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100分授業導入説明会（8/5） 

クォーター制や労働形態見直し、時間割編
成、学生の学修環境などについて不明点を
ただす 
 
 ８月５日午後６時半過ぎより大隈会館２階会議室で100分授業導入に関する教職両組合執行部への

説明会が行われました。この説明会は本年４月に示された100分授業導入に関する提案を受けて組合

が説明会の開催を求めて実施されました。理事会からは須賀副総長、本間教務部長、長崎教務副部長、

野地人事部長等が出席しこれに対応しました。 

 説明会に先立って、教職両組合執行委員会からは事前に質問項目を提示し、それに大学が回答する

形で実施されました。冒頭、大橋教組委員長から挨拶があり、次に６月16日に行われた教員組合執行

部と大学との教研団交での本件に関するやりとりについて、須賀副総長から補足説明が行われ、その

後、組合の質問に対する大学回答と質疑応答を行いました。 

 

須賀副総長の100分授業導入についての補足説明 

 

 100分授業になると、反転授業やオンラインを活用
した多様な授業形態に対応がやりやすくなると思って
いる。90分では授業時間の不足等があり、100分にす
ることで、小テストなどがやりやすくなる。あるいは
アクティブラーニング形式の授業、対応型、問題把握
点解決型の授業といった、これまでの授業形態ではな
かなかうまく実現できなかったようなものが実現可能
になるのが、一番大きな理由だと申し上げたと思って
いる。 
 14週にカレンダーが再編されると、学生が学外での
さまざまな活動、体験的・実践的活動への参加がやり
やすくなり、留学、インターンシップボランティア活

動などの学外での活動が、大学の教育の中でも非常に
重要な部分になってきつつあるので、その対応もやり
やすくなる。 

教員のほうから見ると、教員の研究活動等に注力し
やすい環境が整備できるだろう。それから、現在、７
週ごとに切れてないところをうまく７週に統一するこ
とができれば、学部や研究所のカリキュラムのクォー
ター科目がうまく設置できるだろうと申し上げた。 
 100分授業の導入により、カリキュラム改革や科目
の統廃合がやりやすくなるのではないかと申し上げた
ところ、どちらかというとカリキュラム改革や科目の
統廃合が主たる目的で、それに100分授業を道具とし
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て使うように聞こえた、というご指摘をいただいた。
決してそういうつもりはなく、むしろカリキュラム改
革や科目の統廃合についてはこれまでも繰り返しお願
いを申し上げてきたところだ。田中理事会の発足以来、
ずっとそのようなお願いをしてきた。100分という新
しい形態を契機に、さらに選択肢が広がったというこ
とで、そこも引き続き検討をお願いしたい。 

 100分授業でいろいろなメリットが考えられるが、
コロナという経験をしたわれわれにとっては、オンラ
インの活用が非常に今度の目玉になろうと思う。100
分授業の中でそれはさらにやりやすくなっていくので
はないか。 
 

 

 

質 疑 応 答 

 

１．クォーター制の導入について 
（１）「クォーター制」について 

組 合：クォーター制について現段階でどのようなも
のを想定しているか。 
理事会：それぞれの学部や研究科のカリキュラムの関
係で決まってくるものだと思っている。全学を挙げて
導入したいというのではない。科目をクォーター化す
るというのは、これまでの半期２単位科目を半分に割
り、週１回でクォーターで行うこともあるし、週2回
やって２回分やるということも可能だ。 
組 合：教員あるいは学生、教育上のメリットはどの
ようなものと考えているか。 
理事会：留学で外国に行きやすくなる。あるいは、イ
ンターンシップで利用することも可能だと考えている。 
組 合：全学を挙げて導入するという意味ではないと
すると、それは各箇所に対して、その担当する教員の
意向が反映されると考えてもいいか。 
理事会：学部の中で議論していただくことだと思って
いる。 
組 合：例えば東京大学は春はＳ−１、Ｓ−２、秋は
Ａ−１、Ａ−２というように運用している。ただＳ−
１、Ｓ−２を合わせて今までのセメスターと同じ扱い
で実行されているというイメージでよいか。 
理事会：同じだと思われる。Ｓ−１で週に２回やって、
１セメスター分の授業は終わりという形も積極的に取
れるようにしたい。 
組 合：理事会からは、クォーター制に関してイニシ
アチブは特段取らないという理解でよいか。 
理事会：大学としては、クォーター制がもう導入され
ていると理解している。 
組 合：ゼミなど⻑い期間必要とする科目を併設配置
するときに、そうしたクォーター制の利点を学生だけ

