
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION EVENTS & ACTIVITIES 

☆All incoming students must attend the following Orientation Sessions: 

* If you have some symptoms of a cold or a fever of 37.5 degrees, you 

cannot participate in the events. You should contact the International 

Relations Division after recovering sufficiently. 

Orientation   March 29(Tue) 13:00-16:00   

               Room #M32, 3rd floor, Aidai Muse 

Health Exam  April 7(Thu)   8:30-10:30  Gymnasium 1 and 3, Johoku Campus 

Students should check the information from Health Service Center. 

●Optional activities 

Welcome Desk Mon-Fri, 9:00-12:00, 13:00-16:00   

2nd floor of Aidai Muse, near the International Office, Johoku Campus 

There will be staff to help you fill out forms and to provide other information to help you get 

registered. 

Survival Course (Zoom Course Only) 

These are for beginners of Japanese. Students who are currently living in Matsuyama and do 

not have sufficient internet access yet, please ask the Student Exchange Team in advance. 

 -Language Skills  

 April 1- April 15 (Except April 6 and 7) 

・Mon–Fri  (10:20–11:50 Japan Standard Time) 

・Mon–Fri  (18:00–19:30 JST)  

The number of classes to be offered has not yet been determined, and Ehime University will 

determine which of the two time zone classes you will be enrolled in based on your current 

place of residence.    

-Life Skills: For all newcomers to Japan  

March 31(Thu) 15:30-17:00  Preparing your stay on Shikoku  

April 7 (Thu) 15:30-17:00    Lecture + Q& A  

April 14 (Thu) 15:30-17:00   Free talk session  

 

Placement test ※Details of the Japanese language program will be announced later. 

April 4 (Mon) 13:00-16:00  #202, 2nd floor of Aidai Muse 

April 11(Mon) 13:00-16:00  #202, 2nd floor of Aidai Muse 

Classes are determined by level, so those who plan to take the Japanese classes are required 

to take a placemen test. If you are not in Japan, Please contact with us. 

Please check the latest news  

International Relations Office, Ehime University 

Email: kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp 

URL: http://web.isc.ehime-u.ac.jp/ 

mailto:kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

オリエンテーションおよびその他の行事について 

☆すべての新入留学生は，オリエンテーションに参加しなくてはいけません。 

※風邪の症状や発熱（37.5 度以上）がある場合は参加を控え、治癒した後、国際連携課ま

でご連絡ください。 

オリエンテーション 3月 29日（火）13:00-16:00 愛大ミューズ 3F # M32 (城北キャンパス) 

  

健康診断     4月 7日（木）8:30-10:30  第 1・3体育館(城北キャンパス) 

※詳細は、総合健康センターからの案内を確認してください。 

 

●これより下は自由参加です。 

ウェルカムデスク   月曜日-金曜日 9:00-12:00, 13:00-16:00  

愛大ミューズ 2階、学生交流チームオフィス（城北キャンパス） 

書類の記入等のサポートやその他、日本での生活上のアドバイスを受けられます。 

 

サバイバル･コース  （Zoomオンラインコース） 

日本語初心者が対象で、2種類のコースがあります。松山在住でインターネットが使えない人は事

前に学生交流チームへご連絡下さい。 

-ランゲージスキルズ  

4月 1日（金）～4月 15日（金）（4月 6日（水）７日（木）を除く） 

・月-金 2限 (10:20-11:50 日本時間)  

・月-金 6限 (18:00-19:30 日本時間) 

開講するクラス数は未定です。また、受講クラスは留学生の現在の在住地により、大学が時間帯

を決定の上お知らせします。 

-ライフスキルズ：日本での生活が初めての人対象 

3月 31日（木）15:30-17:00 - 四国の生活の準備  

4月 7日（木）15:30-17:00 - 講義と Q&A  

4月 14日（木）15:30-17:00- フリートーク  

 

プレイスメントテスト ※日本語プログラムの詳細は，後日案内いたします。 

4月 4日（月）13：00-16：00 愛大ミューズ 2階 #202（城北キャンパス） 

4月 11日（月）13：00-16：00 愛大ミューズ 2階 #202（城北キャンパス） 

※レベルによってクラスが決められますので、日本語クラスを受講予定の人は 

どちらかでテストを受けてください。日本にいない場合は学生交流チームへご連絡下さい 

 

 

 

最新のニュースについては下記をチェックしてください！ 

愛媛大学国際連携課  

Email: kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp 
URL: http://web.isc.ehime-u.ac.jp/ 

mailto:kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp

