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HUMAN RESOURCE ASSOCIATION OF MATHEMATICS

1．（社）数理人材育成協会について

2. 提供プログラムのご紹介

3.  会員種別のご案内

3. ご入会方法、受講コースの申込方法

2023年2月20日㈪18：30～ 全体ガイダンス



About Us

2019年 3月 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター（MMDS）を主体に設立

6月 本店移転（大阪商工会議所 ㈳生産技術振興協会内）

豊中支部 開設（大阪大学MMDS内）

10月 東京支部 開設（東京都文京区 ㈱プロアシスト東京営業部内）

10月 HP公開 https://hram.or.jp/

12月 ㈱プロアシスト 生駒京子社長を理事に迎える

12月 データ関連人材育成プログラム（D-DRIVE）

全国合同インタラクティブマッチングにブース出展

2020年 4月 厚生労働省教育訓練プログラム開発事業により基礎、応用コース開講

4月 応用コースが、経産省「第四次産業革命スキル習得講座」に認定される

5月 入門コース開講

2021年 5月 初級コース開講

8月 応用コースが、厚労省「専門実践教育訓練講座」に指定される

2022年10月 AIコース開講

代表理事：鈴木貴（大阪大学MMDS 特任教授）

理事：関根順（大阪大学 基礎工学研究科 教授）

生駒京子（株式会社プロアシスト 代表取締役社長）

特別顧問：瀧寛和（和歌山大学名誉教授 元学長）

(1) 学生、社会人を対象とした教育プログラムの開発と提供

(2) 講演会、公開講座、シンポジウム、研修会の開催支援

(3) 出前講義、技術相談、共同研究の斡旋

(4) 産業の活性化に資する理数系人材育成に関する提言

(5) その他当協会の目的を達成するために必要な事業

主要事業

沿革

役員紹介

https://hram.or.jp/
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個人賛助会員 法人賛助会員 正会員(がん研究会) 正会員(シスメックス) 准正会員（中国経済連合会） 准正会員（四国経済連合会） 准正会員（伊藤佑） 学生会員

＜HRAM会員数推移＞

2019年 2020年 2021年 2022年

＜社会人賛助会員 業種別 内訳＞ ＜学生会員 内訳＞

がん研究会入会（48名）

2019年3月設立

シスメックス入会（107名）
がん研究会更新（31名）

中国経済連合会参入（125名）

＜会員種別 内訳＞

学部生 大学院生

がん研究会更新（35名）

四国経済連合会参入（102名）

中国経済連合会更新（39名）

製造

43%

製薬

11%情報通信

6%

建設

3%

教育・学習支援

4%

サービス

3%

学術研究・専門・技術サービス

2%

医療・福祉

2%

金融・保険

6%

卸売・小売

13%

その他

7%

工学系

33%

医学系

24%

経済系

14%

情報系

7%

法学系

3%

農学系

2%

理学系

10%

文学系

4%

薬学系

3% 個人賛助会員

14%

法人賛助

会員

19%

正会員

9%

准正会員

39%

学生会員

19%

2023年



2. 提供プログラムのご紹介

■ リカレントコース

■ DUEXコース

■ 各種イベント



経団連資料を基に作成

第1次産業革命

第2次産業革命

第3次産業革命

Society1.0
狩猟社会

Society2.0
農耕社会

Society3.0
工業社会

Society4.0
情報社会

Society5.0
超スマート社会

人類誕生～

21世紀前半～

20世紀後半～

18世紀末～

紀元前13000年

重化学工業
電力・石油・モー

ター

デジタル革新
AI IoT

ブロックチェーン
自動化・情報化
コンピュータ
インターネット

軽工業
蒸気期間・紡績

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシ
ステムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する

