee is added to Examination fee. For further info, please visit our website.
●It is possible to use a card which carries a name different from that of the 

applicant. However, please make sure that the information on the basic 
information page is that of the applicant him/he-self.

●If you did not print out "Result" page, you can check it later on Application 
Result page. Please enter "Receipt Number" and "Birth Date" to redisplay.  

●Please directly contact the credit card company if your card is not accepted.

You can pay the Application Fee by using 
Credit Card, Union Pay, and  Alipay.

E-Service Support Center   Tel : +81-3-5952-9052 (24 hours everyday) 
For questions or problems not mentioned here, please contact:

https://e-shiharai.net/english/

Access

Paying at Credit Card Paying at Union Pay, Alipay

　

Click "Print this page" button and print out 
"Result" page.

All of your application information is displayed. 
Check and Click "Confirm".

Input Credit Card Number (15 or 16-digits) ,
Security Code and Expiration date.

Please click the “Application Results” button in the upper 
part of this site (e-shiharai.net).
　　　↓
Please write down the “Receipt Number” given when you
complete your application, and enter your 
“Payment Method”, “Receipt Number” and “Birth Date”. 
Please make sure your printer is ready. 
　　　↓
Please print out the  “Payment Inquiry - Inquiry result” page. 

Follow the onscreen instructions to complete the card payment.

Terms of Use and  
Personal Information 
Management

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Top Page 

School Selection 

School Information

Category Selection

Basket Contents

Basic Information

Click "Examination Fee".

Read the information carefully and click "Next".

Choose First to Fourth Selection and add to Basket.

Check the contents and if it is OK, click "Next".

Input the applicant's basic information.
Choose your credit card and click "Next".

Please read the Terms of use and Personal Information Management.
Click "Agree" button located in the lower part of this page if you agree with these terms.
Click "Not agree" button located in lower part of this page if you do not agree with these terms.

Select “Kyushu University (Undergraduate Schools) ”or  “Kyushu University (Graduate Schools).”



 
 
 
 

令和４年度(2022 年 4 月入学) 
 

修士課程募集要項 
 

(外国人留学生特別選抜―指定校推薦) 
 

 
 
 
 
 
 
 

九州大学 
大学院経済学府 

 
経済工学専攻 

経済システム専攻 
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重要なお知らせ 

 
 この募集要項は外国人留学生特別選抜の中の「指定校推薦」を希望する志願者だけに適用され

る専用の要項である。 
 2022 年度入学試験における「指定校」は、以下の通りとする。 

釜山大学校 
 
中国人民大学（経済学院，応用経済学院，財政金融学院，農業与農村発展学院，商学院， 

信息学院，統計学院，環境学院，労働人事学院） 
南京大学 商学院 
東北大学（工商管理学院） 
国立台湾大学（社会科学院） 
フランクフルト大学(Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt) 
ランス･マネジメントスクール(Reims Management School) 
マンチェスター大学(The University of Manchester) 
チュラロンコン大学(Chulalongkorn University) 

 外国人留学生特別選抜(指定校推薦)に出願する者は、九州大学大学院経済学府において博士の

学位取得を目指すことが強く望まれる。 
 経済工学専攻の合格者は、マス・フォア・イノベーション卓越大学院コース（募集人員 1 名）

に出願することができます。マス・フォア・イノベーション卓越大学院コースは、研究科等連

係課程基本実施組織として、令和４年度設置に向け設置申請中であり、入学試験の実施方法等

は今後変更する可能性があります。 
 

 
 
 

出願資格 
 
外国人留学生特別選抜(指定校推薦)に出願する者は、以下の 1～3 の要件を全て満たしていること。 
 
1. 九州大学大学院経済学府長から書面による正式な応募依頼のあった「指定校」(2022 年度は上記 9
校)の該当学部教員 2 名による推薦があること。   

 
2. 九州大学大学院経済学府の講義を受講するに十分な日本語能力を有すること。 
 
3. 以下の(1)～(2)の何れかに該当していること。 

(1) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 
(2) 外国において、学校教育における 15 年の課程を修了し、本学府教授会において、所定の単位

を優れた成績をもって修得したものと認めた者 
* 上記 3 の(2) によって出願しようとする者は、事前に資格審査を行うので、次の書類を 2021 年

6 月 25 日(金)から 6 月 30 日(水)までに九州大学人文社会科学系事務部教務課経済担当に提出す

ること；教員 2 名による推薦状、履歴書、卒業証明書、成績証明書、その他参考書類。（※出願

書類の様式については次ページ参照） 
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必要とされる日本語能力 
 
