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合格された皆さんへ

　皆さん，合格おめでとうございます。これからの大学生活に大きな期待を抱いていることと思
います。大学は，学びの場であると同時に，自分を成長させる場でもあります。これからの₄年間，
あるいは₆年間，何ごとにも積極的に取り組み，いろいろな経験をして，充実した大学生活を送っ
て下さい。
　愛媛大学は，他の国立大学と同じように平成16年４月に国立大学法人になりました。法人化後，
大学の自律性は増しました。愛媛大学では，「学生中心の大学」「地域とともに輝く大学」「世界と
つながる大学」を基本理念として，さまざまな取り組みを行っています。平成28年₄月には，平
成17年に制定した「愛媛大学憲章」を改訂し，教育と学生支援について次のような基本目標を定
めました。

１�　愛媛大学は，正課教育，準正課教育，正課外活動を通して，知識や技能を適切に運用する能力，
論理的に思考し判断する能力，多様な人とコミュニケーションする能力，自立した個人として
生きていく能力，組織や社会の一員として生きていく能力を育成する。
２�　愛媛大学は，国内外から多様な学生を受け入れるとともに，世界に通用する人材育成のため
の教育環境を提供する。
３�　愛媛大学は，入学から卒業・修了まで安心して充実した大学生活を送ることができるよう学
生を支援し，主体的な学びを保証する。

　また，この憲章の精神を踏まえて，平成24年₇月には「愛大学生コンピテンシー」を策定して
います。そこに掲げた「₅つの力」と「12の具体的な能力」は，卒業までに皆さんに身につけて
もらいたい能力を示したものです。その内容については愛媛大学のHPやパンフレットで確認し
て下さい。
　愛媛大学では，皆さんが「安心して充実した大学生活」を送り，その過程で「自立した個人と
して生きていく能力」や「社会や組織の一員として生きていく能力」を高めることを切に望んで
います。そして，それを実現するために必要なさまざまな支援を行っています。たとえば，学内
外でのボランティア活動（ステューデント・キャンパス・ボランティア）や環境教育活動（環境
ESD）に対して特別な支援を行っています。将来，社会のリーダーになりたい人のためには特別
な短期コース（愛媛大学リーダーズ・スクール）も設けています。また，海外インターンシップ，
海外サービス・ラーニングなど外国で学習するための種々のプログラムも用意しています。約120
ある体育系・文化系サークルに対しては，その活動評価に基づいて財政的支援を行い，全国レベ
ルの優れた成績をあげたサークルには遠征費や指導者招聘費用なども補助しています。
　このように愛媛大学には，正規授業のほかにも自分の能力を高めるさまざまな機会があります。
将来，社会に出て悔いのない人生を送るためには，大学生活の過ごし方が決め手になります。卒
業までに，いろいろな体験をして自分の資質・能力を磨き，逞しく生きていく力を身につけて下

さい。

愛媛大学長　大橋　裕一
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　合格おめでとうございます。合格者は，この「平成28年度入学案内」をよく読んで間

違いのないよう手続をしてください。入学手続が完了すると，平成28年度入学生として

入学が許可されます。

　１　入　学　手　続

入学手続方法１−１

　入学手続は，全学部とも下記のとおり行ってください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　�記

試験区分 入　学　手　続　期　間・送　付　先　等

前

期

日

程

原則として
郵送のみ

入学手続関係書類を本学所定の封筒に同封の上，必ず下記期日ま
でに届くように「速達・簡易書留郵便」で送付してください。

※やむを得ない事情により持参する場合は，
　３月14日（月）及び３月15日（火）の両日とも10時から17時まで
の間に限り手続を行うことができます。その場合は，前もって
入試課（電話：089-927-9172，8106　平日８時30分から17時まで）
まで連絡してください。

後

期

日

程

郵送する
場　　合

入学手続関係書類を本学所定の封筒に同封の上，必ず下記期日ま
でに届くように「速達・簡易書留郵便」で送付してください。

持参する
場　　合

入学手続関係書類を持参の上，必ず下記期日内に手続を行ってください。

※郵送の場合は，入学手続締切日の17時までに必ず着くことを送付する郵便局で確

　認してください。

　�入試課に持参する場合は，26ページ「学内案内図」で入試課の場所を確認してく

ださい。

入学手続関係書類等

書　　　類　　　等 摘　　　　　　　　　　要
宣 誓 書 本学所定の用紙に必要事項を記入したもの

保 証 書 同上，保証書の記載内容は，大切な情報です。各自で記
録しておくか，コピーを保管してください。

学 生 記 録 同上，₂通（₂連複写式，ボールペンで記入すること。）
平 成 28 年 度 大 学 入 試
セ ン タ ー 試 験 受 験 票

大学入試センター発行のもの
（入学手続完了後に返還します。）

平成28年度愛媛大学受験票 本学発行のもの（入学手続完了後に返還します。）

返 信 用 封 筒
（ 受 験 票 送 付 用 ）

本学所定の封筒に合格者のあて先を明記し（必ず郵便番
号を記入してください。），430 円分の郵便切手を貼った
もの【入学手続関係書類を持参する場合は不要です。】

入 学 資 格 証 明 書 卒業証明書又はこれに代わる証明書（卒業証書不可）

住 民 票 の 写 し 市区町村長が発行したもの（日本国籍を有しない者のみ
提出してください。）

１
入学手続

１−１
入学手続方法

３月15日（火）17時　必着
�送付先：〒790-8577　松山市文京町₃番
　　　　　�愛媛大学教育学生支援部入試課

３月27日（日）17時　必着
�送付先：〒790-8577　松山市文京町３番
　　　　　�愛媛大学教育学生支援部入試課

３月26日（土）及び27日（日）
　　　　両日とも９時から17時まで
�入学手続場所：松山市文京町₃番
　　　　　　　　�愛媛大学教育学生支援部入試課
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振 込 証 明 書 本学所定の用紙に必要事項を記入し，入学料の振込受付
証明書を貼ったもの〔注意事項１）を参照。〕

保証人への成績開示に
関 す る 同 意 書 本学所定の用紙に必要事項を記入したもの

学 生 証 写 真 票 本学所定の用紙に必要事項を記入し，写真を貼ったもの

授業料口座引落依頼書

本学が用意したもの
※�口座の開設が間に合わなかった場合は，後日，郵送し
てください。
　（郵送先）〒 790-8577　松山市道後樋又 10 番 13 号
　　　　　　��愛媛大学財務部財務企画課出納チーム

写 真
（ 白 黒 又 は カ ラ ー）

縦₄㎝，横₃㎝のもの₃枚（上半身，無帽，正面向きで
₃か月以内に撮影したもの）
₂枚は，学生記録（₂通）の写真欄に貼ってください。
１枚は，学生証写真票の写真欄に貼ってください。

注意事項

　１�）入学料の免除又は徴収猶予（10〜11ページ参照）を申請している方は，「振込
証明書」を提出する必要はありません。

　₂�）入学手続期間内に入学手続を完了しない場合は，入学辞退者として取り扱います。
　₃�）入学手続をする前に，入学する意志がなく，入学辞退する場合は，「入学辞退届」
（23ページ参照）を「愛媛大学教育学生支援部入試課（〒790－8577　松山市文
京町₃）」あてに，必ず郵送してください。【前期日程合格者は平成28年₃月14日
（月）必着，後期日程合格者は平成28年₃月26日（土）必着です。】

　₄�）入学手続完了後，入学を辞退する場合は，事前に入学する学部の担当チーム（24
ページ参照）へ必ず電話連絡のうえ，「入学辞退願」（23ページ参照）を「愛媛
大学教育学生支援部入試課（〒790－8577　松山市文京町₃）」あてに，郵送して
ください【平成28年３月31日（木）17時必着】。なお，入学手続期間終了後に入学
を辞退した場合は，入学料の返還はできません。

　₅�）一つの国公立大学・学部（独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を
除く。）に入学手続を完了した者は，これを取り消して他の国公立大学・学部（独
自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除く。）に入学手続を行うこと
はできません。

入学料・授業料１−２

　納付金については，以下のとおりです。

教 育 学 部

理　学　部
社会共創学部

医　学　部
工　学　部
農　学　部
法 文 学 部
「夜間主コース」

法 文 学 部
「昼間主コース」

振込依頼票納付金額（入学料のみ）学　　部

282,000円

141,000円 267,900円

535,800円

授業料（年額）

（注�）入学料及び授業料の額は平成27年度納付額であり，平成28年度は改定になる場
合があります。

⑴　入　学　料
　₁�）「振込依頼票」にて，入学料を最寄りの金融機関の窓口（ゆうちょ銀行及び郵
便局を除く。）で振り込んでください。

１
入学手続

１−２
入学料・
授業料
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　₂�）「振込依頼票」に記載の指定金融機関は愛媛大学の入金口座であり，振り込み
については，指定金融機関以外からも可能です。

　　�　本学指定の金融機関の本・支店から振り込む場合に限り，手数料は必要ありま
せんが，他の金融機関から振り込む場合は，所定の手数料が必要となります。

　₃）納付期間は，前記の入学手続締切日までです。
　₄）「振込依頼票」には，必要事項を必ず記入してください。
　　・�振込先の指定金融機関（伊予銀行，愛媛銀行，愛媛信用金庫）から必ず１つの