人間中心の社会（Society）

第4次産業革命

サイバー空間（仮想空間）

フィジカル空間（現実空間）

農業革命
エネルギー革命

システム革命

情報革命

デジタル革命

ワット
～1820

エジソン
フォード
～1950

ゲイツ
ジョブス
～2010

エネルギー・食料の需要増加
寿命延伸・高齢化
国際競争の激化・富の集中
格差の拡大・地域間の不平等

知識・情報の共有・連携が不十分
情報の探索・分析のリテラシーが必要
行動範囲の制約（地域・年齢）

再生可能エネルギー・地産地消
農作業の自動化・輸送の最適化
予防診断・ロボット介護
自動生産・最適バリューチェーン

社会の変革



学生・社会人向け
■リカレントコース
■DuEXコース
■各種イベント

■リカレント授業 キャリアアップを目指す学生・社会人のための教育訓練プログラム
①「初級コース」 全５ヶ月間 年２回開講

「リテラシーレベル」モデルカリキュラムに準拠.高校２年生までの数学知識で受講可能
②「AIコース」 全５ヶ月間 年２回開講

「応用基礎レベル」モデルカリキュラム準拠.データサイエンスとAIに関する基礎知識と幅広い技術を身に付ける
③「入門コース」 全５ヶ月間 年２回開講

㈱ベネッセコーポレーションとの共同開発教材を使用. データサイエンスの基本スキルを習得
④「基礎コース」 全５ヶ月間 年２回開講

基礎から応用までの幅広いデータサイエンス力を養成
⑤「応用コース」 特別コース（別料金） 全６ヶ月間．年１回開講

様々な研究分野や企業でのデータ処理や解析の手法を学習し、データサイエンスの最先端の研究や実用についての知識を得る
⑥「実践コース」

大阪大学の連携研究室で半年から１年半の研究指導
⑦「プラスコース」 短期間

資格試験指導に特化した短期講座

■DuEX e-Learning受講：常時公開

修了証・認定証授与コース

■スタディグループ参加: 企業側から提示された課題に対し、履修生、教員、課題提供者によるワーキンググループが解決法を提案する
必要に応じて秘密保持契約を結び、事前調査、事後共同研究を実施する

■AI・データ利活用研究会 大阪大学MMDSが日本応用数理学会の協力のもとに、産業界で進行するAI・データの利活用、
そのメカニズムを解明する理論研究の調査を進めることを目的として、不定期に開催する.参加無料

■出前講義（５名以上で開講）： 別途費用要相談

■インタラクティブマッチング： 1週間～半年程度の企業でのインターンシップをマッチング
企業内の課題をデータサイエンスで解決する、双方にメリットのある実践的インターン制度

■技術相談、共同研究の斡旋： スタディーグループへの課題提供

A：データサイエンス基礎コース
B：データサイエンス実践コース
C：医療データ基礎実践コース

一般社団法人 数理人材育成協会 各コース、修了要件を満たすと
修了証授与



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

■ 2023年度リカレント授業開講予定

※ 短期集中プラスコース 日程調整中
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）

4-8月 入門コース（第6期）
4-8月 基礎コースⅠ・Ⅱ （第6期）
5-9月 AIコース（第2期）
6-10月 初級コースⅠ・Ⅱ（第5期）
9-1月 基礎コースⅠ・Ⅱ （第7期）
10-2月 入門コース（第7期）
10-3月 応用コース（第4期）
10月- 実践コース（第2期）
11-3月 AIコース（第3期）
12-4月 初級コースⅠ・Ⅱ（第6期）


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

		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
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		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


基礎コース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応用コース

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



実践

応用

基礎

入門

AI

初級

①基礎からしっかり勉強したい

②データを扱った経験があり、研究室でより実践的に展開したい

③本格的にデータサイエンティストを目指したい

✎ 受講コースモデル ✎

入門 応用 実践

入門 基礎 応用初級 AI 入門 基礎

EL:E-Learning  RP:ﾚﾎﾟｰﾄ SC:ｽｸｰﾘﾝｸﾞ

大学全学部生1年次レベル

理工系・社会科学系学部生レベル

全学部生2年次以降対象レベル

理系・社会科学系学部高学年～
修士対象レベル

社会人管理職、技術職、
事務職対象レベル

学習時間 概要・こんな方に
実践 ― 大阪大学の連携研究室配属(半年～1年半）

応用
EL：30H
演習：30H

様々な研究分野や企業でのデータ処理や解析の手法を学習し、
データサイエンスの最先端の研究や実用についての知識を得る

基礎

Ⅰ.EL:15H
補講(動画):5H
RP:5回

データを取扱う際の数学的基礎力を養い、ツールの動作原理を取得して
データサイエンティストとコミュニケーションできるようになることを目指す方向け.  
数式は一通り扱えることが前提Ⅱ.EL:無

SC:16H

入門
EL:20H
補講(動画):5H
SC:5H

文系の人の訓練、理系の人の復習
実務経験はあり研修等で断片的な知識はあるものの体系的な教育は受けていない、
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ初心者でかつﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを体験あるいは学んでみたいという方向け

AI

Ⅰ.EL:8H
補講(動画):2.5H 
RP:1回

誰でも理解でき、知っておくと便利な内容
AI がどのような未来を引き起こすのかを理解し、 データ・AI の基礎を獲得して、
数理・データサイエンス・AI の知識を自らの専門分野へ応用・活用するための
大局的な視点を獲得する

Ⅱ.EL:15H
補講(動画):2.5H 
RP:5回

初級
EL:15H
補講(動画):5H
RP:5回

基礎から学べる学部低学年レベル(ﾘﾃﾗｼｰ）
数理・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ・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



2023年度リカレントコース スケジュール 全体ガイダンス

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

実践コース

応用コース

基礎コース

入門コース

AIコース

初級コース

開講
修了ｱﾝｹｰﾄ

2022.10月開始
半年～１年の間

に修了 開講

半年～１年の
間に修了

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
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 修了ｱﾝｹｰﾄｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報

開講ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ広報



スキル/レベル： 低 高

データサイエンス
入門コース

データサイエンス
応用コース

データサイエンス
基礎コース

データの可視化の基礎
●データの集計
●データの分布の可視化と解析
●多次元データの可視化

線形代数と多次元データの
扱いの基礎
●線形代数-ベクトル・行列
●相関係数
●多次元正規分布

多次元データの可視化と分析
●主成分分析の基礎
●主成分分析の方法
●因子分解と多次元尺度法

ROC解析
●ROC曲線
●正答率とAUC
●ROC解析の実例

データ活用
●ビジネス活用(意思決定)
●ビジネス活用(施策実施)

