
   

 

   

 

English follows Japanese  

「授業方法区分」について 

 オンライン授業科目（オンラインによる授業が総授業時間の半分を超えるもの）は、大学設置基準により、学部（通信教育課程

および大学院の課程を除く。）における卒業所定単位数への算入は 60 単位まで（以下「60 単位制限」とする）とされています。 

 本学では、今後もオンラインと対面を組み合わせた授業科目など、授業の実施方法が多様化することが想定されることから、2022

年度以降、科目登録時に各授業科目の実施方法や 60 単位制限への計上の要否を確認できるように、対面授業科目・オンライン授業

科目の分類を以下のとおり定義し、「授業方法区分」としてシラバスで示します。自身の履修計画を立てるにあたり、参考としてく

ださい。 

 

<「授業方法区分」の定義について＞ 

 

✓ 授業方法区分が、“【対面】”（下表の①、②）および“【非常時】”（下表の⑥、⑦、⑧）で始まる授業科目は「対

面授業科目」と取り扱うため、60 単位制限には含めません。 

✓ 授業方法区分が“【オンライン】”（下表の③、④、⑤）で始まる授業科目で修得した単位は、学部の卒業所定単位

としては（③、④、⑤を合わせて）60 単位を上限として履修が可能です。 

✓ 上記の上限単位数は学部により異なることがあります。必ず自身の所属学部からの案内を確認してください。 

 

分類 授業方法区分 説明※1 
60 単位制限 

への計上要否 

曜日時限重複 

チェック※2 

遠距離 

チェック※3 

対面授業科目 ① 【対面】 全時限対面授業により実施する授

業科目です（対面授業をオンライ

ン配信する「ハイフレックス型」を

含む）。 含めない 対象 対象 
② 【対面】ハイブリ

ッド（対面回数半

数以上） 

対面授業とオンライン授業の併用

により実施し、対面の割合が半数

以上の授業科目です。 

オンライン授業

科目 

③ 【オンライン】ハ

イブリッド（対面

回数半数未満） 

対面授業とオンライン授業の併用

により実施し、対面の割合が半数

未満の授業科目です。 

含める 

対象 対象 

④ 【オンライン】フ

ルオンデマンド 

全時限オンデマンド授業により実

施する授業科目です。 対象外 対象外 

⑤ 【オンライン】リ

アルタイム配信 

全時限をオンライン授業により実

施し、その一部または全時限をリ

アルタイム配信として実施する授

業科目です。 

対象 対象外 

非常時対応※4 

（すべて対面授

業科目として扱

う） 

⑥ 【非常時】ハイブ

リッド  

対面授業とオンライン授業の併用

により実施する授業科目です。 

含めない 対象 対象 

⑦ 【非常時】フルオ

ンデマンド  

全時限オンデマンドとして開講す

る科目です。 

⑧ 【非常時】リアル

タイム配信  

全時限をオンラインにより実施

し、その一部または全時限リアル

タイム配信として実施する授業科

目です。 

※１ 本学においてオンラインを用いて行われる授業は、以下のとおり分類されます。 

■オンデマンド配信型： 

事前に収録された講義動画を視聴することで学び、小テストや課題提出による理解度確認や質疑応答、履修生同士の意見

交換等を行う授業。 

■リアルタイム配信型： 

指定されている曜日・時限に合わせて授業がライブ配信される授業。 



   

 

   

 

■ハイフレックス配信型： 

教場で実施される対面授業をオンラインシステムにより配信し、履修者がオンラインでも対面でも同じ授業内容を受講

可能な授業。本学では対面授業として扱う。 

※２ 「曜日時限重複チェック」とは、曜日・時限が設定されている授業科目間での時間割重複判定のことです。 

※３ 「遠距離チェック」とは、異なるキャンパス間の移動時間に基づいた受講可否判定のことです。 

※４ 「非常時対応」の授業方法区分（⑥～⑧）は、新型コロナウイルス感染症や大規模災害等の社会的な影響を受けて、やむを

得ない理由（国や自治体からの大学に対する休講要請、教室定員の制限等）により、当初の授業計画において対面で実施す

る予定だった授業をオンラインで実施する場合に当該授業科目を設置する学部等の判断により適用します。これらの【非常

時】の授業科目は、感染症や災害等の改善状況などにより、当初の計画通り対面授業を実施する可能性があるため、すべて

の非常時の授業科目について、予め曜日時限が設定されており、科目登録時の曜日時限重複チェック、遠距離チェックの対

象となります。 

 

 

<学部の卒業所定単位におけるオンライン授業科目の算入上限に関する注意事項＞ 

本学の Web 科目登録システムではオンライン授業科目の算入上限のチェックは行われませんが、上限を超えないよう留意のう

え、科目登録を行ってください。 

また、2020 年度および 2021 年度に新型コロナウイルス感染症の影響により対面からオンラインに切り替わった授業科目につい

ては、特例としてこの 60 単位制限の対象となりません【※】。 

【※】対象科目の確認方法：Web 成績照会画面にて、授業方法区分がオンライン授業科目に分類される科目には、科目名末尾

（他箇所科目の場合は箇所名末尾）に“[Online]”と表示されます。この表示があるものは、上記の 60 単位制限の対象となる科目

です。 

 

＜リアルタイム配信授業の登録に関する注意＞ 

以下に示したようなケースでは、キャンパス間の移動中にリアルタイム配信授業の視聴を行うこととなり、大変危険です。リア

ルタイム配信授業は、上表のとおり Web 科目登録システム上の「遠距離チェック」の対象とならず、登録エラーにはなりませんが、

移動中にリアルタイム配信授業の受講を行わなければならないような科目登録はしないでください。 

例① 3 限（対面授業＠早稲田キャンパス）⇒４限（リアルタイム配信授業）⇒５限（対面授業＠所沢キャンパス） 

例② 3 限（対面授業＠所沢キャンパス）⇒４限（リアルタイム配信授業）⇒５限（対面授業＠戸山キャンパス） 

 

＜お問合せ＞ 

卒業所定単位数や、各科目の算入・非算入の区分については、所属学部・研究科からの案内を確認してください。また、授業の

実施方法について不明点がある場合は、科目設置箇所の事務所までお問い合わせください。 

以上 

  



   

 

   

 

 Concerning the " Class Modality Categories " 

According to the Standards for Establishment of Universities, online courses (courses where online classes account for 

more than half of the total class hours) may not account for more than 60 credits of the prescribed number of credits required for 

graduation from undergraduate programs (excluding online degree programs and graduate programs) (hereinafter referred to as the 

“60-credit limit”). 

 Therefore, in light of the situation where online and face-to-face classes will continue to be combined within courses and 

due to the predictable situation where course implementation methods will continue to be diversified, from AY2022 onwards, students 

will be able to confirm the implementation method and whether or not the course will be included in the 60-credit limit at the time of 

course registration. To do so, the following classifications for face-to-face and online courses have been defined, and are shown in 

the syllabus as “Class Modality Categories”. Please use this as a reference for when you plan for your courses. 

 

< Definition of " Class Modality Categories ”> 

 

✓ Courses whose class modality categories  begins with "【On-campus】" (①, ② in the table below) and "

【Emergency】" (⑥, ⑦, ⑧ in the table below) are treated as "face-to-face courses" and are not included in the 

60-credit limit. 

✓ Up to 60 credits earned in courses whose class modality categories begins with "【Online】(③, ④, ⑤ in the table 

below) can count toward the required credits for undergraduate graduation (③, ④, ⑤ combined). 

✓ The above maximum number of credits may vary by undergraduate school. Be sure to check the information 

provided by your undergraduate school. 

 

Classification 
Class Modality 

Categories  
Description ※1 

Inclusion in 

60-credit limit 

Duplicate 

error ※2 

Traveling 

time error ※3 

Face-to-face 

courses 

① 【On-campus】 Courses that are taught face-to-

face for all classes (including "hi-

flex courses" where face-to-face 

classes are streamed online). 

Not included Applicable Applicable ② 【On-campus】 

Hybrid (over 

50% of classes on 

-campus) 

Courses that are taught using a 

combination of face-to-face and 

online classes, with more than half 

of the classes conducted face-to-

face. 

Online Courses ③ 【Online】 

Hybrid (under 

50% of classes 

on-campus) 

Courses that are conducted using a 

combination of face-to-face classes 

and online classes, with face-to-

face classes accounting for less than 

half of the total number of classes. 

Included 

Applicable Applicable 

④ 【 Online 】  Full 

On-demand 

Course that is offered on-demand 

for all classes. 
Not 

applicable 

Not 

applicable 

⑤ 【Online】 

Realtime 

Streaming 

Course where all classes are 

conducted online, and some or all 

of the classes are conducted via 

realtime streaming. 

Applicable 
Not 

applicable 

Emergency 

Response※4 

(All courses are 

treated as face-

to-face classes.) 

⑥ 【Emergency】 

Hybrid 

Course is conducted through a 

combination of face-to-face and 

online classes. 

Not included Applicable Applicable 
⑦ 【Emergency】 

Full On-demand 

Course is conducted as a fully on-

demand course. 

⑧ 【Emergency】 

Realtime 

Course in which all classes are 

conducted online and some or all of 

the classes are streamed in 



   

 

   

 

Streaming realtime. 

※１ Courses at the university which use online methods are categorized as follows: 

■On-demand streaming 

Students learn by watching pre-recorded lecture videos, check their understanding by taking quizzes and submitting 

assignments, answering questions, and exchanging opinions with other students, etc. 

■Realtime streaming 

A class where lessons are streamed live at a designated day and period. 

■Hi-flex streaming 

A class where a face-to-face class conducted in a classroom is streamed via an online system, allowing students to take the 

same class both online and face-to-face. The university treats this as a face-to-face class. 

※2 Duplicate error : Days and periods overlap in two or more courses  

※3 Traveling time error : Not enough time for traveling from campus to campus between classes  

※4 The class modality categories of "Emergency Response" （⑥～⑧） will be applied at the discretion of the department affiliated 

with the course in question. These measures will be taken when a class that was originally planned to be conducted face-to-face 

is to be conducted online due to unavoidable circumstances (such as requests from the national or local governments to suspend 

classes, restrictions on classroom capacity, etc.) in response to social influences such as COVID-19 or large-scale disasters. As 

these 【Emergency】 courses may be conducted face-to-face as originally planned when the COVID-19 or disaster situation 

improves, the day and period of all courses that will be conducted during emergencies will be set in advance, and will be subject 

to the duplicate error and the traveling time error .  

 

 

< Cautionary points on the maximum number of online courses that can be counted toward undergraduate graduation 

credits＞ 

Although the university's Web Course Registration System does not check the maximum number of online courses that can be 

counted toward graduation, please make sure that you do not exceed the maximum number of courses. 

As a special exemption, courses that were switched from face-to-face to online due to the effects of COVID-19 in AY2020 and 

AY2021 are not subject to the 60-credit limit.（※） 

※How to check the applicable courses: On the Web Grade Report page, courses whose class modality category is online will have 

the word "[Online]" at the end of the course name (for courses in other departments, at the end of the department name). These 

courses will be subject to the 60-credit limit, as detailed above. 

 

＜Note on registering for realtime streaming classes＞ 

In the following cases, students will be required to take realtime streaming classes while traveling between campuses, which is very 

dangerous. Though realtime streaming classes are not subject to the traveling time error on the Web Course Registration System, as 

shown in the table above, and will not result in a registration error, please do not register for courses that will require you to take 

realtime streaming classes while traveling. 

Example 1 1st period (face-to-face class ＠ Waseda Campus) ⇒ 4th period (realtime streaming class) ⇒ 5th period (face-

to-face class ＠ Tokorozawa Campus) 

Example 2 3rd period (face-to-face class ＠ Tokorozawa Campus) ⇒ 4th period (realtime streaming class) ⇒ 5th period (face-

to-face class ＠ Toyama Campus) 

 

＜Contact＞ 

Please check the information provided by your undergraduate or graduate school regarding the number of credits required for 

graduation and the classification of whether a course is counted toward graduation or not. If you have any questions on how a class 

will be implemented, please contact the affiliated department office of the course in question. 

(End) 


