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愛媛大学の所在地

愛大（愛媛大学）はどこ？

松山市は、愛媛県の県庁所在地です
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愛大は
愛媛県松山市に

あります ・上海 1時間45分
・ソウル 1時間30分
・東京 1時間25分
・大阪 55分

市内中心部
農学部

法文学部・教育学部
社会共創学部
理学部・工学部

自転車で
15分！

自転車で
5分♪



松山の魅力

☆愛媛大学は市内の中心にあるので、自転車があれば
十分！

☆家賃：2～3万円／月

☆生活費：3～5万円／月

☆首都圏より治安が良い
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（学生の声）
松山の人は親切だし、街はきれいで、物価も安いです。

（学生の声）
松山は静かなところで、買い物も便利です。冬の気温は0度以
上で、勉強や生活にぴったりです。



大学紹介（学部）
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法律、政治、経済、経営、国際
文学、言語、歴史、哲学、考古学
社会、文化 など

法文学部
人文社会学科

教育学部
学校教育教員養成課程
特別支援教育教員養成課程

学校教育 など

地域産業振興、産業技術開発
地域政策、国際政策
地域資源開発 など

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
地域資源マネジメント学科

理学部
理学科
（数学・数理情報コース、
物理学コース、化学コース
生物学コース、地学コース）

数学、物理、宇宙物理、化学
生物化学、生物、生態環境
地球科学 など

医療、保健、福祉 など
医学部
医学科
看護学科

工学部
工学科
（機械工学、知能システム学
電気電子工学、コンピュータ科学
応用情報工学、化学・生命科学
材料デザイン工学、社会基盤工学
社会デザイン 全9コース）

機械、建築、建造、環境、電子
情報、応用化学、材料工学 など

生物生産、施設生産、資源政策、環境
政策、応用生命科学、森林資源、地域
環境工学、生物環境保全、農山漁村地
域マネジメント、海洋生産科学 など

農学部
食料生産学科
生命機能学科
生物環境学科

留学生
56名

留学生
6名

留学生
0名

留学生
11名

留学生
49名

留学生
14名

留学生
3名



大学紹介（大学院）
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総合法政策専攻
人文科学専攻 法文学研究科

教育学研究科 教科教育専攻

数理物質科学専攻
環境機能科学専攻
アジア環境学特別コース
地球深部物質学特別コース
先端科学特別コース

理工学研究科
（理学系）

医学系研究科
医学専攻（博）
看護学専攻（修）

生産環境工学専攻
物質生命工学専攻
電子情報工学専攻
アジア防災学特別コース

理工学研究科
（工学系）

農学研究科（修）
連合農学研究科（博）

アジア・アフリカ・環太平洋留学生特
別コース（修）
食料生産学専攻（修）
生命機能学専攻（修）
生物環境学専攻（修）
生物資源生産学専攻（博）
生物資源利用学専攻（博）
生物環境保全学専攻（博）

留学生
修士17名

（修士のみ）

留学生
修士7名
博士9名

留学生
修士18名
博士27名

留学生
修士3名

（修士のみ）

留学生
修士0名
博士6名

留学生
修士23名
博士55名



留学生へのサポートなど

チューター制度など

就職支援をサポート

学費免除制度 →P.10へ

愛大のようす
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日本に来たばかりだと、心配なことも多いと思います。でも大丈夫で
す。大学が各留学生に先輩を1人つけてくれます。困ったときは、そ
の先輩が助けてくれます。

指導教員の先生が勉強や生活をサポートしてくれます。何かあったと
きは、先生に相談します。

愛大には就職支援の授業プログラムがあるので、よく会社の社員さ
んが留学生に日本企業の様子を教えてくれます。また、日本のビジ
ネスマナーを学ぶこともできます。
これらの勉強は日本でなく、他の場所で就職するときにも役に立つ
はずです。就職活動を始めた時には、先生が履歴書の書き方や面接
の対策を丁寧に教えてくれました。
そのほか、留学生を求める会社と積極的に連絡を取ることもできま
す。