ソリューション企画
●要求分析、IT化対象の決定
●既存資産の再利用検討、

ITソリューション

マルチメディア
●スパースモデリング
●テキスト処理
●音声処理 ●画像処理

データベース
●トランザクション処理
●関係データベース設計と操作言語

プログラミング
● Python入門
● R言語入門 ●特徴抽出

データエンジニアリング
●構造化データ・

非構造化ツールの統計解析ツール
●蓄積、加工
●データウェアハウス
●非構造化データ・データベース

データサイエンス入門
●ニューラルネットワークの構造と学習
●データ生成過程のモデル化

情報理論の基礎
●情報源符号化 ●データ構造
●標本化、量子化
●形式言語、形式手法
●アルゴリズム、数値計算
●自然言語処理、

分散・並列コンピューティング

機械学習の基礎
●弱いAI・強いAI ●フレーム問題
●探索・推論 ●知識表現
●データの分類
●変分ベイズ法
●ニューラルネットワークⅠ,Ⅱ
●ディープラーニングⅠ,Ⅱ

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

データサイエンス
初級コース

●データを読む
●データを説明する
●データを扱う

データサイエンス
AIコース

●社会で起きている変化と活用され
ているデータ
●データ・AIの活用領域と利活用の
ための技術
●データ・AI利活用の最新動向と
扱う上での留意事項

●データ駆動型社会とデータサイエンス
●データ分析の進め方
●データ構造とビッグデータ
● AIの歴史と活用領域
● AIと社会
●機械学習のための数学基礎
●機械学習のための数学基礎2
●機械学習のための数学基礎3
●機械学習の基礎（特徴抽出）
●機械学習の基礎と展望
●機械学習の予測・判断
●機械学習の予測・判断2
●言語・知識のための機械学習
●身体・運動と深層学習の基礎と展望
●ニューラルネットワークの学習

データの扱いの基礎
●様々なデータ
●データ取得での留意点
●データ解析の実際

確率統計の基礎
●確率的な現象
●確率変数と確率分布
●同時確率、条件付き確率とベイズの定理

●データサイエンス概論
●単回帰分析
●重回帰分析
●ニューラルネットワーク
●深層学習
●データエンジニアリング
●データ収集・蓄積
●データ加工
●演習（データモデリング）
●ITセキュリティ
●人工知能の歴史
●経路探索
●知識表現
●人工知能の倫理と安全性
●演習（AI技術と応用分野）

データサイエンスと社会
●イントロダクション
●実社会でのデータサイエンスの

事例
●データサイエンス入門1
●データサイエンス入門2
●R言語の基礎
●Pythonの基礎

●統計および数理基礎
●アルゴリズムの基礎
●外部講師授業
●データ活用実践(教師なし学習)
●データ活用実践(教師あり学習)
●テキスト解析
●画像解析
●データ構造とプログラミング
●時系列データ解析

統計学基礎
● 数理統計1
● 数理統計2
● ベイズ統計
● 微分
● 単回帰分析
● 線形代数
● 重回帰分析

データサイエンスの活用
●機械学習(ロジスティク回帰)
●機械学習(ニューラルネットワー
クの基礎)
●機械学習(クラスタリング)
●機械学習(決定木）
●機械学習(ディープラーニング)