金融機関を選択して金融機関名の前に○印を記入してください。
　　・�学部，学科・課程又は受験コース，郵便番号，住所，受験番号，受験者氏名（フ

リガナ），連絡先電話番号を記入してください。
　₅�）金融機関の窓口で振り込みをした際に，必ず「振込受領証」と「振込受付証明
書」を受領してください。その時に金融機関の受領印（出納済印）が両方にある
ことを確認してください。

　₆�）「振込証明書」は，₁）の「振込依頼票」と同様に必要事項を記入してください。
上記₅）で受領した「振込受付証明書」を「振込証明書」の指定の欄に貼ってく
ださい。

　��※�「振込受付証明書」に金融機関の受領印（出納済印）が無い場合は，金融機関
にて再度受領印を押印，又は「振込証明書」に「振込受領証」〔（写）で可〕を

添付し，振り込んだことが確認できるようにしてください。

　�　なお，10万円を超える現金を振り込む際には，本人確認書類をご用意ください。
（運転免許証，健康保険証，パスポートなど）※法律により義務づけられています。
　₇�）納付した入学料は，返還しません。ただし，次に該当する場合は当該入学料相
当額を返還します。

　　・�入学料を納付した者が，入学手続をしなかった場合
　　・�入学料を納付した者が，入学手続期間内に入学を辞退した場合（入学手続期間

終了後の入学辞退の場合は返還しません。）
　₈�）入学料の免除及び徴収猶予については，「₆－₁　入学料の免除制度」（10ペー
ジ）及び「₆－₂　入学料の徴収猶予制度」（11ページ）を参照してください。

　��※��入学料の免除・徴収猶予の申請を行う予定の者は，大学が指示するまでは入学
料を納付しないように注意してください。入学料を納付すると，入学料免除・

徴収猶予の申請を辞退したことになります。

⑵　授　業　料
　₁�）授業料は₄月入学後の納付となります。
　₂�）授業料の免除については，「₆－₃　授業料の免除制度」（11ページ）を参照し
てください。

　₃）在学中に授業料改定が行われた場合には，新授業料を適用します。
　₄）「授業料の口座引落し制度」
　　　�　この制度は，電気，ガス料金の自動支払いと同じように，本学が指定する金

融機関に開設した届出預金口座から，授業料を引落して納付するものです。半

期分ずつ年２回（４月と10月）の引落しになります。

　　　�　同封しております「授業料口座引落し関係書類」をよく読んで，間違いのな

いように手続きをお願いします。

　　　　授業料の口座引落し手続きは，平成28年３月末日を目安にお願いします。

　　　��（授業料の免除・徴収猶予申請を予定している場合も，口座引落しの手続きをし

１
入学手続
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てください。）

　₅�）授業料の納付方法は口座引落しになります。大学窓口での現金収納は行ってお
りません。

☆授業料引落しについて

　１）期日までに口座引落し手続きをした場合

　　�　平成28年度前期分授業料［引落日：平成28年４月26日（火）］から，在学期間
中の授業料はすべてこの口座からの引落しとなります。

　　�　ただし，ゆうちょ銀行については，ゆうちょ銀行の登録・確認作業に相当の期
間がかかるため，前期分の引落しに間に合わない場合があります。この場合は，
次の「₂）期日までに口座引落し手続きができなかった場合」と同じ取扱いにな
りますのでご了承ください。

　₂�）期日までに口座引落し手続きができなかった場合
　　�　大学から₄月中旬に授業料の振込依頼票を郵送しますので，平成28年₄月28
日（木）までに最寄りの金融機関の窓口（ゆうちょ銀行及び郵便局を除く。）で平
成28年度前期分授業料を振り込んでください。

　　�　なお，入学後，前期中に口座引落し手続きをした場合は，平成28年度後期分授
業料［引落日：平成28年10月26日（水）］からの引落しとなります。

（注�）授業料の引落日・金額等については，愛媛大学ホームページ及び各学部の学生

掲示板でお知らせします。文書による学生，保証人への通知は行いませんので，

ご承知おきください。

諸経費の納付１−３

　入学時に必要な経費のうち，前記の入学料及び授業料以外のものについては，次表
のとおりです。同封の振込用紙で平成28年３月31日（木）までに指定の金融機関へお
振り込みください。

１
入学手続

法文学部（昼）
法文学部（夜）
教育学部

理　学　部
医学部医学科
医学部看護学科
工　学　部
農　学　部

学生教育研究
災害傷害保険

学研災付帯
賠償責任保険 保険

期間学　部　等

3,300円
1,400円
3,300円

3,300円
4,800円
3,370円
3,300円
3,300円

後援会費等

67,000円
60,000円

合計金額

71,660円
62,760円
64,660円

64,660円
114,800円
63,370円
64,660円
70,660円

60,000円

60,000円
110,000円
60,000円
60,000円
66,000円

4 年間
4 年間
4 年間

4 年間
6 年間
4 年間
4 年間
4 年間1,360円

1,360円
1,360円
1,360円

1,360円

1,360円
社会共創学部 3,300円 44,660円40,000円4 年間1,360円

（注1） （注2） （注3）

１−３
諸経費の納付

（注１）本学では全学部とも入学の際に一括加入することになっており，この保険（同封の「学生
教育研究災害傷害保険加入者のしおり」を参照してください。）は，教育研究活動中及び通
学中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に補償するものです。

（注₂）本学の法文学部，教育学部，社会共創学部，理学部，工学部及び農学部については，学生
教育研究災害傷害保険と併せて，入学の際に一括加入することになっており，この保険（同
封の「学研災付帯賠償責任保険加入者のしおり」を参照してください。）は，正課，学校行事，
課外活動又はその往復において，他人にケガをさせたり，他人の財物を損壊したこと等に
より，法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償するものです。

　　　�〈参考〉平成26年度の保険金支払状況　請求件数　48件，支払保険金額　2,583千円
（注₃）後援会費等の内訳については，学部によって異なりますので，別添の内訳書等をご覧くだ

さい。なお，後援会費等に含まれる校友会費については，別添「愛媛大学校友会費納入の
お願い」をご覧ください。

（注₄）入学後は，授業用テキスト代が別途必要になります。
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　２　健　康　診　断

　下記のとおり，定期健康診断を実施します。これは，本学の学生の健康管理のた
めに実施するものであり全員必須です。在学中にスポーツ大会参加・実習・進学・
奨学金・就職等の際にも必要となりますので，必ず受診してください。指定された
日時に都合の悪い方は同性の他の日時に受診してください。

日時・場所・対象者 　SSC：スーパーサイエンス特別コースの略

月日（曜日） 受付時間 場所
対　　　象　　　者 血

液性別 回生（新学年）・学部等

₄月₁日（金）
9：20（予定）
〜 10：30

第₁
体育館

（城北キャ
ンパス）

男子 ₄回生以上

13：00〜15：00 女子 ₄回生以上 ○

₄月₄日（月）
₈：50〜10：30 男子 ₁回生（法文・社会共創・理・医・

SSC）・編入者

13：00〜15：00 女子 ₁・₂回生（法文・社会共創・理・医・
SSC） ○

₄月₅日（火）
₈：50〜10：30 男子 ₁回生（教育・工・農）
13：00〜15：00 女子 ₁・₂回生（教育・工・農）・編入者 ○

₄月₆日（水）
₈：50〜10：30

男子
₃回生

13：00〜15：00 ₂回生

₄月₇日（木）
₈：50〜10：30 男子 大学院・研究生・科目等履修生・聴

講生・特別聴講学生

13：00〜15：00 女子 ₃回生・大学院・研究生・科目等履
修生・聴講生・特別聴講学生 ○

₄月₈日（金）₈：50〜 10：30（午前のみ） 男女

「新入学の留学生」「留学生（日本語
が読めるか話ができる留学生は他の
日程でも可）」「障がいのある学生」
「特別な配慮が必要な学生」が対象
※上記以外の学生は受診できません。

○

₄月11日（月） 10：00〜14：00

医学部
機能系
実習室₃
（重信キャ
ンパス）

男女
医学部（学部新入生はできるだけ１
日・₄日〜₇日に受診のこと）
医学系研究科

○

※�大学の行事などと指定日が重なる場合は同性の他の日時に受診することが
できます。

※健康診断の受診は１時間 30 分から₂時間程度かかります。
※�若干日程や時間の変更があるかもしれませんので、受診前に掲示板や総合
健康センターホームページ（http://info.ehime-u.ac.jp/kenko/index.html）
等でご確認ください。

持参物等

①学生証（新入生で受け取っていない場合は除く。）　②早朝尿　③携帯電話かスマー
トフォンなどの端末機器（問診のWEB入力のため）　④靴を入れるナイロン袋とス
リッパまたは上履き　⑤「麻疹の予防接種について（お願い）」の記入済み用紙
※�胸部Ｘ線検査のために，金具やボタン・大きなロゴ等の付いていない薄手のＴシャ
ツ等を服の下に着用。

健康診断の項目

①尿検査　②身長・体重測定　③血圧検査　④診察（対象：新入生・問診による抽
出者・希望者）　⑤胸部Ｘ線検査（対象：新入生・問診による抽出者・別途指示のあっ

２
健康診断
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た者・65歳以上は全員）　⑥血液（貧血）検査（対象：学部新₁回生女子・新₃回生
女子，大学院（修士・博士）新₁年生・新₃年生女子，対象日のみ実施）

