
スキル／レベル

ビジネス力

ビジネス課題を整理し
解決を見出す力

データ
エンジニアリング力
データサイエンスを意味の
ある形に使えるようにし
実装、運用する力

データ
サイエンス力

情報処理、人工知能、統
計学などの情報科学系の
知恵を理解し、使う力

見習いレベル 独り立ちレベル 棟梁レベル

応用コース

実践コース

入門コース

初級コース

基礎コース

AIコース

【 2022年度開講予定 】

※ 青字は短期集中コース
初級コースプラス（ITパスポート受験指導）
基礎コースプラス（統計検定受験指導）
応用コースプラス（データベーススペシャリスト受験指導）

※ 初級コース・基礎コースⅠはA教材、AIコースはB教材、
入門コースはC教材を使用

A教材：20分×3コマ＝1回、スマホも対応
B教材：学生向け教材
C教材：ベネッセとの共同開発教材

初級コース補助教材
（培風館）

応用コース補助教材
（学術図書出版）

リテラシー

応用基礎

エキスパート人材
研究室配属
共著論文執筆

データベーススペシャリスト

ITパスポート
社会人向け小人数クラス

毎週スクーリング（グループワーク）
マナビDX（経産省）

統計検定
（2級、準1級）

基礎コース補助教材（学術図書）
近日出版予定

AIコース補助教材
（培風館）

3-7月 入門コース（第4期）
5月21・28日 基礎コースプラスⅠ（2級ﾚﾍﾞﾙ）
5-9月 初級コースⅠ・Ⅱ（第3期）
7月5・12・19・26日 応用コースプラス
7月30日・8月6・20・27日 初級コースプラス
8月20日・9月3日 基礎コースプラスⅡ（2級ﾚﾍﾞﾙ）
8-12月 基礎コースⅠ・Ⅱ（第5期）
9-1月 入門コース（第5期）
10-2月 AIコース
10-3月 応用コース（第3期）
11-3月 初級コースⅠ・Ⅱ（第4期）
2023年1月21・28日 基礎コースプラスⅢ（２級ﾚﾍﾞﾙ）
2023年2月11日・3月11日 基礎コースプラスⅣ（準１級ﾚﾍﾞﾙ）


20200902（民間）

		スキル／レベル		見習いレベル ミナラ						独り立ちレベル ヒト ダ						棟梁レベル トウリョウ

		ビジネス力 リョク

		ビジネス力課題を整理し解決する力 リョク カダイ セイリ カイケツ チカラ





		データ
サイエンス力 リョク

		情報処理、人工知能、統計学などの情報科学系の知恵を理解し、使う力 ジョウホウ ショリ ジンコウ チノウ トウケイ ガク ジョウホウ カガク ケイ チエ リカイ ツカ チカラ





		データ
エンジニア力 リョク

		データサイエンスを意味のある形に使えるようにし、実装、運用する力 イミ カタチ ツカ ジッソウ ウンヨウ チカラ







&"Meiryo UI,標準"&20 2020年度　データサイエンスカリキュラムマップ	


(株)アイデミー
「Aidemy Business Cloud eラーニング」
（料金：要見積もり）
https://business.aidemy.net/?utm_source=aidemy&utm_medium=footer

https://business.aidemy.net/?utm_source=aidemy&utm_medium=footer　　　データクレイドル
　　「データ活用人材育成講座」
　　　　　　　（無料）
https://d-cradle.or.jp/event/20200915.html











https://d-cradle.or.jp/event/20200915.htmlファクトリー
サイエンティスト協会
「ファクトリー・
サイエンティスト育成講座」
　　一　　　般：\120,000
　　個人会員：\110,000
　　協賛・賛助会員：\84,000

https://www.factoryscientist.com/news/10

https://www.factoryscientist.com/news/10データクレイドル
「統計検定勉強会」(無料)
http://www.d-cradle.or.jp/info/info_
search/search_again.html

http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.htmlデータクレイドル
　　　　　　　「データ×ビジネス勉強会」
(無料)
http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.html

http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「入門（4コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（5コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（1コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「入門（5コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（12コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（4コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「入門（4コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（15コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（14コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