ではなく教員も損なわない形で、どういう配置があり
得るか。 
理事会：念頭に置いているのは、留学される先生方が
よくやることで、秋にまとめて１年分をやるというの
がある。春クォーターに週２回でやって夏クォーター
はなしにし、秋、冬クォーターに週２回というような
運用がもしかすると可能かもしれない。 
 
（２）クォーターとクォーターの間に休みについて 

組 合：第１クォーターと第２クォーターに休みは置
かれるのか。 
理事会：現段階では休みは考えていない。100分にす
ることにより夏休みを⻑くする形の運用をしたいと考
えている。各箇所で議論していただくことになると思
う。 
組 合：成績処理はどうなるか。第２クォーターが終
わってから出すことになるか。 
理事会：今と同じ形式で第２クォーターが終わってか
ら全部まとめてということになると理解している。 
組 合：現実問題として、成績評価期間なしにしてま
とめて14週の後にというのはちょっと難しいのではな
いか。 
組 合：夏クォーターの授業をやりながら採点もしな
ければいけないということで、１週間ぐらい猶予があ
るが、結構ハードだ。そこを見越して、例えば毎週の
レポートで採点をすることもできるが、そうすると春
クォーターで実施する科目等の運用を考えなければい
けない。例えば１週間、成績を付ける休みを取るとい
うほうが現実的ではないか。 
理事会：各箇所で議論していただき、お戻しいただく
ことになっている。また議論させていただきたい。 
組 合：クォーター化が進むと、教員だけではなく職
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員の方々も単純に採点回数が２倍になると理解してよ
いかと思われる。労働負担が増える部分についても念
頭においていだきたい。 
 
２．100分授業での労働形態について 
（１）試験期間の取扱い 

組 合：100分授業導入後、試験期間は14週のあとの
１週となるのか。それとも、現在の「到達度の確認」
のようなかたちで、14回の中で試験も実施することに
なるのか。 
理事会：両方可能だ。15週目を予備の期間として考え
ている。 
 
（２）100分授業導入による労働負担等について 

組 合：クォーター制度の導入後にどういう労働面で
の変化があり得ると考えているか。 
理事会：基本的に変わるとは思っていない。むしろ
100分授業に合わせていろいろなことをやっていただ
くことで負担を減らすと考えている。 
 例えば100分授業の中で、できる限り科目の見直し
等を一緒に進めていただくことで、うまい方法を見つ
けていただきたい。オンラインを経験していろいろな
形で授業のあり方が変わってきた。今では、授業の最
初に必ず前回の復習や工夫しながら学生の興味を引き
付けてやっていったが、オンラインの授業のようなも
のになると前のことはいくらでも復習ができる。あま
り復習のための時間を取る必要がなくなる。そうする
とかなり効果は違うだろう。 
組 合：まず１点目、アクティブラーニング的な授業
だけを想定した話になっていないのか。 
 ２点目、授業内容との関係で、15回が14回になるこ
とは教えられる項目、内容を実際減らさなければいけ
ないことになるのではないか。３点目、学部の先生方
に15回が14回になるというイメージが具体的に伝わっ
てないのではないか。 
理事会：シラバスの変更になるだろう。逆に30回やら
ないと終わらないということは、学部の中の科目の体
系ができていないのだと聞こえる。カリキュラムの見
直しが必要ではないか。 
理事会：カリキュラムポリシーにもとづいて、１個１
個の科目にブレークダウンされていく。実験科目でも
何とか実験というものがあり、その実験科目ではこう
いうことを身に付けてもらいたいというのがある。そ

