
様式２-B（Form 2-B） 
誓 約 書 

〔博士 後期課程進学希望学生対象〕 
Pledge 

(for prospective doctoral students) 
 
国立大学法人京都工芸繊維大学長 殿 
National University Corporation Kyoto Institute of Technology University 

 
年月日 (Date (yyyy,mm,dd)) ：                        

学生番号 (Student number)  ：               

氏名 (Name) ：                

自署 (Signature)：               

 
 
私は、国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生の採用候補者として決定された場合は、次の事項を誓
約します。 
As a prospective doctoral student I pledge to uphold the following if I am selected as a National University 
Corporation Kyoto Institute of Technology Fund scholarship student. 
 
1. 2020 年 4 月に本学博士後期課程に進学した後、正式に国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生と

して採用が決定することを了承すること。 
I understand that my formal approval as a National University Corporation Kyoto Institute of Technology Fund 
scholarship student will not occur until after I enroll in the doctoral course of the University in April 2020. 

 
2. 次のいずれかに該当することとなった場合は、国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生の採用を辞

退したものとして取り扱われることを了承すること。 
 ・2020 年 4 月に本学大学院博士後期課程に進学しない場合（本学大学院博士後期課程入学試験（2020

年 4月入学）に不合格となった場合を含む。） 
 ・2020年度日本学術振興会特別研究員に採択される場合 
 ・2020 年 4月より定期的な収入（定職による給与収入等）及び給付型の奨学金の合計金額が月額 20万

円（日本学術振興会特別研究員相当）以上となる場合 
 ・2020年 4月より国費外国人留学生に採用される場合 
 

I understand that if any of the following applies to me, I will be regarded as having withdrawn from the Kyoto 
University of Technology scholarship. 
・ If I do not enroll in the Graduate School Doctoral Program in April 2020 (including failure to pass the  

Graduate School Doctoral Program (April 2020) entrance exam.) 
・ If I am selected as a JSPS Research Fellow for 2020 
・ If from April 2020, my total regular income (such as salary income from regular jobs) and scholarships (those 

not requiring repayment) is 200,000 yen or more (equivalent to a JSPS Research Fellow scholarship) per 
month 

・ If I am accepted as a Japanese government scholarship funded international student from April 2020 
 
3. 上記 2.のいずれかに該当することとなった場合は、その事実を速やかに京都工芸繊維大学に申し出る

こと。 
I agree to immediately inform Kyoto Institute of Technology in the event any of the situations in “2” (above) 
apply to me. 

 
私は、国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生に採用された場合は、次の事項を誓約します。 
I pledge to uphold the following if accepted as a National University Corporation Kyoto Institute of Technology 
scholarship student. 
 
4. 国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生に採用された後、上記 3.の申し出を怠っていたことが判

明した場合、国立大学法人京都工芸繊維大学基金奨学生としての採用は取り消されることを了承し、
支給済みの基金奨学金を京都工芸繊維大学へ返還すること。 
I understand that if I neglect to inform KIT of anything covered in “3” (above) after being selected for the 
National Institute of Technology Kyoto Institute of Technology Fund scholarship, the scholarship will be 
canceled. In this case I will return any and all funding I have received. 

裏面へ続く（Continued on reverse side）→ 



 
5. 博士後期課程の在学中（博士学位論文審査申請前まで）に、申請書類に重大な虚偽の記載があった場

合は、基金奨学金を京都工芸繊維大学へ返還すること。 
 If at any time during my master’s course enrollment (prior to my application for master's dissertation review) I 

am found to have provided false or misleading information in my application and/or accompanying documents, 
I will return any and all scholarship funds I receive to Kyoto Institute of Technology.   

 
6. 博士後期課程在籍中に退学（単位修得退学を除く。）した場合は、在学期間や事情を勘案して京都工

芸繊維大学が求める額の基金奨学金を、京都工芸繊維大学に返還すること。 
If I withdraw from the doctoral program (excluding withdrawal after fulfilling credit requirements), I will repay 
the portion of my scholarship required by Kyoto Institute of Technology. I understand that this amount will take 
the duration of my research, and circumstances into consideration. 

 
7. 京都工芸繊維大学の指定する時期に、所定の報告書を京都工芸繊維大学へ提出すること。また、当該

報告書が本学ホームページに掲載されることを了承すること。 
I will submit a report in the prescribed format to Kyoto Institute of Technology in a timely manner, when 
requested to do so, and understand that it will be uploaded to the university website.  

 
8. 本学が、氏名、所属、研究課題等を、本学が発行する広報媒体へ掲載することを了承すること。また、
各種統計調査、各種行事等での情報提供に協力すること。 
I agree to the use of my name, affiliation, research subject, name of the research institution where I studied 
abroad and the period I studied, in publications such as pamphlets, homepages, and university evaluation 
documents and agree that my information may used for statistical and advertising purposes. 
 

以上 