20200902（大学）

		スキル／レベル		見習いレベル ミナラ						独り立ちレベル ヒト ダ						棟梁レベル トウリョウ

		ビジネス力 リョク

		ビジネス力課題を整理し解決する力 リョク カダイ セイリ カイケツ チカラ





		データ
サイエンス力 リョク

		情報処理、人工知能、統計学などの情報科学系の知恵を理解し、使う力 ジョウホウ ショリ ジンコウ チノウ トウケイ ガク ジョウホウ カガク ケイ チエ リカイ ツカ チカラ





		データ
エンジニア力 リョク

		データサイエンスを意味のある形に使えるようにし、実装、運用する力 イミ カタチ ツカ ジッソウ ウンヨウ チカラ







&"Meiryo UI,標準"&20 2020年度　データサイエンスカリキュラムマップ	


　　　　　　　　　　            岡山大学
　　　　　　　　　　                    　「学部生向けカリキュラム※２」
      　　　　　　　　　　                   （検定料 \9,800、入学料 \28,200、授業料 \14,800/１段位）
　　　　　　　　　　                 ※２　社会人の方は科目等履修生として受講可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/society.html


https://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/society.html大阪大学※１
「データサイエンス
入門コース」
https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学※１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「データサイエンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基礎コース」
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot%EF%BC%89大阪大学※１
「データサイエンス
応用コース」

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot%EF%BC%89東京大学
「技術実務者コース」
(\743,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/04.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/04.jsp※１　受講には（一社）数理人材育成協会（HRAM）への加入が必要
　　　　https://hram.or.jp/guidance/

東京大学
「技術マネジメントコース」
(\156,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/03.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/03.jsp山口大学　「マスター講座」　(\180,000)

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html北九州市立大学
「観光業IoT実践的ラボ」
(\44,400)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「画像処理」
(\14,800)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「AI実装
プログラミング入門」
(\22,200)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/山口大学
「リテラシーコース」
(\12,00)

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html東京大学
「事業実務者コース」
(\273,00)
https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/02.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/02.jsp東京大学
「ジェネラルコース」
(\78,000)
https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/05.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/05.jsp北九州市立大学
「MATLAB
オンライン学習」
(\22,200)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「おもてなしIoT
実践的ラボ」
(\44,400)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「機械学習」
(\14,800)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「データ解析」
(\14,800)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

20200902（統合版）

		スキル／レベル		見習いレベル ミナラ						独り立ちレベル ヒト ダ						棟梁レベル トウリョウ

		ビジネス力 リョク

		ビジネス力課題を整理し解決する力 リョク カダイ セイリ カイケツ チカラ





		データ
サイエンス力 リョク

		情報処理、人工知能、統計学などの情報科学系の知恵を理解し、使う力 ジョウホウ ショリ ジンコウ チノウ トウケイ ガク ジョウホウ カガク ケイ チエ リカイ ツカ チカラ





		データ
エンジニア力 リョク

		データサイエンスを意味のある形に使えるようにし、実装、運用する力 イミ カタチ ツカ ジッソウ ウンヨウ チカラ







&"Meiryo UI,標準"&20 2020年度　データサイエンスカリキュラムマップ	


　　　　　　　　　　            岡山大学
　　　　　　　　　　                    　「学部生向けカリキュラム※２」
      　　　　　　　　　　                   （検定料 \9,800、入学料 \28,200、授業料 \14,800/１段位）
　　　　　　　　　　                 ※２　社会人の方は科目等履修生として受講可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/society.html


https://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/society.html(株)アイデミー
「Aidemy Business Cloud eラーニング」
（料金：要見積もり）
https://business.aidemy.net/?utm_source=aidemy&utm_medium=footer

https://business.aidemy.net/?utm_source=aidemy&utm_medium=footer大阪大学※１
「データサイエンス
入門コース」
https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学※１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「データサイエンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基礎コース」
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot%EF%BC%89大阪大学※１
「データサイエンス
応用コース」

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot%EF%BC%89東京大学
「技術実務者コース」
(\743,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/04.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/04.jsp※１　受講には（一社）数理人材育成協会（HRAM）への加入が必要
　　　　https://hram.or.jp/guidance/