の中で、ではどういう項目かということになる。その
科目で何を教えるべきかというところから下ろしてい
けばもう一度組み直すことは不可能では全然ない。 
 実験科目に限らないが、今回の90分15回を100分14
回にすることにより50分増え、1350分が1400分にな
る。ですからその中で、今まで1350分で教えていたも
のを1400分で教えるのだというところをまず捉えてい
ただく。 
 当初、100分授業は2022年スタートで話を進めてき
たが、準備の時間が足りないということで１年間後ろ
倒しをした経緯がある。各学部、研究科で100分化に
向けた検討は進めていただいていると理解している。 
組 合：100分授業でオンラインの授業を併用できる
ようになるということで、50分ずつに分けることは可
能か。例えば1件の初めの50分のオンデマンドの授業
は見てくることを前提に、スタートを例えば９時40分
からにする。そして９時40分からは例えばアクティブ
ラーニング的にディスカッションをしたり、あるいは
理系だったら実験、などといったことは可能になるの
か。 
理事会：文科省の通達によると、半分以上が対面であ
れば対面授業となる。60単位のオンライン授業の中に
は組み込まれない。 
理事会：教務の方でもガイドラインを準備している。 
組 合：関連して、オンラインでの50分も当然、単位
の時間として含まれるよう配慮願いたい。 
組 合：別の観点から意見を申しあげたい。カリキュ
ラムポリシーを念頭に置きながら、100分授業導入に
よってそのカリキュラム全体を見直す。その体系化を
する。それは筋の通っている話だ。 
 しかし、一方でこれは危ういのではないか。カリキ
ュラムポリシーから外れるものは授業としては認めら
れない、あるいは学問として認められないという考え
方もでてくるのではないか。立ち止まって考えること
も必要ではないか。 
理事会：科目数を減らして何をしたいかというと、先
生方の研究時間をつくっていただきたい。それから先
生方にできる限り学生に身近に接する時間をつくって
ほしいと考えている。それはいかに後進を育てていく
かという育て方の問題と理解をしており、先生方の数
を減らすことは全く考えていない。むしろできる限り
先生の数を増やしたい。専任教員の数を増やすために
はどうしたらいいかというと、いろいろな方法がある
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と思うが、とにかく先生方の数を増やすこと、先生方
の負担を減らすこと。そのエネルギーを研究と学生の
育成に向けていただきたい。 
 学問の重要な部分が抜けないために先生方のもとで
きちんと研究したいという人を徹底的に育ててほしい。
単位のために授業を取っているやつは要らないと、基
本的には思っている。そうではなくて、本当に研究し
たいのだという人間を徹底的に鍛えてもらえば、そう
いう人間はおそらくどんな学問をやったとしても、ど
んな社会へ出て行っても、やっていけると思う。その
中で特に優秀な人間が研究者として残ってくれればい
い。そういうことを描いている。 
組 合：教員数を減らさないという発言はとてもうれ
しく思う。学問の正統のことだけをずっと考えていく
と、そこから排除されていくものが出てくる。効率性
を求めて科目を統合していくというのは、過度にやる
と危ういと申し述べておきたい。 
 
（３）100分授業の大学歴に関するモデルプランにつ

いて 

組 合：理工系の場合、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとローマ字のもの
などだけ順番にあるので、これを落とすと留年してし
まうという科目がある。順番を組み替えると大変だ。
また、100分授業への移行で実験科目などかなり⻑時
間行われる科目もあるので、現実的に、そのまま100
分にすると学生も大変だということも考えながらの変
更が必要になる。それを末端の授業に反映することは
膨大な労力と調整が必要になるので、90分を100分に
変えるのは本当に大胆な変革だと思う。100分授業導
入に伴う大学像をもう少し分かりやすく説明してもら
えると、迷わずに対応できるのではないか。 
 
