
オープンキャンパス Q＆A 

Q1．申込み方法がわからないのですが・・・ 
「 事前申込み受付フォーム  」より、申込みの手続きをお願いいたします。 

受付期間：7月 3日（月）10時 ～ 7月 21日（金）17時 

Q2．事前申込みをした後、都合が悪くなったためキャンセルしたいのですが、どうすれば良いでしょうか？ 

お申込み完了時に自動配信される受付完了メール下部に記載されているキャンセル受付用 URL よりキャンセルしてください。(お申
込み内容の一部のみのキャンセル、及び申込み内容の変更はできません。) 

Q3．キャンセルができているか確認したいのですが？ 

キャンセルの確認について、お申込み完了時に自動配信される受付完了メール下部に記載されているキャンセル受付用 URL より
確認できます。(申込み内容の下部に、キャンセル済であることが明記されます。) 

Q4．申込み内容を確認したいのですが･･･ 
（例）○学部への申込みが完了しているか確認したいのですが？･･･など 

以下のとおり、愛媛大学入試課まで、メールでお問い合わせください。 

◆メールのタイトル 

愛媛大学オープンキャンパスについて 

◆メールの本文 

以下の項目を入力してください｡ 
1．参加者氏名 

2．フリガナ 

3．性別 

4．高等学校名 

5．申込み学部名(医学部の場合は学科名) 

6．連絡先電話番号 

7．お問い合わせ内容 

◆メールの送信先 

Mail nyushika@stu.ehime-u.ac.jp    

※パソコンからのメールの受信拒否設定をされている場合は、nyushika@stu.ehime-u.ac.jpからのメールを受信できるように設
定してください｡ 

http://daigakujc.jp/c.php?u=00148&l=02&c=00072


Q5．複数人を同時に申し込むことはできますか？（団体申込みなど） 

できません。WEB申込みから 1人ずつ申し込んでください。 

Q6．事前申込みは中学生も申し込むことはできますか？ 

医学部医学科・看護学科、理学部化学科の体験実験（講義への参加は可能）、工学部応用化学科の学科体験は申込み
はできません。(詳細はオープンキャンパスパンフレット  をご確認ください。)他の学部・学科等については申込みはできますが、
申込み状況等によっては、高校 3年生等を優先する場合もあります。 

Q7．自転車で行きたいのですが、キャンパスの中に入れますか？ 

自転車については、駐輪場がありますのでご利用ください。 

なお、キャンパス内での自転車走行はご遠慮ください。 

Q8．オープンキャンパス来場者用の駐車場はありますか？ 

城北キャンパス【法文・教育・社会共創・理・工学部及びスーパーサイエンス特別コース】 
・キャンパス内に駐車場はありません。 

（大学周辺に有料駐車場はありますが、駐車可能台数はあまり多くありません。） 

・公共交通機関等をご利用ください。 

 ※アクセス・キャンパス案内はこちら  

樽味キャンパス【農学部】 
・キャンパス内及び周辺に駐車場はありません。 

・公共交通機関等をご利用ください。 

 ※アクセス・キャンパス案内はこちら  

重信キャンパス【医学部】 
・キャンパス内に駐車場はありますが、駐車可能台数はあまり多くありません。（有料） 

・公共交通機関等をご利用ください。 

 ※アクセス・キャンパス案内はこちら  

Q9．大学までの行き方がわからないのですが・・・ 
城北キャンパス【法文・教育・社会共創・理・工学部及びスーパーサイエンス特別コース】 
※アクセス・キャンパス案内はこちら  

樽味キャンパス【農学部】 
※アクセス・キャンパス案内はこちら  

重信キャンパス【医学部】 
※アクセス・キャンパス案内はこちら  

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/HP_opencampus2017.pdf
https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/johoku/
https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/tarumi/
https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/shigenobu/
https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/johoku/
https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/tarumi/
https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/shigenobu/


Q10．当日の服装・準備物はどうすれば良いでしょうか？ 

当日の服装については、制服でも私服でもかまいません。 

準備物については、以下の学部・学科等を除き、特に必要な物はありません。 

＜指定のある学部・学科等＞ 

◎教育学部 進化する教育学部（大学での学びにふれる）「ルールが変わるとゲームも変わる～ソフトバレーボール～ 

（学校教育教員養成課程 中等教育コース）」 参加者 

 ・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。 

◎社会共創学部の学科・コース体験（実技体験）参加者 

・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。 

◎理学部 

（数学科参加者） 

 筆記用具をご持参ください。 

（化学科の体験実験参加者） 

 白衣あるいは汚れてもよい服装で、ハンカチ・タオル等を用意の上、お越しください。サンダルなどの肌を露出する履き物は避けてく  
ださい。 

◎工学部学科体験 

（環境建設工学科）参加者 

 いくつかの実験では実際に体験して頂くものもありますので、華美な服装は避けてください。 

（機能材料工学科）参加者 

ハンカチ・タオル等を用意してください。 

（応用化学科）参加者 

白衣あるいは汚れてもよい服装でご参加ください。 

Q11．保護者も参加可能なプログラムはありますか？ 

城北キャンパス【法文・教育・社会共創・理・工学部及びスーパーサイエンス特別コース】 
保護者の方も、学部説明等についてはご参加いただけます。（社会共創学部・理学部・工学部・農学部及びスーパーサイエンス
特別コースについては、事前に申込みが必要になります。） 