仮説検定
●信号検出としての仮説検定
●様々な検定１
●様々な検定２

最尤推定
●尤度関数と直線回帰
●二項分布
●最尤推定量の特性

ベイズ推定
●事後分布
●自然共役事前分布
●ベイズ推定の応用

回帰分析
●問題の設定と解法
●回帰の評価
●多重共線性

一般化線形モデル
●ロジスティック回帰
●ロジスティック回帰モデルの
当てはめと評価
●質的変数の扱い

データの分類I：判別分析
●パターン認識とクラス分類
●線形判別分析とパーセプトロン
●多層パーセプトロン

データの分類II：クラスタリング
●K-means
●混合ガウスモデル
●EMアルゴリズム

信号検出理論
●シグナルとノイズ
●反応確率と標準得点
●弁別力と判断基準

数学基礎
・数の体系
・数理モデル
・力学系
・多変数の微積分
・曲線と曲面
・ガウスの消去法
・線形空間
・固有値問題
・変分問題

統計的決定の基礎
●統計的決定
●二値分類
●意思決定の認知モデリング

HRAM会員向けリカレントコース系統図
シラバス内容



基礎工学研究科

経済学研究科

工学研究科

情報科学研究科 理学研究科

医学系研究科

人間科学研究科

MMDS研究室

情報学

統計的機械学習 人工知能理論 コンピュータビジョン

アルゴリズム数理工学

知能センシング

ビッグデータ工学 マルチメディア工学

情報セキュリティ

流体情報工学

流体力学計算物理学

基礎科学

応用ロボティクス

AI社会工学

システム工学

情報デバイス工学

システム数理学

ソフトマター工学

ナノ物性理論

計算材料設計

原子模倣メタマテリアル設計

物質科学

計算生物学
医療生体データ科学

生命科学・医学

システム生物学

倫理・法・社会

社会科学

人間・人文科学

計量ファイナンス

行動計量学

数理・データサイエンス・AIエキスパートコース

第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ

書面審査 連携研究室で共同研究 所属研究科で学位申請

メディカルロボティクス

バイオインフォマティクス

データベース IoT

数理腫瘍学
臨床情報学

マテリアルズインフォマティクス

行動経済学

プログラム評価国際交流

薬学研究科

数理・データサイエンス・AIエキスパート人材育成
全学を対象とし、他大学に普及・展開する数理・データサイエンス・AI学部教育と、副プログラムを中心とする前期課程教育に立脚し、
全学の連携研究室によって、学術研究と連動したエキスパート人材育成を達成して、アカデミアと産業界の人材の循環を実現する

実践コース



A 課題設定力 B 全体俯瞰力 C データ収集・統合力 D データ分析力 E データ解釈力

■2023年度 DuEXコース E-Learning提供科目
※常時受講可能コンテンツ（准正会員様を除く）

科目分類 科目名 単位数
獲得

スキル
数学基礎 データサイエンスのための線形代数  大阪大学 1 B

データサイエンスのための最適化  大阪大学 1 B
データサイエンス基礎 Ⅱ  大阪大学 1 A
線形代数1 大阪公立大学 1 D
Linear Algebra for Data Science 大阪大学 1 D

統計学 文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　  大阪大学 2 D
Statistical Analysis for the Liberal Arts (English Ver.)  大阪大学 2 D
理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　  大阪大学 1 A
Statistics for science and engineering, I (English Ver.) 大阪大学 1 A
理工系のための統計学 Ⅱ  大阪大学 1 A
Statistics for science and engineering, Ⅱ (English Ver.) 大阪大学 1 A
理工系のための統計学 Ⅲ  大阪大学 1 A
Statistics for science and engineering, Ⅲ (English Ver.) 大阪大学 1 A
理工系のための統計学 Ⅳ  大阪大学 1 A
Statistics for science and engineering, Ⅳ (English Ver.) 大阪大学 1 A
データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　  大阪大学 1 D
データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　  大阪大学 1 D
データ科学と意思決定 I  大阪大学 1 E
Data Science and Decision Making, Ⅰ(English Ver.)  大阪大学 1 E
データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　  大阪大学 1 E
Data Science and Decision Making, Ⅱ(English Ver.)  大阪大学 1 E
ベイズ統計学入門 大阪大学 1 E
確率的グラフィカルモデルと因果推論 大阪大学 2 D
データサイエンス基礎 Ⅰ 大阪大学 1 A
Data Science Ⅰ 大阪大学 1 A
データ科学のアルゴリズム 大阪大学 1 C
Algorithm for Data Science (English Ver.) 大阪大学 1 C
データ科学のための数理 大阪大学 2 D
Mathmatics for Data Science (English Ver.) 大阪大学 2 D

数理モデル 数値シミュレーション法 I 　　　　　　　　　　  大阪大学 1 A
工学への数値シミュレーション　 大阪大学 1 B
数理モデルの基礎 大阪大学 1 B
Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　  大阪大学 1 B

機械学習 データ科学(機械学習) Ⅰ  大阪大学 1 E
データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　  大阪大学 1 E
スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　  大阪大学 1 E
スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版) 大阪大学 1 E
ガウス過程と機械学習入門 大阪大学 1 D
離散データからの計算論的学習 京都大学 2 E
人工知能・機械学習概論 大阪大学 1 E
カーネルの機械学習への応用 大阪大学 2 E

プログラミング 機械学習のための数理 with R/Python  大阪大学 2 D
Pythonプログラミング I 滋賀大学 1 C
Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　 滋賀大学 1 C
Pythonを用いたデータマイニング入門 I 和歌山大学 1 C
Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　 和歌山大学 1 C
Pythonを用いたテキストマイニング入門 和歌山大学 1 C
Pythonサウンドプログラミング 和歌山大学 1 D
Pythonによる機械学習プログラミング 和歌山大学 1 D

情報学基礎 情報セキュリティ入門 大阪大学 1 C

科目分類 科目名 単位数
数理腫瘍学 数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　 大阪大学 1

数理腫瘍学Ⅱ(基礎) 大阪大学 1
数理腫瘍学Ⅲ(数学) 大阪大学 1
数理腫瘍学Ⅳ(応用) 大阪大学 1
数理腫瘍学Ⅴ(実践) 大阪大学 1
数理腫瘍学Ⅵ(中級) 大阪大学 1
医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　 大阪大学 1
医学統計学各論（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル） 大阪大学 1
医学統計学総論（医学統計学入門） 大阪大学 1
医学統計学各論（生存時間解析）　 大阪大学 1
医学統計学続論 大阪大学 1
医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析） 大阪大学 1
医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際） 大阪大学 1
医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来） 大阪大学 1
医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI） 大阪大学 1
バイオインフォマティクス　 大阪大学 1
バイオインフォマティクス解析 大阪大学 1
生命科学入門Ⅰ 大阪大学 1
生命科学入門Ⅱ 大阪大学 1
診療データからの臨床研究データの集積 大阪大学 1
治療の有効性・安全性の評価 大阪大学 1
診断法の制度評価・診断プロセスの理論 大阪大学 1
病気と健康に関する調査研究 大阪公立大学 1