（４）100分授業に伴う補講期間について 

組 合：100分授業に関しては、職員のほうもいろい
ろと影響がある。技術職員は実験授業に張り付いてい
るので、100分授業になると働く時間や内容も大きく
変わるだろうということで、カリキュラムに関しては
担当の先生方と検討を始めている。実験は実際は15項
目あることはあまりなくて、単位数に応じた学習時間
になるように12週、13週とかで実験をやっていて、
14週目、15週目は補講期間にあたることが多い。補講
に関して、実験を落とすと卒業できない。補講日は学
生たちにとってはかなり重要だ。補講期間を取れるか、

現場としては心配をしている。冬はどうなるか。 
理事会：現状では15週＋１週だ。14週になると、14
週＋１週となり、秋学期についても、１週遅く始まる
が14週＋１週となり、調整週は１週確保される。 
組 合：実質１週は減るが、15週分は確保されるとい
うことか。 
理事会：そうだ。 
 
３．就業規則の見直しについて 
（１）100分授業導入と始業・終業時間、休憩時間の

取扱いについて 

組 合：就業規則の改定が必要になるかと思われる。
大学教員には専門業務型裁量労働制によるみなし労働
が適用されており、現行の就業規程では始業時間９時、
終業時間18時となっているが、100分授業導入に伴い、
これは８時50分から17時50分へと変更されるのか。 
理事会：100分授業導入フォーマットにおいても、始
業時刻の９時、終業時刻の18時、途中で休憩時間の開
始時刻の12時、休憩時間の終了時刻の13時、いずれも
現状のまま維持をする予定だ。１限、５限については
授業を担当される先生方は、同じく就業規則に個別に
始業・終業時刻を繰り上げ、繰り下げることができる
と規定されているので、そちらで対応できるものと考
えている。 
組 合：例えば１限と５限を持っている先生だと成り
立たないと思うが、そこはどうするのか。自分の裁量
で時間を変えればいいというときに、同じ日に１限と
５限が同時にある先生もいる。そういう人はどう対応
すればいいのか。 
理事会：１限の開始時刻を10分繰り上げる。ただ授業
時間に合わせての働き方になるので、就業規則上の始
業時刻は９時になっているが、実際、行動を始める時
刻を８時50分にという変更、10分繰り上げることでご
対応いただく。 

就業規則上は始業時刻、終業時刻を記載しなければ
ならない。どう書くかというときに規則上は９時から
18時という記載の仕方をとる。ただし実際の働き方は
裁量労働制を導入しているので、どのような時間帯で
どう働いたとしても、それは教員の裁量という整理を
している。 
組 合：専門業務型裁量労働制を大学で実施する場合
には、授業時間が週の半分以下になるというルールが
あったと思う。それを月単位で見たときに科目数が多
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い先生の場合には、100分授業になると、その月は事
実上40時間のうちの20時間を超える場合も出てくるの
ではないか。 
理事会：トータルで労働時間に収まっていれば、問題
ないというチェックを受けている。 
 
４．育児等を抱える教職員への配慮について 
（１）現時点における大学の対応策について 

組 合：育児支援に関する申し合わせなどの周知の他
には、現時点では考えていないということでよいか。 
理事会：何かご意見があればぜひお聞かせいただきた
い。意見に従って、こちらのほうでも対応を考えたい。 
組 合：教員の晩婚化などで、40代でお子さんのでき
る先生が結構いる。保育園によっては８時から16時半
までとなっているところもあり、それを超えて預ける
時間を変えていくのが難しい。 

また、夫婦共働きが多く、家事や育児を半分という
感じでやっていく時代だ。そのときに正直、５限の授
業は遠慮したいと思うことがあるが、代わってもらお
うと思う先生もお子さんがいたり、同じような状況で
なかなか難しい。ライフプランに伴って研究支援など
もあり、うまくセットで導入してもらえると、若手と
してはとても賛成しやすい。 
 
