
学 生 募 集 要 項

愛　 媛　 大　 学

令和５年度

愛媛大学医学部看護学科第３年次編入学

自然災害の発生や感染症の流行等による入学試験の実施について

　自然災害の発生や感染症の流行等によって，入学試験の実施が懸念される
ときは，本学のホームページで試験開始時刻の繰下げや，試験の中止・延期，
選抜方法の変更等の対応をお知らせしますので，定期的にホームページで確
認してください。

受験情報サイト（ＵＲＬ）
https://juken.ehime-u.ac.jp
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１.　アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）
　…　愛媛大学医学部看護学科では，愛媛大学学生として期待される能力（愛大学生コンピテンシー）
を備え，医学部の基本理念である「患者から学び，患者に還元する教育，研究，医療」を実践で
きる医療人の育成を目指しています。そのため，基本的な知識・技能・思考力・判断力・表現力
と人間の尊厳を重んじる豊かな人間性を備えた入学者に対して，幅広い教養，生命に対する深い
慈しみに裏打ちされた生命倫理，そして生命の尊厳に基づいた看護学教育を行っています。加えて，
主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけている入学者が，進歩する医学・医療
を生涯にわたり学習し続ける能力を磨くために，大学や学部を超えたグループによる課題探究型
の教育にも力を入れています。さらに，地域医療を含む日本の保健・医療・福祉だけでなく，研
究や行政において国際的に貢献できる人材の育成を目指し，一般選抜に加えて，学校推薦型選抜，
社会人選抜や編入学などの様々な選抜方法を採用しています。そこで，看護学科ではカリキュラ
ム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）およびディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与
の方針）に定める教育を受けるために最低限必要な，次のような資質を有する学生を求めます。

  　 　（知識・技能）
  　 　１．入学後の修学に必要な基礎学力を有している。
……　…　２．これまでの学修や生活体験を通して，人と人の暮らしに関する知識を獲得している。

  　 　（思考力・判断力・表現力）
  　 　３．自分の考えや行動に責任を持ち，それを相手に明確に示すことができる。
  　 　４．物事の中から問題を見出し，解決方法を探り，問題解決に向けて行動することができる。
  　 　５．……情報をもとに自分の考えを形成し，その考えを伝え合って多様な考えを理解し，考えを

深めることができる。
  　 　６．物事をさまざまな視点からとらえ，新しい意味や価値を生み出すことができる。

  　 　（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）…
  　 　７．人が好きで，生命に対する倫理観がしっかりしている。
  　 　８．……人や人の暮らし，看護に高い関心があり，将来，看護職として医療に貢献したい目的意

識と情熱がある。
  　 　９．周囲の人と良好な関係を自主的に形成していくことができる。
  　 　10．多様な人々の考え方や価値観を尊重し，互いのよさを生かして協働できる。

２.　選考方法の趣旨
　…　これまでに修得した基礎的な知識・技能，それらを活用する思考力・判断力・表現力等の能力，
主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度などを，多面的・総合的に評価する入学者選抜を
行います。
　…　また，単に保健師国家試験資格を得るためだけではなく，高度な専門教育の道に進みたいとい
う強い目的意識や情熱を持ち，向学心旺盛な人物であることを確認します。
　…　出願時にTOEIC…L&Rの得点により，看護学科編入生として必要な基礎的英語力を修得してい
ることを確認します。
　…　個別学力検査では，３年次編入に必要な看護に関する専門的知識を持った学生を選抜するため
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に総合問題試験を課しています。総合問題は専門基礎科目および専門科目（基礎看護学，成人看
護学，精神看護学，母性看護学，小児看護学，老人看護学）から出題します。
　…　個人面接では，アドミッション・ポリシーに基づき，高等学校等や学校外での様々な活動につ
いて質問し，緊張した状況下でも落ち着いて他者に自分の考えを自らの言葉で伝えることや他者
の話を聴くコミュニケーション能力を有していることを確認します。また，入学後の学習を踏ま
え，人との関わりが好きで，人に対する尊厳や謙虚さを忘れず，そばにいるだけで安心や温かみ
を与えられる資質の持ち主であることを確認します。

