
愛 媛 大 学 位 置 図 法文学部,教育学部,
社会共創学部,工学部
理学部
農学部
医学部

お申込みはWEBにて 7.22［Fri］締切 https://www.ehime-u.ac.jp/ ※申込み受付は７月1日（金）開始予定です。

OPEN
 CAMPUS
2016 2016.

8.8Mon/8.9Tue

メディア
センター 愛大ショップえみか

■松山観光港からJR松山駅
［伊予鉄バス］松山観光港リムジンバス 松山観光港から
（松山市駅経由）道後温泉駅前行き 乗車約20分 JR松山駅前下車

■JR松山駅から
［伊予鉄バス］市内8番線（東野線）JR松山駅前から道後温泉駅前行き 乗車約21分 愛大農学部前下車

■松山市駅から
［伊予鉄バス］市内8番線（東野線）松山市駅前から道後温泉駅前行き 乗車約15分 愛大農学部前下車

■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10分

■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3分

［伊予鉄バス］東西線 JR松山駅前から乗車約13分 愛媛大学前下車

■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3分

［伊予鉄道市内電車］①番環状線 松山市駅からJR松山駅前回り 乗車約22分
　　　　　　　　　赤十字病院前下車 北へ徒歩3分

■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10分
［伊予鉄郊外バス］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10分

■松山観光港から
［伊予鉄バス］高浜駅前行き 乗車約2分 高浜駅前乗り換え
［伊予鉄道郊外電車］高浜駅から横河原行き 乗車約50分 愛大医学部南口駅下車 北へ徒歩10分

■松山観光港から松山市駅
［伊予鉄バス］松山観光港リムジンバス 松山観光港から
（松山市駅経由）道後温泉駅前行き 乗車約26分 松山市駅下車

■松山空港からJR松山駅
［伊予鉄バス］空港リムジンバス 松山空港から（JR松山駅前経由）
道後温泉駅又は松山市駅行き 乗車約15分 JR松山駅前下車

■松山空港から松山市駅
［伊予鉄バス］空港リムジンバス 松山空港から（JR松山駅前経由）
道後温泉駅又は松山市駅行き 乗車約23分 松山市駅下車

※キャンパス内に駐車場はありませんので,
　公共交通機関をご利用ください。

城北キャンパス

松山観光港,松山空港をご利用の
方は,JR松山駅前又は松山市駅で
乗り換えてください。

保護者向け企画会場
（南加記念ホール ）

□就職支援紹介コーナー
　就職支援課

法文学部受付場所：
グリーンホール前

受付場所：大講義室
農学部

障がい学生相談コーナー
教育学部4号館1F
キャンパスバリアフリー推進室

昆虫展・水生生物展
（愛媛大学ミュージアム）

キャンパスツアー（正門）

工学部集合場所：
工学部4号館または，共通講義棟C

教育学部受付場所：
教育学部大講義室前

理学部受付場所：
理学部講義棟1F入口

□入試相談コーナー
□リスニング機器試聴コーナー
□学生生活相談コーナー
□留学相談コーナー
　校友会館（1F）

スーパーサイエンス
特別コース受付場所：
総合研究棟1  4F会議室

社会共創学部
受付場所：共通講義棟A1F入口

樽味キャンパス 農学部

重信キャンパス 医学部

愛媛大学
マスコットキャラクター「えみか」

愛媛県
イメージアップキャラクター

「みきゃん」

愛 媛 大 学 案 内 図

お申込みはWEBにて
https://www.ehime-u.ac.jp/

［ お問い合わせ先 ］ 教育学生支援部入試課
TEL  089-927-9173,8106

7/22（金）
締切

申込み受付は
7月1日（金）
開始予定

です。

受付場所：基礎第3講義室

受付場所：記念講堂
医学部医学科

□工学部紹介コーナー
□理系女子相談コーナー
　愛大ミューズ（1F）

オープンキャンパス
資料配布（正門周辺）
※各学部の資料は各学部の受付
にて配布しております。

医学部看護学科

環境に配慮した植物油
インクを使用しています。

Faculty of Law and Letters, Faculty of Education,
Faculty of Collaborative Regional Innovation,
Faculty of Science, School of Medicine, Faculty of Engineering,
Faculty of Agriculture, Super Science Courses

EHIME UNIV.