東京大学
「技術マネジメントコース」
(\156,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/03.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/03.jsp山口大学　「マスター講座」　(\180,000)

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html　　　データクレイドル
　　「データ活用人材育成講座」
　　　　　　　（無料）
https://d-cradle.or.jp/event/20200915.html











https://d-cradle.or.jp/event/20200915.htmlファクトリー
サイエンティスト協会
「ファクトリー・
サイエンティスト育成講座」
　　一　　　般：\120,000
　　個人会員：\110,000
　　協賛・賛助会員：\84,000

https://www.factoryscientist.com/news/10

https://www.factoryscientist.com/news/10北九州市立大学
「観光業IoT実践的ラボ」
(\44,400)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「画像処理」
(\14,800)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「AI実装
プログラミング入門」
(\22,200)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/データクレイドル
「統計検定勉強会」(無料)
http://www.d-cradle.or.jp/info/info_
search/search_again.html

http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.html山口大学
「リテラシーコース」
(\12,00)

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html東京大学
「事業実務者コース」
(\273,00)
https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/02.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/02.jspデータクレイドル
　　　　　　　「データ×ビジネス勉強会」
(無料)
http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.html

http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.html東京大学
「ジェネラルコース」
(\78,000)
https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/05.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/05.jsp北九州市立大学
「MATLAB
オンライン学習」
(\22,200)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「おもてなしIoT
実践的ラボ」
(\44,400)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「機械学習」
(\14,800)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「データ解析」
(\14,800)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/NECマネジメント
パートナー(株)
「入門（4コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（5コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（1コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「入門（5コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（12コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（4コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「入門（4コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（15コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（14コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

20200924（統合版）

		スキル／レベル		見習いレベル ミナラ						独り立ちレベル ヒト ダ						棟梁レベル トウリョウ

		ビジネス力 リョク

		ビジネス力課題を整理し解決する力 リョク カダイ セイリ カイケツ チカラ





		データ
サイエンス力 リョク

		情報処理、人工知能、統計学などの情報科学系の知恵を理解し、使う力 ジョウホウ ショリ ジンコウ チノウ トウケイ ガク ジョウホウ カガク ケイ チエ リカイ ツカ チカラ





		データ
エンジニア力 リョク

		データサイエンスを意味のある形に使えるようにし、実装、運用する力 イミ カタチ ツカ ジッソウ ウンヨウ チカラ







&"Meiryo UI,標準"&20 2020年度　データサイエンスカリキュラムマップ	


　　　　　　　　　　            岡山大学
　　　　　　　　　　                    　「学部生向けカリキュラム※２」　※2　社会人の方は科目等履修生として受講可
      　　　　　　　　　　                   （検定料 \9,800、入学料 \28,200、授業料 \14,800/１段位）
　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/society.html


https://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/society.html(株)アイデミー
「Aidemy Business Cloud eラーニング」
（料金：要見積もり）
https://business.aidemy.net/?utm_source=aidemy&utm_medium=footer

https://business.aidemy.net/?utm_source=aidemy&utm_medium=footer大阪大学※１
「データサイエンス
入門コース」

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学※１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「データサイエンス基礎コース」
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot%EF%BC%89大阪大学※１
「データサイエンス
応用コース」

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot%EF%BC%89東京大学
「技術実務者コース」
(\743,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/04.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/04.jsp※１　受講には（一社）数理人材育成協会（HRAM）への加入が必要
　　　　https://hram.or.jp/guidance/

東京大学
「技術マネジメントコース」
(\156,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/03.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/03.jsp山口大学　「マスター講座」　(\180,000)

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html　　　データクレイドル
　　「データ活用人材育成講座」
　　　　　　　（無料）
https://d-cradle.or.jp/event/20200915.html










https://d-cradle.or.jp/event/20200915.htmlファクトリー
サイエンティスト協会
「ファクトリー・
サイエンティスト育成講座」
　　一　　　般：\120,000
　　個人会員：\110,000
　　協賛・賛助会員：\84,000

https://www.factoryscientist.com/news/10

https://www.factoryscientist.com/news/10北九州市立大学
「観光業IoT実践的ラボ」
(\44,400)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「画像処理」
(\14,800)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「AI実装
プログラミング入門」
(\22,200)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/データクレイドル
「統計検定勉強会」(無料)
http://www.d-cradle.or.jp/info/info_
search/search_again.html

http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.html山口大学
「リテラシーコース」
(\12,00)