1. 必要な日本語能力の水準 ―― 九州大学大学院経済学府では、多くの講義が日本語で行われてい

るため、出願者は、そうした講義を理解するのに十分な日本語能力を有することが必要である。 
 
2. 1 の日本語能力を確認するため、指定校教員による推薦状 2 通のうち少なくとも 1 通において、

出願者の日本語能力についての記載が求められる。 
 
3. 2 で示した要件の他に、日本語能力試験のスコア、または信頼できる機関が実施する日本語能力

に関する試験のスコア等の書類を提出すること。 
 
 
  

出願期間 
 
出願に必要な全ての書類は2021年8月4日(水)の17時(日本時間)までに、九州大学人文社会科学系事

務部教務課経済担当に必着のこと。 
 
 

出願書類 
 
出願時に提出すべき書類は以下の通り(選考は＊印を付した書類を中心に行う) 
 

書類 内 容   様式および枚数 

教員 2 名による推
薦状(各 1 通)* 

出願者の出身大学(学部)の教員が作成する
推薦状には、とりわけ以下の項目が記載され
ていることを要望する。 
1. 出願者の総合的評価と推薦理由 
2. 出願者が九州大学大学院経済学府で研究
を遂行する際の適性  
3. 出願者が日本語のゼミナール・講義に出
席し、日本語で論文を執筆するための日本語
能力(推薦状 2 通のうち少なくとも 1 通はこ
の日本語能力に関する評価が記載されてい
ること) 
 

次の 2 名がそれぞれ推薦状を作成し、
署名・密封のうえ提出すること： 
1. 本要項の送付を受けた指定校学部
長（担当者）、あるいは指定校の教授。 
2. 出願者の指導教員、あるいは本要
項の送付を受けた指定校学部長（担当
者）が指名した指定校の教員。 
長さは、日本語で約 2,400 字、英語で
約 880 語程度。 

入学願書 所定の様式に記入すること。 
 

学歴に関しては小学校入学から現在
までの全てを示すこと。 
各項目の日付が不明な場合は、月の表
記だけでもよい。 
（日本語又は英語により記入） 
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志望動機 九州大学大学院経済学府を志望する理由 
 

長さは、日本語で約 1,200 字、英語で
約 440 語程度。 
 

大学院での研究
計画* 

九州大学大学院経済学府における研究計画
について、(a)研究分野、(b)研究目標、(c)研究
方法、(d)研究の意義と期待される成果、の順
に記すこと。 
 

長さは、日本語で約 6,000 字、英語で
約 2,200 語程度。 

希望職種 九州大学大学院経済学府で得られた知識を
もとに出願者が希望する将来の職種につい
て記すこと。 
 

長さは、日本語で約 1,200 字、英語で
約 440 語程度。 
 

写真 ２枚 上半身･正面･脱帽で 3 か月以内に撮影され
たもの。 
 

縦 4.0 cm × 横 3.0 cm 

卒業(見込)証明書 出身大学(学部)が作成したもの。 出身大学が公式に発行したもの。 
(日本語又は英語) 

成績証明書* 出身大学(学部)が作成したもの。 出身大学が公式に発行したもの。 
(日本語又は英語) 

日本語能力証明書
類 

日本語能力試験のスコア。日本語能力試験以
外のスコアの提出を希望する場合は、人文社
会科学系事務部教務課経済担当に相談する
こと。 
 

スコアまたはそれに準ずる書類(コピ
ーでも可) 

 
マス・フォア・イノベーション卓越大学院コース（以下、卓越大学院コース）は、経済工学専攻に合

格し、卓越大学院コースへの入コースを志願する者に対して、「卓越大学院コース・試験」を令和４

年 2 月上旬（予定）に実施する。 
 

出願手続 
 
1. 出願書類は、書留またはそれに準ずる方法にて郵送すること。 
2. 出願書類の氏名欄には、略称や愛称を用いず、パスポートに記載されている通りに記入すること。 
3. 出願後は、出願書類等の変更、返却及び検定料の払い戻しはできない。 
4. 出願書類等の送付先は、下記の住所とする。 

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 
九州大学人文社会科学系事務部教務課経済担当 

 

入学検定料 
 
30,000 円（支払い方法は末尾参照のこと。） 
 ｅ－支払いサイト(https://e-shiharai.net/)へ事前申込の上，①コンビニエンスストア，または②クレジ

ットカードにより支払うこと(海外からの支払いの場合は,②のみ）。支払い方法の詳細は，末尾ページ

の「九州大学コンビニエンスストア・クレジットカードでの入学検定料払込方法」を参照すること。

なお，振込手数料は，志願者が負担することとなる。 
【支払期間】2021 年 7 月 21 日(水)～8 月 4 日(水) 
 ※出願期間内に支払の証明が提出できるように支払うこと。 
 
① コンビニエンスストア支払 
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コンビニエンスストアで受領した「入学検定料・選考料・取扱明細書」を出願書類と共に提出す