尿検査について

₁�）採尿容器（ピーポールⅡ）を，下記のいずれかで，健康診断受診日の前日までに入
手してください。
　　・�新入生歓迎週間中の“愛大生だよ！全員集合”時〔₃月30日（水），31日（木），

₄月₁日（金）〕
　　・�₂月初めから業務時間内に学生サービスステーション（教育支援課の証明書自

動発行機横），医学部学務課，農学部学務チーム，総合健康センター前に箱を
設置

₂�）尿の採取について
　　�　尿検査は生理に関係なく早朝尿で実施しますので，ピーポールⅡの袋の採取方
法をよく読み，下記の要領で採取して，健康診断時に忘れずに持参してください。

　　₁�）検査前日は就寝前に完全に排尿を済ませて，夜更かしや暴飲暴食等をしない
でください。

　　₂�）健康診断当日の朝，起床後すぐの尿を採取してください。

社会人で職場の健診を受ける方，学外等で健診を受ける方

　平成28年₁月₁日以降に受診した職場の健診結果等を提出して頂いても結構です。
（できるだけ₆月末までに，総合健康センターまたは重信分室へ持参してください。
₇月以降に提出予定の場合は御連絡ください。）
　ただし，学外の医療機関受診結果の提出の場合，必ず胸部Ｘ線結果が入っているこ
とが必要です。
【問合わせ先】愛媛大学総合健康センター
　　　　　　��TEL：089－927－9193　　E-mail：s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp
　　　　　　��（３月30日（水）から４月11日（月）は健康診断のため電話での問合せに対応できません。）

　３　履修指導・履修登録

　共通教育及び専門教育の履修についてガイダンス及び履修登録を下記のとおり行い
ますので，必ず出席してください。
　大学の授業は，高校とは異なり自分で時間割を作成します。履修指導を受け，自ら
パソコンを利用して履修登録を行います。
【履修指導】
　月　日：平成28年₄月₂日（土），₄月₃日（日）
　場　所：各学部により場所，時間が決まっています。
　　　　　詳細は，「新入生歓迎週間」（25ページ）を参照してください。
　持参するもの：筆記用具
　　　　　　　　配布物を入れる大きめの袋
【履修登録】
　月　日：平成28年₄月₄日（月），₄月₅日（火）
　場　所：各学部により場所，時間が決まっています。
　　　　　詳細は，履修指導の際にお知らせしますが，「新入生歓迎週間」（25ページ）

２
健康診断

３
履修指導・
履修登録
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　　　　　を参照してください。
　持参するもの：�詳細は，履修指導の際にお知らせします。なお，保証人の情報も入

力しますので，保証人の氏名・住所・郵便番号を記録したものを持
参してください。

　４　数学力テスト

　本学では，数学の力を大学教育の重要な基盤的学力と捉えています。より効果的な
大学教育を実施するため，皆さんが高等学校で学んだ数学の力を大学教育の開始に当
たって適切に把握する必要があります。
　このため，数学力テストを下記のとおり実施しますので，対象となる学部・コース
の皆さんは必ず受験してください。

記

対象となる学部・
コース

工　学　部
農　学　部

理　学　部
スーパーサイエンス特別コース

※教 育 学 部　

日　時 ₄月₂日（土）11：00〜12：00 ₄月₃日（日）11：00〜12：00

場　所 当日，直前に行われる「共通教育履修指導」の際に案内します。
（教育学部は別途案内）

内　容
高校数学Ⅱ・Ⅲに関する習熟度テストとして実施
・数学Ⅱ（三角関数・指数関数・対数関数・微分法・積分法）
・数学Ⅲ（極限・微分法・積分法）

　テストの結果によって，１年次の数学科目「微積分Ⅰ」，「基礎微積分Ⅰ」，「解析学入
門」（学部・学科によって科目名が異なります。）の補完教育が必要と判定された学生を
対象に，補完科目が開講されます。
　なお，補完科目の履修については，履修登録（₄月₄日，₅日）を行う際に指示があ
ります。

※�学校教育教員養成課程中等教育コース数学教育専攻のみが対象となります。

【問合せ先】
　愛媛大学教育学生支援部教育センター事務課共通教育チーム
　〒790－8577　愛媛県松山市文京町₃番
　TEL：089－927－8910
　E-mail：shokyotu@stu.ehime-u.ac.jp
　（月〜金　₈：30〜17：15）

　

　５　入　学　式

日　時：平成28年４月６日（水）　午前10時から
　　　　（午前₉時30分までに集合してください。）

場　所：ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）　メインホール

（注）��病気その他の事由により出席できない方は，入学する学部（連絡先は24ページ
を参照）に連絡してください。
保護者席は数に限りがあります。座れない場合は，真珠の間（ひめぎんホール
₂階）において同時映像放映をしていますので，ご利用ください。
手話通訳及びパソコン通訳が付きます。また車椅子席もあります。
身体障がい者用駐車スペースは，地上・地下に各４台分あります。（有料）

５
入学式

４
数学力テスト
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〈入�学�式�場〉　ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）案内図
　　　　　　　　松山市道後町₂丁目₅番₁号　　TEL��089－923－5111
（注�）自動車及び単車（自動二輪車及び原動機付自転車）の乗り入れは，会場が混雑し

ますのでご遠慮願います。なお，自転車でお越しの際には必ず駐輪場に駐輪願い

ます。

　1本部　　2総合健康センター，法文学部，教育学部，社会共創学部，工学部
　3理学部　　4農学部　　5医学部

（入学式場への交通案内）
JR 松山駅から

　伊予鉄道市内電車（道後温泉駅前行）で約16分（南町下車）
　伊予鉄道バス（道後温泉駅前行）で約21分（南町県民文化会館前下車）
伊予鉄道松山市駅から

　伊予鉄道市内電車（道後温泉駅前行）で約13分（南町下車）
　伊予鉄道バス（道後温泉駅前行）で約15分（南町県民文化会館前下車）
松山空港から

　伊予鉄道バス（湯の山ニュータウン行）で約40分（南町県民文化会館前下車）
　リムジンバス（道後温泉駅前行）で約36分（南町県民文化会館前下車）
松山観光港から

　リムジンバス（道後温泉駅前行）で約40分（南町県民文化会館前下車）

５
入学式

愛媛大学前（バス）

南町
南町県民文化会館前（バス）

ひめぎんホール
（愛媛県県民文化会館）



10 ENTRANCE�GUIDE�2016

　６　入学料の免除制度・徴収猶予制度，授業料の免除制度・徴収猶予制度

入学料の免除制度６−１

【問合せ先】学生生活支援課（TEL�089－927－9169）
　本学には，入学料免除制度があります。下記の条件に該当し申請を希望する者は，
入学手続関係書類の提出前又は郵送前に学生生活支援課に電話で連絡後，次の方法の
いずれかで申請書等を受け取ってください。
₁）教育学生支援部学生生活支援課の窓口で申請書を受け取ってください。
₂）485円分の切手（速達料金を含む。）を貼付し自己のあて先を明記した返信用封筒
　（角形₂号）を同封し，「入学料免除申請書請求」と朱書の上，教育学生支援部学生
　生活支援課へ請求してください。
₃�）上記の方法によりがたい場合は，電話により教育学生支援部学生生活支援課に相
談してください。

入学料免除の対象者

　入学前１年以内において，入学する者の学資を主として負担している者（以下「学
資負担者」という。）が死亡又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を
受けたことにより入学料の納付が著しく困難である者で本学の定める家計及び学力基
準を満たす者
※�東日本大震災により被災した者は，14ページの「７．東日本大震災により被災した
者に対する入学料免除制度・授業料免除制度」をご確認ください。

申　請　書　類

₁）入学料免除申請書（本学所定用紙）
₂）幼児と就学者を除く家族全員分の所得証明書
₃）同居・別居を問わず申請者と生計を一にする家族全員分の住民票
₄）�学資負担者等が給与所得者の場合は，その者の源泉徴収票（写）
　　学資負担者等が事業所得者の場合は，確定申告書（写）
₅）�学資負担者が死亡した場合は，死亡したことが確認できる書類
　　本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合は，その者の罹災証明書
₆�）結果通知用封筒（82円切手貼付）
₇）その他必要となる証明書（詳細については，申請のガイドに記載）

免　除　の　額

　入学料の免除が必要と認定された者は，その者の経済状況に応じて納付すべき入学
料の全額又は半額が免除されます。

申請書の提出

　申請書類は，入学手続関係書類に同封してください。

そ　の　他

１�）入学手続完了後の入学料免除申請はできません。
₂�）入学料免除を申請した者は，本学が指示するまでは入学料を納付しないよう注意
してください。入学料を納付すると，入学料免除申請を辞退したことになります。
₃�）免除が許可されなかった者及び半額免除許可になった者は，本学の指示があり次
第，速やかに入学料を納付してください。

６
入学料の免除
制度・徴収猶
予制度，授業
料の免除制度・
徴収猶予制度

６−１
入学料の
免除制度
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₄�）入学料免除が不許可又は半額免除となった場合に，入学料徴収猶予の申請を希望
する者は，入学料免除を申請する際に，その旨を必ず申し出てください。

