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Ⅹ 障がい等を有する入学志願者の出願

Ⅺ 学生募集要項の発表及び請求方法

障がい等を有する入学志願者で，受験上及び修学上の配慮を必要とする場合は，出願の前に，あらかじめ志
願学部に次のとおり相談すること。
（注） 相談は障がい等を有する志願者に本学の現状をあらかじめ知っていただき，受験及び修学にあたってよ

り良い方法や在り方を模索するためのもので，障がいを有する方の受験や修学を制限するものではありま
せん。

1 相談の時期
原則として平成29年1月19日㈭まで
ただし，一般入試以外の場合は，出願書類受付開始の10日前まで。
なお，体幹及び両上下肢の機能障がいが著しい者で，代筆解答を希望するものは，大学入試センター試

験出願前のできるだけ早い時期に志願学部と相談すること。
2 相談の方法

相談申込書の提出により行う。必要な場合は，当該学部において志願者又はその立場を代弁し得る出身
学校関係者等との面談等を行う。

3 相談に必要な書類等
⑴ 相談申込書（様式任意）
相談申込書は，志願者の氏名，住所，電話番号，出身学校名，志願学部・学科等，障がいの状況，受

験上及び修学上の配慮を希望する事項等，出身学校における学習上の配慮及び生活状況等について記載
すること。

⑵ 身体障害者手帳の写し，または医師の診断書（写しでも可）等で，障がい等の状況が確認できるもの
⑶ 大学入試センターからの通知書の写し

大学入試センター試験の受験上の配慮の決定を受けた者は，大学入試センターからの通知書の写し
4 相談の申込先・連絡先

志願学部入試係（98ページの募集要項配布場所参照）

1 学生募集要項の発表
募集人員，実施日程・時間及び出願手続等を記載した「学生募集要項」は，下記のとおり発表する予定で

す。
募 集 要 項 名 等 発 表 時 期

アドミッション・オフィス入試（ＡＯ入試）学生募集要項
＊法文学部，教育学部，社会共創学部，理学部，農学部，スーパーサイエ
ンス特別コース

平成28年6月下旬
以降順次

渡日前入学許可制度による私費外国人留学生入試学生募集要項
私費外国人留学生入試学生募集要項 平成28年8月上旬

推薦入試学生募集要項
社会人入試学生募集要項 平成28年9月中旬

一般入試学生募集要項 平成28年11月上旬
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URL http://djc-mb.jp/ehime-u3/

2 学生募集要項等の請求方法
⑴ 大学情報センター「モバっちょ」による請求方法

携帯電話，スマートフォン，パソコンから請求できます。
お急ぎの方は宅配便のご利用もできます。

【料金の支払方法】
① 請求時払い
携帯電話払い，スマートフォン払い，クレジットカード払いができます。（支払手数料は別途50円必
要です。）
※携帯電話・スマートフォンの機種，携帯電話会社との契約状況によって，通話料金と一緒にお支払
いできない場合がございます。その場合，コンビニ後払いを選択してください。

② 後払い
資料到着後，コンビニでお支払いください。（支払手数料は別途126円必要です。）

■上記請求方法についてのお問合せ先
大学情報センター株式会社 モバっちょカスタマーセンター
TEL 050－3540－5005（平日10：00～18：00）

資 料 名 送料（予定）
ガイドブック（大学案内）［メール便］ 200円
一般入試学生募集要項［メール便］ 200円
一般入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内）［メール便］ 300円
一般入試学生募集要項［宅配便］ 600円
一般入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内）［宅配便］ 700円
推薦入試学生募集要項［メール便］ 200円
推薦入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内）［メール便］ 300円
推薦入試学生募集要項［宅配便］ 600円
推薦入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内）［宅配便］ 700円
社会人入試学生募集要項［メール便］ 200円
社会人入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内）［メール便］ 300円
社会人入試学生募集要項［宅配便］ 600円
社会人入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内）［宅配便］ 700円
法文学部案内［メール便］ 200円
教育学部案内［メール便］ 200円
社会共創学部案内［メール便］ 200円
理学部案内［メール便］ 200円
医学部看護学科案内［メール便］ 200円
工学部案内［メール便］ 200円
農学部案内［メール便］ 200円
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⑵ 大学のホームページから請求する場合
大学のホームページから テレメールを利用して大学案内及び募集要項等の資料が請求できます。
詳しくは，愛媛大学ホームページ（https://www.ehime-u.ac.jp/）をご覧ください。

⑶ インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話）または自動音声応答電話で請求する場合
① 下記のいずれかの方法で テレメールにアクセスしてください。