ること。 
② クレジットカード支払 
  プリントアウトした「受付完了画面」を出願書類と共に提出すること。 
(お願い) 
ｅ－支払いサイトにおける手順等に関するご質問については，同サイト上の「ＦＡＱ」または「よく

ある質問」(https://e-shiharai.net/Syuno/FAQ.html）を参照した上で，イーサービスサポートセンターへ

問い合わせること。 
 
 

選抜方法 
 
1. 出願書類のうち特に*マークが付されたものを中心に、経済学府教授会が審査を行う。 
2. 選考結果については、2021 年 10 月末までに出願者に郵便にて直接通知を行う。 
 
 

入学手続および授業料 
 
合格者は、所定の期日までに以下の入学手続きを郵送等により完了すること。期限内に手続きが完

了しない場合は、入学を辞退したものとみなされるので注意すること。 
 

(1) 入学手続期間：2022 年 3 月 4 日(金)～9 日(水)  (予定) 
(2) 入学手続の際に納付する経費等 

(a) 入学料 282,000 円 (予定) 
(b) 授業料 (前期分)267,900 円 (年額 535,800 円) (予定) 
＊ 上記の納付金額は予定額であり、入学時及び在学中に学生納付金改定が行われた場合には、改定時

から新たな納付金額が適用される。 
 
 

ビザ取得のための手続 
 
九州大学は、合格者によるビザ取得のために必要な協力を行うが、志願者は、十分な時間的余裕を

もって、かつ自らの負担で、ビザ申請手続きを開始すること。 
 
 

主な連絡先等 
 
1. 出願書類等は全て以下の宛先に送付すること。 

 
〒819-0395 福岡市西区元岡 744 
九州大学人文社会科学系事務部教務課経済担当 

 
2. 電話番号 (人文社会科学系事務部教務課経済担当) 

+81(0)92-802-6383 (日本語のみ対応) 
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3. e-mail  (人文社会科学系事務部教務課経済担当)  
jbkkyomu2ec＊jimu.kyushu-u.ac.jp (日本語のみ対応)  (＊を＠に置き換えてください。） 
 

4. 英語での問合せ先 
Associate Professor International Student Officer, 
Meifen Chu (儲 梅芬 留学生担当講師) 

e-mail: chu＊econ.kyushu-u.ac.jp 

 (＊を＠に置き換えてください。） 
5. 九州大学 ホームページ 

http://www.kyushu-u.ac.jp/ 
 
6. 九州大学 大学院経済学府 ホームページ 

http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/ 
 
 

奨学金 
 
九州大学には、他の国立大学法人(旧国立)の大学と同様に、留学生向けの独自の包括的な奨学金制

度はないものの、九州大学で学ぶ留学生は、日本国政府(文部科学省)の奨学金および私費外国人留学

生向けの約 30 の民間奨学金への申請が可能である。そうした奨学金の多くは、大学(学府)からの推薦

によって取得が可能となる。奨学金の申請に関しては、入学後により詳しい情報が入手可能である。 
しかしながら、こうした奨学金の取得を前提に留学計画を立てることは現実的ではない。九州大学

で学ぶ留学生の人数に比べて奨学金の支給枠は極めて限られており、これらの奨学金への申請は、九

州大学の全ての学府から行われるからである。そのため奨学生の選考は、公正に行われるものの、極

めて競争的にならざるを得ない。九州大学における奨学金取得のための情報は、九州大学外国人留学

生・研究者サポートセンターのホームページ「外国人留学生向け情報」にて入手できるので参照され

たい。 http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/scholarship/view/list.php 
 
九州大学大学院経済学府では、外国人留学生特別選抜(指定校推薦)の入学試験を最も優秀な成績で

合格した院生のために「九州大学経済学部国際学術交流振興基金」から特別奨学金枠を確保している。

従って，本奨学金の受給を認められた院生には、2022年4月から2024年3月までの2年間にわたり、月3
万円が支給される。 
この特別奨学金枠の他にも、九州大学大学院経済学府に学ぶ私費留学生の約25％が月20,000～

70,000円の奨学金の支給を受けている。しかしながら、残りの75%は奨学金の支給を受けていない。

また残念ながら修士課程1年次の大学院生が支給を受ける機会は限られている。 
そのため、九州大学で研究を行おうとする場合には、資金的な困難に直面しないよう、事前に十分

な準備を行うことが求められる。大学院生はその時間の大部分を研究に費やす必要があり、また留学

生がアルバイトなどを行うことができる時間にも上限が課されている。 
 
 

住宅その他の生活費に関する情報 
 
九州大学は、留学生のための宿舎を伊都地区に運営している。【  http://www.isc.kyushu-

u.ac.jp/supportcenter/housing-2 】 
合格者には、人社系教務課サポートセンターから住居についての詳しい案内がある。 
質問等がある場合は、人社系教務課サポートセンターまで問い合わせください。 
E-mail：jbksc@jimu.kyushu-u.ac.jp 
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九州大学に在学する留学生の生活費には、家賃や食費などから生じる個人差がある。参考までに、