５�）入学料免除申請者は，入学手続期間終了後に入学を辞退する場合，入学料免除申
請を辞退したものとして，直ちに入学料を納付してください。

入学料の徴収猶予制度６−２

【問合せ先】学生生活支援課（TEL�089－927－9169）
　本学には，入学料徴収猶予制度があります。下記の条件に該当し申請を希望する者
は，入学手続関係書類の提出前又は郵送前に教育学生支援部学生生活支援課に電話で
連絡後，愛媛大学ホームページから申請書をダウンロードするか，入学料の免除と同
様にして申請書等を受け取ってください。
愛媛大学ホームページトップ（http://www.ehime-u.ac.jp/）
→入試情報→授業料・奨学金→入学料免除及び授業料免除等

入学料徴収猶予の対象者

　次のいずれかに該当する者
₁）経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難である者
₂�）その他やむを得ない事情があると認められる者

申 請 書 類

₁）入学料徴収猶予申請書（本学所定用紙）
₂�）結果通知用封筒（82円切手貼付）

入学料徴収猶予期間

　入学料の徴収猶予が許可になった場合の徴収を猶予する期間は，平成28年₉月23日
（金）までです。

申請書の提出

　申請書類は，入学手続関係書類に同封してください。

そ　の　他

１�）入学手続完了後の入学料徴収猶予申請はできません。
₂�）入学料徴収猶予を申請した者は，本学が指示するまでは入学料を納付しないよう
注意してください。入学料を納付すると，入学料徴収猶予申請を辞退したことにな
ります。

₃�）徴収猶予が許可されなかった者は，本学が指示する期限までに入学料を納付して
ください。

４�）入学料徴収猶予申請者は，入学手続期間終了後に入学を辞退する場合，入学料徴
収猶予申請を辞退したものとして，直ちに入学料を納付してください。

授業料の免除制度６−３

【問合せ先】学生生活支援課（TEL�089－927－9169）
　本学には，授業料免除制度があります。次の要領で取扱っておりますので，下記の
条件に該当し申請を希望する者は愛媛大学ホームページから申請書等をダウンロード
し，申請の手続きを行ってください。
■申請書等ダウンロード場所
愛媛大学ホームページトップ（http://www.ehime-u.ac.jp/）→入試情報→授業料・奨

６−２
入学料の
徴収猶予制度

６
入学料の免除
制度・徴収猶
予制度，授業
料の免除制度・
徴収猶予制度

６−３
授業料の
免除制度
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学金→入学料免除及び授業料免除等
　上記の方法が困難な場合は，教育学生支援部学生生活支援課に連絡してください。
　なお，申請書等は，平成28年₁月中旬からダウンロード可能です。

授業料免除の対象者

　次のいずれかに該当する者
１）経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者
₂�）入学前１年以内に学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）
が死亡又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
※�東日本大震災により被災した者は，14ページの「₇．東日本大震災により被災した
者に対する入学料免除制度・授業料免除制度」をご確認ください。

申　請　書　類

１）授業料免除申請書（本学所定用紙）
₂）幼児と就学者を除く家族全員分の所得証明書
₃）同居・別居を問わず申請者と生計を一にする家族全員分の住民票
₄）学資負担者等が給与所得者の場合は，その者の源泉徴収票（写）
　　学資負担者等が事業所得者の場合は，確定申告書（写）
₅）学資負担者が死亡した場合は死亡したことが確認できる書類
　　本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合は，その者の罹災証明書
₆）82円切手（結果通知用）
₇）その他必要となる証明書（詳細については，申請のしおりに記載）

免 除 の 額

　本学の定める家計及び学力の基準（申請のしおり P₇，₈参照）を満たし，授業
料の免除が必要と認定された者は，その者の経済状況に応じて納付すべき授業料の半
額が免除されます。授業料免除実施可能額の状況に応じて全額が免除されることもあ
ります。

申請書の提出日等

【法文学部，社会共創学部，理学部，医学部，スーパーサイエンス特別コース】
　提出日：平成28年₄月₄日（月）₉：00〜11：30，13：30〜17：00
　提出先：共通講義棟Ｂ₂階201講義室
【教育学部，工学部，農学部】
　提出日：平成28年₄月₅日（火）₉：00〜11：30，13：30〜17：00
　提出先：共通講義棟Ｂ₂階201講義室
【全学部】（上記の日程で提出できない場合はこの日に提出してください。）
　提出日：平成28年₄月₂日（土）13：30〜16：30
　提出先：共通講義棟Ｂ₂階201講義室

そ　の　他

１�）授業料免除を申請した者は，本学が指示するまでは授業料を納付しないよう注意
してください。授業料を納付すると，授業料免除申請を辞退したことになります。
₂�）免除が許可されなかった者及び半額免除許可になった者は，本学の指示があり次
第，速やかに授業料を納付してください。�

６
入学料の免除
制度・徴収猶
予制度，授業
料の免除制度・
徴収猶予制度
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授業料（前期分）の徴収猶予制度６−４

【問合せ先】学生生活支援課（TEL�089－927－9169）
　本学には，授業料徴収猶予制度があります。入学年度の前期分については次の要領
で取扱っておりますので，下記の条件に該当し申請を希望する者は，愛媛大学ホーム
ページから申請書等をダウンロードし，申請の手続きを行ってください。
■申請書等ダウンロード場所
愛媛大学ホームページ（http://www.ehime-u.ac.jp/）→入試情報→授業料・奨学金→
入学料免除及び授業料免除等
　上記の方法が困難な場合は，教育学生支援部学生生活支援課に連絡してください。
　なお，申請書等は，平成28年₁月中旬からダウンロード可能です。
　また，後期分については，掲示等でお知らせします。

授業料徴収猶予の対象者

　次のいずれかに該当する者
１�）経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難である者
₂�）その他やむを得ない事情があると認められる者

申　請　書　類

１�）授業料徴収猶予申請書（本学所定用紙）
₂�）82円切手（結果通知用）

授業料徴収猶予期間

　授業料徴収猶予が許可になった場合の徴収を猶予する期間は，平成28年₉月23日
（金）までとします。

申請書の提出日等

　授業料免除と同じ。

そ　の　他

１�）授業料徴収猶予を申請した者は，本学が指示するまでは授業料を納付しないよう
注意してください。授業料を納付すると，授業料徴収猶予申請を辞退したことにな
ります。

₂�）徴収猶予が許可された者は，平成28年₉月23日（金）までに授業料を納付してくだ
さい。

₃�）徴収猶予が許可されなかった者は，本学の指示があり次第，速やかに授業料を納
付してください。

入学料の免除制度・徴収猶予制度，授業料の免除制度・徴収猶予制度の共通事項
　申請希望者は，申請書類の作成（添付証明書類を揃えること等）に相当の日
数を要するので，申請書用紙等をできるだけ早く入手するようにしてください。
　授業料免除と授業料徴収猶予を両方申請することはできません。どちらか一
方の申請となります。
　その他不明な点については，教育学生支援部学生生活支援課に照会してくだ
さい。

　　　連絡・照会先　〒790－8577　松山市文京町₃番
　　　　　　　　　　愛媛大学教育学生支援部学生生活支援課
　　　　　　　　　　TEL��089－927－9169　FAX��089－927－9171

６−４
授業料

（前期分）の
徴収猶予制度

６
入学料の免除
制度・徴収猶
予制度，授業
料の免除制度・
徴収猶予制度
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　７　東日本大震災により被災した者に対する入学料免除制度・授業料免除制度

【問合せ先】学生生活支援課（TEL��089－927－9169）
　東日本大震災により被災した者で次のいずれかに該当するものは，入学料および平
成28年度授業料の免除申請をすることができます。該当者は，入学手続前に必ず学
生生活支援課（TEL 089－927－9169）へ直接相談してください。
₁�）学資負担者が，次の災害救助法適用地域において被災し，自宅家屋が全壊，大規
模半壊，半壊又は流失の罹災証明が得られる者
　　ア　岩手県，宮城県及び福島県の全市町村
　　イ　青森県，茨城県，栃木県及び千葉県の災害救助法適用市町村
２）学資負担者が震災により死亡又は行方不明の者
３�）学資負担者の居住地が福島第一原発事故による警戒区域又は計画的避難区域に指
定された者
※�東日本大震災により被災した者の寄宿料免除については，18ページをご確認くださ
い。

　８　奨　学　制　度

　本学で取り扱っている奨学制度には，独立行政法人日本学生支援機構奨学金，地方
公共団体及び民間育英団体の奨学金があります。
　いずれも予算に限りがありますので，その範囲内で実施することになります。

独立行政法人日本学生支援機構奨学金

【問合せ先】学生生活支援課（TEL��089－927－9168）
₁）種類
　　第一種奨学金（無利子）
　　　［月額］　自宅通学者　　30,000円，45,000円から選択
　　　［月額］　自宅外通学者　30,000円，51,000円から選択（45,000円も選択可能）
　　　　　　　（平成27年度現在）
　　第二種奨学金（有利子）
　　　［月額］　₃万円，₅万円，₈万円，10万円，12万円から選択（平成27年度現在）
　　入学時特別増額貸与（有利子）
　　　［初回振込日に一括］　10万円，20万円，30万円，40万円，50万円から選択
　　　　　　　　　　　　　（平成27年度現在）
　　　　　　　　　　　　　（第一種又は第二種と同時の申込みが必要です。）
　　【注意】�入学時特別増額貸与奨学金は，日本政策金融公庫の「国の教育ローン」