愛媛大学ミュージアム
『昆虫展・水生生物展』

進化した愛媛大学
進化する未来

社会共創学部

同 時 開 催

木屋町

山越交差点



展示というメディアを用いて
愛媛大学の学術研究成果を
公開・発信し,大学の学術研究
活動に興味・関心をもっていた
だくための大学博物館です。
ご自由に見学してください。

愛媛大学ミュージアム

1,234台のパソコンを備え，
授業や学生の自習に活用して
います。1階会議ゼミ室や2階
第1演習室を開放しますので，
ご自由に見学してください。

総合情報メディアセンター

図書館は，600席を超える閲覧席と約
100万冊の蔵書,約14,000種類の雑誌
を有し,閲覧・貸出のほか,文献複写や情報
リテラシー教育支援サービスを行って
います。大学の教育と研究を支える図書
館をご自由に見学してください。

図　書　館

学部以外の

学内施設（以下の施設は自由に見学できます。）

学生生活相談コーナー

学生生活支援課職員が,学生
生活についての質問に答えます。
サークル,奨学金や学生宿舎に
ついての質問もお受けします。
気軽にお立ち寄りください。

入試相談コーナー

入試制度(入試の種類・実施時期・
出願等)についての質問に,アドミッ
ションセンター員が対応します。大
学入試センター試験のリスニング機
器の試聴もできます。

留学相談コーナー

本学では,学生の海外研修・留学
を積極的に支援しています。また,
学内でも留学生と交流する機会
を提供しています。興味のある方は,
お気軽にお立ち寄りください。

障がい学生相談コーナー

障がいのある方で本学への進学
を希望される方を対象に,入試から
入学後の修学についての質問や
相談をお受けします。また,現役の
障がい学生とお話もできますので
お気軽にお越しください。

就職支援紹介コーナー

卒業生の就職先は多方面にわ
たっています。就職支援課では,
学生一人一人が充実した社会人
生活を送ることができるように,
さまざまなキャリア支援や就職
支援を行っています。

理系女子相談コーナー

集まれ未来の理系女子！！ 理系
分野で活躍する先輩たちと話
してみませんか。女子中高生の
皆さんの理系進学を応援する
活動を紹介しています。

大学生活,勉強,不安に思っている
コト等相談に乗ります！
※8月9日（火）のみ農学部正門付近でも
　実施します。
～愛媛大学生協 学生委員会～

キャンパスツアー

ボランティアの学生が城北キャ
ンパスをご案内します。どなた
でも参加できます。

構内で活動しているサークル
を自由に見学できます。先輩に
話を聞く絶好のチャンス！
※詳細は,当日配布する資料をご確認
　ください。

気軽に
来てね！

（正門から随時出発） （生協食堂西側テント）

学生主催のイベント
（体育館等）

校友会館（1F） 

就職支援課
教育学部4号館（1F）
キャンパスバリアフリー推進室

愛大ミューズ（1F）
アクティブラーニングスペース

入試相談コーナー 過去問等資料コーナー

オープンキャンパス内容

ふれあいコーナー サークル活動紹介

教育学部4号館1Fに，障がい学生相談コーナーを設けています。また，愛
媛大学で行っている講義支援（ノートテイク,ガイドヘルプ等）も体験
できますので，ご希望の方は，事前に下記までご連絡ください。

［ 教育学生支援部入試課 ］ TEL 089-927-9173,8106  FAX 089-927-9180
Mail: nyushika@stu.ehime-u.ac.jp

https://www.ehime-u.ac.jp/

志望学部・学科が
決まっている人は

志望学部・学科が
決まっていない人は

午前中のプログラムに
間に合わない人は

とりあえず,愛媛大学に
ついて知りたい人は

学生宿舎について
知りたい人は

中・高校生のご家族の皆様
地域の皆様へ

障がいのある方へ

高等学校・中等教育学校等の
教員の皆様へ

オープンキャンパスの情報は,下記のホームページでも紹介しています。
Let’s

Access!