医薬統計学

医療情報学

臨床疫学

● E-Learning紹介動画
・Aコース「スパース推定の数理と機械学習への応用」

https://hram.or.jp/business/recurrent/pilot/Sparse_estimation_movie-2.mp4
・Cコース「数理腫瘍学(基礎）」

https://hram.or.jp/business/recurrent/pilot/Mathematical_oncology_movie-2.mp4

Aコース

Cコース

https://hram.or.jp/business/recurrent/pilot/Sparse_estimation_movie-2.mp4
https://hram.or.jp/business/recurrent/pilot/Mathematical_oncology_movie-2.mp4

コース毎科目分類表2021年度

				Aコース開講科目												E-Learning教材				2021/4/6時点 ジテン								E-Learning教材作成状況(内部確認用) サクセイ ジョウキョウ								2021/9/16時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル				科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数学基礎		データ科学のための数理※e-learningあり		大阪大学		2		B				数学基礎 		データ科学のための数理 I 　　　　　　　　　		 大阪大学		1		B				数学基礎 		データ科学のための数理 I 　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

						データサイエンス概論		滋賀大学		2		B						データ科学のための数理 Ⅱ		 大阪大学		1		B						データ科学のための数理 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

				統計学		情報幾何入門		大阪大学		2		E						データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		A						データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

						多変量解析		大阪大学		2		D						線形代数1		大阪府立大学		1		D						線形代数1		大阪府立大学		1		○		吉冨

						データ科学と意思決定※e-learningあり		大阪大学		2		E						Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		D						Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		〇		高野		データ分析力、難易度「低」 ブンセキ リョク ナンイド ヒク

						数理統計入門		大阪大学		2		D				統計学		文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		D				統計学		教職課程のための統計学　　　　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		作成中※2020.9末予定 マツ ヨテイ		高木（奈良教）

						データ科学特別講義		大阪大学		2		A						理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		A						文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		○		足立

						ビッグデータ解析		大阪大学		2		D						理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		A						理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		江口

						科学技術のための統計学　		大阪大学		2		A						理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		A						理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		○		江口

						確率的グラフィカルモデルと因果推論※e-Learningあり		大阪大学		2		D						理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		A						理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		○		江口

						データサイエンス特別レクチャー　		滋賀大学		2		B						データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D						理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		○		江口

				数理モデル		モデリング基礎理論		　滋賀大学		2		A						データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D						データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

						工学への数値シミュレーション　		大阪大学		2		B						データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		E						データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

				機械学習		データ科学（機械学習）※e-learningあり		大阪大学		2		E						データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		E						データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		○		朝倉

						スパース推定の数理と機械学習への応用with R/Python※e-learningあり		大阪大学		2		E						ベイズ統計学入門		大阪大学		1		E						データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

						データサイエンス特論Ⅰ		神戸大学		1		C						確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		D						ベイズ統計学入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

						機械学習特論　		大阪府立大学		2		D						データサイエンス基礎 Ⅰ		大阪大学		1		A						確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		○		鈴木譲

						ニューロサイエンス特論　		大阪府立大学		2		A						Data Science Ⅰ		大阪大学		1		A						データサイエンス基礎 I		大阪大学		1		○		朝倉

						機械学習の実践　		大阪大学		2		D						データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		C						Data Science Ⅰ		大阪大学		1		○		朝倉

						カーネルの機械学習への応用 キカイガクシュウ オウヨウ		大阪大学		2		E				数理モデル		数値シミュレーション法 I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		A						データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		〇		高野

						機械学習概論 キカイガクシュウ ガイロン		大阪市立大学 シリツ		1		D						工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		B				数理モデル		数値シミュレーション法 I		 大阪大学		1		○		中澤

				プログラミング		機械学習のための数理with R/Python　※e-learningあり		大阪大学		2		D						数理モデルの基礎		大阪大学		1		B						数値シミュレーション法 II　　　　　　　　　　　 		大阪大学		1		作成中※2020.11予定 ヨテイ		高橋(奈良教）

				情報学基礎		ナレッジマネジメント特論　		大阪府立大学		2		C						Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		B						Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		〇		服部

						人間情報システム特論　		大阪府立大学		2		B				機械学習		データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		E						数理モデルの基礎		大阪大学		1		〇		太田家,中澤

						データサイエンス特論　		大阪府立大学		2		C						データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		E						工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		◯		中澤

																		スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		E				機械学習		データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		○		高野

																		スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版) ネンド バン		大阪大学		1		E						データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

																		ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		D						スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版)　　　　　 ネンド バン		 大阪大学		1		○		鈴木譲

																		離散データからの計算論的学習		京都大学		2		E						スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		〇		鈴木譲

																		人工知能・機械学習概論 ジンコウ チノウ キカイ ガクシュウ ガイロン		大阪大学		1		E						ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ		データ解釈力 カイシャク リョク

																		カーネルの機械学習への応用 オウヨウ		大阪大学		2		E						離散データからの計算論的学習		京都大学		2		○		山本

																プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python		 大阪大学		2		D						カーネルと機械学習の数理		大阪大学		2		〇		鈴木譲

																		Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		C				プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python　　 		 大阪大学		2		○		鈴木譲

																		Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		C						Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		C						Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		C						Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		○		吉野

																		Pythonを用いたテキストマイニング入門 モチ ニュウモン		和歌山大学 ワカヤマダイ		1		C						Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		○		吉野

																		Pythonサウンドプログラミング		和歌山大学		1		D						Pythonを用いたテキストマイニング入門		和歌山大学		1		〇		吉野

																		Pythonによる機械学習プログラミング		和歌山大学		1		D						Pythonを用いた音響・画像データ処理入門		和歌山大学		1		〇		西村

																情報学基礎 ジョウホウガク キソ		情報セキュリティ入門 ジョウホウ ニュウモン		大阪大学		1		C						Pythonによる機械学習プログラミング		和歌山大学		1		〇		三浦

																												情報学基礎 ジョウホウガク キソ		情報セキュリティ入門 ジョウホウ ニュウモン		大阪大学		1		〇		松原 マツバラ

				Bコース開講科目												E-Learning教材				2021/4/6時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数						該当科目無し														文理融合に向けた数理科学Ⅰ、Ⅱ科目分類等確認して表に追加 ブンリ ユウゴウ ム スウリ カガク カモク ブンルイ トウ カクニン ヒョウ ツイカ

				スタディグループ		数理・データ　スタディグループⅠ　　　　　　　　　　　　　　		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅡ		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅢ		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅣ		　大阪大学		1

				インターンシップ		データサイエンス　インターンシップ		　大阪大学		2

						データサイエンス　インターンシップⅠ		大阪大学 オオサカ ダイガク		1

						データサイエンス　インターンシップⅡ		大阪大学 オオサカダイガク		1

				PBL		数理工学PBL		　大阪大学		1

						データサイエンスコンテスト型PBL実習		神戸大学		1

						日本総研×神戸大学　オープンイノベーションワークショップ
「金融ビジネスと情報システム工学」　　　　　　　　　　　　　　		神戸大学		1

						データサイエンス特論2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		神戸大学		1

						実践的データマイニング1		　和歌山大学		2

						実践的データマイニング2		　和歌山大学		2

						データサイエンスPBL Ⅰ
(データマイニング、バイオデータ解析)　　　　　　    　　奈良先端科学技術大学院大学				1

						共同研究型PBL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		各大学

				演習		実践データ科学演習A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　 　 神戸大学		1

						実践データ科学演習B		　 　 神戸大学		1

						教師あり学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　		　滋賀大学		2

						教師なし学習		　滋賀大学		2





				Cコース開講科目												E-Learning教材				2021/9/22時点 ジテン								E-Learning教材(内部確認用)								2021/9/16時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数						科目分類		科目名				単位数						科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数理腫瘍学		数理医学概論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		 　 大阪大学		2						数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1						数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1		○		鈴木貴

				プログラミング		医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅰ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅱ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1		〇		鈴木貴

				スタディグループ		CコーススタディグループⅠ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅡ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅢ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅣ		 　 大阪大学		1						医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1						医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1		〇		服部

				PBL		Cコース PBLⅠ		大阪大学		1								医学統計学各論（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1								医学統計学各論
（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1		〇		服部

						Cコース PBLⅡ		大阪大学		1								医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1								医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1		〇		服部

						PBL：保健医療ビッグデータを用いた研究を読み解く		京都大学		1								医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1								医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1		〇		服部

																		医学統計学続論 ゾクロン		大阪大学		1								医学統計学続論 イガク トウケイガク ゾク ロン		大阪大学		1		〇		服部

																医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1						医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1								医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1								医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1								医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		バイオインフォマティクス　		大阪大学		1								バイオインフォマティクス		大阪大学		1		〇		岡田

																		バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1								バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1		〇		野島 ノジマ

																		生命科学入門Ⅰ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1								生命科学入門Ⅰ		大阪大学		1		〇		中村

																		生命科学入門Ⅱ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1								生命科学入門Ⅱ		大阪大学		1		〇		中村

																臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1						臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1		〇		松村

																		臨床疫学：治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1								臨床疫学：治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1		〇		松村