に申し込みをしたが，利用できなかった世帯の学生を対象とする制度です。
₂）募集
　�　₄月中旬に申込説明会を開催し，申込書等を配付しますので，希望者は必ず出席
してください。申込説明会の日時等は，奨学金関係掲示板（26ページ参照）に掲示
でお知らせします。
₃）予約採用
　�　進学前に手続きを行い，「平成28年度大学等奨学生採用候補者」となった新入生
に対し，「日本学生支援機構奨学金予約採用候補者への説明会」を開催しますので，
該当する方は必ず出席してください。
　�　当日は，申請に必要な「ID・パスワード」をお渡ししますので，次ページのホー
ムページを確認の上進学前に配布された「平成28年度大学等奨学生採用候補者決定

７
東日本大震災
により被災し
た者に対する
入学料免除制
度・授業料免
除制度

８
奨学制度
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通知」を必ずお持ちください。
　■手続き方法等
　　愛媛大学ホームページ（http://www.ehime-u.ac.jp/）
　　�「入試情報」→「授業料・奨学金」→「奨学金制度　最新情報」→「平成28年度
予約採用候補者説明会について」

　　日時：平成28年₄月₄日（月），₄月₅日（火）15：00〜15：30，16：00〜16：30
　　場所：南加記念ホール
　　詳細は，「新入生歓迎週間」（25ページ）を参照してください。

地方公共団体及び民間育英団体奨学金

【問合せ先】学生生活支援課（TEL��089－927－9168）
　主に₄月から₅月に募集がありますが，出願資格，出願の手続等は奨学団体によっ
て異なりますので，随時，奨学金関係掲示板（26ページ参照）により案内します。
　なお，愛媛大学で取り扱っている奨学金については，愛媛大学ホームページに詳し
く掲載していますので，そちらもご覧ください。
愛媛大学ホームページ（http://www.ehime-u.ac.jp/）
「入試情報」→「授業料・奨学金」→「奨学金制度」

　９　愛媛大学校友会支援事業

　愛媛大学校友会の支援により様々な事業を行っています。以下にその一部をあげて
いますが，詳細は，入学式以降随時，奨学金関係掲示板（26ページ参照），各学部の
学生掲示板等で案内します。
愛媛大学校友会ホームページ　http://koyu.ehime-u.jp
₁）課外活動支援事業
　�　学生団体の活動等の自己評価に基づき大学が評価を行い，優秀な団体に対し活動
費を給付しています。

【問合せ先】学生生活支援課（TEL��089－927－9165）
₂）就職支援事業
　�　「首都圏」，「近畿圏」，「広島県」エリアでの就職活動を希望する学生に対する支
援とし，就職支援バスの運行や就職活動交通費補助を行っています。

【問合せ先】就職支援課（TEL��089－927－9164）
₃）海外派遣制度支援事業
　�　学生に対し，海外の大学における専門教育等の機会を与えて，教育の国際化に寄
与することを目的として，学生の渡航旅費や海外保険費等の一部を補助しています。

【問合せ先】国際連携課（TEL��089－927－9157）
₄）修学資金貸与事業
　�　急激に家計が変化するなどの経済的理由により一時的に学業の継続が困難になっ
た学生に対して，授業料相当額（半期分）を貸与するものです。

【問合せ先】学生生活支援課（TEL��089－927－9169）
₅）学生用図書整備事業
　�　学生の学習環境充実のために，大学の図書館（城北地区中央図書館，重信地区医
学部分館，樽味地区農学部分館）へ毎年300冊以上寄贈しています。

【問合せ先】図書館事務課（TEL��089－927－8835）

８
奨学制度

９
愛媛大学校友
会支援事業
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　10　既修得単位の認定

　学生が本学に入学する前に他の大学又は短期大学等（外国の大学及び短期大学を含
む。）で修得した単位又は学修を，本学における授業科目の履修とみなし，60単位を
超えない範囲内で認定することがあります。（学部によっては専門教育科目を認定し
ない場合があります。）
　ただし，この場合，修業年限の短縮はありません。
　認定を希望する者は，当該大学等の発行する学業成績証明書及び当該大学の作成し
た講義要項（各授業科目の講義内容を表したもの）が必要ですので，�３月31日（木）（必
着）までに所属する学部の提出先（次表）へ提出してください。期限内に提出できな
い場合は，必ず事前に連絡してください。

学業成績証明書・講義要項の提出先
学　部 提　出　先 所　在　地 電　　　話

法 文 学 部

教育学生支援部
教育支援課 〒790－8577　松山市文京町₃番

089－927－9220
教 育 学 部 089－927－9377
社会共創学部 089－927－9019
理　学　部 089－927－9546
工　学　部 089－927－9690
医　学　部 医学部学務課 〒791－0295　東温市志津川 089－960－5175
農　学　部 農学部事務課 〒790－8566　松山市樽味₃丁目₅番₇号 089－946－9806

　11　外部試験による共通教育科目「英語」の単位認定

　本学で開講される共通教育科目のうち，基礎科目「英語」（必修科目）について，
外部試験（GTEC�CTE，TOEIC，TOEFL，TOEFL� ibt，英検）の成績が基準に達
している場合には，本学の授業科目を履修したとみなし，成績判定を行い，単位を認
定する制度があります。
　認定対象となる科目は，必修科目₄科目のうち次の₂科目です。
・「英語Ⅱ」（第₂クォーター開講）
・「英語Ⅳ」（第₄クォーター開講）
　外部試験（GTEC�CTE，TOEIC，TOEFL，TOEFL� ibt，英検）の成績による単
位認定を希望する方は，下記を参照のうえ，教育センター事務課英語教育チームにお
問い合わせください。

記

　【申 請 期 間】　平成28年₄月₆日（水）〜₄月11日（月）　₉：00〜 17：00
　　　　　　　　　（土日を除く。）
　【申請受付場所】　英語教育センター事務室（愛大ミューズ₂階）
　【問合わせ先】　教育センター事務課英語教育チーム（TEL��089－927－8340）
　　　　　　　　　�（平日　₉：00〜17：00）

11
外部試験によ
る共通教育科
目「英語」の
単位認定

10
既修得単位
の認定
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【外部試験の成績等基準及び認定科目】

対象外部試験の成績等基準 �認　　　定
成績
レベル 成　績　等 最大認定

単位数 認 定 科 目 成績
評価

Ⅰ

GTEC�CTE�280〜309点

₁単位
英語Ⅱ（₁年第₂クォーター）

又は
英語Ⅳ（₁年第₄クォーター）

80点
（優）

TOEIC�470〜599点
TOEFL�460〜504点
TOEFL�ibt�48〜61点

Ⅱ

GTEC�CTE�310点以上

₂単位 英語Ⅱ（₁年第₂クォーター）
英語Ⅳ（₁年第₄クォーター）

90点
（秀）

TOEIC�600点以上
TOEFL505点以上
TOEFL�ibt�62点以上
英検準１級以上

備考：＊外部試験とは次のとおりである。
GTEC�CTE：Global�Test�of�English�Communication�College�Test�Edition
TOEIC：Test�of�English�for�International�Communication
TOEFL：Test�of�English�as�a�Foreign�Language（成績はペーパー版テスト）
TOEFL�ibt：同上のインターネット版テスト
英検：実用英語技能検定試験

　12　在学証明書・通学証明書の発行

　在学証明書は，入学者全員に₂部お渡しします。
　通学証明書（通学定期乗車券を購入する際に必要です。）は申請者にのみお渡しし
ますので，通学証明書を必要とする者は，同封の「通学証明書交付願」に必要事項を
記入の上，入学手続の際に提出してください。
　なお，上記証明書は，₄月入学後にお渡しします。

　13　住　居

学生宿舎の入居手続13−１

御幸学生宿舎

【問合せ先】　学生生活支援課（TEL�089－927－9099）
　　　　　　　　　〒790－8577　松山市文京町₃番
　御幸学生宿舎に入居を希望する者は，入居募集要項に従い，以下の書類を一括して，
学生生活支援課に持参又は送付してください。
　なお，「入居募集要項」，「入居申請書・家庭状況調書」については，愛媛大学ホー
ムページ（http://www.ehime-u.ac.jp/）「大学生活」→「生活ガイド」→「学生宿舎・
学生寮の紹介」に御幸学生宿舎案内がありますので，そこからプリントアウトしてく
ださい。
　１）提出書類
　　①入居申請書・家庭状況調書（本学所定用紙）
　　②�平成27年分の源泉徴収票または確定申告書の写し（平成27年分が入手困難な場

合は平成26年分でも可）
　　③�就学者（高校生以下）を除く家族全員の市町村発行の平成27年度所得証明書（平

成26年１月から12月の所得）
　　④�返信用封筒（長形₃号〈23.5㎝×12.0㎝〉に372円分の切手を貼り，「速達」と

朱書し，郵便番号・あて先を明記したもの）

11
外部試験によ
る共通教育科
目「英語」の
単位認定

12
在学証明書
・通学証明
書の発行

13
住　居

13 −１
学生宿舎の
入居手続
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　₂）申請締切
　　前期日程合格者　…………………　₃月11日（金）17時必着
　　後期日程合格者　…………………　₃月24日（木）17時必着
　₃）入寮可否の決定日
　　前期日程合格者　…………………　₃月18日（金）頃
　　後期日程合格者　…………………　₃月29日（火）頃
※�東日本大震災により被災した者で次のいずれかに該当するものは，平成28年度の寄
宿料免除申請をすることができます。
　１�）学資負担者が，次の災害救助法適用地域において被災し，自宅家屋が全壊，大
規模半壊，半壊又は流失の罹災証明が得られる者