（２）１限が８時50分開始となる点について 

組 合：１限が８時50分からとなり、10分だが出勤が
早くなることが想定される。９時からとできない理由
について説明いただきたい。 
理事会：以前９時開始で検討したがキャンパスの移動、
食事の時間が十分とれないという健康上の問題があっ
た。結局、10分前倒し、後ろのほうは延ばすという形
で最終的に落ち着いた。 
組 合：１限と２限の間は10分なので、午後の休み時
間も削れば９時始業が可能なのではないか。 
理事会：午後の時間帯のほうがキャンパスの移動が多
い。教職過程の学生は⼾⼭キャンパスから早稲田キャ
ンパスへの移動などがある。どうしても15分確保が必
要だ。 
 
５．時間割編成について 
（１）１限の前倒し・５限の後ろ倒しになることへの

影響について 

組 合：１限・５限が前倒し・後ろ延ばしになること

でそれぞれの時間に担当できる教員の可能者数が減っ
てしまったり、あるいはサークル活動の都合などで学
生が２・３・４限を中心に履修するようになってしま
う可能性が想定される。オンデマンド授業などの割合
を増やして対応するなどの予定があるのか。 
理事会：各学部、研究科で考えていただければよろし
いかと思っている。オンライン授業等使えるものが相
当に増えてきたので、積極的に利用していただき、あ
とはカリキュラムとの関係で決まってくると理解して
いる。 
 
（２）カリキュラム改定や科目数の見直しについて 

組 合：100分授業導入や財政説明会においても、カ
リキュラム改定の中で科目数の削減が構想されている
と伺っている。実際にはどのようなものを想定してい
るのか。 
理事会：できるだけ科目の統廃合を考えていただく。
カリキュラムの体系化を図って重複を減らしていくこ
とでスリム化をしていただければ、先生方の負担もか
なり減るのではないかと考えている 
組 合：各箇所の中でという理解でいいか。 
理事会：理事会が勝手にすることはできない。それぞ
れのカリキュラムをつくられている方が一番よくご存
じだ。箇所での判断を前提とせざるを得ないと思って
いる。 
組 合：学部横断的な教育が可能になる旨、教研団交
でも触れていたが、その辺りはどうか。 
理事会：基盤教育、学部共通化とカリキュラムの体系
はまったく違うので簡単ではないと思うが、できる限
り共通なもの、時代が要請するもの、データサイエン
スや統計学、数学といったものは全学共通基盤として
提供できるかと考えている。 
 
（３）科目数削減について 

組 合：科目数削減は、単純に各箇所の設置科目数を
減らすことをイメージしているのか。それとも学生の
卒業に必要な取得単位数を削減することもあり得るの
か。 
理事会：一番望ましいのは両方同時に進めることだと
思うが、文科省は120にこだわっている。ただ、各箇
所で少し工夫をしていただければと思っている。ゼミ
の単位と卒業論文の単位の科は別にするとか、そうい
う類のことで検討可能ではないか。 
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（４）教員基礎数の見直しについて 

組 合：教員の基礎数を含めた人員数の見直し、これ
は非常勤教員も含んでいると思うが、そうしたものは
どのような形で視野に入っているのか。 
理事会：財務の立場からすると、簡単に教員、人件費
を増やすのは難しい。今の基礎数を維持することは全
然問題はないので、負担を減らして、現有勢力を維持
することはできると思っている。 
 非常勤については、科目数の削減が先生方の負担を
減らすということで、その科目数の中に非常勤にお願
いしている科目が入れば、非常勤が減ることになるだ
ろう。科目数を減らすことはかなり真剣に考えないと、
先生方のご負担を減らせないと思っている。繰り返す
が、基礎数は決して削減するつもりはない。 
組 合：科目削減数について具体的な数値などは検討
しているのか。 
理事会：以前の理事会では確かに２・３割減らすよう
にということで、お願いしていたと思うが今は特にそ
ういう数字を挙げてはいない。ただ、体系化し、重複
をできる限り減らしていただきたいとお願いしている。 
 
