
　令和５年度 新入生歓迎週間

【●必ず参加、○生協主催行事】

（注）感染拡大防止のため、不特定多数との接触、多くの人が密集する場所を避けるなど、毎日の生活において自身が感染しないように考えた行動をとってください。
　 なお、咳・発熱等、少しでも体調のすぐれない場合は自宅で待機してください。この取扱いにより出席できない場合は個別に対応いたしますので、入学する学部の窓口にお
問い合わせください。

月日（曜） 履修等関係日程 参加 対象学生 集合時刻 開催時刻等 場　　所
3月29日
～

4月2日

㈬
～
㈰
・愛大生だよ！全員集合 ○ 予約制となります。愛媛大学生協新入生応援サイトVsignにてご確認下さい。

https://vsign.jp/ehime/2023/events/624

4月3日 ㈪

・履修指導

● 法文学部（昼間主） 08：40 09：00～11：00 グリーンホール
● 教育学部（初等教育コース） 08：40 08：50～10：40 教育学部大講義室

● 教育学部
（中等教育コース・特別支援教育コース） 08：40 08：50～10：40 教育学部103講義室

● 社会共創学部
（産業マネジメン学科・産業イノベーション学科）

09：20 09：30～11：00
共通講義棟Ａ多目的レクチャー室2

● 社会共創学部
（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Ａ44番

●
理学部
※ 教室の割振は、当日受付でお知らせ
します。

08：50 09：00～10：20
共通講義棟Ａ11番

共通講義棟Ａ21番

● 医学部 08：40 09：00～12：00 医学部（40周年記念講堂）

●
工学部
※ 教室の割振は、当日受付でお知らせ
します。

13：00 13：30～14：30

共通講義棟Ｃ EL 24
共通講義棟Ｃ EL 26
共通講義棟Ｃ EL 35
共通講義棟Ｃ EL 43
共通講義棟Ｃ EL 44
共通講義棟Ｃ EL 45

● 農学部 09：20 09：30～11：00 農学部大講義室
● 法文学部（夜間主） 16：50 17：00～19：00 共通講義棟Ｂ201

・学修スタートガイダンス

● 法文学部（昼間主） 11：10～12：40 グリーンホール
● 教育学部（初等教育コース） 10：50～12：20 教育学部大講義室

● 教育学部
（中等教育コース・特別支援教育コース） 10：50～12：20 教育学部103講義室

● 社会共創学部
（産業マネジメント学科・産業イノベーション学科）

11：10～12：40
共通講義棟Ａ多目的レクチャー室2

● 社会共創学部
（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Ａ44番

●
理学部
※ 教室の割振は、当日受付でお知らせ
します。

10：30～12：00
共通講義棟Ａ11番

共通講義棟Ａ21番
● 医学部 13：20 13：30～15：00 医学部（40周年記念講堂）

●
工学部
※ 教室の割振は、当日受付でお知らせ
します。

14：40～16：10

共通講義棟Ｃ EL 24
共通講義棟Ｃ EL 26
共通講義棟Ｃ EL 35
共通講義棟Ｃ EL 43
共通講義棟Ｃ EL 44
共通講義棟Ｃ EL 45

● 農学部 11：10～12：40 農学部大講義室
● 法文学部（夜間主） 19：10～20：40 共通講義棟Ｂ201

・パソコンお渡し・講習会 ○ 医学部 15：10 15：30～17：30
Windowsパソコン向け（基礎第3講義室）
Macパソコン向け（機能系実習室3）

・履修ステーション ○ 詳細は、愛媛大学生協新入生応援サイトVsign にてご確認下さい。
https://vsign.jp/ehime/2023/events/627

・SCV新入生なんでも相談 10：00～17：00 共通講義棟Ｂ １階 CRI－１
・生協、教科書ガイダンス ○ 全学生 ※生協、教科書ガイダンスは学修スタートガイダンスに含みます。

・サークル紹介 全学生
Twitter アカウント「愛媛大学サークル情報」＠ aidai_gakudan
愛媛大学公認団体の「アカウント」を集めたページです。各団体の情報
をご覧いただけます。

4月4日 ㈫

・健康診断

● 法文学部の女子 08：30～09：30
第1体育館・第3体育館（城北キャンパス）
※ 左記は受付時間です。健康診断は終了ま
でに、1～2時間程度かかります。

● 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

・パソコンお渡し・講習会

○ 教育学部（学生番号　1～140） 10：10 10：20～12：20 グリーンホール

○ 教育学部（学生番号　141～）・
工学部（学生番号　1～114） 12：40 12：50～14：50 グリーンホール

○ 工学部（学生番号　115～257） 14：10 14：20～16：20 共通講義棟Ａ11番
○ 工学部（学生番号　258～400） 15：40 15：50～17：50 グリーンホール

○ 工学部（学生番号　401～）・
法文学部（編入学生（昼・夜）） 17：10 17：20～19：20 共通講義棟Ａ11番

○ 法文学部（夜間主） 18：40 18：50～20：50 グリーンホール
○ 農学部 10：40 10：50～12：50 共通講義棟Ａ11番

・履修ステーション ○ 詳細は、愛媛大学生協新入生応援サイトVsignにてご確認下さい。
https://vsign.jp/ehime/2023/events/627

