
100分授業のガイドライン



早稲田大学では、Waseda Vision150核心戦略2「グローバルリーダー育成
のための教育体系の再構築」の実現のため、学生の学外の体験的・実践的
活動に参加しやすい環境の整備を目的として、2023年度から1時限あたりの
授業時間を90分から100分に変更し、併せて、授業時間割を変更します。
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1 主な変更点
（1）1時限あたりの授業時間が90分から100分に変更となります。併せて授業時間割も変更となります。
（2）各学期の授業週数が次のとおり変更となります。　　　

学期区分 変更前 変更後

通年 30週 28週

春学期・秋学期 15週 14週

クォーター 8週 7週

（3）休業期間が長くなります。

2 変更によるメリット
（1）1時限あたりの授業時間が増加するため、対話型、問題発見・解決型授業を実施しやすくなります。
（2）クォーター科目の授業週数を7週間に揃えることができ、クォーター科目を配当しやすくなります。
（3）1時限を分割した50分を上手く組み合わせることで、授業実施上の工夫がしやすくなります。
（4）演習等を150分にすることなどにより、集中的に議論を行う機会を提供することができます。
（5）授業の構成を変更する必要があるため、これまでの授業内容を見直すことができます。

3 授業時間割の変更

2023年度から
2022年度まで

全体 経営管理研究科 芸術学校

1時限 8:50～10:30 1時限 9:00～10:30

2時限 10:40～12:20 2時限 10:40～12:10

昼休み 50分 昼休み 50分

3時限 13:10～14:50 3時限 13:00～14:30

4時限 15:05～16:45 4時限 14:45～16:15

5時限 17:00～18:40 5時限 16:30～18:00

6時限 18:55～20:35 6時限 18:30～20:10 6時限 18:10～19:50 6時限 18:15～19:45

7時限 20:45～21:35
（50分） 7時限 20:20～22:00

（100分） 7時限 19:55～21:35
（100分） 7時限 19:55～21:25

◆変更のポイント ①1時限目の開始時間が10分早まります。
②休業期間を従前より長く確保することができます。
③経営管理研究科および芸術学校の6時限目以降の時間割が異なります。
　ただし、他の大学院も経営管理研究科用の時間割を適用することがあります。
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4 100分授業導入による影響と対応
　授業回数が15回から14回（8回から7回）に変更となります。授業回数の変更に伴い、14回（7回）を想定した授業構成、授業内容や
方法を検討する必要があります。例えば、授業時間を2つに区切って、講義と演習やディスカッションを組み合わせることで、前半の
講義でインプットした知識を後半のディスカッションで活用させることもできます。また、さらに授業時間を細かく区切ることによって、
ディスカッション、学生どうしの教え合い、振り返り等の時間を設定することも可能です。これらの授業実践の方法については、「7. 
100分授業において活用できるTips」をご参照ください。14回（7回）すべて同じ構成にすることも可能ですが、各回で異なる構成に
することも可能です。また、授業の最終回では、授業の一部を学生授業アンケートを入力してもらう時間にあてることも可能と考えら
れます。具体的な授業構成の例は以下のとおりです。