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html東京大学
「事業実務者コース」
(\273,00)
https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/02.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/02.jspデータクレイドル
「データ×ビジネス勉強会」
(無料)

http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.html

http://www.d-cradle.or.jp/info/info_search/search_again.html東京大学
「ジェネラルコース」
(\78,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/05.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/05.jsp北九州市立大学
「MATLAB
オンライン学習」
(\22,200)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「おもてなしIoT
実践的ラボ」
(\44,400)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「機械学習」
(\14,800)

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/北九州市立大学
「データ解析」
(\14,800)
https://www.enpit-everi.jp/syllabus/

https://www.enpit-everi.jp/syllabus/NECマネジメント
パートナー(株)
「入門（4コース）」
料金：HP参照

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（5コース）」
料金：HP参照
https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（1コース）」
料金：HP参照

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「入門（5コース）」
料金：HP参照

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（12コース）」
料金：HP参照

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（4コース）」
料金：HP参照

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「入門（4コース）」
料金：HP参照

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「基礎（15コース）」
料金：HP参照

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.htmlNECマネジメント
パートナー(株)
「応用（14コース）」
料金：HP参照

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html

https://www.neclearning.jp/training/ai_open.html経済産業省
「AI-QUEST」
（無料）
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200817001/20200817001.html

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200817001/20200817001.html広島大学
「ツール（SAS,Tableau,
DataRobot」
詳細：調整中

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200817001/20200817001.html広島大学
「ツール（SAS,Tableau,
DataRobot」
詳細：調整中

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200817001/20200817001.html広島大学
「AI教育プログラム」
詳細：調整中

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200817001/20200817001.html広島大学
「計算機科学教育
プログラム」
詳細：調整中

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200817001/20200817001.html広島大学
「データ解析教育
プログラム」
詳細：調整中

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200817001/20200817001.html

HRAMリカレント_カリキュラムマップ20211221
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&"Meiryo UI,標準"&20 2020年度　データサイエンスカリキュラムマップ	&"Meiryo UI,標準"&14 2020.10.8 第4回WG
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入門コース

初級コース

　　
　
実践コース

　　
　
AIコース

2022年度
開講予定

2022年度
開講予定



HRAMリカレント_カリキュラムマップ

		スキル／レベル		見習いレベル ミナラ						独り立ちレベル ヒト ダ						棟梁レベル トウリョウ

		ビジネス力 リョク

		ビジネス課題を整理し
解決を見出す力 カダイ セイリ カイケツ ミイダ チカラ



		データ
エンジニアリング力 リョク

		データサイエンスを意味の
ある形に使えるようにし
実装、運用する力 イミ カタチ ツカ ジッソウ ウンヨウ チカラ





		データ
サイエンス力 リョク

		情報処理、人工知能、統計学などの情報科学系の知恵を理解し、使う力 ジョウホウ ショリ ジンコウ チノウ トウケイガク ジョウホウ カガク ケイ チエ リカイ ツカ リキ







&"Meiryo UI,標準"&20 2020年度　データサイエンスカリキュラムマップ	&"Meiryo UI,標準"&14 2020.10.8 第4回WG


応用コース

　　
　
実践コース

入門コース

 初級コース

基礎コース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　
AIコース



各コース特徴まとめ

		●初級 ショキュウ

		受講対象者（目安） ジュコウ タイショウシャ メヤス		大学全学部生１年次対象レベル
高校2年までの数学知識で受講可能 ダイガク ゼンガクブセイ ネンジ タイショウ