・SCV新入生なんでも相談 10：00～15：00 共通講義棟Ｂ １階 CRI－1



　新入生歓迎週間（つづき）

月日（曜） 履修等関係日程 参加 対象学生 集合時刻 開催時刻等 場　　所

4月5日 ㈬

・健康診断
● 教育学部・工学部・農学部の女子 08：30～09：30 第１体育館・第3体育館（城北キャンパス）

※ 左記は受付時間です。健康診断は終了ま
でに、1～2時間程度かかります。

● 工学部の男子 13：00～14：00
● 教育学部・農学部の男子 14：00～14：30

・パソコンお渡し・講習会

○ 法文学部（昼間主／学生番号　1～143） 10：10 10：20～12：20 グリーンホール
○ 理学部（学生番号　92～） 10：40 10：50～12：50 共通講義棟Ａ11番
○ 法文学部（昼間主／学生番号　144～） 12：40 12：50～14：50 グリーンホール

○
社会共創学部
（産業マネジメント学科・
産業イノベーション学科・環境デザイン学科）

14：10 14：20～16：20 共通講義棟Ａ11番

○ 社会共創学部（地域資源マネジメント学科）・
理学部（学生番号　1～91） 15：40 15：50～17：50 グリーンホール

・ 日本学生支援機構奨学金予
約採用候補者説明会 ●

奨学金予約採用候補者（医学部以外の学
生）※5日・6日のいずれか1回に参加
してください。
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。

09：30
～

16：00

左記の日時に共通講義棟Ａ多目的レクチャー室1（2階）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。
※資料配付のみとなる場合があります。

・履修ステーション ○ 詳細は、愛媛大学生協新入生応援サイトVsignにてご確認下さい。
https://vsign.jp/ehime/2023/events/627

・SCV新入生なんでも相談 10：00～15：00 共通講義棟Ｂ １階 CRI－1

4月6日 ㈭

・入学式 ● 全学生
09：00
～
10：00

10：30～11：30 愛媛県県民文化会館

・教育学部一般ガイダンス ● 教育学部 12：50 13：00～13：45 教育学部大講義室

・教育学部専門教育ガイダンス ● 教育学部

小サブ
13：50

小サブ
14：00～16：00

教育学部大講義室・401講義室・高度化ゾー
ン①～④

国語・
社会・
数学・
理科・
美術・
保体・
技術・
家政・
英語・
特支
13：50

国語・社会・数学・
理科・美術・保体・
技術・家政・英語・

特支
14：00～

国語＝人文社会科学系教員養成室
社会＝社会科実験室
数学＝教育学部402講義室
理科＝理科共同学生実験室1
美術＝デザイン実習室
保体＝教育学部101講義室
技術＝技術多目的演習実習室1
家政＝家政教育実習室
英語＝教育学部202講義室
特支＝教育学部102講義室

音楽
14：20

音楽
14：30～16：00 大演奏室

幼年
15：20

幼年
15：30～ 教育学部多目的講義室1

・学科別ガイダンス ● 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 ● 工学部 13：00 13：15～ 工学部講義室

・学科別ガイダンス
● 農学部（食料生産学科）

13：20 13：30～14：00
農学部大講義室

● 農学部（生命機能学科） 農学部第11講義室
● 農学部（生物環境学科） 多目的ホール

・学生生活担当教員との面談

● 農学部（食料生産学科） 学科別
ガイダ
ンスか
ら引き
続き

14：00～14：30 農学部各講義室・研究室● 農学部（生命機能学科）

● 農学部（生物環境学科）

・ 日本学生支援機構奨学金予
約採用候補者説明会 ●

奨学金予約採用候補者（医学部以外の学
生）※5日・6日のいずれか1回に参加
してください。
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。

09：30
～

16：00

左記の日時に共通講義棟Ａ多目的レクチャー室1（2階）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。
※資料配付のみとなる場合があります。

・共通教育科目／抽選・教室調整 【履修登録不可】
・SCV新入生なんでも相談 12：00～15：00 共通講義棟Ｂ１階 CRI－1

4月7日 ㈮

・学生生活オリエンテーション ● 全学生
09：00
～
09：30

09：50～11：30 愛媛県県民文化会館

・ 日本学生支援機構奨学金在
学採用説明会 ● 奨学金希望者のみ（進学後申請者）

09：30
～
16：00

左記の日時に共通講義棟Ａ多目的レクチャー室1（2階）で日
本学生支援機構奨学金在学採用の申請書を配付します。
※資料配付のみとなる場合があります。

・ 御幸学生宿舎入居オリエン
テーション 令和5年4月新入居生 13：45 14：00～15：00 南加記念ホール

・履修登録確認・修正（～16日） ● 全学生
・SCV新入生なんでも相談 12：00～15：00 共通講義棟Ｂ１階 CRI－1

4月10日 ㈪ ・授業開始


