
2023年度九州大学大学院経済学府修士課程学生募集要項 

（「文系４学部副専攻プログラム」特別入試） 

  

 

 

 

 
本特別入試は、文系4学部副専攻プログラムのうち横断型プログラム「グローバル時代の

ビジネス」及び専門領域型プログラム「経済学・経営学のツールで解く現代社会の諸課題」

履修生（経済学部生も含む）を対象に、大学院経済学府への進学の道を開くものである。

副専攻プログラムからの志願者に対しては、「文系４学部副専攻プログラム」特別入試と

して「書類審査」（成績の提出、志望理由書、推薦書）と「口頭試問」を実施する。 

 
１． 募集人員 

若干名（経済工学専攻および経済システム専攻の合計） 

 
２．  出願資格 

出願資格を有する者は、2022 年 4 月 1 日現在で、九州大学文科系 4学部の 4 年次

以上に在籍し、2023 年 3 月卒業見込みの者のうち、以下の要件を満たす者 

(1) 所属学部での基幹教育科目のすべての単位を修得済みであること（３年次終了時

点まで） 

(2) 横断型プログラム（「グローバル時代のビジネス」）履修者の場合： 

選択必修科目 8 単位について GPA が 3.0 以上であること（なお、経済工学専攻に

進学希望の場合は、ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ、情報処理Ⅰ、計量経済学のうち 4 単位

を修得すること。経済システム専攻に進学希望の場合は、経済・経営学演習を必

ず履修すること） 

(3) 専門領域型プログラム（「経済学・経営学のツールで解く現代社会の諸課題」）

履修者の場合： 

基盤科目 8 単位について GPA が 3.0 以上であること（なお、経済工学専攻に進学

希望の場合は、ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ、マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ、情報処理Ⅰ・Ⅱ、計

量経済学、基礎計量経済学Ⅰ・Ⅱ、数理統計学Ⅰ・Ⅱのうち 4 単位を修得するこ

と。経済システム専攻に進学希望の場合は、経済・経営学演習を必ず履修するこ

と） 

 

３． 出願書類 

(1) 入学願書：本学府所定の用紙に必要事項を明記したもの 

(2)  成績証明書 

新型コロナウイルス感染症に関する状況に応じて、やむを得ず、選抜方法等を変

更する可能性があります。                          

選抜方法等に関する最新情報について本学のホームページ上で随時発信いたしま

すので、出願の際には必ず最新の情報をご確認ください。 



(3)  卒業見込証明書  

(4)  志望理由書：①志望動機、②これまでの学習内容、③今後の研究計画（大学院進

学後も含む）について、適宜参考文献を引用するなどしながら A4 判用紙 4 枚 

[1400 字×4＝5600 字] 以内にまとめたもの 

(5)  推薦状：経済学府での希望指導教員からのもの 1通。A4 判。様式は任意。厳封し

たものに限る 

(6) 照合票・受験票：照合票・受験票にそれぞれ写真（縦 4.5cm×横 3.5cm の上半身 

   脱帽正面向きで、出願前 3ヶ月以内に撮影したもの）を貼付すること 

(7) 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。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】2022 年 11 月 16 日(水)～12 月 7 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 

  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」のコ

ピー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 

 「受付完了画面」のコピー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「Ｆ

ＡＱ」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。 

(8) 受験票返信用封筒：定型長3封筒（12cm×23.5cm）に住所、氏名を明記し、94円 

切手を貼付したもの 

 
４． 出願方法・出願期間 

(1) 上記提出書類のうち、入学願書様式及び照合票・受験票様式の電子ファイルを人 

文社会科学系事務部学務課経済担当（jbkkyomu2ec@jimu.kyushu-u.ac.jp）にメ

ールで請求すること。なお、メールの件名は、「副専攻プログラム特別入試出願

について」とすること。 

(2) 上記出願書類を人文社会科学系事務部学務課経済担当（〒819-0395 福岡市西 

区元岡 744）に郵送にて提出すること。窓口への持参でも構わない。 

(3) 出願期間：2022 年 11 月 30 日(水）から 12 月 7 日(水)必着 

 
５． 選考方法 

提出書類並びに口頭試問の結果を総合して合格者を決定する 

 



６． 口頭試問期日及び場所 

(1) 日時：2023 年 1 月 25 日（水）  

(2) インターネットなどを使って遠隔で口頭試問を行う。  

   場所は志願者の自宅など 

   ただし、口頭試問を受験する部屋には志願者以外の入室は認めない。 

   口頭試問の時間については、出願締切後にメールにて知らせる。 

   口頭試問は、志望理由書に基づき志願者の研究能力等を判定する。 

 
７． 合格者発表 

(1) 日時：2023 年 2 月 15 日（水）午前 10 時 （予定） 

(2) 場所：九州大学人文社会科学系学務課掲示板及び経済学府ホームページにおいて 

発表するとともに、合格者に文書で通知する（合格者発表後、発送予定） 

 
８．入学手続 

  入学手続書類は、合格者あてに 2023 年 2 月下旬頃送付するので、所定の期日までに入

学手続を完了すること。期日までに手続を完了しなかった者については、入学を辞退し

たものとして処理する 

 (1) 入学手続期間：2023 年 3 月 1日（水）から 3月 6日（月）まで（予定） 

 (2) 入学手続の際に納付する経費等 

   ① 入学料 282,000 円（予定） 

   ② 授業料 前期（半期）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 

 
９．注意事項 

(1) 出願書類の郵送に際しては、封筒表面に「副専攻プログラム特別入試願書」と朱書

きし、必ず「書留郵便」とすること 

(2) 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。ただし、検

定料納付後、出願しなかった者及び受理できなかった者については返還する 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  【個人情報の利用について】 

(1)  出願書類に記載された個人情報は，入学者選抜で利用するほか，住所・氏名を合格

者に対する入学手続の案内業務に利用します。 

(2)  出願書類に記載された個人情報は，入学者選抜後本学への入学を許可された者につ

いて，学籍関係業務等に利用します。 

(3)  入学者選抜試験の成績及びその他の個人情報は，1年次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します。 

(4)  入学者選抜試験で利用した個人情報は，個人が特定できない形で，本学における入

学者選抜に関する調査・研究資料として利用します。 

(5)  出願書類に記載された個人情報及び入学者選抜試験の結果等の個人情報は，「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ありま

せん。 

 

九州大学人文社会科学系事務部学務課経済担当  

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 

電話 （092) 802-6383 



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。

●A l i p a y、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

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】　

へ

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】

代金支払い

【お客様番号】【確認番号】
を入力

Famiポートまたは
マルチコピー機 へ

番号入力画面に進む

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
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