平成３０年３月２７日

学

生

各

位
国立大学法人九州大学

平成３０年度 前期授業料納付のお知らせ
区

分

平成１１年度以降
入 学 者
研
専

究
修

学 部

生

267,900 円

生
生

聴
講
生
科目等履修生

大学院学生
（法科大学院を除く）

法科大学院学生

267,900 円

402,000 円

29,700 円（月額）
14,800 円（１単位）

◆◆ 学部生・大学院生について ◆◆
学部生・大学院生につきましては、既に提出されました「口座振替依頼書」により、
ご指定の預貯金口座から引き落とす「口座振替」による納入としておりますので、
口座振替日（４月２７日(金)）の前営業日となる４月２６日（木）までに、指定口座に
授業料相当額の入金をお願いいたします。口座振替の手続きがお済みでない方は、
早急に手続きをしていただくようお願いいたします。（手続きは、1 ヶ月以上かかります。）
※ 免除申請中の方は、結果が出るまで口座振替はいたしません。
※ 免除許可者や長期履修生は、金額が異なる場合もありますので
ご注意下さい。
◆◆ 研究生・専修生・聴講生・科目履修生等について ◆◆
研究生・聴講生等につきましては、コンビニ払込票によるコンビニ払い、又は
銀行窓口での振込みで納入願います。
コンビニ払込には、本学で用意した専用の払込票が必要となりますので、所属
の学生係へお問い合わせ下さい。
◆◆◆ 前期授業料 納付期限 （免除申請者除く） ◆◆◆
平成３０年４月２７日（金）
授業料の本学窓口での納付は受け付けておりません。
《財務部経理課 収入係 092-642-2175》

March 27, 2018

Payment of tuition
(The spring semester of 2018)

Kyushu University
Entrance Year

Undergraduate

Graduate

Law School

From 1999 onward

267,900 yen

267,900 yen

402,000 yen

Research Student
Special Student

29,700 yen（per month）

Auditors
Non-Degree Student

14,800 yen（per credit）

◆◆ Undergraduate・Graduate・Law School Student ◆◆
Tuition payment is to be made through account transfer.
Account transfer for tuition for the spring semester of 2018 is due on April 27, 2018 (Friday).
Please be sure to have the amount equivalent to the tuition in your designated account
no later than April 26, 2018 (Thursday) 【the previous business day of the transfer】.
About the student who has not completed the registration procedure for account transfer yet, please
complete it immediately. (Procedure for the registration account transfer takes more than one
month.)
※For those who have applied for tuition exemption and have been granted a deferment of tuition
payment, the bank account transfer is not made until the notification of the selected applicants.
※The student permitted tuition exemption or eligible to apply for long-term completion of curricula
may have the different amount of tuition listed above.

◆◆ Research Student・Special Student・Auditors・Non-Degree Student ◆◆
Please transfer tuition to Kyushu University’s bank account or pay tuition at a convenience store
using the transfer form only for a convenience store.
The transfer form only for a convenience store is published by Kyushu University.
Please ask school affairs of each faculty about the form.

◆◆◆ The deadline for tuition payment for the spring semester ◆◆◆
（※exclude the student permitted tuition exemption）
April 27, 2018 (Friday)
Payment of tuition cannot be made at office’s counter of Kyushu University.
《Revenue Section of Accounting Division, Finance Department
TEL ： 092-642-2175》