																														臨床疫学：診断法の制度評価・診断プロセスの理論		大阪大学		1		作成中※本年度中予定 ホン		松村

																														病気と健康に関する調査研究（仮） ビョウキ ケンコウ カン チョウサ ケンキュウ カリ		大阪府立大学 オオサカフリツダイガク		1		作成中



A 課題設定力

B 全体俯瞰力

C データ収集・統合力

D データ分析力

E データ解釈力




開講科目

				Aコース開講科目												E-Learning教材				2022/4/20時点 ジテン										E-Learning教材作成状況(内部確認用) サクセイ ジョウキョウ								2021/9/16時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル						科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数学基礎		データサイエンス概論		滋賀大学		2		B				数学基礎 		データサイエンスのための線形代数 センケイダイスウ		 大阪大学		1		B		科目名変更 カモクメイ ヘンコウ				数学基礎 		データ科学のための数理 I 　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

				統計学		データ科学のための数理※e-learningあり

Windows ユーザー: 開講科目「データ科学のための数理」の分類を数学基礎→統計学、獲得スキルをB→Dに変更		大阪大学		2		D						データサイエンスのための最適化 サイテキカ		 大阪大学		1		B		科目名変更 カモクメイ ヘンコウ						データ科学のための数理 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

						情報幾何入門		大阪大学		2		E						データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		A								データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

						多変量解析		大阪大学		2		D						線形代数1		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		1		D								線形代数1		大阪府立大学		1		○		吉冨						※

						データ科学と意思決定※e-learningあり		大阪大学		2		E						Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		D								Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		〇		高野		データ分析力、難易度「低」 ブンセキ リョク ナンイド ヒク

						数理統計入門		大阪大学		2		D				統計学		文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		D						統計学		教職課程のための統計学　　　　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		作成中※2022.2.14自時点まだ来ていない ジ ジテン キ		高木（奈良教）

						データ科学特別講義		大阪大学		2		A						Statistical Analysis for the Liberal Arts (English Ver.)		 大阪大学		2		D

						ビッグデータ解析		大阪大学		2		D						理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		A																						※

						科学技術のための統計学　		大阪大学		2		A						Statistics for science and engineering, I (English Ver.)		大阪大学		1		A

						確率的グラフィカルモデルと因果推論※e-Learningあり		大阪大学		2		D						理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		A								文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		○		足立						※

						データサイエンス特別レクチャー　		滋賀大学		2		B						Statistics for science and engineering, Ⅱ (English Ver.)		大阪大学		1		A								Statistical Analysis for the Liberal Arts		 大阪大学		2		先生確認中2022.2末予定 センセイ カクニンチュウ マツ ヨテイ		足立

				数理モデル		モデリング基礎理論		　滋賀大学		2		A						理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		A

						工学への数値シミュレーション　		大阪大学		2		B						Statistics for science and engineering, Ⅲ (English Ver.)		大阪大学		1		A								理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		江口						※

				機械学習		データ科学（機械学習）※e-learningあり		大阪大学		2		E						理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		A								Statistics for science and engineering, I  		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						スパース推定の数理と機械学習への応用with R/Python※e-learningあり		大阪大学		2		E						Statistics for science and engineering, Ⅳ (English Ver.)		大阪大学		1		A								理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		○		江口						※

						データサイエンス特論1		神戸大学		1		C						データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D								Statistics for science and engineering, Ⅱ  		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						機械学習特論　		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		D						データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D								理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		○		江口						※

						深層学習　		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		A						データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		E								Statistics for science and engineering, Ⅲ		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						機械学習の実践　		大阪大学		2		D						Data Science and Decision Making, Ⅰ(English Ver.)		 大阪大学		1		E		新規追加 シンキツイカ						理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		○		江口

						カーネルの機械学習への応用　※e-learningあり
(注)大阪大学生は、KOANは「機械学習の数理Ⅰ」（同一内容）で登録すること キカイガクシュウ オウヨウ チュウ オオサカダイガクセイ キカイガクシュウ スウリ ドウイツナイヨウ トウロク		大阪大学		2		E						データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		E								Statistics for science and engineering, Ⅳ		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						(注)大阪大学生はKOANは「機械学習の数理Ⅰ」（同一内容）で登録すること チュウ オオサカダイガクセイ ドウイツ ナイヨウ トウロク												Data Science and Decision Making, Ⅱ(English Ver.)		 大阪大学		1		E		新規追加 シンキツイカ						データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉						※

				プログラミング		機械学習のための数理with R/Python　※e-learningあり		大阪大学		2		D						ベイズ統計学入門		大阪大学		1		E								データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

				情報学基礎		社会情報学　		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		C						確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		D								データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		○		朝倉						※

						データマイニング		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		B						データサイエンス基礎 Ⅰ		大阪大学		1		A								Data Science and Decision Making		 大阪大学		1		先生チェック中 センセイ チュウ		朝倉

						データサイエンス特論　		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		C						Data Science Ⅰ		大阪大学		1		A								データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

																		データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		C								ベイズ統計学入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

																		Algorithm for Data Science (English Ver.)		大阪大学		1		C								確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		○		鈴木譲						※

																		データ科学のための数理 カガク スウリ		大阪大学		2		D								データサイエンス基礎 I		大阪大学		1		○		朝倉

																		Mathmatics for Data Science (English Ver.)		大阪大学		2		D		新規追加 シンキツイカ						Data Science Ⅰ		大阪大学		1		○		朝倉

