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OUR PURPOSE
-同志社⼤学のISTCを進路選択の有⼒候補にしてもらう
-海外の学⽣に京⽥辺での⽣活を知ってほしい

- Attract international students to Doshisha Universityʼs ISTC 
program by showing what it is like to live in Kyotanabe

- Informing future international students about life in Kyotanabe



TARGET
- 海外の理⼯系学⽣で、⽇本

に留学希望のある⼈

- Future international 
students in science and 
engineering



IDEAL
海外の学⽣に同志社⼤学理⼯学部を進路選択の有⼒候補にしてもらうために必要なこと

- 京⽥辺での新⽣活に不安を感じない
- 主要な観光地へのアクセスの良さを知る
- 京⽥辺での⽣活に必要なおおよその費⽤を知る

- Future international students should not worry about living in Kyotanabe
- Doshisha University is in the center of major sightseeing location
- Students should know about the average spending of students in Kyotanabe



PRESENT CONDITION

- 京⽥辺に引っ越すことに不安を感じている
- 同志社⼤学の周辺の観光地を知らない
- 京⽥辺での⽣活に必要な費⽤が想像つかない

- Students might be anxious about moving to Kyotanabe
- Students might not know about sightseeing places near Doshisha 

University
- Students might not know how much allowance they will need



CONCEPT
-Daily life of international students-

この企画を通して国外の学⽣に伝えたいことは、
We want to tell FUTURE INTERNATIONAL STUDENTS that...

-京⽥辺での⽣活は費⽤的に優しく、必要なものを揃えられ、公共交通機関も
整備されていて豊かな⽣活が送れる

-Living in Kyotanabe can be budget friendly and it has access to many 
essential stores as well as major transportation



PROJECT CONTENTS
京⽥辺での⽣活をもっとリアルに感じてもらうために

- 京⽥辺キャンパス周辺の地図（⽣活に必要不可⽋な施設を表記する）
- 各観光地への京⽥辺からのアクセスを記載した四季のタイムライン
- ⽉平均の⽣活費を円グラフにして⽰す
- これらをパンフレットにしてまとめる

- A map of Kyotanabe area that shows nearby essential facilities
- Showing seasonal activities in a year
- A pie chart of monthly average students spending in Kyotanabe
- Put together in a pamphlet



Example1. timeline of seasonal activities



Example2. survey on the budget

留学⽣/⽇本⼈学⽣？

学期中の住まいは？

シェアハウスしていますか？

学校からどれくらいの距離
に住んでいますか？

学費はどのようにして払ってい
ますか？

奨学⾦は受け取っていますか？



MEASURES
- ⽣活費に関する調査はオンライン媒体（グーグルフォーム）で理⼯学部⽣を対象

に⾏う
- 地図は国⼟地理院の設けた規制に従って出典元を明記して⼆次利⽤する
- タイムラインは実際に訪れた観光地や季節にまつわる⾵習などを画像とともに⽰

す
- コンテンツは英語表記で作る
- PDFとパンフレットの両⽅を作成する

- Do our survey online ( target: science and engineering students)
- Use maps of the Geospatial Information Authority of Japan according to their 

regulations
- In “timeline”, show the tourist spots and customs related to the season with 

pictures
- The contents will be presented in English
- Create PDF document and pamphlet



より多くの留学希望者に⾒てもらう為に
For an easy access to the content
→ISTCのSupportページにURLを貼る

Put URL on ISTCʼs page



Q. What is it like living in Kyotanabe?

A. As a part of co-learning program, 
students addressed this concern, 
please find attached PDF for more 
information.

-URL-



SCHEDULE
制作過程 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉
企画書作成

⽣活費アンケート作成

アンケート実施

アンケート結果集計

京⽥辺キャンパス周辺の施
設調査
地図作成

観光地調査

タイムライン作成

パンフレットデザイン考案

校正・印刷



COST
Item Quantity Price Per 

Unit
Cost 

Amount
Supplier

Pamphlet 500 220 110,000 ⼤平印刷
Transportation 

cost for 
seasonal 
activity 

research

7 6000 42,000 理⼯学部
事務室



ASSIGN A ROLE
Seasonal activity 

group Survey group Kyotanabe map 
group

Design the 
pamphlet
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