　　　ア　岩手県，宮城県及び福島県の全市町村
　　　イ　青森県，茨城県，栃木県及び千葉県の災害救助法適用市町村
　₂）学資負担者が震災により死亡又は行方不明の者
　₃�）学資負担者の居住地が福島第一原発事故による警戒区域又は計画的避難区域に
指定された者

　�　詳しくは，学生生活支援課（TEL� 089－927－9099）へ申請前に直接相談してく
ださい。

拓翠寮（農学部男子学生のみ）

　【問合せ先】　愛媛大学農学部事務課（TEL�089－946－9806）
　　　　　　　　　　〒790－8566　松山市樽味₃丁目₅番₇号
　拓翠寮に入寮を希望する者は，以下の書類を一括して，農学部事務課に持参又は送
付してください。
　なお，「入寮願・身上調査」については，愛媛大学ホームページ（http://www.
ehime-u.ac.jp/）「大学生活」→「生活ガイド」→「学生宿舎・学生寮の紹介」に拓翠
寮入寮案内がありますので，そこからプリントアウトしてください。
　１）提出書類
　　①入寮願（本学所定用紙）
　　②�身上調書（本学所定用紙）
　　③�学資負担者の所得証明書等
　　④�返信用封筒（長形₃号〈23.5㎝×12.0㎝〉に372円分の切手を貼り，「速達」と

朱書し，あて先・郵便番号を明記したもの）
　₂）申請締切
　　前期日程合格者　…………………　₃月14日（月）必着
　　後期日程合格者　…………………　₃月25日（金）必着
　₃）入寮可否の通知予定日
　　前期日程合格者　…………………　₃月17日（木）頃
　　後期日程合格者　…………………　₃月28日（月）頃

あいレジデンス（医学部学生のみ）

　【問合せ先】　愛媛大学医学部学務課（TEL�089－960－5177）
　　　　　　　　　　〒791－0295　東温市志津川
　医学部学生宿舎に入居を希望する者は，次ページの書類を一括して，医学部学務課
に持参又は送付してください。
　なお，「入居申請書・家庭状況調書」については，愛媛大学ホームページ（http://
www.ehime-u.ac.jp/）「大学生活」→「生活ガイド」→「学生宿舎・学生寮の紹介」
に医学部学生宿舎入居募集要項と医学部学生宿舎入居申請書がありますので，そこか

13
住　居
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14
通　学

13
住　居

らプリントアウトしてください。
　　　　　　　　　　入居対象者　医学部生
　１）提出書類
　　①入居申請書・家庭状況調書（本学所定用紙）
　　②�家庭の所得を証明する書類
　　・就学者を除く家族全員の市町村発行の平成27年度所得証明書
　　・障がい者又は長期療養者・災害等に該当する場合の証明書（写）
　　・その他大学が必要と認めた書類
　　③�返信用封筒（角形₂号〈33.2㎝×24.0㎝〉に420円分の切手を貼り，「速達」と

朱書し，あて先・郵便番号を明記したもの）
　₂）申請締切
　　前期日程合格者　…………………　₃月10日（木）必着
　　後期日程合格者　…………………　₃月23日（水）必着
　₃）入居可否の決定日
　　前期日程合格者　…………………　₃月17日（木）頃
　　後期日程合格者　…………………　₃月28日（月）頃

マンション・アパート・下宿等の紹介13−２

　愛媛大学生活協同組合が，新入生を対象に新入生総合サポート会場（場所：大学会
館）を設け，マンション・アパート・下宿などの斡旋を行っています。希望者は，本
人が直接来場して申し込んでください。
【開催期間と受付時間】
　₃月₇日（月）〜₃月31日（木）　10：00〜16：00（受付）
　　※土・日・祝日も開催
　　※₃月12日（土）は後期日程入試のため13：00から受付開始
　　※₃月13日（日）は₈：30から受付開始
　　※なお，上記期間以外も引き続き取り扱っています。
　　　�また，医学部にご入学の方のために，医学部キャンパス内でも，期間限定で，

住まいの紹介会場を設けます。詳しくは，下記ホームページでご確認ください。
【問合せ・資料請求先】
　愛媛大学生活協同組合（代表�TEL�089－924－2503　フリーダイヤル�0120－522－503）
　　※�また，愛媛大学生活協同組合のホームページ（http://www.

ehimedas.com/），住まい紹介サイト（http://vsign.jp/ehime）
でも，物件の情報が確認できます。

　14　通　　　学

⑴�　自動車については，特別な理由により許可された者（例えば身体に障がいのある
者，夜間主コース学生で許可された者）を除き，城北キャンパス構内への乗り入れ
を禁止しています。

⑵�　単車・自転車は，所定の駐輪場へ必ず駐輪願います。なお，単車通学は大学から
住居までの距離が，半径2.5㎞以上の者の申請により許可されます。

（注�）大学周辺における路上駐輪・駐車は，一般歩行者及び近隣住民の迷惑になるので，
厳禁です。

13 −２
マンション・
アパート・下
宿等の紹介
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　15　サークルの勧誘

　大学が勧誘活動を認めたサークルは，「学生生活支援課許可」印のあるリボンを着用し
ています。それ以外は，勧誘活動を許可していない団体ですので，十分注意してください。

　16　相　談　窓　口

学生生活の相談窓口16−１

　入学後はもちろん，入学前（入学手続後）に生じた心身の不調，人間関係や自分の
性格に関する悩み，履修方法・成績・進路・就職・課外活動などに関するさまざまな
疑問・悩みについて，次の窓口で相談に応じています。プライバシーは保護され，秘
密は厳守されますので，気軽に相談してください。

相談窓口
電　話　番　号
F A X番　号

E-mail ／ホームページアドレス

時　　　間
土・日・祝日（を除きます。） 相談内容

担　　当
案内図（26ペ
ージ参照）

学 生 何 で も
相 談 窓 口

TEL：089－927－9099
FAX：089－927－9171
nandemo@stu.ehime-u.ac.jp

₈：30〜17：00 学 生 生 活
全　　　般 学生生活支援課

⑪

総 合 健 康
セ ン タ ー

TEL：089－927－9193
FAX：089－927－9196
http :// info .ehime-u .ac . jp/
kenko/
s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp

受付
₈：30〜16：30

“こころ”と
“からだ”の
健康問題全般

総合健康
センター

⑩

総合健康セン
ター重信分室

TEL：089－960－5478
kokoro@m.ehime-u.ac.jp ₉：30〜16：00

“こころ”と
“からだ”の
健康問題全般

総合健康セン
ター重信分室

人 権 問 題
相 談 窓 口

TEL：089－927－9036
sodan2@stu.ehime-u.ac.jp ₈：30〜17：00 ハラスメント等人権問題全般

ハラスメント防
止対策室 ⑨

学 生 支 援
セ ン タ ー

TEL：089－927－8970
FAX：089－927－9171
sodan2@stu.ehime-u.ac.jp

₈：30〜17：00 学 生 生 活
全　　　般 学生支援センター

　　　　　　　⑪

就 職 支 援 課
TEL：089－927－9164
FAX：089－927－9181
ehimejob@stu.ehime-u.ac.jp

₈：30〜17：00 進路・就職
全　　　般 就職支援課

⑧
ピアサポートデスク
学生による　（学生相談窓口）

TEL：089－927－8920
scv.ehime@gmail.com

新入生歓迎週間中
10：00〜17：00

履 修 方 法
学生生活全般

生協ショップ前
または　　�⑳
ピア＠カフェ　⑥

愛媛大学ホーム
ページWebなん
でも相談窓口

http://info.ehime-u.ac.jp/
ewise/soudan/default.asp
（学内のみアクセス可）

随　　　時 学 生 生 活
全　　　般 教育学生支援部

※E-mailやホームページからの相談は，24時間いつでも受付いたします。

16
相談窓口

16 −１
学生生活の
相談窓口

15
サークルの
勧誘
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16 −２
障がい学生・
特別な配慮が
必要な学生の
相談窓口

17
個人情報の
取扱い

障がい学生・特別な配慮が必要な学生の相談窓口16−２

　バリアフリー推進室では，「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に
則り，大学生活で支援を必要としている障がい学生，特別な配慮が必要な学生の支援
を行っています。支援については面談を行い，一緒に考えていきますので，お気軽に
バリアフリー推進室までお問い合わせください。
　身体障害者手帳等をお持ちの方は，支援が必要でない場合も，バリアフリー推進室
までご連絡をお願いします。
　なお，身体障害者手帳等を未取得の方でも支援を受けることが可能な場合もありま
す。事前にお問い合わせください。

相談内容 相談窓口
時　　　間
土・日・祝日（を除きます。）

TEL/FAX
E-mail
WebPage

大学生活で必要な
支援に関する相談

キャンパス
バリアフリー推進室
共通教育棟
北別館１階

₈：30〜17：15
TEL/FAX：089－927－8114
E-mail:bfree@stu.ehime-u.ac.jp
http://info.ehime-u.ac. jp/
bfree/