実験等の体験授業についても、見学していただくことは可能です。 



保護者向けの企画として、南加記念ホールで『保護者向け大学生活説明会（大学生協主催）』を、両日実施します。是非、ご
参加ください。 

樽味キャンパス【農学部】 
保護者の方も、すべてのプログラムにご参加いただけます。（午前中のプログラムには事前申込みが必要です。） 

重信キャンパス【医学部】 
保護者の方が参加可能なプログラムはありません。 

Q12．事前申込みをしていないのですが、参加可能なプログラムはありますか？ 

オープンキャンパスパンフレット  のスケジュール欄に、黄色で示しているプログラムについては、事前申込みなしで参加すること
ができます。（青色で示しているプログラムについては、事前申込みが必要です。） 

Q13．昼食をとる場所（食堂や購入できる場所）はありますか？ 

城北キャンパス【法文・教育・社会共創・理・工学部及びスーパーサイエンス特別コース】 
大学会館の生協食堂、校友会館の haco愛大城北店（レストラン）、愛大ショップえみか（お弁当などを販売しています。）な
どがあります。 

樽味キャンパス【農学部】 
農学部会館に生協食堂、生協ショップあぐりん（お弁当などを販売しています。）があります。 

重信キャンパス【医学部】 
生協食堂（コミュニティハウス）や医学部本館の生協ショップ MYDO（お弁当などを販売しています。）、附属病院の売店や食
堂があります。 

Q14．大学案内等の資料はもらえますか？ 

城北キャンパス【法文・教育・社会共創・理・工学部及びスーパーサイエンス特別コース】 
入試等相談コーナー（校友会館（1F））で配付しています。 

樽味キャンパス【農学部】 
受付（農学部大講義室）で配付しています。 

重信キャンパス【医学部】 
医学部学務課（医学部本館 1F）で配付しています。 

Q15．学生宿舎を見学することはできますか？ 

御幸学生宿舎において、見学会を開催します。希望者は見学開始 10分前に現地集合してください。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。 

見学会：10:00～11:00、14:00～15:00（両日） 

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/HP_opencampus2017.pdf


住所：〒790-0824松山市御幸 2丁目 3番 15号 

※地図はこちら   

 

※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。 

Q16．障がいがあります。合理的配慮を受けることは可能ですか？ 

本オープンキャンパスに参加する学生及び保護者の皆様で合理的配慮が必要な方は、支援を受けることが可能です。 

学生の皆様は愛媛大学で行っている支援（文字通訳・誘導介助等）を受けることができます。 

保護者の方で支援が必要な方も支援を受けることが可能です。 

ご希望の方は，事前に以下のとおり愛媛大学入試課までご連絡ください。 

＜連絡先＞   Tel    089-927-8106 

Fax    089-927-9180 

Mail   nyushika@stu.ehime-u.ac.jp 

 ＜内容＞  1．参加者氏名 

2．連絡先 

3．参加希望学部・学科 

4．希望する内容 

各学部お問い合わせ先 

法文学部 
愛媛大学法文学部入試係 
住所   〒790-8577 松山市文京町 3番 
Tel   089-927-9221   Fax   089-927-9267  Mail   llgakumu@stu.ehime-u.ac.jp 

教育学部 
愛媛大学教育学部入試係 
住所   〒790-8577 松山市文京町 3番 
Tel   089-927-9377   Fax   089-927-8304  Mail  edgakumu@stu.ehime-u.ac.jp 

社会共創学部 
愛媛大学社会共創学部入試係 
住所   〒790-8577 松山市文京町 3番 
Tel   089-927-9019   Fax  089-927-8176  Mail   crigakum@stu.ehime-u.ac.jp 

https://www.ehime-u.ac.jp/campus_life/life/student-dormitory/


理学部 
愛媛大学理学部入試係 
住所   〒790-8577 松山市文京町 3番 
Tel   089-927-9546   Fax   089-927-9657  Mail   scigakum@stu.ehime-u.ac.jp 

医学部 
愛媛大学医学部入試係 
住所   〒791-0295 東温市志津川 
Tel   089-960-5175   Fax   089-960-5133  Mail   mgakumu@stu.ehime-u.ac.jp 

工学部 
愛媛大学工学部入試係 
住所   〒790-8577 松山市文京町 3番 
Tel   089-927-9697   Fax  089-927-9694  Mail   kougakum@stu.ehime-u.ac.jp 

農学部 
愛媛大学農学部入試係 
住所   〒790-8566 松山市樽味 3丁目 5番 7号 
Tel   089-946-9648   Fax   089-941-4175  Mail   agrgakum@stu.ehime-u.ac.jp 
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