留学生が通常の水準の生活をするための月当たりの費用(授業料を除く)を掲げるなら、おおよそ以下

のとおりとなっている。 
 

住  居 30,000 ～ 50,000 円 
食  費 40,000 ～ 45,000 円 
勉学費 (本代等) 10,000 ～ 20,000 円 
その他 10,000 ～ 15,000 円 
合  計 90,000 ～130,000 円 

 
奨学金の項でも指摘したとおり、こうした生活費の全てを、奨学金もしくはアルバイトで賄おうと

するには無理がある。そのため、毎日の生活費、家賃、授業料(上述)等のための資金を事前に十分に

確保しておく必要がある。 
 
 

 

 

 
 



注意事項
●出願期間を要項等でご確認のうえ、締切に間に合うよう十分に余裕をもっ
てお支払いください。

●支払最終日の『Webサイトでの申込み」は23:00まで、店頭端末機の操作は
23:30までです。クレジットカードの場合、Webサイトでのお申込みと同時
にお支払いが完了します。23:00までにお手続きしてください。

●「入学検定料払込」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭ではお答えできま
せん。詳しくはWebサイトをご確認ください。

●一度お支払いされた入学検定料は返金できません。

●入学検定料の他に事務手数料が別途かかります。詳しくはWebサイトをご確認
ください。

●カード審査が通らなかった場合は、クレジットカード会社へ直接お問い合
わせください。

●Alipay、銀聯でお支払いの方は、パソコンからお申込みください。
（携帯電話からはお支払いできません）

●取扱いコンビニ、支払方法は変更になる場合があります。変更された場合は、
Webサイトにてご案内いたします。

出 願33

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、
入学志願票の所定欄に貼る。

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

※コンビニでお支払いされた場合、
　「取扱金融機関出納印」は不要です。

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに
　「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載
　  されている糊はご使用にならないでください。
　「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

【コンビニエンスストアでお支払いの場合】

入学志願票

○○大学
 検定料収

納証明書

【クレジットカード・Alipay・銀聯でお支払いの場合】

＜注意＞
スマートフォンでお申込みされた方
は、プリンタのある環境でご利用くだ
さい。

支払完了後、E-支払いサイトの「申込内容照会」に
アクセスし、受付完了時に通知された【受付番号】と
【生年月日】を入力し、照会結果を印刷して出願書類
に同封してください。

※クレジットカードでお支払いされた場合、
　「取扱金融機関出納印」は不要です。

お支払い22

【払込票番号（13ケタ）】

コンビニエンスストアでお支払い

マルチコピー機は使用しません

※お支払いされるカードの名義人は、
   受験生本人でなくても構いません。
但し、「基本情報入力」画面では、
必ず受験生本人の情報を入力してく
ださい。

●入学検定料はATMでは振り込みできません。必ずレジでお支払いください。
●店頭端末機の画面デザイン等は、予告なく変更される場合があります。

お支払い後、必ず「入学検定料・
選考料取扱明細書」(チケット)を
受け取ってください。

店頭端末機より出力される「申込券」(受付票)を持って、30分以内にレジでお支払いください。

お支払い後、必ず「入学検定料・選考料　取扱明細書」を受け取ってください。

●レジにて
「インターネット支払い」と

店員に伝え、印刷した【払込票】

を渡すか、【払込票番号】を

伝えてお支払いください。

クレジットカード
Alipay・銀聯 でお支払い

基本情報入力画面で、
支払に利用するカードを選択

画面の指示に従い、
支払手続を行ってください。

お支払い完了です。
下記の手順に従って、申込内容
照会結果を印刷してください。

各種サービスメニュー

各種代金お支払い

各種代金・インターネット受付
(紫のボタン)

マルチペイメントサービス

【お客様番号】【確認番号】
を入力

へ

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】　

代金支払い

各種代金お支払い

【お客様番号】【確認番号】
を入力

番号入力画面に進む

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】

Webで事前申込み11

※番号取得後に入力ミスに気づいた場合はその番号では支払いを行なわず、
　もう一度入力し直して、新たな番号を取得してお支払いください。
　支払い期限内に代金を支払わなかった入力情報は、自動的にキャンセルされます。

※クレジットカード・Alipay国際決済・銀聯ネットは決済完了後の修正・取消はできません。
　申込みを確定する前に、内容をよくご確認ください。

※確定画面に表示される番号をメモしてください。

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得。

https://e-shiharai.net/

九州大学
コンビニエンスストア・クレジットカード・中国決済での入学検定料払込方法