　17　個人情報の取扱い

　本学では，提出された入学関係書類等に記載された氏名，住所等の個人情報は，本学
における入学手続きの事務処理，入学関係書類等に不備があった場合の連絡，入学後の
教務関係（学籍，修学指導等），学生支援関係（健康管理，奨学金申請等），学生・保護
者への連絡，授業料等に関する業務及び統計・調査・研究（入試・教務に関する調査・
分析）を行う目的をもって利用し，本学が，「国立大学法人愛媛大学個人情報保護に関す
る基本方針（プライバシーポリシー）」に基づき，適切に管理します。
　なお，愛媛大学校友会入会の方については，校友会活動にかかわる情報等をお知らせ
するために，提出された氏名，住所及び大学が付与したメールアドレス等の個人情報を，
校友会に提供することを御了承願います。
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��城北キャンパス（法文学部，教育学部，社会共創学部，理学部，工学部）へ
　JR松山駅から
　伊予鉄道市内電車� ①番環状線　JR松山駅前から古町回り松山市駅行き乗車約15分
� 赤十字病院前下車　北へ徒歩約₃分
　伊予鉄道松山市駅から
　伊予鉄道市内電車� ②番環状線　松山市駅から大街道回り　乗車約13分　赤十字病院前下車　北へ徒歩約₃分
　
��重信キャンパス（医学部）へ
　JR松山駅から
　伊予鉄道郊外電車� 大手町駅（JR松山駅から東へ徒歩約₅分）から横河原行き　乗車約34分
� 愛大医学部南口駅下車　北へ徒歩約10分
　伊予鉄道松山市駅から
　伊予鉄道郊外電車� 松山市駅から横河原行き　乗車約28分　愛大医学部南口駅下車　北へ徒歩約10分
　伊予鉄道バス� 松山市駅から川内方面行き　乗車約40分
� 愛大医学部前又は愛大病院前下車　徒歩約10分
　松山観光港から
　伊予鉄道郊外電車� �高浜駅（松山観光港から連絡バス乗車約₂分）から横河原行き　乗車約50分　
� 愛大医学部南口駅下車　北へ徒歩約10分

��樽味キャンパス（農学部）へ
　JR松山駅から
　伊予鉄道バス� ⑧番線 JR松山駅前から道後温泉駅前行き　乗車約23分　愛大農学部前下車
　伊予鉄道松山市駅から
　伊予鉄道バス� ⑧番線松山市駅から道後温泉駅前行き　乗車約15分　愛大農学部前下車

��重信キャンパスから城北キャンパスへ
　伊予鉄道郊外電車　愛大医学部南口駅から高浜行き　乗車約28分　松山市駅下車
　伊予鉄道バス� 愛大医学部前又は愛大病院前から松山市駅行き　乗車約40分　松山市駅下車
　　（伊予鉄道市内電車へ乗り継ぎ）
　伊予鉄道市内電車　②番環状線　松山市駅から大街道回り　乗車約13分　赤十字病院前下車

��樽味キャンパスから城北キャンパスへ
　伊予鉄道バス� �⑧番線愛大農学部前から道後温泉駅前行き　乗車約10分　
� 道後温泉駅前下車（伊予鉄道市内電車へ乗り継ぎ）
　伊予鉄道市内電車　③・⑤・⑥番線　道後温泉から　乗車約₅分　上一万下車　北西方面へ徒歩約₅分

※ダイヤ改正等が実施されることがありますので，最新の情報については伊予鉄道㈱のホームページ
　（http://www.iyotetsu.co.jp/）で確認してください。

��各種交通機関ホームページ
　◦JR四国� http://www.jr-shikoku.co.jp/
　◦伊予鉄道� http://www.iyotetsu.co.jp/
　◦松山観光港� http://www.kankoko.com/
　◦松山空港� http://www.matsuyama-airport.co.jp/

　キャンパスへのアクセス
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　入学辞退届の作成例（入学手続前）

　入学辞退願の作成例（入学手続後）

入　学　辞　退　届
平�成��　年��　月��　日

愛媛大学長　　殿

　　　　　　　　　試験日程（前・後）
　　　　　　　　　　（該当するものを○で囲んでください。）
　　　　　　　　　大学受験番号：
　　　　　　　　　○○学部○○学科・課程又は受験コース（昼・夜）
　　　　　　　　　合格者氏名
　　　　　　　　　保護者氏名

下記の理由により，貴大学への入学を辞退します。

記

辞退理由：

入　学　辞　退　願
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平�成��　年��　月��　日

愛媛大学長　　殿

　　　　　　　　　試験日程（前・後）
　　　　　　　　　　（該当するものを○で囲んでください。）
　　　　　　　　　大学受験番号：
　　　　　　　　　○○学部○○学科・課程又は受験コース（昼・夜）
　　　　　　　　　合格者氏名　　　　�　印
　　　　　　　　　保護者氏名　　　　�　印

　下記の理由により，貴大学への入学を辞退したいので，許可くださ
るようお願いします。

記

辞退理由：

「辞退理由」の記入例
　◦他の大学等に入学するため。
　　�（他の大学に入学する場合は，大学名，

学部名，学科名等を記載してください。
なお，専門学校等についても同様に記載
してください。）

　◦受験勉強をするため。
　◦就職（家事従事を含む。）するため等。

「辞退理由」の記入例
　◦他の大学等に入学するため。
　　�（他の大学に入学する場合は，大学名，

学部名，学科名等を記載してください。
なお，専門学校等についても同様に記載
してください。）

　◦受験勉強をするため。
　◦就職（家事従事を含む。）するため等。
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　問合せ先一覧

頁 問合せの内容 窓　　口 電　　話 E-mail 案内図
（P26）

2 入学手続に関すること
各学部・教育支援課 下記参照 下記参照 下記参照
入試課 089－927－9173 nyushika@stu.ehime-u.ac.jp ⑬

3 入学料・授業料納付に関すること 財務部財務企画課 089－927－9074，9077 suitou@stu.ehime-u.ac.jp ⑨
5 校友会費に関すること 愛媛大学校友会事務局 089－927－8610 office@koyu.ehime-u.jp �
5 学生教育研究災害傷害保険に関すること

学生生活支援課 089－927－9168 syougaku@stu.ehime-u.ac.jp ⑪
5 学研災付帯賠償責任保険に関すること（医学部以外）

6 健康診断に関すること 総合健康センター 089－927－9193 s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp ⑩

7 履修指導 各学部・教育支援課・教
育センター事務課 下記参照 下記参照 下記参照

8 数学力テスト 教育センター事務課共通
教育チーム 089－927－8910 shokyotu@stu.ehime-u.ac.jp ⑪

8 入学式に関すること 各学部・教育支援課 下記参照 下記参照 下記参照
10 入学料の免除に関すること

学生生活支援課 089－927－9169 menjo@stu.ehime-u.ac.jp ⑪
11 入学料の徴収猶予に関すること
11 授業料の免除に関すること
13 授業料の徴収猶予に関すること
14 奨学制度に関すること 学生生活支援課 089－927－9168 syougaku@stu.ehime-u.ac.jp ⑪
15 海外派遣制度支援事業に関すること 国際連携課 089－927－9157 kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp ⑯
16 既修得単位の認定に関すること 各学部・教育支援課 下記参照 下記参照 下記参照

16 外部試験による共通教育科目「英語」の単位認定 英語教育センター事務室 089－927－8340 eec@stu.ehime-u.ac.jp ⑮

17 在学証明書・通学証明書に関すること 各学部・教育支援課 下記参照 下記参照 下記参照
17 御幸学生宿舎に関すること 学生生活支援課 089－927－9099 gksoudan@stu.ehime-u.ac.jp ⑪
18 拓翠寮に関すること（農学部男子学生のみ） 農学部 089－946－9806 agrgakumu@stu.ehime-u.ac.jp 下記参照
18 あいレジデンスに関すること（医学部生のみ）医学部 089－960－5177 mgakumu@stu.ehime-u.ac.jp 下記参照

19 マンション・アパート・下宿等の紹介に関すること 愛媛大学生活協同組合 0120－522－503 sumai@ehimedas.com ⑦

19 通学に関すること 各学部・教育支援課 下記参照 下記参照 下記参照
20 サークルの勧誘に関すること 学生生活支援課 089－927－9156 kagai@stu.ehime-u.ac.jp ⑪

20 学生生活の相談
学生生活支援課 089－927－9099 nandemo@stu.ehime-u.ac.jp ⑪
総合健康センター 089－927－9193 s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp ⑩

21 障がい・配慮が必要な学生の相談 キャンパスバリアフリー推進室 089－927－8114 bfree@stu.ehime-u.ac.jp �
－ 進路・就職に関すること 就職支援課 089－927－9164 ehimejob@stu.ehime-u.ac.jp ⑧
－ 留学生に関すること 国際連携課 089－927－9157 kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp ⑯

各学部・教育支援課・教育センター事務課の連絡先
学　部　等 担　当　部　署 電　　　話 E-mail 案内図
法 文 学 部

教育支援課

法文学部チーム 089－927－9220 llgakumu@stu.ehime-u.ac.jp

P26　⑪

教 育 学 部 教育学部チーム 089－927－9377 edgakumu@stu.ehime-u.ac.jp
社会共創学部 社会共創学部チーム 089－927－9019 crisoumu@stu.ehime-u.ac.jp
理 学 部 理学部チーム 089－927－9546 scigakumu@stu.ehime-u.ac.jp
工 学 部 工学部チーム 089－927－9697 kougakumu@stu.ehime-u.ac.jp
�（共通教育） 教育センター