まずはココをCHECK!！
□愛媛大学にはキャンパスが3つあります。
□実施日時は学部によって異なります。
□事前に参加申込みが必要なプログラムと,
　当日自由に参加できるプログラムがあります。
□内容によっては,参加者数や学年に制限があります。

裏表紙の案内図で
CHECK !!

　　　 の一覧表で
CHECK !!
P4,6

　　　 の一覧表で
CHECK !!
P4,6

　　　 の一覧表で　　　　で示されているプログラムにぜひ参加して
ください。いくつもの学部・学科等のプログラムに参加できます。申込みは
必要ありません。当日は正門付近で「案内マップ」等を受け取ってください。

（城北キャンパスのみ）
進学するか就職するか決めていない人や,文系・理系を決めていない人
にもお勧めです。

P4,6

午後に開催するプログラムもたくさんあるので,昼からでも大丈夫です。 
　　　の一覧表で　　　　で示されているプログラムは短時間でも参加
できます。  　　　  で示されているものは事前に申し込んでください。

（申込みはwebにて）当日は正門付近で「案内マップ」等を受け取ってください。
（城北キャンパスのみ）

P4,6

城北キャンパスでは各学部（理学部・医学部・農学部を除く。）の展示コー
ナーを設けています。　　　  の一覧表で　　　　で示されている時間帯
はいつでも立ち寄ることができます。学生ガイドがキャンパスを案内する

「キャンパスツアー」もあります。（正門近くの案内テントでおたずねください。）
当日は正門付近で「案内マップ」等を受け取ってください。（城北キャンパスのみ）

P4,6

当日,御幸学生宿舎において,見学会を開催します。 　　　  の一覧表で　　　　
で示されているプログラムにぜひ参加してください。
希望者は開始10分前に現地集合。（松山市御幸2丁目3番15号，裏表紙の地図
参照）駐車スペースが無いため,移動は市内電車等をご利用ください。また,
オープンキャンパス当日以外でも随時見学できます。希望者は御幸学生宿舎
管理人（Tel:089-924-7323 平日8:30-18:30，土曜10:30-17:00）に
お問い合わせください。

P4,6

　　　  の一覧表で　　　　で示されているプログラムとキャンパスツアー
は中・高校生のご家族の皆様,地域の皆様にも開放しています。また,
保護者の方を対象とした企画も同時開催します。（詳細　　   参照）

P4,6

P4

  　　  の一覧表で　　　　で示したプログラムは,学校単位で参加される
場合に限り,参加者の概数を事前にお知らせください。
P4,6

　　　 の一覧表で　　　　で示されているプログラムへの参加がお勧め
です。事前に参加申込みを行ってください。学部によっては学科,コース,実験の
テーマも事前に選びます。（申込みはwebにて）