授業料の全額免除や半額免除を受けられる制度があります。学期のは
じめに申請します。



留学生向けのイベントなど

留学生パーティー
毎年4月、10月にAISA主催のパーティー、

7月にAINECS主催のパーティーがあります。

 ICO
ICOは愛大内の国際交流団体です。毎週水曜日の夜に

活動しています。各国の留学生、日本人学生、松山

市民で一緒におしゃべりをします。

留学生研修旅行
愛媛大学では、毎年留学生の研修旅行をしています。

学校（幼稚園・小学校・中学校・高等学校）訪問
留学生が小学校等を訪問し、母国の紹介をしたり、子どもたちと

遊んだりします。
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御幸学生宿舎
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●城北キャンパスへ●
徒歩 25分
自転車 10分
電車 5分

●設備：バス・トイレ・IH調理器・ミニキッチン・冷蔵庫・机・椅子・
ベッド・エアコン
※寝具・食器は各自で用意

●施設：カフェテリア、ラウンジ、洗濯室

寄宿料：16,000円
管理共益費：2,000円
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
月額：18,000円
※日割り計算なし

清掃費：20,000円
※入居時のみ支払い



国際交流会館
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●樽味キャンパスへ●
（農学部）
徒歩 40分
自転車 20分

●設備：ユニットバス・エアコン・電気温水器・ガステーブル・ベッド
タンス・書棚・カップボード・食卓・椅子・机・冷蔵庫・洗濯機
電気スタンド・オーブンレンジ・下駄箱・ポット
※寝具・食器は各自で用意

●施設：カフェテリア、ラウンジ、洗濯室

寄宿料：5,900円
管理共益費：7,100円
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
月額：13,000円
※日割り計算なし

清掃費：21,000円
※入居時のみ支払い



学費・授業料免除

入学料、授業料等（2017年現在）

授業料免除
授業料免除を申請するときは、以下のサイトをよく確認してください。

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

授業料免除実施結果（私費外国人留学生）
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学部 入学料 授業料 その他の経費 計

法文学部

282,000円
前期分 267,900円
[年額 535,800円]

71,660円 621,560円

教育学部 64,660円 614,560円

社会共創学部 44,660円 594,560円

理学部 64,660円 614,560円

医学部
医：152,800円
看： 84,370円

医：702,700円
看：634,270円

工学部 64,660円 614,560円

農学部 70,660円 620,560円

2015年度 2016年度 2017年度

前期 後期 前期 後期 前期 後期

申請者 112人 114人 96人 98人 91人 99人

免除許可者

全免 101人 106人 92人 95人 87人 96人

半免 0人 0人 0人 0人 0人 0人

計 101人 106人 92人 95人 87人 96人

申請者の免除許可率 90％ 92％ 96％ 97％ 96％ 97％

不許可者 11人 8人 4人 3人 4人 3人



奨学金
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奨学金名 愛大推薦枠等 金額 支給期間

愛媛大学校友会
外国人留学生奨学金

6程度
(半期ごと)

20,000 月額 4ヶ月

関奉仕財団奨学金 2 360,000 年額 1年

松山済美会留学生奨学金 15程度 15,000 月額 1年

ロータリー米山記念奨学金 5
学部 100,000
大学院 140,000

月額 最長2年

平和中島財団
外国人留学生奨学金

学部 1
大学院 1

100,000 月額 1年

藤井国際奨学財団奨学金 若干名 50,000 月額
学部：最長3年
修士：最長2年
博士：最長3年

岩谷直治記念財団
岩谷国際留学生奨学金

制限なし
(全国採用数15)

150,000 月額 1年

佐藤陽国際奨学財団
留学生奨学金(秋募集)

制限なし
(全国採用数20)

学部 150,000
大学院 180,000

月額 2年

安田奨学財団
留学生奨学金(一般枠)

各学部2 100,000 月額 最長3年

安田奨学財団
留学生奨学金(スポーツ枠)

制限なし
(全国採用数5)

100,000 月額 卒業まで

共立国際交流奨学財団
奨学金

2

100,000 月額 2年

共立国際交流奨学財団
共立メンテナンス奨学基金奨学金

60,000 月額 1年

SGH財団留学生奨学金
学部 1
大学院 1

100,000 月額 2年

日本学生支援機構
私費外国人留学生学習奨励費
(12ヶ月採用)