事務課
共通教育チーム 089－927－8910 shokyotu@stu.ehime-u.ac.jp

�（英語教育） 英語教育チーム 089－927－8340 eec@stu.ehime-u.ac.jp P26　⑮
医 学 部 医学部学務課教務チーム 089－960－5175 mgakumu@stu.ehime-u.ac.jp P₉　5
農 学 部 農学部事務課学務チーム 089－946－9806 agrgakumu@stu.ehime-u.ac.jp P₉　4

愛媛大学ホームページもご覧ください。URL　http://www.ehime-u.ac.jp
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　新入生歓迎週間

【●必ず参加，○生協主催行事】

月日（曜） 履修等関係日程 参加 対象学生 集合時刻 開催時刻等 場　　所

₃月30日 ㈬ ・愛大生だよ！全員集合 ○ 法文学部（昼間主）・法文学部（夜間主） 08：30 09：00〜12：00 第₃体育館・愛大生だよ！全員集合 ○ 教育学部・社会共創学部 13：30 14：00〜17：00

₃月31日 ㈭ ・愛大生だよ！全員集合 ○ 工学部（機械・電電・環建） 08：30 09：00〜12：00 第₃体育館・愛大生だよ！全員集合 ○ 工学部（能材・応化・情報） 13：30 14：00〜17：00

₄月１日� ㈮ ・愛大生だよ！全員集合 ○ 理学部・SSC（スーパーサイエンス特別コース） 08：30 09：00〜12：00 第₃体育館・愛大生だよ！全員集合 ○ 医学部・農学部 13：30 14：00〜17：00

₄月₂日 ㈯

・共通教育，専門教育履修指導
・数学力テスト
　（工学部・農学部）

● 教育学部

08：40

08：50〜11：30 グリーンホール
● 工学部（機械・電電）

08：50〜
共通講義棟A35番

● 工学部（能材・情報） 共通講義棟A24番
● 工学部（環建・応化） 共通講義棟A11番
● 農学部 08：50〜 共通講義棟A21番

・教育学部専門教育ガイダンス ● 教育学部 12：50 13：00〜14：30 教育学部大講義室
・農学部専門教育履修指導 ● 農学部 13：20 13：30〜 農学部大講義室

・クラスオリエンテーション
・生協，教科書ガイダンス

○ 工学部 13：00 13：10〜14：30 機械＝共講A35番，電電＝共講A41番，能材＝共講A31番
情報＝共講A24番，環建＝共講A11番，応化＝共講A45番

○ 農学部 専門履修指導に続き開催 農学部大講義室
・保護者対象の企画 保護者 12：45 13：00〜16：00 南加記念ホール
・医学部サークル紹介 医学部 16：00 16：30〜19：00 大学会館₃階305号

₄月₃日 ㈰

・共通教育，専門教育履修指導
・�数学力テスト（教育学部・
理学部・SSC）

　�（※教育学部については，
₈ページを参照）

● 法文学部�（昼間主） 08：40 08：50〜12：00 グリーンホール
● 社会共創学部 08：40 08：50〜12：00 共通講義棟A35番
● 理学部 08：30 08：40〜14：55 共通講義棟A11番
● SSC 08：50 09：00〜12：00 SSC 学生研究室
● 医学部 08：40 08：50〜 共通講義棟A24番
● 法文学部（夜間主） 17：50 18：00〜20：10 法文学部大講義室

・履修ステーション ○ 対象学部等については，共通教育履修
指導の際にお知らせします。 08：30〜19：30 大学会館₃階305号

・クラスオリエンテーション
・生協，教科書ガイダンス

○ 医学部 10：10 10：20〜11：40 共通講義棟Ａ24番
○ 法文学部（昼間主） 13：00 13：10〜14：30 グリーンホール
○ 社会共創学部 13：00 13：10〜14：30 共通講義棟Ａ35番

・生協，教科書ガイダンス ○ SSC 共通履修指導の中で開催 SSC 学生研究室
○ 法文学部（夜間主） 履修指導に続き開催 法文学部大講義室

₄月₄日 ㈪

・健康診断
● 法文学部・社会共創学部・理学部・医学

部・SSCの男子 08：50〜10：30
第１体育館

● 法文学部・社会共創学部・理学部・医学
部・SSCの女子 13：00〜15：00

・履修登録

● 教育学部・工学部（能材） 08：40 09：00〜10：30
総合情報メディアセンター● 工学部（機械・電電・情報／第１グループ） 10：40 11：00〜12：30

● 工学部（環建・応化・情報／第２グループ） 13：10 13：30〜15：00
● 農学部 08：50 09：00〜 農学部

・履修ステーション ○ 対象学部等については，共通教育履修
指導の際にお知らせします。 08：30〜19：30 大学会館₃階305号

・クラスオリエンテーション
・生協，教科書ガイダンス ○ 教育学部 10：50 11：00〜12：20 共通講義棟Ａ11番

・サークル紹介 全学生 09：30 10：00〜14：00 第₃体育館
・�日本学生支援機構奨学金予
約採用候補者説明会 ● 主に教育学部，理学部，SSC，工学部の予約

採用候補者（上記の学部以外の学生も出席可）
14：50 15：00〜15：30 南加記念ホール

（どちらか１回の出席で可）15：50 16：00〜16：30

₄月₅日 ㈫

・健康診断 ● 教育学部・工学部・農学部の男子 08：50〜10：30 第１体育館● 教育学部・工学部・農学部の女子 13：00〜15：00

・履修登録

● 法文学部（昼間主／第₁グループ） 08：40 09：00〜10：30

総合情報メディアセンター● 法文学部（昼間主／第₂グループ）・社
会共創学部・SSC 10：40 11：00〜12：30

● 理学部 13：10 13：30〜15：00
● 法文学部（夜間主等） 17：40 18：00〜19：30
● 医学部医学科 08：40 09：00〜10：30 医学部（組織実習室）● 医学部看護学科 医学部（情報科学実習室）

・履修ステーション ○ 対象学部等については，共通教育履修
指導の際にお知らせします。 08：30〜12：00 大学会館₃階305号

・クラスオリエンテーション
・生協，教科書ガイダンス ○ 理学部 09：50 10：00〜11：20 共通講義棟Ａ11番

・サークル紹介 全学生 09：30 10：00〜14：00 第₃体育館
・�日本学生支援機構奨学金予
約採用候補者説明会 ● 主に法文学部，社会共創学部，医学部，農学部の

予約採用候補者（上記の学部以外の学生も出席可）
14：50 15：00〜15：30 南加記念ホール

（どちらか１回の出席で可）15：50 16：00〜16：30

₄月₆日 ㈬

・入学式
・新入生歓迎プログラム ● 全学生 09：30 10：00〜11：30 ひめぎんホール

・一般ガイダンス ● 教育学部 13：50 14：00〜 教育学部大講義室
・ガイダンス ● 農学部 13：50 14：00〜 農学部大講義室
・御幸学生宿舎入居式 ● 御幸学生宿舎入居学生 16：00 16：30〜 南加記念ホール
・�共通教育科目／抽選・教室調整 【履修登録不可】

₄月₇日 ㈭
・学生生活オリエンテーション ● 全学生 08：50 09：00〜12：00 ひめぎんホール
・ビジョンナビセミナー ○ 全学生 13：20 13：30〜16：30 大学会館₃階305号
・履修登録確認・修正（〜 16日） ● 全学生

₄月₈日 ㈮

・学生生活担当教員との面談 ● 教育学部（小学校サブコースのみ） 10：20 10：30〜11：30 場所は専門教育履修指導の際にお知らせ
します。● 教育学部（上記以外の者） 13：20 13：30〜14：30

・学科別ガイダンス ● 工学部 08：50 09：00〜 工学部講義室
・ガイダンス ● 医学部 08：40 09：00〜12：00 医学部（記念講堂）
・学生生活担当教員との面談 ● 農学部 10：20 10：30〜11：30

₄月₉日 ㈯ ・授業開始
「愛大生だよ！全員集合」，「サークル紹介」，「保護者対象の企画」，「ビジョンナビセミナー」，「履修ステーション」については，愛媛大学生活協同組合と協力して
開催いたします。詳細については，生協の広報物も参考にして参加してください。愛媛大学生協連絡先：089－924－2503
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①第₁体育館　②第₃体育館　③教育学部大講義室　④グリーンホール　⑤共通講義棟Ａ（旧共通教育講義棟）　
⑥ピア＠カフェ　⑦大学会館　⑧就職支援課　⑨財務企画課（2F）　⑩総合健康センター（1F）　
⑪学生サービスステーション（学生生活支援課・教育支援課・教育センター事務課）
⑫奨学金，入学金・授業料免除，総合健康センター関係掲示板　⑬入試課（2F）　⑭教育支援課掲示板　
⑮英語教育センター事務室（2F）　⑯国際連携課（2F）　⑰共通講義棟Ｂ（旧法文学部講義棟）　
⑱共通講義棟Ｃ（旧工学部講義棟）　⑲総合情報メディアセンター　⑳生協ショップ前　㉑ SSC学生研究室（3F）　
㉒校友会事務局　㉓南加記念ホール　㉔キャンパスバリアフリー推進室（1F）

理学部本館

財務企画課

市立東中学校

就職支援課掲示板

市立東雲小学校 学生サービスステーション（1F）

（図書館2～4F）
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　学内案内図