		概要 ガイヨウ		すべての社会人が学ぶべき新しいデータサイエンス科目 シャカイジン マナ アタラ カモク				データサイエンスの概要を見ていただける

		補助教材 ホジョキョウザイ		「データサイエンスリテラシー　～モデルカリキュラム準拠～」培風館 ジュンキョ バイフウカン

		開講実績 カイコウ ジッセキ		2021年5月開講　1期         2021年11月開講　2期
2022年5月開講　3期 ネン ガツ カイコウ キ ネン ガツ カイコウ キ ネン ガツ カイコウ キ

		受講者数 ジュコウシャ スウ		1期：27名/内修了者14名
2期：29名/内修了者14名
3期：112名
社会人（製薬、研究機関、教育、製造、金融他）
学生（博士前期・後期課程、学部） ウチ シュウリョウシャ メイ キ メイ

		目標 モクヒョウ		数理・データサイエンス・AIの基礎を習得し、日常の生活や仕事の場で活用できるようになる

		資格試験指導 シカク シケン シドウ		（プラスコース）にて別途、ITパスポート受験指導を準備中 ベット ジュンビチュウ



		●AI

		受講対象者（目安） ジュコウ タイショウシャ メヤス		理工系・社会科学系の大学学部生対象レベル リコウケイ シャカイ カガクケイ ダイガク ガクブ セイ タイショウ

		概要 ガイヨウ		AIの基礎と、実社会で適用されているデータサイエンス、データエンジニアリングツールの実態とその原理を
明らかにする キソ ジッシャカイ テキヨウ ジッタイ ゲンリ アキ

		補助教材 ホジョキョウザイ		学部生向け教科書「データサイエンス応用基礎」培風館　発売予定 ガクブ セイム キョウカショ オウヨウ キソ バイフウカン ハツバイ ヨテイ

		開講実績 カイコウ ジッセキ		2022年10月　1期（予定） ネン ガツ キ ヨテイ

		受講者数 ジュコウシャ スウ		2022年10月　1期（予定） ネン ガツ キ ヨテイ

		目標 モクヒョウ		講座Ⅰ コウザ		データサイエンスとAIに関する深い基礎知識と幅広い技術を身に付けることを目的とします。データから意味を抽出し、現場にフィードバックする能力、AIを活用し課題解決につなげる基礎能力を修得します。

				講座Ⅱ コウザ		AIの原理を理解した上で、データを収集・処理・蓄積するための技術の概要と機械学習の方法論を理解することを目的とします。特にExcelなどを用い実際に手を動かしてデータ分析する機会を設け、社会での実例を題材とした演習を行います。



		●入門 ニュウモン

		受講対象者（目安） ジュコウタイショウシャ メヤス		大学全学部２年～３年次生対象レベル ダイガク ゼンガクブ ネン ネン ツギ セイ ガクセイ

		概要 ガイヨウ		文理を問わず、全ての大学2年生に向けたデータサイエンス科目�大学1年次の数学の復習も含む、プログラミング、統計学、機械学習の基礎を学ぶ、学問としての
データサイエンスに触れたい社会人向け。統計学を中核に添え、数式を交えたデータサイエンスの入門				学部生1年次から2年次までを想定し機械学習よりも
ビッグデータに重点を置いたものです 

		開講実績 カイコウ ジッセキ		2020年5月　　　1期　　　　　2020年11月　　2期
2021年6月　　　3期　　　　　2022年3月　　  4期
2022年9月（予定）

		受講者数 ジュコウシャ スウ		1期：20名/内修了者11名
2期：28名/内修了者12名
3期：28名/内修了者10名
4期：45名
社会人（製造、教育、情報通信他）
学生（博士前期・後期課程、学部）カー他） キ メイ ホカ

		目標 モクヒョウ		データサイエンススキル（ビジネス力・データエンジニアリング力・データサイエンス力）の基本を習得する
基礎コースへの導入





		●基礎 キソ

		受講対象者（目安） ジュコウタイショウシャ メヤス		基礎Ⅰ キソ		理系・社会科学系の大学学部高学年次生対象レベル

				基礎Ⅱ キソ		大学全学部生対象レベル

		概要 ガイヨウ		基礎Ⅰ キソ		データサイエンスの一通りの基礎を習得できる
数理統計、機械学習、情報システムを横断的に解説 スウリ トウケイ キカイ ガクシュウ ジョウホウ オウダンテキ カイセツ