P4,6
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8月8日［月］ 城北キャンパス法文学部

昼食・休憩
（事前申込者には大学で用意します。＊高校生のみ）

11:30

研究室・資料室巡り,在学生と語る13:30

場　所受付10:00 グリーンホール前

10:30 ガイダンス，質疑応答
場　所 グリーンホール,共通講義棟A 講24,35

場　所
プログラムの説明，模擬授業12:30

グリーンホール，共通講義棟A 講24,35,45
参加希望に従って,20分程度の模擬授業を2回,
途中でクラスを入れ替えて,受講します。

8月8日［月］・9日［火］の両日実施

午前の部 午後の部

11:00-12:00 14:10-15:10学部説明会等 学部説明会等

場　所 共通講義棟Ｂ CRI-1講義室

上記のプログラムとは別に，学部説明会等を両日開催します。
（どなたでも申込みなしで参加できます。）

スーパー
サイエンス
特別コース

個別
相談

在学生
との
懇談

（希望者）

SSC
説明会

コース別説明会,
施設見学 1回目
●環  境  科  学
●地球惑星科学
●生命科学工学

コース別説明会,
施設見学 2回目
●環  境  科  学
●地球惑星科学
●生命科学工学

※内容は,2日とも同じです。
　都合の良い日にご参加ください。

場　所

住まいの情報・教科書代・生活費やアルバイトなど,大学
生活の実状についてお話しします。また,質問の時間も
設けておりますので，何でもお尋ねください。

〈 保護者向け企画に関するお問い合わせ 〉

保護者向け大学生活説明会
現役学生と大学生協による学生生活報告！

保護者向け企画 入場無料 南加記念ホール
 （城北キャンパス・正門入って右手）同 時 開 催

◎10：30～11：30
時間

8/8（月）,9（火）

愛媛大学生協
TEL 089-924-2503
※平日10：00～17：00

事前に申込みが必要です。お申込みはWEBにて。
7.22［Fri］締切  https://www.ehime-u.ac.jp/

事前申込みは不要です。
いつでも自由に参加できます。

スーパーサイエンス
特別コース

＊2日間実施しますが,内容は同じです。どちらか都合のよい方に
　参加してください。

8月8日［月］・9日［火］
城北キャンパス

以下の3つのコースに分かれて実施します。

場　所

コース別説明会,施設見学（1回目）
コース別説明会,施設見学（2回目）

個別相談,在学生との懇談（希望者）

受付12:00

12:30

13:20

15:20

スーパーサイエンス特別コース説明会
～各コースの特長と入試～

総合研究棟1 4階会議室

（9日は
13:00）

（9日は
15:00）

15:50
（9日は
15:30）

教育学部 【教育学部101，102講義室，2号館ロビー】何でも相談コーナー（学部説明・分野紹介）（展示・相談）

【教育学部本館（3F調理室）】ミニ体験 「泡立てただけなのにコクが増す？しかも減塩！泡料理を体験しよう」

【教育学部大講義室】
学部説明会

【教育学部大講義室】
学部説明会

理学部
在学生による

企画②
学科体験
2回目

10:00～12：10

昼食・休憩在学生による企画①
学部紹介
学科紹介

学科体験
１回目

理学部ツアー・なんでも相談ほか

① 環 境 科 学 コ ー ス

② 地 球 惑 星 科 学 コ ー ス

③ 生 命 科 学 工 学 コ ー ス

場　所

理学部 8月8日［月］ 城北キャンパス

理学部講義棟1階受付（～12:10）10:00
10:15

昼食・休憩11:10
理学部および各学科紹介12:10
下の5つの学科から1つを選んでください。

学科体験12:45
下の5つの学科から1つを選んでください。

（参加人数に応じて調整・制限を行うことがあります）

理学部ツアー・なんでも相談（～16:00）
在学生による企画① 「教えて，センパイ！」

講義① 「私たちの社会の中の数学」
講義② 「部屋割り論法の楽しみ」

数 学 科

研究室体験
「宇宙や物質の性質を研究する物理学について,
研究室訪問で体験してみよう」

物 理 学 科

講義①

講義②

地 球 科 学 科

「隕石から探る太陽系の歴史」
「海を測り,海を知り,海を予報する」

16:00
15:15

実験① 「ルミノール反応～血痕の鑑識～」
講義 「有害物質による地球と生物の汚染を環境化学で解明」

実験② 「酵素の働き～酵素ダイエットは効果ある？～」
実験③ 「金属原子をひとつも使わずに金属を作ってみよう」
実験④ 「ケミカルガーデン～水中で成長するカラフルな塔～」

化 学 科
体験実験は,高校生以上を対象とします。参加申込時に,希望
する実験を第３希望まで選んでください。

実験

講義①

講義②

「脳のかたちとはたらき～魚の脳の仕組みを探る～」
「Seeing is believing? ～視覚によらない動物行動～」
「植物の環境適応 ～植物にもストレスはあるの？～」