若干名 48,000 月額 1年

日揮・実吉奨学金 1 250,000 年額 1年

日本国際教育支援協会
留学生奨学金(修学枠)

1 30,000 月額 最長2年

日本国際教育支援協会
留学生奨学金(就職促進枠)

5 30,000 月額 最長2年



入学試験

渡日前入学許可による私費外国人留学生入試
※募集要項は9月上旬に公開予定です 2019年度入学版

https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/outline/international-2/

① 日本留学試験（2017年11月または2018年6月実施のもの）

② 各学部の入試係にｅメールで連絡（2018年10月頃）

③ 出願期間（2018年11月1日（木）～2018年11月7日（水））

④ 選抜期日（2018年11月25日（日）まで）

⑤ 合格者発表（2018年12月7日（金）10時）

⑥ 入学手続期間（2018年12月17日（月）～2018年12月27日（木））

⑦ 入学（2019年4月）

私費外国人留学生入試
※募集要項は9月上旬に公開予定です 2019年度入学版

https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/outline/international-2/

① 日本留学試験（2018年6月または2018年11月実施のもの）

② 出願期間（2019年1月28日（月）～2019年2月6日（水））

③ 選抜期日（2019年2月25日（月）～）

④ 合格者発表（2019年3月6日（水）10時）

⑤ 入学手続期間（2019年3月11日（月）～2019年3月22日（金））

⑥ 入学（2019年4月）
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渡日前入試は
・理学部
・工学部
・農学部 のみ

学部生

学部生

https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/outline/international-2/
https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/outline/international-2/


入学試験

大学院 外国人特別選抜
修士課程 https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/graduate/master-2/

博士課程 https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/graduate/entrance-55875-2/

① 以下のサイトで指導教員を探す
愛媛大学教育研究者要覧

http://yoran.office.ehime-u.ac.jp/search/index.html

② 教員に連絡をとる

③ 出願

④ 選抜試験

⑤ 合格者発表

⑥ 入学手続

⑦ 入学（2019年4月）

私費外国人留学生入試状況（2017年度）

渡日前入学許可制度による私費外国人留学生
入試状況（2017年度）
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募集人員
出願 受験 合格 入学

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

若干人 70 32 102 50 26 76 13 9 22 9 7 16

募集人員
出願 受験 合格 入学

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

若干人 1 2 3 1 2 3 0 2 2 0 1 1

大学院

https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/graduate/master-2/
https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/graduate/entrance-55875-2/
http://yoran.office.ehime-u.ac.jp/search/index.html


愛大の先輩
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法文学部人文学科 2回生
譚 佳銘（中国ハルビン市出身 22歳）

学歴
高校：大連経済貿易学校（3年）
日本語練習ビジネス専門学校（半年）
日本河原電子ビジネス専門学校（1年半）
2012年4月愛媛大学入学
現在は、法文学部人文学科で社会学を専
攻しています。

留学生のみなさんへ
松山は環境もよく、物価も低く、家賃も
安いです。愛媛大学は国立なので、学費
も安いです。みんなやさしくて、愛媛大
学はいい進学先の1つだと思います。
みなさんが来るのを待ってます。

ゼミ
地域文化や食について研究
しています。よく先生とい
っしょに学外の研究会に参
加しています。

住居
アパートは大学のすぐ近くで、
自転車で5分くらいです。家賃
は25,000円／月です。

休日
やすみの日は友達と買い物に出か
けたり、温泉に行ったりします。
テスト期間は、図書館で勉強して
います。

クラブ活動
1年生の時は「こども守り隊」と
いうボランティアサークルに参
加していました。

就職活動
去年の夏に愛媛トヨタ株式会社
で2週間のインターンシップを
経験しました。日本人といっし
ょの実習です。愛媛大学には留
学生だけのインターンシップも
あるので、今年はそれに参加す
るつもりです。

アルバイト
コンビニで週2～3日バイトしています。
日本語の練習になるだけでなく、収入もあるので、いい経
験になります。



メモ
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問い合わせ（日本語・英語・中国語OK）

愛媛大学国際連携課学生交流チーム
Mail：kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp
URL：http://web.isc.ehime-u.ac.jp