				基礎Ⅱ キソ		データサイエンスのための数学概論
データサイエンスで使われている手法と原理の解説 スウガク ガイロンアツカシャカイジンフカナイヨウシ

		補助教材 ホジョキョウザイ		社会人向け参考書を発売予定 シャカイジン ム サンコウショ ハツバイヨテイ

		開講実績 カイコウ ジッセキ		2019年10月　1期　　　2020年4月　  2期　
2020年12月　3期　　　2021年7月    4期
2022年8月    5期 ネン ガツ キ ネン ガツ キ ネン ガツ キ ネン ガツ キ ネン ガツ キ

		受講者数 ジュコウシャ スウ		1期：21名/内16名修了          2期：13名/内11名修了
3期：38名/内14名修了          4期：31名/内7名修了
5期：69名
社会人（製造、サービス、金融、教育他）
学生（博士前期・後期課程、学部） キ メイ

		到達目標 トウタツ モクヒョウ		統計検定など資格獲得のサポート

		資格試験指導 シカク シケン シドウ		（プラスコース）にて別途、統計検定試験受験指導 ベット トウケイ ケンテイ シケン

		●応用 オウヨウ

		受講対象者（目安） ジュコウタイショウシャ メヤス		社会人管理職、技術職、事務職対象レベル
学生としては、数理・情報系の大学学部高学年次生以上対象レベル シャカイジン カンリショク ギジュツショク ジムショク タイショウ ダイガク ガクブ ツギ

		概要 ガイヨウ		現代社会と連動して進むデータサイエンスの最前線に、当事者として関わっていくためのコース
技術、管理、庶務、人事など、中堅社会人向けのコース ゲンダイ シャカイ レンドウ スス サイゼンセン トウジシャ カカ

		補助教材 ホジョキョウザイ		「データサイエンティスト教程　応用編」学術図書出版社 シュッパンシャ

		開講実績 カイコウ ジッセキ		2020年10月　1期　　　　　　2021年10月  2期
2022年10月（予定） ネン ガツ キ ネン ガツ キ ネン ガツ ヨテイ

		受講者数 ジュコウシャ スウ		1期：17名/内修了者８名
2期：20名/内修了者18名
社会人（建設、情報通信、製薬、サービス、製造他）
学生（博士前期・後期課程、学部） ウチ シュウリョウシャ メイ

		到達目標 トウタツ モクヒョウ		データサイエンス全般の知識を有し、機械学習を活用してデータに基づく問題解決、意思決定を実践できる
人材を育成する

		特徴 トクチョウ		経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座」認定、厚生労働省「専門実践教育訓練給付制度」対象講座
オンライン実習を毎週実施 ケイザイサンギョウショウ ダイ 4ジ サンギョウ カクメイ シュウトクコウザ ニンテイ コウセイロウドウショウ センモン ジッセンキョウイク クンレン キュウフ セイド タイショウ コウザ

		資格試験指導 シカク シケン シドウ		（プラスコース）にて別途、データベーススペシャリスト資格試験受験指導 ベット シカク シケン





受講者数集計

		リカレント各コース受講者集計 カク ジュコウシャ シュウケイ



		●初級B ショキュウ		第1期 ダイ キ		第2期 ダイ キ		第3期 ダイ キ		累計 ルイケイ				●入門 ニュウモン		第1期 ダイ キ		第2期 ダイ キ		第3期 ダイ キ		第4期		第5期		累計 ルイケイ				●基礎 キソ		第1期 ダイ キ		第2期 ダイ キ		第3期 ダイ キ		第4期 ダイ キ		第5期 ダイ キ		累計 ルイケイ				●応用 オウヨウ		第1期 ダイ キ		第2期 ダイ キ		累計 ルイケイ

		学生 ガクセイ		14		11		6		31				学生 ガクセイ		6		16		11		12				45				学生 ガクセイ		1		0		25		13		20		59				学生 ガクセイ		3		3		6

		金融、保険 キンユウ ホケン		1		1		32		34				金融、保険 キンユウ ホケン						2		1				3				金融、保険 キンユウ ホケン		5				1				4		10				金融、保険 キンユウ ホケン		1				1

