
授　 業 　科 　目 教　員 教室 メディア 授　 業 　科 　目 教　員 教室 メディア 授　 業 　科 　目 教　員 教室 メディア 授　 業 　科 　目 教　員 教室 メディア 授　 業 　科 　目 教　員 教室 メディア

１Q◎基礎物理学 笠谷 4番+5番 ○ １Q　○哲学（共）

２Q◎基礎化学 笠谷 4番+5番 ○ ２Q　○歴史学（共）

１Q ◎獣医解剖学Ｃ
※授業時間…１０：３０～１２：００

松元（鹿） 4番+5番 ●

２Q ◎獣医解剖学Ｄ
※授業時間…１０：３０～１２：００

日下部 4番+5番 ○

１Q ◎獣医公衆衛生学
※授業時間…１０：３０～１２：００

度会・豊福 icover101

２Q ◎環境衛生学
※授業時間…１０：３０～１２：００

中馬（鹿） icover101 ●

１Q ◎獣医皮膚病学
水野
遠藤(鹿) icover201

○
●

２Q ◎獣医腎泌尿器病学
矢吹(鹿)
谷・上林 icover201

●
○

5

6

１Q ○人間の発達と育成１（共） １Q ○食と生命（共） １Q ◎情報リテラシー演習（共）

２Q ○人間の発達と育成２（共） ２Q ◎データサイエンス技術Ⅰ
※授業時間…１０：３０～１２：００

白石（鹿） 4番+5番 ● ２Q ◎情報セキュリティ・モラル（共） 齋藤 4番+5番 ○

１Q ◎獣医臨床栄養学 角川 4番+5番 ○

２Q ◎畜産科学 角川 4番+5番 ○

3 ◎獣医病理学Ｄ 森本 icover101 ○ 森本・櫻井 １０１実習室

１Q ◎獣医疫学
※授業時間…１０：３０～１２：００

豊福・高野 4番+5番 ○

２Q ◎獣医臨床病理学Ⅱ 水野・伊賀瀬 icover201 ○

5

6

１Q ◎免疫学Ⅰ 田仲(鹿) 4番+5番 ●

２Q ◎免疫学Ⅱ 岩田 4番+5番 ○

１Q ◎獣医薬理学Ｃ 佐藤晃・大浜 icover201 ○

２Q ◎獣医薬理学Ｄ 宮本・宇野(鹿) icover201 ●

１Q ◎牛診療学Ⅰ 乙丸（鹿） icover101 ●

２Q ◎牛診療学Ⅱ 髙木・谷口 icover101

5

6

２Q ○環境と人間（共）

5

6

１Q ○知的財産入門（共）

１Q ◎獣医組織学Ｂ 松元（鹿） icover201 ●

２Q ◎獣医組織学Ｃ
日下部
松元（鹿） icover201

○
●

１Q ◎臨床獣医学総論 遠藤　(鹿) 4番+5番 ● １Q ◎実験動物学Ａ
　※授業時間…１０：３０～１２：００

浅野（鹿） 4番+5番 ●

２Q ◎獣医放射線学 中市 4番+5番 ○ ２Q ◎実験動物学Ｂ
※授業時間…１０：３０～１２：００

木村 4番+5番 ○

１Q ◎獣医臨床病理学Ⅰ
　※授業時間…１０：３０～１２：００

大和（鹿） icover201 ●

5

6

【集中講義】
授業科目 担当教員 実施場所 メディア 実施時期(予定) 対象学年 備　考 授業科目 担当教員 実施場所又は教室(予定) メディア 実施時期(予定) 対象学年 備　考

◎生命倫理学（共） 加隈（非） ○ １年 ○臨床獣医学特別実習Ⅰ 山大教員 （未定） （未定） ６年 ●教室の場所は下記のとおりです
◎コミュニケーション論（共） 堀北（非） １年 ○臨床獣医学特別実習Ⅱ 山大教員 （未定） （未定） ６年 １番教室：獣医棟４階 大講義室：獣医棟４階
◎獣医学概論Ａ 山大教員 山口大学 8月29日（月）～8月31日（水）予定 １年 鹿児島大学生来訪 ○臨床獣医学特別実習Ⅲ 山大教員 （未定） （未定） ６年 ２番教室：学部本館２階 １０１実習室：iCOVER１階
◎獣医学概論Ｂ 鹿大教員 鹿児島大学 8月23日（火）～8月25日（木）予定 １年 鹿大へ移動（２泊３日） ○臨床獣医学特別実習Ⅳ 中市・板本 （未定） （未定） ６年 ３番教室：学部本館３階 ２０１実習室：iCOVER２階
◎動物遺伝学 都築（非） ○ ２年 ○臨床獣医学特別実習Ⅴ 谷口 （未定） （未定） ６年 ４番教室：学部本館３階 ３０１実習室：iCOVER３階
◎食品科学 根岸（非）・豊福・高野 ○ ２年 ○臨床獣医学特別実習Ⅵ 谷 （未定） （未定） ６年 ５番教室：学部本館３階 臨床実験室：医療センター１号館２階
◎獣医臨床基礎実習 谷口 他 ３年 ○臨床獣医学特別実習Ⅶ 森本 （未定） （未定） ６年 ６番教室：学部本館４階 大動物手術棟：医療センター２号館
◎獣医倫理学 髙島（非） ○ ４年 ○臨床獣医学特別実習Ⅷ 佐々木 （未定） （未定） ６年 ７番教室：学部本館４階
◎動物感染症総合実習Ａ 山大教員 ４年 ◎夜間・救急病院総合臨床実習 板本　他 （未定） ６年
◎臨床動物行動学 入交（鹿）（非） ● ４年
◎食肉衛生検査学実習 豊福・度会　他 （未定） ５年
◎伴侶動物総合臨床実習 山大教員 （未定） （未定） ５年 ５年前期～６年前期

◎産業動物総合臨床実習 山大教員 （未定） （未定） ５年 ５年前期～６年前期

◎病理臨床解剖学実習 山大教員 （未定） （未定） ５年 ５年前期～６年前期

◎夜間・救急病院総合臨床実習 板本　他 （未定） ５年 ５年前期～６年前期

【専修教育科目】
授業科目 担当教員 実施場所 メディア 実施時期(予定) 対象学年

◎専攻演習 山大教員 山口大学 ４年通年 ４年
◎卒業論文 山大教員 山口大学 ５年前期～６年後期 ５年～６年

備考　１．「授業科目」の『１Q』は前期クオーター１（前半期間＝主に４～５月）、『２Q』は前期クオーター２（後半期間＝主に６～７月）。※詳しくは「学年暦」参照。 ５．「メディア」に『○』印がある科目は、授業の全部又は一部を遠隔授業システムにより、山口大学から鹿児島大学へリアルタイムで配信しながら授業を行う。
２．「授業科目」の『◎』は必修科目、『◯』は選択必修科目。 ６．「メディア」に『●』印がある科目は、授業の全部又は一部を遠隔授業システムにより、鹿児島大学から山口大学へリアルタイムで配信される映像等による授業を行う。
３．「授業科目」の『(共)』は共通教育科目。その他は専門教育科目。「教員」「教室」が『（共通）』とある科目は共通教育棟掲示板等で確認すること。 ７．履修登録はWEBより次の期限までに必ず登録すること。
４．「教員」の『(非)』は学内又は学外非常勤講師。『（鹿）』は鹿児島大学教員。 ８．集中講義の詳細については,掲示等による周知,もしくは担当教員から連絡があるので今後注意してください。

◆履修登録期限・１年生　４月６日（水）9：00～　４月７日（木），　４月８日（金）15：00～　４月15日（金）　　・２年生以上　４月１日（金）9：00～　４月5日（火）正午　＊集中講義もこの期間に登録すること。　　　

◎獣医繁殖学実習

2022.3.23現在

◎寄生虫学実習

日下部・加納・今井

３０１実習室

◎獣医解剖学実習Ａ

icover101

（共通）

１０１実習室

髙木・谷口

icover101

柳田

3 icover101早坂・下田

3

牧場
2０１実習室

◎獣医組織学実習Ａ

指導教員より履修指導を受けてください。

◎伴侶動物麻酔・手術学実習Ⅰ
板本・伊藤・井芹
堀切園・砂原・根本

臨床実験室

備　考

指導教員より履修指導を受けてください。

○
●

◎生化学Ⅱ
※授業時間…１０：３０～１２：００

藤田（鹿） icover101 ●

金

1

3

○4 柳田

iCOVER
201・508
実習室

icover101◎魚病学

2

◎実験動物機能学実習

4番+5番

◎獣医病理学Ｃ
　※授業時間…１０：３０～１２：００

畑井（鹿）

4 髙木・谷口藤本　（鹿） 4番+5番

2

（共通）

◎獣医微生物学Ⅰ 早坂・下田

●

◎スポーツ運動実習（共）

木

1

●

◎家禽疾病学
◎獣医繁殖学
※授業時間…１０：３０～１２：００

（共通）

◎獣医微生物学ⅡＢ
　※授業時間…１０：３０～１２：００

◎英語Ⅱ（共） （共通）ブライアン

水

1 ◎英語Ⅰ（共） アラン （共通）

2

4

和田・日暮

4

◎獣医生理学実習 ２０１実習室
◎獣医生理学Ａ
※授業時間…１０：３０～１２：００

和田 icover101

◎獣医病理学実習

◎獣医公衆衛生学実習Ⅱ

火

1
(共通) (共通) (共通)

2

(共通)

馬場・奥田・水野
井芹・上林・砂原
伊賀瀬

臨床実験室

◎英語Ⅰ（共） ブライアン

西垣・三宅 ３０１実習室

豊福・度会
清水・渡邉

３０１実習室

木村・佐藤晃・大浜

（共通）

１０１実習室
加納・日下部・今井
松元・辻尾（鹿）

3 ◎寄生虫学Ⅱ 佐藤宏 icover101 ◎獣医微生物学実習Ｂ

4 ◎伴侶動物診断治療学実習Ａ

１６：１０　～　１７：４０

(共通)

月

1 ◎基礎生物学 山本 4番+5番

◎生化学実習2

共同獣医学部　　令和４年度（2022年度）　　前期授業時間割表

共同獣医学部

曜

日
学
年

１　・　２　時限

(共通)

９　・　１０　時限３　・　４　時限 ７　・　８　時限

島田・羽原 ２０１実習室

◎動物感染症学Ａ
※授業時間…１０：３０～１２：００

西垣・三宅 icover201

１４：３０　～　１６：００
５　・　６　時限

○

８：４０　～　１０：１０ １０：２０　～　１１：５０　（一部科目を除く） １２：５０　～　１４：２０