３.　募集人員
学　部 学　科 募集人員

医学部 看護学科 10人

……　　※編入学時期は令和５年４月とし，第３年次前学期に編入学となります。

４.　出願資格
　…　次の①から③のいずれかに該当し，保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第７条の
看護師の免許を有する者及び令和５年取得見込みの者であり，かつ④の要件を満たす者とする。
　①…　大学又は短期大学の「看護に関する学科」を卒業した者及び令和５年３月卒業見込みの者
　②…　修業年限が２年以上で，かつ，課程の修了に必要な総授業時間数1,700時間以上である専修
学校の専門課程（看護に関する課程）を修了した者及び令和５年３月に修了見込みの者で，学
校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者

　③…　学校教育法施行規則第100条の２に規定する高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支…
援学校の高等部の専攻科の課程（看護に関する課程）を修了した者及び令和５年３月に修了見…
込みの者で，学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者

　④…　TOEIC…L&Rのスコアが500点以上の者（ただし，出願締切日から遡って２年以内に受験し
たものであること）

５.　出願手続
【１】　出願期間
　　令和４年７月25日（月）から８月１日（月）まで〔８月１日（月）の消印有効〕
　…　出願書類等の受付は郵送のみとし，期間内に配達されたもの及び８月２日（火）以降に配達さ
れたもののうち，８月１日（月）以前の日本国内発信局消印があるものを受け付けます。

【２】　出願方法
………（1）入学志願者は，出願書類等を取りまとめ，出願期間内に一括提出してください。
………（2…）出願に際しては，必ず本学所定の封筒（本募集要項に添付）を使用し，「簡易書留郵便」で

下記のあて先へ郵送してください。
【３】　出願書類等の提出先
　　〒791-0295　愛媛県東温市志津川454
　　　　　　　　　愛媛大学医学部入試係
　　　　　　　　………（TEL）０８９－９６０－５８６９



－ 3－

【４】　出願書類等（＊は本学所定の用紙）

書　　類　　等 摘　　　　　　　　要

（1）編入学志願票 ＊ 　必要事項を記入したもの

（2）写 真 　上半身，無帽，正面向きで３か月以内に撮影したものを写真票及び受験
票の写真欄に貼ってください。（縦４㎝×横３㎝，白黒又はカラー）

（3）調 査 書 ＊ 　本学所定の用紙を使用して，出身大学（学校）の大学（学部）長又は学
校長が作成し，厳封したもの

（4）成績証明書 　科目毎の修得単位数又は授業時間数を明記してあるもの

（5）卒業（見込）
証 明 書

　出身大学長又は学部長が作成したもの
　（４．出願資格 ① に該当する者）

（6）修了（見込）
証 明 書

・４．出願資格 ② に該当する者
　出身学校長が作成し，修業年限が２年以上で，かつ，課程の修了に必要
な総授業時間数が1,700時間以上である専修学校の専門課程（看護に関する
課程）を修了又は修了見込みであることを証明するもの
・４．出願資格 ③ に該当する者
　出身学校長が作成し，学校教育法施行規則第100条の２に規定する高等
学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程
（看護に関する課程）を修了又は修了見込みであることを証明するもの

（7）ＴＯＥＩＣ
公開テストの
公式認定証

　2020年８月１日以降に受験したTOEIC公開テスト（TOEIC…L&R）の公
式認定証（Official…Score……Certificate）の原本を提出してください。
　公式認定証が送られてくるまで約１か月かかるので，出願期間までに余
裕を持って受験しておいてください。また，必ず事前にTOEIC公式サイト
で詳細を確認しておいてください。
　なお，提出された原本は，受験票送付時に返却します。
注１．……TOEIC…S&W，TOEIC…Bridge及びTOEIC…IP（団体特別受験制度）

により受験したものは対象外とします。
注２．提出する公式認定証は原本のみとし，コピーは認めません。

（8）検定料払込
証 明 書

＊ 　検定料30,000円を最寄りの郵便局又はゆうちょ銀行（他の金融機関から
の振込みはできません。）の窓口から払込後（ＡＴＭは使用しないでください。），
日附印を押した，「振替払込受付証明書（大学提出用）」を「検定料払込証
明書」に貼って提出してください。
［払込取扱期間：令和４年７月19日（火）から８月１日（月）16：00まで］

（9）返信用封筒
（受験票送付用）

＊ 　志願者のあて先を明記（必ず郵便番号を記入すること）し，354円分の
郵便切手を貼ったもの

（10）志願者名票 ＊ 　必要事項を記入したもの

本募集要項
18.… 参 照
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【５】　注意事項
………（1…）出願書類について
　　①…　出願書類受理後は，いかなる理由があっても出願書類の記載内容の変更は認めません。ま