６．学生への影響、学修環境の整備について 
（１）学生への周知・ヒアリングの実施について 

理事会：学生への周知は今年の５月末に「MyWaseda」
で行っている。ヒアリングに関しては今のところ考え
ていない。「MyWaseda」を通じて学生が周知して、
何か意見があれば当然上がってくるものだと考えてい
た。もし、それが大きくなるようであれば、どこかの
段階で調べる必要があるかもしれない。まだ開かれた
状態だと理解している。 
 
（２）所沢キャンパスの学バスについて 

組 合：所沢キャンパスの学バスは、最終便が、21時
40分となっている。100分授業導入後の検討はされて
いるか。 
理事会：今後、必要に応じて検討をする予定だ。 
 
（３）遠方から通う学生への対応について 

組 合：５限・６限が遅くなる場合、遠方から通う学
生について何か具体的な検討や議論は行われているか。 
理事会：学生の自由意思を尊重するということで、特
に今のところ、何かをするということは考えていない。
どうしても必要な問題が出てくれば考えたい。 

（４）学生のアルバイトへの影響など 

組 合：授業時間が遅くなることでアルバイトなどに
影響が出ることが予想される。これらについても学生
の授業のとり方で対応してもらうということか。 
理事会：そのように考えている。 
 
（５）オンデマンド授業の参加スペースの確保 

組 合：100分授業のみならず、オンデマンド授業が
増加することによりオンデマンドに参加できるスペー
スの確保が必要だ。この対応は予定されているか。 
理事会：現時点においてもかなりそういう需要がある
ので、対応しており、利用状況についても確認してい
る。 
組 合：オンデマンド授業について、どのような科目
が向いている、向いていないなどの検討は、本部とし
てはなされているのか。 
理事会：大総研でオンライン授業の効果その他につい
て調査をしている。ある程度の分類はできるかもしれ
ない。 
組 合：教員以外に学生の声もなるべく拾い上げてい
ただきたい。 
組 合：今学期中、オンラインを受講できる教室がな
かなか見つからないので、全部オンラインにしてくれ
ないかと言ってきた学生が、あるハイブリッドの授業
でいた。 
 また、オンライン難⺠みたいな学生もちらほらあり
受講できるスペースを探しているようであった。 
理事会：春学期は７割を対面という目標だったので、
初めて対面と並行してオンデマンドの教室で受けると
いうのがあった。なかなか想定できないところであり、
春学期の初めに29号館をまるまるオンラインの教室に
し、常時使える教室を７号館の５階に設けた。 
 それ以外については、一つの授業で定員1,000名ぐ
らいの教室で対応した。最初の１ヵ月月は教務の方で
巡回もしながら確認した。29号館は使いやすくていっ
ぱいになってしまうというのがあったが、全体的にス
ペースが足りないことはなかった。 
 同規模のスペースをまた秋に準備している。使いづ
らい、うるさい、次の授業の時間までに遠いといった、
使いにくい部分が学生としてあったようなので、その
辺は少しでも解消したいと思っている。また、学生が
自分で工夫して、ラウンジでやったり、晴れていれば
外でやったりというのもあるので、学生も、準備して
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いる教室が使いづらく違うところでやっていてウロウ
ロしているというのはあるのかもしれないが、スペー
ス自体は足りているかなと思っている。来年以降に向
けて、またオンデマンド授業、オンライン授業もゼロ
にはならないと思うので、今後、検討して改良したい
と思っている。 
組 合：教研団交でも申し上げたが、Wi-Fiの整備と
あわせて電源についても整備をお願いしたい。 
理事会：情報企画部を中心に増やそうという話になっ
ている。学生に見える掲示にも、電源がこの教室はあ
りますというのをアピールしたが、一般的になってい
ない部分もあり、もう少し声をききながら進めていき
たい。 
組 合：教室の使い方と併せて、今の授業は比較的IT
技術と授業形態が一体化したような時代で、学生も
PCを持っており、PCルームにPCを置くべきなのか
とか、かなり変わってきている。教室は教務で管理し、
PCルームは情報企画となっており、議論が別々とな
っている。教室の使い方なども検討いただきたい。 
理事会：一般教室でもAV機器が入っているので、情
報企画が関係している。年間の限られた予算で整備を
進めており、各箇所の意見を聴きながら進めている。 
 PCルームについては、３年の中期計画を情報企画
部で検討している。中期的には自分のPCを持って来
てそれを使うという方向に移行したい考えはある。た
だそこに至るまでは今、端末機を置いて授業をしてい
るので、何年かかけて、そちらの方向に可能なところ
から向かって行くことを考えている。 
 教務と情報企画とでは連携は強めており、７号館の
ITセンターは教務と情報企画の両方で運営している。
先生方ではCTLTという大総研のところにも情報部門
のスタッフもおり、そこで、寄せられる先生方の意見
もつぶさに見て日常的に対応している。その点はご理
解いただきたい。お気づきの点があればご意見をお寄
せ願いたい。 
 