		製薬 セイヤク				8		3		11				製薬 セイヤク		1				1		5				7				製薬 セイヤク				3						1		4				製薬 セイヤク		2		3		5

		教育機関 キョウイク キカン		3		3		8		14				教育機関 キョウイク キカン		2		3		3		1				9				教育機関 キョウイク キカン		1		1		2		2		1		7				教育機関 キョウイク キカン				1		1

		研究機関 ケンキュウ キカン		6		1		6		13				研究機関 ケンキュウ キカン						1		1				2				研究機関 ケンキュウ キカン						2		1		3		6				研究機関 ケンキュウ キカン						0

		製造 セイゾウ		1		2		3		6				製造 セイゾウ		3		8		5		4				20				製造 セイゾウ		6		3		6		10		22		47				製造 セイゾウ		4		1		5

		建設 ケンセツ				1		1		2				建設 ケンセツ				1		1		1				3				建設 ケンセツ												0				建設 ケンセツ				6		6

		サービス						16		16				サービス		2				1		0				3				サービス		2		3		1		2		5		13				サービス		2		1		3

		情報通信 ジョウホウ ツウシン						23		23				情報通信 ジョウホウ ツウシン		2				2		0				4				情報通信 ジョウホウ ツウシン		3						1		6		10				情報通信 ジョウホウ ツウシン		4		2		6

		運輸、郵便 ウンユ ユウビン												運輸、郵便 ウンユ ユウビン																運輸、郵便 ウンユ ユウビン										1		1				運輸、郵便 ウンユ ユウビン

		卸売、小売 オロシウ コウリ						7		7				卸売、小売								16				16				卸売、小売		1								1		2				卸売、小売						0

		学術研究、専門・技術サービス												学術研究、専門・技術サービス																学術研究、専門・技術サービス										1		1				学術研究、専門・技術サービス

		医療、福祉 イリョウ フクシ		1				2		3				医療、福祉 イリョウ フクシ		1										1				医療、福祉 イリョウ フクシ		1								1		2				医療、福祉 イリョウ フクシ		1				1

		その他 タ		1		2		9		12				その他 タ		3				1		4				8				その他 タ		1		3		1		2		3		10				その他 タ				3		3

		社会人計 シャカイジン ケイ		13		18		110		141				社会人計 シャカイジン ケイ		14		12		17		33				76				社会人計 シャカイジン ケイ		20		13		13		18		49		113				社会人計 シャカイジン ケイ		14		17		31

		合計 ゴウケイ		27		29		116		172				合計 ゴウケイ		20		28		28		45				121				合計 ゴウケイ		21		13		38		31		69		172				合計 ゴウケイ		17		20		37



		●初級A ショキュウ		中経連 チュウケイレン										●入門A ニュウモン		中経連 チュウケイレン

		製造 セイゾウ		20										製造 セイゾウ		10

		電気・ガス・熱供給・水道 デンキ ネツキョウキュウ スイドウ		14										電気・ガス・熱供給・水道 デンキ ネツキョウキュウ スイドウ		1

		公務 コウム		10										公務 コウム		2

		建設 ケンセツ		8										建設 ケンセツ

		金融・保険 キンユウ ホケン		6										金融・保険 キンユウ ホケン		1

		卸売・小売 オロシウ コウリ		4										卸売・小売 オロシウ コウリ		3

		不動産・物品賃貸 フドウサン ブッピンチンタイ		3										不動産・物品賃貸 フドウサン ブッピンチンタイ

		農業 ノウギョウ		2										農業 ノウギョウ

		情報通信 ジョウホウ ツウシン		2										情報通信 ジョウホウ ツウシン		1

		サービス		2										サービス

		学術研究・専門・技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ		2										学術研究・専門・技術サービス ガクジュツ ケンキュウ センモン ギジュツ

		複合サービス フクゴウ		1										複合サービス フクゴウ

		医療・福祉 イリョウ フクシ		1										医療・福祉 イリョウ フクシ

		その他 タ		5										その他 タ

		合計 ゴウケイ		80										合計 ゴウケイ		18
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		スキル／レベル		見習いレベル ミナラ						独り立ちレベル ヒト ダ						棟梁レベル トウリョウ