生 物 学 科
参加申込時に,希望する実験・講義を第１または第２希望まで選んでください。

在学生による企画② 「センパイと語ろう！」

社会共創学部 8月8日［月］・9日［火］
城北キャンパス

＊午後のプログラムは，誰でも事前申込なしで参加可能です。

＊実技体験希望者は，軽微な運動ができる服装，体育館シューズ，タオル，
　飲料水を持参してください。
　実技体験終了後は，共通講義棟A 講３３に移動します。

15:00

11:30 昼食・休憩
（事前申込者には大学で用意します。＊高校生のみ）

場　所受付10:00 共通講義棟A １階入口

10:30 学部・学科・コース紹介
場　所 環境デザイン学科,地域資源マネジメント学科：

共通講義棟A 講１１
産業マネジメント学科,産業イノベーション学科：
共通講義棟A 講２１

12:30

場　所 第３体育館

各学科，コースの授業や
活動，研究を体験できます。
　・実験，実習体験
　・授業体験など

学科・コース体験
場　所 共通講義棟A

1，2，3階講義室

保護者向け
　社会共創学部相談コーナー
　（12:30～13:30）

場　所 共通講義棟A 講３１

興味のあるコーナーを
自由に体験できます

　・実技体験 希望のコースを1つ又は2つ選んで,申し込んでください。

【共通講義棟A　講１２】社会共創学部紹介コーナー（展示・説明）

社会共創
学部

保護者向け相談コーナー

学科・コース体験学部・学科・
コース紹介 昼食・休憩

工学部 【愛大ミューズ（1F）】工学部紹介コーナー（展示・説明）

学部ガイダンス
質疑応答 昼食・休憩 プログラムの説明

模擬授業
研究室・資料室巡り

在学生と語る

法文学部 学部説明会等 学部説明会等

【共通講義棟Ｂ】法文学部紹介コーナー（展示・相談）

全 学

【校友会館（1F）】入試相談・リスニング機器試聴コーナー,学生生活相談コーナー,留学相談コーナー

【就職支援課】就職支援紹介コーナー

キャンパスツアー…随時出発

【生協食堂】…11：00～14：00（愛大ショップえみか：10時～17時）

【愛大ミューズ（1F）】理系女子相談コーナー

【教育学部4号館（1F）】障がい学生相談コーナー

【愛媛大学ミュージアム】常設展・昆虫展・水生生物展…10：00～16：00

【図書館】【総合情報メディアセンター】…10：00～16：00

【御幸学生宿舎】（P1参照）
見学会…10:00～11:00
※開始10分前現地集合

【御幸学生宿舎】（P1参照）
見学会…14:00～15:00
※開始10分前現地集合
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模擬授業医学科紹介・質疑応答

看護学科紹介・質疑応答

昼食・休憩

昼食・休憩

体験実習

体験実習（病院見学等）先輩との
交流

医学部重
信

キ
ャ
ン
パ
ス

スーパー
サイエンス
特別コース

個別
相談

在学生
との懇談
（希望者）

SSC
説明会

コース別説明会,
施設見学 1回目
●環  境  科  学
●地球惑星科学
●生命科学工学

コース別説明会,
施設見学 2回目
●環  境  科  学
●地球惑星科学
●生命科学工学

受付

教育学部 8月9日［火］ 城北キャンパス

学校教育教員養成課程 （初等・中等教育コース）

テーマ⑭ 「障がいってどういうこと？
感じる・味わう・考える障害疑似体験」

特別支援教育教員養成課程

進化する教育学部（大学での学びにふれる） （事前申込者のみ）13:40

15:30

参加希望の方は,以下のテーマの中から1つ選び,事前に申し込んで
ください。

8日（月）の学部説明会（10：30～，13：00～）は，事前申し込みなしで参加
できます。学部説明会は,いずれも同じ内容です。

場　所 教育学部大講義室前
教育学部説明会,質疑応答
受付12:00

12:30

　テーマ⑫に参加される方は，スポーツウェア，体育館シューズ，タオル，
　 飲料水を持参してください。
＊家政教育専攻では「ミニ体験 泡立てただけなのにコクが増す？しかも
　減塩！泡料理を体験しよう」（8日(月)･9日(火） 教育学部本館3F調理
　室）を開催しています。

看護学科

看護学科紹介,質疑応答10:00
昼食・休憩（事前申込者には大学で用意します。）11:30
先輩（在学生）との交流12:30
体験実習（病院見学等）13:00

15:00

場　所受付9:00
紹介DVD

基礎第3講義室

医学部 8月9日［火］ 重信キャンパス

医学科

模擬授業 「臨床医と研究者は違うのか？」11:30
昼食・休憩（事前申込者には大学で用意します。）12:30
体験実習13:30

15:00

医学科紹介,質疑応答10:00

場　所 医学部記念講堂
紹介DVD
受付9:00

＊対象は，高校2・3年生及び既卒者本人に限ります。(保護者の方は，参加できません。)
＊両学科とも，申込み人数が220名に達した場合，申込期間中であっても受付を終了
　します。(予約していない方は，参加できません。)

