
※　実施予定についても、時間・場所等が変更になる場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年3月27日更新

 

履修等関係日程 実施について 参加 対象学生 集合時刻 開催時刻等 場　　所

・愛大生だよ！全員集合 ○ 理学部 08：30 09：00～12：00

・愛大生だよ！全員集合 ○ 医学部 13：30 14：00～17：00

・愛大生だよ！全員集合 ○ 工学部（午前，午後どちらか） 08：30 09：00～12：00

・愛大生だよ！全員集合 ○ 工学部（午前，午後どちらか）・農学部 13：30 14：00～17：00

・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

・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

● 法文学部の女子 08：30～09：30

● 社会共創学部・理学部・医学部の女子 09：30～10：30

● 法文学部・社会共創学部の男子 13：00～13：30

● 理学部・医学部の男子 13：30～14：00

● 教育学部 08：40 08：50～11：00 グリーンホール

共通講義棟Ａ１１番

共通講義棟Ａ２４番

共通講義棟Ａ２１番

共通講義棟Ａ３５番

共通講義棟Ａ４５番

共通講義棟Ａ４１番

● 農学部 13：20 13：30～14：50 グリーンホール

・数学力テスト（工学部，農学部） 4／10（金）に実施

・教育学部専門教育ガイダンス 実施 ● 教育学部 （中等教育コース理科教育専攻） 14：20 14：30～ 理科共同学生実験室５

・数学力テスト（教育学部） 実施 ● 教育学部 （中等教育コース数学教育専攻のみ） 14：20 14：30～15：30 技術合同実験室①

○ 教育学部

○ 工学部

○ 農学部

・医学部サークル紹介 中止 医学部 16：30～19：00 大学会館３階３０５号

● 教育学部・工学部・農学部の女子 08：30～09：30

● 工学部の男子 13：00～14：30

● 教育学部・農学部の男子 14：30～15：00

法文学部 （昼間主） グリーンホール

　　※ 教室の割振は，当日受付でお知らせします。 共通講義棟Ａ２４番

● 社会共創学部（産業マネジメント・産業イノベーション） 共通講義棟Ａ３５番

● 社会共創学部（環境デザイン・地域資源マネジメント） 共通講義棟Ａ４５番

理学部　　　　　　　　　 共通講義棟Ａ１１番  

　　※ 教室の割振は，当日受付でお知らせします。 共通講義棟Ａ２１番

● 法文学部（夜間主） 17：50 18：00～20：00 共通講義棟B ２０１

・数学力テスト（理学部） 中止

● 医学部　医学科 08:50 09：00～10：00 医学部(記念講堂)

● 医学部　看護学科 10:20 10：30～11：30 医学部（看護学科棟講義室）

● 医学部　医学科 12：40 13：00～15：00 医学部(記念講堂)

● 医学部　看護学科 13：40 14：00～17：00 医学部（看護学科棟講義室）

○ 工学部・農学部 08：30～10：30

○ 工学部・教育学部 14：30～19：00

○ 医学部

○ 法文学部（昼間主）

○ 社会共創学部

○ 理学部

○ 法文学部（夜間主）

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

上のＨＰから説明資料を必ず確認してください。

● 教育学部（学生番号　１～１４０） 08：40 09：00～10：00

● 教育学部（学生番号　１４１～）・工学部（学生番号　１～１１４） 10：10 10：30～11：30

● 工学部（学生番号　１１５～２５７） 12：40 13：00～14：00

● 工学部（学生番号　２５８～４００） 14：10 14：30～15：30

● 工学部（学生番号　４０１～）・法文学部（編入学生（昼・夜）） 15：40 16：00～17：00

● 法文学部（夜間主） 17：10 17：30～18：30

農学部メディア分室

３４講義室

農学部メディア分室

３４講義室

農学部メディア分室

３４講義室

14：50 15：00～16：00 農学部メディア分室

● 農学部（生命機能） 10：20 10：30～11：00

● 農学部（生物環境） 10：50 11：00～11：30

● 農学部（食料生産） 13：20 13：30～14：00

● 農学部（生物環境） 13：20 13：30～14：00 農学部講義室

● 農学部（食料生産） 14：20 14：30～15：00 多目的ホール

● 農学部（生命機能） 14：50 15：00～15：30 農学部講義室

● 医学部医学科 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）

○ 法文学部 08：30～10：30

○ 理学部 14：30～16：30

○ 社会共創学部 16：30～19：00

・サークル紹介　　　　　　　　　 中止 全学生 09：30 10：00～14：00 第３体育館

● 法文学部(昼間主／学生番号　１～１４３) 08：40 09：00～10：00

● 法文学部(昼間主／学生番号　１４４～) 10：10 10：30～11：30

● 社会共創学部（産業マネジメント・産業イノベーション・環境デザイン） 12：40 13：00～14：00

● 社会共創学部（地域資源マネジメント）・理学部（学生番号　１～９１） 14：10 14：30～15：30

● 理学部（学生番号　９２～） 15：40 16：00～17：00

・履修ステーション 実施 ○ 全学部対象 08：30～11：00 大学会館１階　食堂ホール

・サークル紹介 中止 全学生 09：30 10：00～14：00 第３体育館

・保護者対象の企画 中止 ○ 保護者 12：45 13：00～16：00 グリーンホール

・履修ステーション 実施 大学会館１階　食堂ホール

 09：00
～

16：00

左記の日時に南加記念ホールで「採用候補者決定通知【進学先
提出用】」と「その他の提出書類（該当者のみ）」を提出してくださ
い。
※提出がない場合は，奨学金は振り込まれません。