インターネットの場合
パソコン・スマート
フォン・携帯電話

http://telemail.jp
パソコン，スマートフォン，携帯電話，
各社共通アドレス

スマートフォン又は携
帯電話でバーコードを
読み取り，アクセスし
てください。

自動音声応答電話の
場合

IP電話 050－8601－0101（24時間受付）
※IP電話への通話料金は，一般電話回線からは日本全国どこからでも
3分毎に約12円です。
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② 請求を希望する資料請求番号（6桁）をプッシュまたは入力してください。
資 料 名 資料請求番号 料金（予定）

ガイドブック（大学案内） 566802 215円
一般入試学生募集要項 586802 300円
一般入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 546902 350円
推薦入試Ⅰ，推薦入試Ⅱ（医学部）学生募集要項 549142 300円
推薦入試Ⅰ，推薦入試Ⅱ（医学部）学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 549192 350円
推薦入試Ⅱ（工学部）学生募集要項 549212 300円
推薦入試Ⅱ（工学部）学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 549222 350円
社会人入試学生募集要項 549232 180円
社会人入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 549242 300円
私費外国人留学生入試学生募集要項 549462 140円
私費外国人留学生入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 549472 300円
法文学部案内 546932 180円
教育学部案内 566832 180円
社会共創学部案内 598552 180円
理学部案内 566842 215円
医学部看護学科案内 568852 140円
工学部案内 568862 180円
農学部案内 568872 180円

③ あとはガイダンスに従って登録してください。

⑵⑶に関する注意事項
・請求から2～3日後に資料が届きます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては4日以上かかる
場合もあります。5日以上経っても届かない場合はテレメールカスタマーセンターまでお問い合わせく
ださい。なお，発送開始日以前の請求分は，発送開始日に一斉に発送されます。

・料金は，お届けした資料に同封されている料金支払い用紙の支払方法に従い，表示料金をお支払いくだ
さい。（支払いに際して手数料が別途必要になります。）料金は資料の重量変更により変更になる場合が
ありますので，予めご了承ください。

・自動音声応答電話によるご請求の場合，住所，名前の登録時は，ゆっくりはっきりとお話しください。
登録された音声が不鮮明な場合は資料をお届けできないことがあります。

⑵⑶の請求方法についてのお問い合わせは
テレメールカスタマーセンター IP電話050－8601－0102（9：30～18：00）まで
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⑷ 大学へ直接請求する場合
① 窓口で請求する場合
各学部入試係（下記「募集要項配布場所」参考）又は教育学生支援部入試課で配布します。
なお，一般入試学生募集要項と推薦入試学生募集要項は，愛媛大学城北キャンパス守衛室（正門横）

〔松山市文京町3番〕でも配布します。
② 郵送で請求する場合

請求する封筒に必要とする学生募集要項（資料）名と志願学部名を朱書きし，所定の切手を貼った角
形2号（33㎝×24㎝）の返信用封筒（郵便番号，住所，氏名を明記）を同封の上，各学部入試係又は教
育学生支援部入試課あてに申し込んでください。

◎ 大学のホームページに，資料請求方法を記載しています。
詳しくは，愛媛大学ホームページ（https://www.ehime-u.ac.jp/）の「資料請求」をご覧ください。

募 集 要 項 配 布 場 所 電 話
〒790－8577 松山市文京町3番 教育学生支援部入試課 089－927－9173
〒790－8577 松山市文京町3番 法文学部入試係 089－927－9221
〒790－8577 松山市文京町3番 教育学部入試係 089－927－9377
〒790－8577 松山市文京町3番 社会共創学部入試係 089－927－9019
〒790－8577 松山市文京町3番 理学部入試係 089－927－9546
〒791－0295 東温市志津川 医学部入試係 089－960－5175
〒790－8577 松山市文京町3番 工学部入試係 089－927－9697
〒790－8566 松山市樽味3丁目5番7号 農学部入試係 089－946－9648

募 集 要 項 等 の 種 類 返信用封筒に貼る切手の金額

ガイドブック（大学案内） 250円
入学者選抜要項＋ガイドブック（大学案内） 400円（250円）
一般入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 600円（400円）
推薦入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 600円（400円）
ＡＯ入試Ⅱ法文学部学生募集要項＋法文学部案内 400円（250円）
ＡＯ入試Ⅱ教育学部学生募集要項＋教育学部案内 400円（250円）
ＡＯ入試Ⅰ社会共創学部学生募集要項＋社会共創学部案内 400円（250円）
ＡＯ入試Ⅱ社会共創学部学生募集要項＋社会共創学部案内 400円（250円）
ＡＯ入試Ⅱ理学部学生募集要項＋理学部案内 400円（250円）
ＡＯ入試Ⅱ農学部学生募集要項＋農学部案内 250円（205円）
スーパーサイエンス特別コース学生募集要項 250円
社会人入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 400円（205円）
私費外国人留学生入試学生募集要項＋ガイドブック（大学案内） 400円（205円）

（注）「返信用封筒に貼る切手の金額」欄の（ ）内の金額は，選抜要項または募集要項のみを請求する
場合の金額です。