＊何でも相談コーナー（学部説明・分野紹介）（8日(月)･9日(火）教育学部
　101，102講義室，2号館ロビー）では，展示のほかにも,教員が常駐して
　個別の相談に応じます。

【共通講義棟A　講１２】社会共創学部紹介コーナー（展示・説明）

社会共創
学部

保護者向け相談コーナー

学科・コース体験学部・学科・
コース紹介 昼食・休憩

【共通講義棟B】法文学部紹介コーナー（展示・相談）
法文学部

学部説明会等 学部説明会等

【教育学部101，102講義室，2号館ロビー】何でも相談コーナー（学部説明・分野紹介）（展示・相談）

【教育学部本館（3F調理室）】ミニ体験 「泡立てただけなのにコクが増す？しかも減塩！泡料理を体験しよう」

教育学部

学部説明会

進
化
す
る
教
育
学
部

（
大
学
で
の
学
び
に
ふ
れ
る
）

学校教育教員養成課程

特別支援教育
教員養成課程

・初等教育コース
・中等教育コース

事前に申込みが必要です。お申込みはWEBにて。
7.22［Fri］締切  https://www.ehime-u.ac.jp/

事前申込みは不要です。
いつでも自由に参加できます。

場　所

工学部 8月9日［火］ 城北キャンパス

機 械 工 学 科

工学部4号館または，共通講義棟C

工学部紹介,質疑応答

学科体験

集合12:00

12:20
13:30

15:30

以下の学科から1つを選び,事前に申し込んでください。
詳細は，各学科のホームページをご覧ください。

http://www.cee.ehime-u.ac.jp/

http://www.me.ehime-u.ac.jp/

http://www.ee.ehime-u.ac.jp/

http://www.mat.ehime-u.ac.jp/

http://www.ach.ehime-u.ac.jp/

http://www.cs.ehime-u.ac.jp/

機械工学は,「ものづくり」を支える工学として発展し,科学技術および産業の基盤
となっています。オープンキャンパスでは，ロボット開発やエネルギーの高度利用，
不思議な流れやプラズマなどを用いた新材料の開発や新しい加工法など，日頃
見ることのできない先端研究を体験してください。

電 気 電 子 工 学 科
パソコンやスマートフォンなどを支えるエレクトロニクス技術の全てが電気電子
工学科にはあります。あなたも最先端の技術に触れてみませんか？大学院生や
教員がわかりやすく説明します。次の時代の中心となる技術が見えてきますよ！

環 境 建 設 工 学 科
本学科は，人々が暮らしやすい国土，都市，まちのあり方を考え，自然環境との調和
を図りながら，生活基盤を整備・維持管理するための教育・研究を行っています。
オープンキャンパスでは，研究室での簡単な調査や実験体験等を通じて，建設・防災・
都市工学など，自然と調和した次世代のまちづくりに関する研究を紹介します。

機 能 材 料 工 学 科
スマートフォン，自動車，航空機，光通信，太陽電池などのあらゆるものが新しく
開発された“機能材料”から構成されています。オープンキャンパスでは，そんな
機能材料の作り方や特徴を実際に体験してみてください。

応 用 化 学 科
研究室での簡単な体験実験を通して,大学院生や教員と交流し,大学生活や研究の一端に
触れてもらいます。参加申込時に以下の7つの体験実験テーマの中から希望する順に3つ
を選んでください。（場合によっては人数調整を行うことがあります。）

情 報 工 学 科
情報工学科では，コンピュータを使った情報処理の基礎となる理論ならびにその応用に
関する教育・研究プログラムによって，社会で活躍できる情報技術者や研究者を育成して
います。オープンキャンパスでは，コンピュータを使ったプログラミング体験を行います。

＊工学部紹介コーナー（8日（月）,9日（火）愛大ミューズ［1F］）では,全6学科の教員
　が常駐して説明を行います。個別のご相談に応じますので,ぜひお越し下さい。