・日本学生支援機構奨学金予約採用
　候補者説明会

説明資料をＨＰに掲載

13：30～14：30

農学部　（食料生産学科，生命機能学科，生物環境学科）

 　 ※ 教室の割振は，４／２（木）の共通教育，専門教育履修指導
　　　時に，お知らせします。

●
10：50 11：00～12：00

13：20

第1体育館

実施

実施

 ※　生協，教科書ガイダンスは共通教育，専門教育履修指導に含みます。

・クラスオリエンテーション

・生協，教科書ガイダンス

中止

実施

・共通教育，専門教育履修指導 実施

08：20 08：30～10：30

　※　生協，教科書ガイダンスは共通教育，専門教育履修指導に含みます。

　※　生協，教科書ガイダンスは共通教育ガイダンスに含みます。

●

●

08：40 08：50～10：50

令和２年度 新入生歓迎週間
　【●必ず参加，○生協主催行事】

月 日(曜)

3月30日 （月）

中止

第３体育館

3月31日 （火） 第３体育館

第３体育館4月1日 （水）

08：40 09：00～10：20
工学部

　　※ 教室の割振は，当日受付でお知らせします。
●

・共通教育ガイダンス

08：40

4月2日 （木）

・健康診断 実施

・クラスオリエンテーション

・生協，教科書ガイダンス

中止

実施

・共通教育，専門教育履修指導 実施

4月4日 （土）

総合情報メディアセンター

　※ 学生番号は，共通教育，専門教育履修指導時に，
　　　お知らせします。

・学生生活担当教員との面談 中止 多目的ホール

・学科別履修指導 中止

・履修登録 実施 09：40 10：00～11：30

・履修登録 実施

09：20 09：30～10：30

4月3日 （金）

・健康診断 実施 第1体育館

08：50～10：50

●

・ガイダンス

大学会館１階　生協食堂ホール・履修ステーション 実施

総合情報メディアセンター

　※ 学生番号は，共通教育，専門教育履修指導時に，
　　　お知らせします。

4月5日 （日）

・履修登録 実施

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


・入学式
・新入生歓迎プログラム

中止 ● 全学生 09：30 10：00～11：30 愛媛県県民文化会館

・教育学部一般ガイダンス 実施 ● 教育学部 12：50 13：00～14：00 教育学部大講義室

・教育学部専門教育ガイダンス 実施 ●

教育学部
 （初等教育コース，中等教育コース（国語教育専攻，社会科教育
専攻，数学教育専攻，音楽教育専攻，美術教育専攻，技術教育専
攻，家政教育専攻，英語教育専攻），特別支援教育コース）

小サブ
09：50

幼年14：50
国語・社会・
美術・技術・
家政・英語・
特支 14：20

数学・音楽
15：50

小サブ
 10：00～

幼年　15：00～
国語・社会・美
術・技術・家政・
英語・特支
14：30～

数学・音楽
16：00～

小サブ＝教育学部大講義室

幼年＝防音演習室
国語＝国語演習室
社会=社会科実験室（３号館４階・４１２）
美術=美術合同実習室２
技術=技術多目的実験演習室
家政=家政教育実習室
英語=教育学部２０１講義室
特支=教育学部２０３講義室
数学=教育学部２０２講義室
音楽=大演奏室（２号館５階）

・学科別ガイダンス 実施 ● 社会共創学部 13：50 14：00～16：00 社会共創学部講義室

・履修指導クラス別ガイダンス 実施予定 ● 工学部 13：00 13：15～ 工学部講義室

・ガイダンス 中止 ● 農学部 13：50 14：00～ 共通講義棟Ａ２１番

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

上のＨＰから説明資料を必ず確認してください。

・共通教育科目/抽選・教室調整 実施 【履修登録不可】

・学生生活オリエンテーション 中止 ● 全学生 08：50 09：00～12：00 愛媛県県民文化会館

・教育学部専門教育ガイダンス 実施 ● 教育学部 （中等教育コース（保健体育専攻）） 12：50 13：00～13：30 教育学部１０２講義室

・御幸学生宿舎入居式 中止 ● 御幸学生宿舎入居学生 13：30 14：00～ 南加記念ホール

・履修登録確認・修正  （～14日） 実施 ● 全学生

4月8日 （水） ・授業開始 実施

4月6日 （月）

・日本学生支援機構奨学金予約採用
  候補者説明会

説明資料をＨＰに掲載 ●

 09：00
～

16：00

左記の日時に南加記念ホールで「採用候補者決定通知【進学先
提出用】」と「その他の提出書類（該当者のみ）」を提出してくださ
い。
※提出がない場合は，奨学金は振り込まれません。

4月7日 （火）

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