た，出願書類は返還しません。
　　②…　出願書類に虚偽の記載があった者は，入学許可後であっても入学の許可を取り消すことが

あります。
　　③…　出願後に住所，電話番号等の変更があった場合は，速やかに医学部入試係（２ページを参照）

まで連絡してください。
　　④…　受験票は，学力試験の受験，追加合格及び入学手続並びに入学試験個人成績開示請求の際

に必要ですので，紛失したり，汚損したりすることのないように大切に保管しておいてください。

………（2…）検定料について
　　　次のいずれかに該当した場合は，納入済みの検定料を返還します。
　　①　検定料を納入したが，出願しなかった場合
　　②　検定料を二重に納入した場合又は誤って所定の金額より多く納入した場合
　　③…　検定料を納入後，出願書類を提出したが受理されなかった場合
　【返還請求の方法】
　　…　上記①又は②に該当した場合は，下記の連絡先に連絡してください。「検定料返還請求書」
を送付しますので，必要事項を記入の上，郵送してください。…

　　…　上記③に該当した場合は，出願書類返還の際に「検定料返還請求書」を同封しますので，必
要事項を記入の上，下記のあて先へ郵送してください。

連絡先　〒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
　　　　電話：０８９－９２７－９０７４， ９０７７
　　　　Eメール：suitou@stu.ehime-u.ac.jp

………（3…）受験票について
　　　受験票は，試験に関する案内とともに８月５日（金）以降に志願者に郵送します。
　　…　８月12日（金）までに到着しない場合は医学部入試係（２ページを参照）まで連絡してくだ
さい。
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６.　入学者選抜方法等
………（1…）試験日程等

月　　日 時　間（予定） 試験科目

９月３日（土）
　　　…10：00…～ 12：00 総合問題
　　　…13：00…～　　　 面　　接

　　…　入学者の選抜は学力試験（総合問題），面接の結果並びに英語の学力検査により，合否判定
基準に基づき，合格者を決定します。

　　…※……総合問題は専門基礎科目，専門科目（基礎看護学，成人看護学，精神看護学，母性看護学，
小児看護学，老人看護学）から出題します。

（注意事項）…
　　①　試験当日は，「受験票」を必ず持参し，試験開始30分前には試験場に到着し，指定された
　　　試験室に入室してください。
　　②　試験開始30分を経過した後は，試験室への入室は認めません。
　　③　試験時間内の退室は認めません。受験中の発病等やむを得ない場合には，挙手をして監督
　　　者の指示に従ってください。

………（2…）試験場
　　　愛媛大学医学部（12ページ略図を参照）

………（3）配点

教科等 総合問題 面　接 英　語 計
配　点 300 100 100 500

　※英語の学力検査ではTOEIC…L&Rのトータルスコアを換算して得点とします。

………（4…）学力試験等の採点・評価基準

教 科 等 採点・評価基準（一般的基準）

総 合 問 題 　本学科の第３年次以降の学習に適応できる，看護の総合的な学
力の達成度を採点・評価する。

面　　 接
　面接時の態度や質問に対する応答を通じて，看護学を学ぼう
とする目的意識や勉学意欲，自己認識，協調性，社会性などを
総合的に判断して採点・評価する。

………（5）合否判定基準
　　①…　原則として総合点で合否を判定するが，総合問題の得点又は面接の評価が著しく低い場合

は，総合点の順位に関わらず合否を検討することがある。
　　②　総合点の同点者は，面接の得点により順位を付ける。　
　　③　面接の得点が同点の場合は，総合問題の得点により順位を付ける。
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７.　合格者発表
　…　合格者には合格通知書を送付します。
　…　また，次の日時に医学部ホームページ（https://www.m.ehime-u.ac.jp）に合格者受験番号
を掲載します。ただし，ホームページは，参考として閲覧の上，必ず合格通知書により確認して
ください。
　…　なお，電話等による問い合わせには一切応じられません。

　　令和４年９月14日（水）10時

８.　入学手続
　…　入学手続に関する案内等を，合格者に合格通知書とともに送付しますので，合格者は次の期間
内に入学手続書類を愛媛大学医学部入試係（２ページを参照）へ「速達・簡易書留郵便」で郵送
の上，入学手続を行ってください。