（６）オンライン授業の教育効果について 

組 合：オンライン授業の教育効果についてどう考え
ているか。大総研でのアンケートについて、自由記述
の回答も開示してほしいと言ったところ、それは見せ
られないとのことだった。なぜ開示できないのか伺い
たい。 
理事会：自由記述欄以外についてはオンライン上に上

げている。自由記述については、個人名がたくさんあ
り、全部開示するのは様々な問題があり、できないと
いうことで開示していない。箇所執行部には届けてい
る。 
組 合：学生アンケートは理解するが、教員アンケー
トについても自由記述が出ていないのはなぜか。 
理事会：昨年の春学期はわずか数ヶ月で全科目オンラ
インとなって、もちろんそれに対しての様々な苦情が
あったが、秋学期のアンケートでは、教員からの苦情
は極端に減った。秋になると慣れて、逆にオンライン
の効果を感じてきたという記述もかなり増えたかなと。
それはアンケートの結果でも数値的にも出ているかと
思う。 
 自由記述については、全面開示というより、キーワ
ードでまとめる形にしている。 
 
（７）夜間大学院などの学生募集への影響について 

組 合：時間が遅くなることで、学生募集などに影響
が出るのではないかとの懸念の声があるがどうお考え
か。 
理事会：経営管理研究科等でも検討いただいたところ
で出てきた時間割なので、ご理解をいただいている。
オンライン授業の活用などでこれまでとは違ったタイ
プの方にも参加してもらいやすくなるのではないか、
逆にこれらをうまく設定していくことで今よりも効果
的になると理解している。 
 
７．100分授業導入に伴う職員の労働時間について 
組 合：授業に張り付いている職員は、例えば２限か
ら５限までずっとということになると、５限の終了時
間が40分遅くなるので、単純に業務時間が増えるのが
まず懸念としてある。シフト出勤等の制度を使って対
応しているが、100分授業導入後は週当たりでも、少
し増加するのではないか。学術院の事務所、図書館、
保健センター等々の施設の開室時間、閉室時間等の変
化があることで職員の業務量がどうなるのか。 
理事会：現時点では職員の所定労働時間の変更、各学
術院等の事務所の開室時間の延⻑・変更は、今のとこ
ろ、想定していない。組合から指摘いただいた点、こ
れまでの職員組合との団交の中でも、例えば実験授業
に従事する技術職の方々がお昼の休憩が取れないとい
った課題提起もしていただいた。大事な問題だとわれ
われも認識している。 
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 解決策は適切に労務管理をして役割分担をし、業務
の平準化、分散化をする。シフト勤務などの工夫の中
で、管理職がマネジメントにより適切に対応するとい
うのが答えかと思う。人事部のほうでも注意を払って
対応していきたい。 
組 合：実験を担当する技術職員が昼休憩を十分取得
できていない問題は100分授業以前から問題としてあ
り、時間割の検討で休憩時間を短くというのがあれば、

組合としても非常に困ることになると思っていたが、
50分確保いただいていて、それであれば今と変わらな
い。授業時間が延びることで、片付け、次の準備等の
時間が実際どうなるのかはやってみないと分からない
が、この辺りは現場でも考えて、工夫できるところは
したい。引き続き意見交換等をさせていただきたい。 
 
 

 
 