①藍染めにチャレンジ
②身の回りのミクロな世界をのぞいてみよう
③水を吸収する不思議な高分子
④汚れた水を凝集剤できれいにしよう
⑤エレクトロクロミック表示素子を作ってみよう
⑥タンパク質を分けてみよう
⑦見て，さわって，DNA
⑧光によって色が変化する化合物

＊応用化学科の学科体験については，対象を高校生以上に限ります。

農学部 8月9日［火］ 樽味キャンパス

「日本のおこめ,世界のおこめ」 荒木 卓哉講義題目

模擬授業
10:00 農学部紹介

場　所受付9:30 農学部大講義室

16:00 ＊「農学部紹介」や「模擬授業」だけの参加も可能です。

昼食・休憩（事前申込者には大学で用意します。）12:00

入試相談・就職相談コーナー等

12:30 学科・コース紹介フェア
（各コースの紹介ブースを自由に見学できます。）

学部紹介・模擬授業
学科・コース紹介フェア,入試・就職相談等

特別コース説明会
農学部樽

味

キ
ャ
ン
パ
ス

昼食・休憩
大学院修士課程までの6年一貫教育を行う

特別コースの説明会

時　間 12:45-14:00 場　所 農学部大講義室

・知能的食料生産科学特別コース
・健康機能栄養科学特別コース
・水環境再生科学特別コース

※保護者の方も是非ご参加ください。

【愛媛大学ミュージアム】常設展・昆虫展・水生生物展…10：00～16：00

全 学
キャンパスツアー…随時出発

【生協食堂】…11：00～14：00（愛大ショップえみか：10時～17時）

【校友会館（1F）】入試相談・リスニング機器試聴コーナー,学生生活相談コーナー,留学相談コーナー

【就職支援課】就職支援紹介コーナー

【図書館】【総合情報メディアセンター】…10：00～16：00

【愛大ミューズ（1F）】理系女子相談コーナー

【教育学部4号館（1F）】障がい学生相談コーナー

【御幸学生宿舎】（P1参照）
見学会…10:00～11:00
※開始10分前現地集合

【御幸学生宿舎】（P1参照）
見学会…14:00～15:00
※開始10分前現地集合

【愛大ミューズ（1F）】工学部紹介コーナー（展示・説明）

工学部
集合

工学部紹介
質疑応答

機 械 工 学 科 体 験

電気電子工学科体験

環境建設工学科体験

機能材料工学科体験

応 用 化 学 科 体 験

情 報 工 学 科 体 験

●初等教育コース
テーマ① 「幼年教育の学生と子どもの遊び

を体験してみよう」
幼年教育サブコース

●中等教育コース
テーマ④ 「国語科教育における学び」国語教育専攻

テーマ⑤ 「先輩に聞く社会科教育」社会科教育専攻

テーマ⑥ 「『英語耳』『英語口』を鍛えよう」英語教育専攻

テーマ⑦ 「図形の性質を探ろう」数学教育専攻

テーマ⑧ 「理科実験観察をやってみよう」理科教育専攻

「これからのコンピュータ制御の
教材にふれてみよう」

テーマ⑨技術教育専攻

テーマ⑩ 「目指せ！音楽の先生
～ミニコンサートと授業紹介～」

音楽教育専攻

テーマ⑪ 「アトリエめぐり
～先輩の制作を見てみよう！～」

美術教育専攻

テーマ⑬ 「大学の家庭科教育を体験してみよう！」家政教育専攻

「ルールが変わるとゲームも変わる
　～ソフトバレーボール～」注

テーマ⑫保健体育専攻

テーマ②
「教育臨床の学びにふれる」

テーマ③ 「教えて先輩！小学校教員になるための
大学での学びや実習」

小学校
サブコース

注
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愛 媛 大 学 位 置 図 法文学部,教育学部,
社会共創学部,工学部
理学部
農学部
医学部

お申込みはWEBにて 7.22［Fri］締切 https://www.ehime-u.ac.jp/ ※申込み受付は７月1日（金）開始予定です。

OPEN
 CAMPUS
2016 2016.

8.8Mon/8.9Tue

メディア
センター 愛大ショップえみか

■松山観光港からJR松山駅
［伊予鉄バス］松山観光港リムジンバス 松山観光港から
（松山市駅経由）道後温泉駅前行き 乗車約20分 JR松山駅前下車

■JR松山駅から
［伊予鉄バス］市内8番線（東野線）JR松山駅前から道後温泉駅前行き 乗車約21分 愛大農学部前下車

■松山市駅から
［伊予鉄バス］市内8番線（東野線）松山市駅前から道後温泉駅前行き 乗車約15分 愛大農学部前下車

■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10分

■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3分

［伊予鉄バス］東西線 JR松山駅前から乗車約13分 愛媛大学前下車

■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3分

［伊予鉄道市内電車］①番環状線 松山市駅からJR松山駅前回り 乗車約22分
　　　　　　　　　赤十字病院前下車 北へ徒歩3分

■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10分
［伊予鉄郊外バス］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10分

■松山観光港から
［伊予鉄バス］高浜駅前行き 乗車約2分 高浜駅前乗り換え
［伊予鉄道郊外電車］高浜駅から横河原行き 乗車約50分 愛大医学部南口駅下車 北へ徒歩10分

■松山観光港から松山市駅
［伊予鉄バス］松山観光港リムジンバス 松山観光港から
（松山市駅経由）道後温泉駅前行き 乗車約26分 松山市駅下車

■松山空港からJR松山駅
［伊予鉄バス］空港リムジンバス 松山空港から（JR松山駅前経由）
道後温泉駅又は松山市駅行き 乗車約15分 JR松山駅前下車

■松山空港から松山市駅
［伊予鉄バス］空港リムジンバス 松山空港から（JR松山駅前経由）
道後温泉駅又は松山市駅行き 乗車約23分 松山市駅下車

※キャンパス内に駐車場はありませんので,
　公共交通機関をご利用ください。

城北キャンパス

松山観光港,松山空港をご利用の
方は,JR松山駅前又は松山市駅で
乗り換えてください。

保護者向け企画会場
（南加記念ホール ）

□就職支援紹介コーナー
　就職支援課

法文学部受付場所：
グリーンホール前

受付場所：大講義室
農学部

障がい学生相談コーナー
教育学部4号館1F
キャンパスバリアフリー推進室

昆虫展・水生生物展
（愛媛大学ミュージアム）

キャンパスツアー（正門）

工学部集合場所：
工学部4号館または，共通講義棟C

教育学部受付場所：
教育学部大講義室前

理学部受付場所：
理学部講義棟1F入口

□入試相談コーナー
□リスニング機器試聴コーナー
□学生生活相談コーナー
□留学相談コーナー
　校友会館（1F）

スーパーサイエンス
特別コース受付場所：
総合研究棟1  4F会議室

社会共創学部
受付場所：共通講義棟A1F入口

樽味キャンパス 農学部

重信キャンパス 医学部

愛媛大学
マスコットキャラクター「えみか」

愛媛県
イメージアップキャラクター

「みきゃん」

愛 媛 大 学 案 内 図

お申込みはWEBにて
https://www.ehime-u.ac.jp/

［ お問い合わせ先 ］ 教育学生支援部入試課
TEL  089-927-9173,8106

7/22（金）
締切

申込み受付は
7月1日（金）
開始予定

です。

受付場所：基礎第3講義室

受付場所：記念講堂
医学部医学科

□工学部紹介コーナー
□理系女子相談コーナー
　愛大ミューズ（1F）

オープンキャンパス
資料配布（正門周辺）
※各学部の資料は各学部の受付
にて配布しております。

医学部看護学科

環境に配慮した植物油
インクを使用しています。

Faculty of Law and Letters, Faculty of Education,
Faculty of Collaborative Regional Innovation,
Faculty of Science, School of Medicine, Faculty of Engineering,
Faculty of Agriculture, Super Science Courses

EHIME UNIV.

愛媛大学ミュージアム
『昆虫展・水生生物展』

進化した愛媛大学
進化する未来

社会共創学部

同 時 開 催

木屋町

山越交差点