　　令和４年９月22日（木）から９月28日（水）まで（必着）

　…　なお，所定の期日まで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。
　…　入学手続後，入学資格がないことが判明した場合は，合格を取り消すとともに入学料の返還も
できません。

９.　欠員の補充
　…　入学手続完了者が，募集人員に満たない場合には，追加合格による欠員補充を行います。
………（1…）追加合格者の発表は，令和４年９月29日（木）以降に本人への通知により行います。なお，

入学手続についても併せて連絡します。
………（2…）追加合格者へは，入学の意思を確認するために編入学志願票記載の連絡先に，電話による連

絡を行うので，連絡が取れるようにしておいてください。

10.　初年度の諸経費
………（1）入学料　２８２，０００円
………（2）授業料　５３５，８００円（年額）
　　　※…入学料及び授業料の額は令和４年度納付額であり，令和５年度は改定になる場合があります。
　　　※在学中に授業料改定が行われた場合には，改定後の授業料を適用します。
………（3）その他の経費　約６３，７９０円
　　　①…　その他の経費とは，学生教育研究災害傷害保険料及び入学時の年会費としての後援会費

等の合計金額（金額については変更される場合があります。）です。
　　　②　納入期日等については，合格通知の際にお知らせします。
　　　※別途，テキスト，参考書代等の費用が必要です。
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11.　編入学生の修業年限及び卒業要件
　…　３年次への編入学生の修業年限は２年です。卒業の要件としては２年以上在学し，入学時に
認定された単位と合わせて所定の単位を修得しなければなりません。

12.　教育課程及び履修方法
　…　教育課程は，授業科目を共通教育科目（初年次科目，基礎科目，教養科目）及び専門教育科目
（専門基礎科目，専門科目）で編成しています。
　…　編入学した学生については，出身学校の履修状況に応じて既修得単位の認定を行い，本学部
の卒業認定に必要な単位を修得するよう履修計画を作成し，学習を行います。

13.　入学案内
　…　医学・医療の高度化，急速な技術革新，疾病構造の多様化及び人口の高齢化等の変化に対応し，
健康管理・健康増進に寄与するためには，高度な看護・保健専門職の育成が一層重要となってき
ています。
　…　一方，わが国の看護職者には，短期大学及び専修学校の卒業者等が多数みられますが，卒業後，
さらに４年制大学で，より高度な専門教育の道に進みたいという向学心の旺盛な人が増えていま
す。本学ではこれらの事情を踏まえ，看護系短期大学卒業者及び看護系専修学校修了者等に対す
る高等教育の機会を図る目的で，第３年次編入学を実施します。
　…　卒業時には，学士（看護学）の学位が与えられます。また，保健師課程を履修した者には，………
保健師国家試験の受験資格が与えられます。
　…　なお，保健師課程は選択制であり，次に示す選抜基準があります。
………（1）総 定 員：35名程度（うち３年次編入生の定員５名）
………（2）選抜基準：……必ず保健師国家試験を受験し，卒業後は，保健師としての業務に従事する意志

のある者
………（3）選抜試験：……面接，小論文，専門教育科目の成績を総合的に判断し，上位者を選抜する。
………（4）選抜時期：…３年次編入生は３年次前学期終了後
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14.　入学試験個人成績の開示
　…　愛媛大学医学部では，第３年次編入学試験の個人成績を受験者本人に限って開示します。令和
５年度の開示は，次のとおり行いますので，希望者は期間内に申し込んでください。
　　　開示内容：①個人別総合点
　　　　　　　　②順位
　　　請……求……者：…受験者本人に限ります。（代理人は不可）
　　　請求期間：…令和５年５月１日（月）から５月31日（水）まで
　　　　　　　　郵送による請求のみとし，この期間内の消印があるものに限り受け付けます。
　　　請求方法：……開示請求書，令和５年度愛媛大学医学部看護学科第３年次編入学受験票，及び返

信用封筒（長形３号　12㎝×23.5㎝，自己のあて先を明記し，414円分の切手を
貼ったもの）を同封して医学部入試係（２ページを参照）に請求してください。

　　　　　　　　…開示請求書は，令和５年４月下旬以降，大学ホームページ（https://www.
ehime-u.ac.jp/entrance/indication/）からダウンロードできます。

　　　　　　　　※…開示請求書等に不備がある場合は，開示することができません。不備がある
場合は，開示請求書に記載されている連絡先に電話連絡をするので，必ず連
絡の取れる連絡先を明記してください。

　　　開示方法：………医学部入試係に到着後，２週間程度で受験者本人あてに，郵送された受験票と
ともに，簡易書留郵便で送付します。

15.　正解・解答例又は出題意図の開示
　…　愛媛大学医学部では，令和５年度医学部看護学科第３年次編入学試験の正解・解答例又は出題
意図の開示を次のとおり行います。
………（1）開 示 日：令和４年９月14日（水）10時
………（2）掲示による場合
　　　　場　　所：医学部掲示場
　　　　掲示期間：開示日から２週間
………（3）郵送による場合
……　　…　140円分の切手を貼付し自己のあて先を明記した返信用封筒（長形３号　12cm×23.5cm）

を同封し，「愛媛大学医学部看護科第３年次編入学試験の正解・解答例又は出題意図の開示請
求」と朱書きの上，医学部入試係（２ページを参照）へ請求してください。

　　　……受付期間：開示日から１か月間
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16.　合理的配慮を希望する入学志願者の出願
　…　本学では，病気・負傷や障がい等のある者が，受験上及び修学上不利になることがないよう，
合理的配慮の提供を行っており，そのための相談を随時受け付けています。
　…　受験の際に必要な合理的配慮については，内容によって対応に時間を要することもありますの
で，出願する前のできるだけ早い時期に医学部入試係まで相談してください。
　…　また，相談は志願者本人，保護者及び担任教諭等，本人の状態を詳しく説明できる者が行って
ください。

………（1）受験上の合理的配慮の申請について
　…　受験上の合理的配慮の提供を必要とする者は，以下の書類を出願書類とあわせて提出してくだ
さい。
　…　なお，出願後，事故等により受験上の合理的配慮が必要になった場合，又は出願の期限までに
提出が困難な場合は，早急に医学部入試係までご連絡ください。
　…　また，通常と異なる解答方法を希望される場合には，対応に時間を要するため，出願前のでき
るだけ早い時期に申請するようお願いします。

書　類　等 障害者手帳所持者 障害者手帳不所持者
受験上の合理的配慮希望申請書
（https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/guidelines-download/） ○ ○
障害者手帳（身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉
手帳）の写し ○ ×
受験上で必要な合理的配慮内容が記載された医師の診断書
もしくは意見書の写し ○ ○

…　（注）……日常生活において使用している補聴器，松葉杖，車椅子等についても，受験上の合理的配
慮の申請が必要となります。なお，座布団，ひざ掛け，タオル（サイズは問わない），ティ
ッシュペーパー（袋から中身だけ取り出したもの），ハンカチ，目薬については，受験上の
合理的配慮の申請は不要です。

………（2）受験上の合理的配慮の決定通知
　…　提出された書類により，受験上の合理的配慮を決定し，決定された合理的配慮の内容は，申請…
者に郵送で通知します。
　…　なお，決定の際に不明な点がある場合には，別途確認の連絡を行うことがあります。
………（3）連絡及び提出先
　…　医学部入試係（２ページを参照）
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17.　学生募集要項，過去問の請求
　…　学生募集要項の請求は，請求する封筒の表に「医学部看護学科第３年次編入学学生募集要項請
求」と朱書きし，あて先を明記した返信用封筒（角形２号　33.2㎝×24㎝）に210円分の切手を
貼ったものを同封の上，申し込んでください。なお，過去問も同時に請求する場合は，返信用封
筒に390円分の切手を貼ったものを同封の上，封筒の表に朱書きする際には必ず「医学部看護学
科第３年次編入学学生募集要項，過去問請求」と記入し，申し込んでください。ただし，送付す
る過去問は前年度１年分のみとなります。
　※…試験問題の過去問としての送付可能時期は，翌年度の４月下旬頃です。それ以前に申し込みが
あった請求については，送付が可能になるまで医学部入試係にて保管します。

　…　過去問のみを請求する場合は，請求する封筒の表に「令和４年度医学部看護学科第３年次編入
学過去問請求」と朱書きし，あて先を明記した返信用封筒（角形２号　33.2㎝×24㎝）に210円
分の切手を貼ったものを同封の上，申し込んでください。
　…　いずれの場合も医学部入試係（２ページを参照）まで，請求してください。