		ビジネス力 リョク

		ビジネス力課題を整理し解決する力 リョク カダイ セイリ カイケツ チカラ





		データ
サイエンス力 リョク

		情報処理、人工知能、統計学などの情報科学系の知恵を理解し、使う力 ジョウホウ ショリ ジンコウ チノウ トウケイ ガク ジョウホウ カガク ケイ チエ リカイ ツカ チカラ





		データ
エンジニア力 リョク

		データサイエンスを意味のある形に使えるようにし、実装、運用する力 イミ カタチ ツカ ジッソウ ウンヨウ チカラ







&"Meiryo UI,標準"&20 2020年度　データサイエンスカリキュラムマップ	


岡山大学
「学部生向けカリキュラム※２」
      （検定料 \9,800、入学料 \28,200、授業料 \14,800/１段位）
※２　社会人の方は科目等履修生として受講可

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/society.html


https://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/society.html(株)アイデミー
「Aidemy Business Cloud eラーニング」
（料金：要見積もり）
https://business.aidemy.net/?utm_source=aidemy&utm_medium=footer

https://business.aidemy.net/?utm_source=aidemy&utm_medium=footer大阪大学※１
「データサイエンス
入門コース」


https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot大阪大学※１
「データサイエンス
基礎コース」

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot



https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot%EF%BC%89大阪大学※１
「データサイエンス
応用コース」


https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot

https://hram.or.jp/business/#recurrent_pilot%EF%BC%89東京大学
「技術マネジメントコース」
(\156,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/03.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/03.jsp東京大学
「技術実務者コース」
(\743,000)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/04.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/04.jsp※１　受講には（一社）数理人材育成協会（HRAM）への加入が必要
　　　　https://hram.or.jp/guidance/

山口大学　「マスター講座」　(\180,000)
http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.htmlファクトリー
サイエンティスト協会
「ファクトリー・
サイエンティスト育成講座」

一　　　般：\120,000
個人会員：\110,000
協賛・賛助会員：\84,000

https://www.factoryscientist.com/news/10

https://www.factoryscientist.com/news/10東京大学
「事業実務者コース」
(\273,00)

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/02.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/02.jsp山口大学
「リテラシーコース」
(\12,00)
http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html

http://data-sci.epc.yamaguchi-u.ac.jp/kouza/company.html東京大学
「ジェネラルコース」
(\78,000)
https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/05.jsp

https://www.utokyo-ext.co.jp/utex/asp-webapp/jsp/web/utex/base/course/course_detail/05.jsp



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

初級コース

AIコース

入門コース

基礎コース

応用コース

実践コース

開講

開講

開講

開講

4月 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

2022年度リカレントコース スケジュール

修了ｱﾝｹｰﾄ

開講
修了ｱﾝｹｰﾄ

広報

開講
修了ｱﾝｹｰﾄ

修了ｱﾝｹｰﾄ

修了ｱﾝｹｰﾄ

広報

広報

広報 7月 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

修了ｱﾝｹｰﾄ
広報

基礎プラスⅠ

応用プラス

初級プラス

基礎プラスⅡ

10月 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 開講
修了ｱﾝｹｰﾄ

9月 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

8月 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

8/27 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 開講
半年～１年の
間に修了

全体ガイダンス

広報

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

基礎プラスⅢ 基礎プラスⅣ



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

初級コース

AIコース

入門コース

基礎コース

応用コース

実践コース
開講

2023年度リカレントコース スケジュール

修了ｱﾝｹｰﾄ
2022.10月開始
半年～１年の間

に修了

開講
修了ｱﾝｹｰﾄ

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

開講 修了ｱﾝｹｰﾄｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

開講ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

開講
修了ｱﾝｹｰﾄ

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

開講 修了ｱﾝｹｰﾄｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

開講 修了ｱﾝｹｰﾄ

開講
修了ｱﾝｹｰﾄ

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

開講
修了ｱﾝｹｰﾄ

開講
修了ｱﾝｹｰﾄｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

開講

半年～１年の
間に修了

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
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