
授業科目名：○○○○学

科目到達目標：～について理解できる。

科目責任者（所属教室）：鳥取　太郎（○○○○学） 連絡先：

回数 月日 時限 講義室 授業内容 担当者
講座・

分野・診療科
到達目標 授業のキーワード

1 4/2(月) 3 131 ○○○ 鳥取　太郎 病態情報内科学△△△ □□□

※到達目標・授業のキーワードを確認の上、予習・復習してください。

教育グランドデザインとの関連：１，２

学位授与の方針との関連：１

授業のレベル：１

評価：定期試験 70%

小試験 10%

レポート 10%

受講態度 10%

実務経験との関連：病院現場における医療経験がある教員が、その経験を活かして指導する。

教科書：

参考書：

その他：（特に周知を要する事項）

作成見本
見本はmoodleにアップしてあります。提出もmoodleからお願いいたします。

※「鳥取大学における全学共通科目及び医学部専門科目の成績評価に関する申合せ」が施行された事により、学生が、自らの成績評価に関して「シラバス等に記載されている到達目標、

成績の評価方法と基準等から、明らかに成績評価について疑義があると思われるもの」に該当すると判断した場合は、「当該授業科目の成績公開後３日以内に『成績評価確認願』により申

立てを行うことができる」となっておりますので、シラバス作成時にはご留意願います。

日付・時限・場所は日程のシート
に入力してあるとおりです。
なお、「候補日時から○○コマを
選択」となっている場合は、日時
を選択して入力願います。

姓名を記入してください。
また、非常勤講師の方の
場合は、必ず姓名の後に
「（非常勤講師）」とお書きく
ださい。

評価方法（定期試験・小試験・レポート・受講態度等）やその配点、評価基準等についてできるだけ具体的に記載願います。
例：定期試験70％・小試験10％・レポート10％・受講態度10％
※出席点については、付与しないこととなりましたので、ご注意ください。（全学の委員会にて決定）

講義で使用する教科書・参考書を指定される場合は、使用する教科書・参考書の書名、出版社、著
者、発行年等をそれぞれ記入してください。なお、教科書・参考書が前年度と同じ場合も同様に記入
してください。また、特に教科書・参考書を指定されない場合は記入の必要はございません。

学生に、各講義の担当診療科がわかるよう、
各授業担当者の所属分野または診療科名を記入願
います。
学生から質問等のために記載してほしいとの要望が
ありましたので、生命・保健学科等でも記載をお願い
いたします。

●講義室は変更する場合が
あります。
●指定の講義室がありまし
たら、その際はシラバス記載
の講義室等一覧表を参照の
うえ、ご記入ください。
例：「移動・平面を希望」、「Ｔ
Ｕ室を10部屋希望」等記載し
てください。
●実習室を利用する場合は
実習室名を必ず記載してくだ
さい。

（記入例）
・研究室TEL：0859-38-○○○○
・E-mail：○○○@○○○○○
・○○科医局、○○研究室に伝言してください。

該当する数字の記載をお願います。
１：入門及び初級レベル
２：中級レベル（基礎科目）
３：中級～上級レベル（応用科目）
４：上級レベル（発展科目）
５：大学院レベル

実務経験のある教員による授業の場合は、その経験を活かした教育を、どのように行うのかを記入します
記入例： 現役の医師がその経験を活かし、各自の専門分野に関する講義を行う



シラバス
講義室
記載名

建物名 階 講義室名
学務課での
予約の可否

参考

111 講義実習棟 １階 111講義室 ○
112 講義実習棟 １階 112講義室 ○
121 講義実習棟 ２階 121講義室 ○
122 講義実習棟 ２階 122講義室 ○
131 講義実習棟 ３階 131講義室 ○
211 アレスコ棟 １階 211講義室 ○
221 アレスコ棟 ２階 221講義室 ○
231 アレスコ棟 ３階 231講義室 ○
261 アレスコ棟 ６階 261講義室 ○
262 アレスコ棟 ６階 262講義室 ○
322 総合教育棟 ２階 322講義室 ○
323 総合教育棟 ２階 323講義室 ○
421 臨床講義棟 ２階 421講義室 ○
431 臨床講義棟 ３階 431講義室 ○
511 生命科学科棟 １階 511講義室 ○
ATU1 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室1 ○
ATU2 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室2 ○
ATU3 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室3 ○
ATU4 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室4 ○
ATU5 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室5 ○
ATU6 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室6 ○
ATU7 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室7 ○
ATU8 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室8 ○
ATU9 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室9 ○
ATU10 アレスコ棟 ２階 チュートリアル室10 ○
ETU2-1 総合教育棟 ２階 チュートリアル室2-1 ○
ETU2-2 総合教育棟 ２階 チュートリアル室2-2 ○
ETU2-3 総合教育棟 ２階 チュートリアル室2-3 ○
ETU2-4 総合教育棟 ２階 チュートリアル室2-4 ○
ETU2-5 総合教育棟 ２階 チュートリアル室2-5 ○
ETU2-6 総合教育棟 ２階 チュートリアル室2-6 ○
ETU2-7 総合教育棟 ２階 チュートリアル室2-7 ○
ETU2-8 総合教育棟 ２階 チュートリアル室2-8 ○
ETU3-1 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-1 ○
ETU3-2 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-2 ○
ETU3-3 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-3 ○
ETU3-4 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-4 ○
ETU3-5 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-5 ○
ETU3-6 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-6 ○
ETU3-7 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-7 ○
ETU3-8 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-8 ○
ETU3-9 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-9 ○
ETU3-10 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-10 ○
ETU3-11 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-11 ○
ETU3-12 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-12 ○
ETU3-13 総合教育棟 ３階 チュートリアル室3-13 ○
ETU4-1 総合教育棟 ４階 チュートリアル室4-1 ○
ETU4-2 総合教育棟 ４階 チュートリアル室4-2 ○
ETU4-3 総合教育棟 ４階 チュートリアル室4-3 ○
ETU4-4 総合教育棟 ４階 チュートリアル室4-4 ○
ETU4-5 総合教育棟 ４階 チュートリアル室4-5 ○
ETU4-6 総合教育棟 ４階 チュートリアル室4-6 ○
ETU4-7 総合教育棟 ４階 チュートリアル室4-7 ○
解剖 総合教育棟 １階 解剖実習室 ※ 授業に関しては学務課で予約可能です。
機能系 総合教育棟 ２階 機能系実習室 ※ 授業に関しては学務課で予約可能です。
感染生化 総合教育棟 ３階 感染症・生化学実習室 ※ 授業に関しては学務課で予約可能です。
組織系 総合教育棟 ４階 組織系実習室 ※ 授業に関しては学務課で予約可能です。
C演習室 総合教育棟 ４階 コンピュータ演習室 × 総合ﾒﾃﾞｨｱ基盤ｾﾝﾀｰ米子ｻﾌﾞｾﾝﾀｰに問い合わせください。

S1 アレスコ棟 ５階 スキルラボ１ ○
S2 アレスコ棟 ５階 スキルラボ２ ○
S3 アレスコ棟 ５階 スキルラボ３ ○
S4 アレスコ棟 ６階 スキルラボ４ ○
S5 アレスコ棟 ６階 スキルラボ５ ○
SC 第二中央診療棟 ４階 シミュレーションセンター × ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰに問い合わせください。

記念講堂 記念講堂 × 総務課にお問い合わせください。

シラバス記載講義室名の一覧について


