English follows Japanese

授業方法区分について

授業方法区分は授業の主たる実施方法をあらわしたものです。ただし実施方法の割合などは授業
ごとに異なりますので、詳細は各学部、研究科、センターからの通知に加え、シラバスの授業計
画欄や Waseda Moodle 等に掲載されるお知らせなどを参照してください。
授業方法区分名称

説明

対面

全ての授業を対面で実施

ハイブリッド(対面/オンライン併用)

対面授業とオンライン（オンデマンド、リアルタイム配信、

*1

など）授業を組み合わせて実施

フルオンデマンド（曜日時限なし）

全ての授業をオンデマンドで実施

オンデマンド（曜日時限あり）*2
リアルタイム配信 *3

主としてオンデマンド形式のオンライン授業（一部リアル
タイム配信や対面授業の実施可能性あり）
主としてリアルタイム配信形式のオンライン授業（一部オ
ンデマンドや、対面授業の実施可能性あり）

＜科目登録における注意事項＞
授業方法区分が「フルオンデマンド（曜日時限なし）」以外の科目は全て曜日時限重複チェック
と遠距離チェックの対象となります。「オンデマンド（曜日時限あり）」「リアルタイム配信」であっても、
全て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ので注意してください。
※曜日時限重複チェックとは、曜日・時限が設定されている科目間での時間割重複判定のことです。
※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。
*1「ハイブリッド(対面/オンライン併用)」は授業回ごとに対面で実施される回とオンラインで実
施される回とがある授業を指しており、同一授業回において教室による参加とオンラインによ
る参加を選択できる授業であるとは限りませんのでご注意ください（対面授業の回は原則とし
て教室での受講となります）
。
*2 「オンデマンド（曜日時限あり）
」は、設定された曜日時限でのリアルタイム配信や、試験（オ
ンラインまたは教場）
、また新型コロナウィルス感染症の感染状況改善により一部で対面授業を
実施する可能性があるため、あらかじ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。オンデマンドコンテンツについては設定され
ている曜日時限に受講する必要はありません（あらかじめ定められた視聴期間内であれば自身
の都合にあわせて受講できます）
。
*3 「リアルタイム配信」はあらかじめ設定された曜日時限に授業が行われますので、科目登録時
の曜日時限重複チェックの対象となることはもちろんのこと、教場試験や、新型コロナウィル
ス感染症の感染状況改善により一部で対面授業を実施する可能性があるため、遠距離チェック
についても対象となります。
（ご参考）早稲田大学における「オンライン授業」の種別について
■オンデマンド配信による授業：

事前に収録された動画の視聴や、提示される資料や課題などに基づいて行われる授業。
■リアルタイム配信による授業：
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。
■ハイブリッド配信による授業：
対面授業＋オンデマンド配信授業、対面授業＋リアルタイム配信授業など、対面形式の授業
とオンライン形式の授業を組み合わせて実施される授業。

Regarding Class Modality Categories

Class modality categories indicate the main modalities used to conduct the course. However, each
course differs in the ratio of modalities, so please make sure to refer to the notifications from each
school, graduate school, or center, as well as the course plan section of the syllabus and
notifications posted on Waseda Moodle for details.
Class Modality Category Name
In-person
Hybrid (In-person/Online) *1
Full On-demand (No restrictions)

Description
All classes conducted in-person
Course conducted using a combination of in-person and
online (on-demand, realtime streaming, etc.) classes
All classes conducted on-demand
Online classes mainly conducted via on-demand format

On-demand (Schedule Restrictions) *2

(with possibility of some realtime streaming or
in-person classes)
Online classes mainly conducted via realtime streaming

Realtime Streaming *3

format (with possibility of some on-demand or
in-person classes)

＜Notes on Course Registration＞
Please note that all courses other than "Full On-demand (No restrictions)" will be subject to the
"Duplicate error" and "Traveling time error". Therefore, “On-demand (Schedule Restrictions) " and
"Realtime Streaming" courses are also subject to the "Duplicate Error" and "Traveling time error".
Duplicate error
Days and periods overlap in two or more courses
Traveling time error Not enough time for traveling from campus to campus between classes
*1 Please note that “Hybrid (In-person/Online)” refers to courses that conduct classes in-person
as well as online, and does not necessarily refer to courses which provide the choice of
participating either in-person or online for a given class (In principle, in-person classes refer to
classes conducted in the classroom).
*2 “On-demand (Schedule Restrictions)” refer to courses for which schedule restrictions have
been set for realtime streaming classes and exams (online or on-site) conducted at prescheduled
days/times, as well as the potential for partial reinstatement of in-person classes due to
improvements in the COVID-19 pandemic situation, and thus will be checked by the system for
overlap of day/time schedules or distance during the course registration process. On-demand
content do not need to be taken at the prescheduled days/times (You may take said content at
your own pace as long as you finish within the prescheduled time frame).
*3 During the course registration process, “Realtime Streaming” will be checked by the system for
day/time overlap as courses are conducted on prescheduled days/times, and checked for
distance due to possible on-site exams and the potential for partial reinstatement following
improvements in the COVID-19 pandemic situation.
(Reference) Regarding the categories of “Online Courses” at Waseda University
■Courses conducted via on-demand streaming:

Courses conducted based on watching pre-recorded video clips and the provision of materials
and assignments.
■Courses conducted via realtime streaming:
Courses conducted by streaming classes realtime at prescheduled days and times.
■Courses conducted via hybrid streaming:
Courses conducted through combinations of in-person and online class modalities such as
in-person + on-demand classes or in-person + realtime streaming classes.