①50分×2回型
　1回100分の授業を50分×2回の授業とみなして、100分の授業をデザインします。授業の組み合わせ例は以下のとおりです。

50分

授業に関連する振り返り等

50分

50分
講義

50分
演習・ディスカッション

50分
グループディスカッション

50分
ディスカッションの内容共有

I. 振り返りの時間、ディスカッショ
    ンの時間等を設定する

II. 講義と演習・ディスカッション
　 の時間を組み合わせる回を
　 設ける

III. 前半はグループでのディスカッ
　 ションの時間にあて、後半は
　 クラス全体で議論の共有を行う

IV. 100分の授業時間を  
　  ディスカッションにあてる

②授業構成再構築型
　下記の例のように、授業時間を細かく区切って講義やディスカッション等を複数回組み合わせることが考えられます。

I. 5分～20分の単位で区切り、 
　議論、演習などを組み合わせる

II. 30分の講義＋20分のディスカッショ
　ンの組み合わせを2回実施する

III. 講義の時間のあとに複数回、短時
　 間の振り返りの時間を設定する

10分　 導入（前回の振り返り）

20分　 講義

20分　 グループワーク

20分　 全体共有

20分　 解説・講義

5分　 質疑応答

5分　 振り返りシート作成

30分　 講義

20分　 ディスカッション

30分　 講義

20分　 ディスカッション

◯◯分　講義

◯◯分　振り返り

◯◯分　講義

◯◯分　振り返り

◯◯分　講義

◯◯分　振り返り

15分 導入・グループ分け

35分 ディスカッション

5分 振り返り

30分 ディスカッション

5分 振り返り

10分　 まとめ・振り返りシート作成

※この場合は、以下の点に留意してください。

◦ディスカッションを行う前の授業回において、必要となる知識を伝達する
講義の回を設定することやディスカッションを行う授業の事前学修課題と
して、ディスカッションに必要な知識について理解させておくことが必要で
す。

　例）必要な文献を読ませる、動画等を視聴させる　など

◦ディスカッションを行った授業回の次の回において、必要なフィードバックを行っ
てください。

◦まとめの時間、振り返りの時間も確保してください。

3



　授業時間が100分に延長されることに伴い学生の集中力が途切れることが考えられます。そのため、講義とディスカッションを組
み合わせたり、オンライン授業と対面授業を組み合わせたりすることが必要となってきます。2020年度に新型コロナウイルス感染症
拡大のため授業のオンライン化を行った結果、そのノウハウが蓄積されたことや、授業によってはその教育効果が対面授業と変わら
ない点も認められるようになってきたことから、対面で実施する授業回とオンラインで実施する授業回を組み合わせることを検討さ
れている先生も多いかと思います。授業設計にあたっては、以下（1）～（3）をご留意ください。

5 100分授業実施における注意点

（1）1時限あたりの授業時間が長くなることにより学生の集中力が続かない可能性があります
　「4. 100分授業導入による影響と対応」に詳しく記載しておりますが、100分の授業を区切って実施する、ディスカッションやグルー
プワークの時間を設定するなど、100分間一方的に伝達するだけの授業構成にならないようにする工夫が必要です。また、オンデマ
ンドのみで100分授業を行う場合は動画を区切るなどの工夫をお願いいたします。

（2）対面授業とみなされる要件に注意してください
　対面で実施する授業回とオンラインで実施する授業回を組み合わせた場合、その組み合わせ方により「対面授業」とみなされる場
合と「オンライン授業」とみなされる場合があります。組み合わせの状況による当該科目の取り扱いについては、以下の表をご参照く
ださい。
　なお、学部生については、オンライン授業を卒業に必要な単位として算入する場合、60単位が上限となります（124単位を超える単
位数を卒業の要件としている場合、卒業に必要な単位数から64単位を除いた単位数が上限となります）。

区分 対面／オンラインの扱い

コロナ禍等、急きょ生じた非常時の影響によらず、
授業の全部または一部をオンラインとして開講するもの

全体の授業時数におけるオンラインでの
実施比率が半分を超えるもの オンライン

全体の授業時数におけるオンラインでの
実施比率が半分以下 対面

コロナ禍等、急きょ生じた非常時の影響により、本来教室で実施予定だった授業の
全部または一部をオンラインとして実施するもの 対面

（3）オンデマンドで実施する授業回についても事前・事後の学修が必要です
　対面とオンデマンドを組み合わせた授業では、オンデマンドの授業時間が、その前後に実施される対面授業の「予習・復習」とみ
なされないよう、以下のような点に留意してください。

　1回の授業を分割して対面とオンデマンドを組み合わせる授業を計画する場合は、必ず事前に科目設置箇所にご相談ください。

◦オンデマンドの動画の視聴期間が適切に設定されていることを前提とし、それらの授業に対する「予習・復習」にあた
る課題等の提出についても、適切な期限が設定され、フィードバック等も適切に実施されていること。

◦シラバス上で、オンデマンドの授業が、その前後に実施される対面授業の「予習・復習」にあたるような内容となってい
ないこと。
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6 100分授業実施にあたってのシラバスの記載
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本学は2020年度春学期に全面的にオンライン授業へ移行し、2020年度秋学期以
降からは対面とオンラインと組み合わせたハイブリッド授業が展開されるなど授業実施形態が多様化しました。これまで授業実施に
おける様々な工夫を紹介してきましたが、先生方が担当している授業の実施形態、事前・事後の学修（※）についてもシラバスを通し
て、学生に伝える必要があります。

　　※単位に相当する学修時間について
大学設置基準第21条において、1単位は45時間の学修をもって構成することが標準になっています。また、授業の方法に応
じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、以下の基準・学則により単位数を計算することになっ
ています。こちらご留意のうえ、授業を設計してください。

　ただし、下記に引用する大学設置基準第21条および早稲田大学学則第12、13条においては、必要な授業時間数は一定の範囲で
定められています。担当する科目区分によって必要な授業時間数と事前・事後の学修時間数の内訳が異なります。不明点は科目設
置箇所にお問い合わせください。

大学設置基準第21条 抜粋
2  前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを
標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数
を計算するものとする。

一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。 
二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。

早稲田大学学則
第12条　各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授

業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して定める。
第13条　講義科目および演習科目については、15時間から30時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもって1単位

とする。
 ２ 実験、実習および実技については、30時間から45時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもって1単

位とする。
 ３ 卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めるこ

とができる。

　次に、授業構成の例と事前・事後の学修に関するシラバスへの記載例を紹介します。シラバス作成にあたっては、授業実施形態、
授業構成、それらの時間配分についても記載してください。また、事前・事後の学修については、可能な限り具体的に記入することを
心がけてください。
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短時間の振り返りの時間、ディスカッ
ションの時間等を設定する

第1回　大学の比較・歴史研究とは何か【リアルタイム配信】
   講義A：〇〇分
   講義B：〇〇分　※講義の間に振り返り等を行う
【事前・事後の学修】
シラバスを読んでおくこと、講義内容について考えたことや感想などを、〇〇までに所
定の場所に提出すること

講義と演習・ディスカッションの時間
を組み合わせる回を設ける

第2回　大学教育とガバナンス【対面】
   講義：50分
   演習：50分
【事前・事後の学修】
××の〇～〇ページを読むこと、Waseda Moodleに掲載するワークシートを解き、〇〇
までに提出すること

前半はグループでのディスカッション
の時間にあて、後半はクラス全体で
議論の共有を行う

第3回　アメリカの高等教育システム【ハイフレックス】
   グループディスカッション：50分
   ディスカッションの内容共有：50分
【事前・事後の学修】
〇〇について、自分の考えをまとめること、Waseda MoodleのBBSで△△について議
論すること

5分～20分の単位で区切り、講義、演
習などを組み合わせる

第4回　アメリカの大学の多様性 【対面】
   講義：20分
   グループワーク：20分
   全体共有：20分
   解説・講義：20分
    （導入、質疑応答、振り返り：20分）
【事前・事後の学修】
〇〇について、自分の考えをまとめること、グループワークや他グループの協議を踏ま
えて、学んだこと等を〇〇までに所定の場所に提出する。

30分の講義＋20分のディスカッショ
ンの組み合わせを2回実施する

第5回　初期のアメリカの大学‐カレッジの成立【リアルタイム配信】
   講義A：30分
   ディスカッション A：20分
   講義B：30分
   ディスカッション B：20分
【事前・事後の学修】
レジュメの〇～〇ページを読むこと、Waseda Moodleに掲載するワークシートを解き、
〇〇までに所定の場所に提出すること

講義の時間のあとに複数回、短時間
の振り返りの時間を設定する

第6回　カレッジにおける教育 【ハイフレックス】 
   講義A：25分 ／ 振り返り A：10分
   講義B：25分 ／ 振り返り B：10分
   講義C：20分 ／ 振り返り C：10分
【事前・事後の学修】
▲▲について、自分の考えをまとめること、講義・振り返り等を踏まえて、疑問に思ったこ
となどを〇〇までに所定の場所に提出する。

100分の授業時間をディスカッション
にあてる

第7回　ヨーロッパの高等教育システム【対面】 
   グループディスカッション：35分
   全体発表・ディスカッション：35分
   まとめ、振り返りシート作成等：30分 

【事前・事後の学修】
グループディスカッションを行うにあたって必要な知識を習得するために、事前学修用
動画を視聴する。ディスカッションや発表を踏まえて、疑問に思ったことなどを〇〇まで
に所定の場所に提出する。

●シラバスの記載例
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②バズ・グループ
　授業内容に関連した質問に答えるために、その場で構成された4人から6人の
グループで行います。クラス全体の話し合いのためのウォームアップとしての役
割を果たします。
1. グループを作り、話し合いの内容と制限時間を伝えます
2. 指定された話し合いの内容について、メンバーの間で考えを交換させます
3. クラス全体での話し合いを再開し、話し合いの内容を再度伝えます

参
考●「対話型，問題発見・解決型教育」導入のための手引き*（13ページ）

7 100分授業において活用できるTips

③質問受付
　その回の授業で理解できなかったことなどの質問を記入させ、回収します。紙
に記載させることによって、学生が質問しやすくなるとともに教員も学生の質問を
一覧することで理解度を把握しやすくなります。その場で質問に回答してもよい
し、次回の授業で回答することも可能です。

④問題作成
　その回の授業内容にもとづいて問題を学生自身に作成させるもので、復習効
果と問題発見能力を養う効果が期待できます。問題作成後、ペアになってお互い
が作成した問題を解き合った後、その問題について議論させることで、さらに内
容についての理解を深めることができます。20分～30分程度の時間が必要とな
ります。

参
考

●3分で分かるシンク・ペアシェア＜実践編＞   YouTube

（大学総合研究センター「アクティブラーニングTips集」）　 
https://www.youtube.com/watch?v=uVr7bGSzXFU　　

●「対話型，問題発見・解決型教育」導入のための手引き*（10ページ）

（2）授業内で実施するディスカッションの手法
①シンク・ペア・シェア
　自分で意見を考えて、それをペアになって共有したり議論し、さらにその意見を
大人数でシェアするものです。この学習法の目的は、自分の意見と他の人の意見
を比較することで、自分の理解や考えを深め、明確にすることです。
1. クラス全体に質問を提示します
2. 学生は一人で質問について考えます
3. 一人で考えたことについてペアで意見交換を行います
4. 意見交換は、話し手と聴き手が交代で行い、相手の意見との共通点や相違点、
その理由を考えながら行うようにします

5. 必要に応じて意見交換の内容をクラスで共有します

②覚えていることや理解したことを書き出させる
　前回の授業やその日の授業について覚えていることや理解していることを紙
に書き出してもらい、グループで共有します。必要であれば、その場で解説を行い
ます。また、可能な限り、紙を回収し、学生が覚えていない、理解していない部分に
ついて次回以降解説します。ミニッツペーパーや大福帳などがその例です。

参
考

●リフレクションの手法編   YouTube

（大学総合研究センター「アクティブラーニングTips集」）
https://www.youtube.com/watch?v=bzGzEGdHbdM

②ジグソー法
　あるトピックやテーマについて複数の視点で書かれた資料をグループに分か
れて読み、自分なりに納得できた範囲で説明を作って他の人とその情報を交換
し、交換した知識を統合してテーマ全体の理解を構築することを期待するもので
す。教室で行われる授業では、複数の資料を紙に印刷してそれぞれの資料を担当
する学生（エキスパートグループ）に配布し、読み込んでもらった後、グループを組
み替えて（ジグソーグループ）、テーマについて議論を行います。

参
考

●5分で分かるジグソー法＜実践編＞   YouTube

（大学総合研究センター「アクティブラーニングTips集」）
https://www.youtube.com/watch?v=NevGXufzLtY

（3）学生どうしの教えあいや学びあいを促す手法
①ピア・インストラクション
　授業中に問題を出題し、付近の学生同士で議論させることにより、理解度を高
めることや学生の授業への参加意識が高まり能動的学修態度が身につくことが
期待できます。また、問題について深く考えさせることにより知識の定着率が高ま
り、クラス全体で問題を考えるという共同体意識が芽生えます。また学生の理解
度を常に意識しながら授業を進めることができるという利点があります。実施の
際のポイントは、なるべく解答にばらつきが出るような問題を出すということです。

参
考

●Peer Instruction 編   YouTube

（大学総合研究センター「アクティブラーニングTips集」）
https://www.youtube.com/watch?v=cYARZMfihTw

●「対話型，問題発見・解決型教育」導入のための手引き*（11ページ）

③ラウンド・ロビン
　ブレーンストーミングの技法です。ある課題について、単語や熟語や短い言葉
で順番に答えていきます。答える順番は、一人の学生が答えたら次の学生へと続
け、すべての学生に発言する機会を与えるようにします。
1. 学生を4人から6人のグループにします
2. 活動の目的は多くのアイディアを生み出すことであることを説明し、出されたア
イディアの評価や質問はしない

3. 制限時間があれば伝え、質問を提示します
4. 誰から発言するかを指示し、順番に意見を言ってもらい、全ての学生が意見を
言い終えるまで続けていきます

参
考

●2分で分かるラウンドロビン＜実践編＞   YouTube

（大学総合研究センター「アクティブラーニングTips集」）
https://www.youtube.com/watch?v=pNxfCaAGIzU

●「対話型，問題発見・解決型教育」導入のための手引き*（12ページ）

*「対話型，問題発見・解決型教育」導入のための手引き
https://www.waseda.jp/inst/ches/assets/uploads/2018/06/
IPFSSE-Handbook-JP-20171214.pdf
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Center for Teaching, Learning and TechnologyCTLT
早稲田キャンパス7号館1階のCTLTでは、IT機器・ICTツール等の利活用支援、大人数授業における双方向型授業や、アクティブ・ラーニング
を使った授業の運営支援など、「教える（Teaching）」と「学ぶ（Learning）」ことに関連する相談を受け付けています。是非ご活用ください。

TEL：050-3627-5981
Email：ctlt@list.waseda.jp
Webサイト：https://www.waseda.jp/inst/ches/news/2020/03/25/2859/

サービス時間
授業期間内：月～土 9:00-18:00
授業期間外：月～金 9:00-18:00／土 閉室
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（1）授業の冒頭もしくは最後に行う授業内容の振り返り、確認
①クイズを実施する
例1：講義で話をした内容について、「〇」、「×」で回答可能な数問の質問を学生

に提示し、個人やペアで回答させます。補足での説明が必要な場合は、教員
による解説を行います。時間があれば、 回答内容を共有します。

例2：授業内容の理解度を確認するため、多肢選択式の質問を学生に提示し、ク
リッカーや挙手などにより回答してもらいます。回答結果によっては、教員が
解説を行います。

参
考

●クリッカー～わせポチ編～   YouTube

（大学総合研究センター「アクティブラーニングTips集」）
https://www.youtube.com/watch?v=heBzkffFt2Y