18.　修了（見込）証明書作成例
　・４．出願資格 ② 該当者

修　了（見込）証　明　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　…○○　○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…昭和…○○年○○月○○日生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…平成…
　上記の者は，○○年○月本校の○○専門課程を修了（見込）の者であることを証明する。
　なお，○○専門課程は修業年限が○年で，課程の修了に必要な総授業時間数が○○○○
時間であることを併せて証明する。

○○年○月○日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○○専門学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…学校長　○○　○○

※　…この様式に準じたものであればどのようなものでも結構ですが，波線部分の文言
は必ず入れるようにしてください。

公印
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　・４．出願資格 ③ 該当者

19.　個人情報の取扱い
　…　本学では，提出された出願書類に記載された氏名，住所等の個人情報は，本学における出願の
事務処理，出願書類等に不備があった場合の連絡，試験の実施，合格者発表，合格された場合の
入学手続関係書類の送付等のために利用します。
　…　なお，出願書類等の不備があった場合には，その訂正・補完を迅速に行って頂くために，本学
を受験されること及び提出した出願書類等に不備があることを，保護者又は所属学校に通知する
場合があります。
　…　また，本選抜に係る個人情報は，合格者の入学後の教務関係（学籍，修学指導等），学生支援
関係（健康管理，奨学金申請等），授業料等に関する業務及び調査・研究（入試の改善や志願動
向の調査・分析等）を行う目的を持って本学が管理します。他の目的での利用及び本学の関係教
職員以外への提供は行いません。

修　了（見込）証　明　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　…○○　○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…昭和…○○年○○月○○日生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…平成…
　上記の者は，○○年○月本校の○○専攻（課程）の修了（見込）の者であることを証明する。
　なお，本校は○○年○月に看護に関する高等学校等の専攻科と認定され，学校教育法施
行規則第１００条の２に規定する文部科学大臣の定める基準を満たすものであり，上記の
者は大学への編入学資格を有することを併せて証明する。

○○年○月○日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○○高等学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…学校長　○○　○○

※　…この様式に準じたものであればどのようなものでも結構ですが，波線部分の文言
は必ず入れるようにしてください。

公印
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重 信 キャンパス
愛 媛 大 学 医 学 部

樽 味 キャンパス
農  学  部

Access Air Line

松山
観光港

ＪＲ
松山駅

松山
空港

松山
市駅 重信

川内
ＩＣ

13km
3km

8km

12km

4km

約1時間30分

約50分約45分

約55分 約1時間40分

約2時間15分

約1時間5分

約1時間45分沖縄

鹿児島

福岡 伊丹

羽田

成田

名古屋

札幌

松山

城 北 キ ャ ン パ ス
  法文学部　教育学部
  理 学 部　工 学 部
  教 育 学 生 支 援 部
  社 会 共 創 学 部

20.　試験場案内及び交通機関案内

試　験　場
　愛媛大学医学部
　愛媛県東温市志津川454

試験場案内

※令和４年４月現在
※運航状況については,各航空会社の　
　ホームページで確認してください。 
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看護学科校舎看護学科校舎

多目的棟多目的棟

コミュニティハウスコミュニティハウス

北吉井小学校前

愛大病院前看護学科
試験場・掲示場

（注）電車，バス等の運行時刻については，受験者各自が確認してください。
 ●ＪＲ四国　https://www.jr-shikoku.co.jp/ ●松山観光港　https://www.kankoko.com/
 ●伊予鉄道　https://www.iyotetsu.co.jp/ ●松 山 空 港　http://www.matsuyama-airport.co.jp/
各種交通機関
ホームページ

医学部までの交通機関案内
○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）➡愛大医学部南口下車

➡北へ徒歩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）➡…愛大医学部南口下車➡北へ徒歩10分
　伊予鉄道郊外バス　松山市駅前から川内方面行き（乗車約40分）➡北吉井小学校前又は愛大病院前下車➡徒歩10分
○松山空港から
　伊予鉄道バス… …松山市駅行き又は湯の山ニュータウン行き（乗車約25分）➡伊予鉄道松山市駅乗り換え
　リムジンバス… …松山市駅行き又は道後温泉駅前行き（乗車約25分）➡伊予鉄道松山市駅乗り換え
○松山観光港から
　伊予鉄道バス… …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）➡愛大医学部南口下車➡北へ徒歩10分