																数理モデル		数値シミュレーション法 I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		A								データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		〇		高野						※

																		工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		B								Algorithm for Data Science		大阪大学		1		先生チェック中 センセイ チュウ		高野

																		数理モデルの基礎		大阪大学		1		B						数理モデル		数値シミュレーション法 I		 大阪大学		1		○		中澤

																		Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		B								数値シミュレーション法 II　　　　　　　　　　　 		大阪大学		1		作成中※2022.2.14時点まだきていない ジテン		高橋(奈良教）

																機械学習		データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		E								Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		〇		服部

																		データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		E						機械学習		数理モデルの基礎		大阪大学		1		〇		太田家,中澤		データ解釈力 カイシャク リョク

																		スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		E								工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		◯		中澤

																		スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版) ネンド バン		大阪大学		1		E								データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		○		高野

																		ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		D								データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

																		離散データからの計算論的学習		京都大学		2		E								スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版)　　　　　 ネンド バン		 大阪大学		1		○		鈴木譲

																		人工知能・機械学習概論 ジンコウ チノウ キカイ ガクシュウ ガイロン		大阪大学		1		E								スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		〇		鈴木譲

																		カーネルの機械学習への応用 オウヨウ		大阪大学		2		E								ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

																プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python		 大阪大学		2		D								離散データからの計算論的学習		京都大学		2		○		山本

																		Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		C								カーネルと機械学習の数理		大阪大学		2		〇		鈴木譲

																		Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		C						プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python　　 		 大阪大学		2		○		鈴木譲

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		C								Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		C								Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたテキストマイニング入門 モチ ニュウモン		和歌山大学 ワカヤマダイ		1		C								Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		○		吉野

																		Pythonサウンドプログラミング		和歌山大学		1		D

																		Pythonによる機械学習プログラミング		和歌山大学		1		D

																情報学基礎 ジョウホウガク キソ		情報セキュリティ入門 ジョウホウ ニュウモン		大阪大学		1		C



																																Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		○		吉野

				Bコース開講科目												E-Learning教材				2022/3/3時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数						該当科目無し																文理融合に向けた数理科学Ⅰ、Ⅱ科目分類等確認して表に追加 ブンリ ユウゴウ ム スウリ カガク カモク ブンルイ トウ カクニン ヒョウ ツイカ

				スタディグループ		数理・データ　スタディグループⅠ　　　　　　　　　　　　　　		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅡ		　大阪大学		1

				インターンシップ		データサイエンス　インターンシップⅠ		大阪大学 オオサカ ダイガク		1

						データサイエンス　インターンシップⅡ		大阪大学 オオサカダイガク		2

				PBL		数理工学PBL		　大阪大学		1

						データサイエンスコンテスト型PBL実習		神戸大学		1

						日本総研×神戸大学　オープンイノベーションワークショップ
「金融ビジネスと情報システム工学」　　　　　　　　　　　　　　		神戸大学		1

						データサイエンス特論2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		神戸大学		1

						実践的データマイニング1		　和歌山大学		2

						実践的データマイニング2		　和歌山大学		2

						データサイエンスPBL Ⅰ                                             　     奈良先端科学技術大学院大学				1

						共同研究型PBL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		各大学

				演習		実践データ科学演習A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　 　 神戸大学		1

						実践データ科学演習B		　 　 神戸大学		1

						教師あり学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　		　滋賀大学		2

						教師なし学習		　滋賀大学		2

						ビジネス価値創出のためのデータ分析実践講義		大阪大学 オオサカ ダイガク		1





				Cコース開講科目												E-Learning教材				2022/5/10時点 ジテン										E-Learning教材(内部確認用)								2/14/22

				科目分類		科目名				単位数						科目分類		科目名				単位数								科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数理腫瘍学		数理医学概論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		 　 大阪大学		2						数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1								数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1		○		鈴木貴

				プログラミング		医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅰ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅱ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1		〇		鈴木貴

				スタディグループ		CコーススタディグループⅠ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅡ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅢ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅣ		 　 大阪大学		1						医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1								医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1		〇		服部

				PBL		Cコース PBLⅠ		大阪大学		1								医学統計学各論（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1										医学統計学各論
（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1		〇		服部

						Cコース PBLⅡ		大阪大学		1								医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1										医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1		〇		服部

						PBL：保健医療ビッグデータを用いた研究を読み解く		京都大学		1								医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1										医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1		〇		服部

																		医学統計学続論 ゾクロン		大阪大学		1										医学統計学続論 イガク トウケイガク ゾク ロン		大阪大学		1		〇		服部

																医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1								医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		バイオインフォマティクス　		大阪大学		1										バイオインフォマティクス		大阪大学		1		〇		岡田

																		バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1										バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1		〇		野島 ノジマ

																		生命科学入門Ⅰ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1										生命科学入門Ⅰ		大阪大学		1		〇		中村

																		生命科学入門Ⅱ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1										生命科学入門Ⅱ		大阪大学		1		〇		中村

																臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1								臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1		〇		松村

																		治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1										臨床疫学：治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1		〇		松村

																		診断法の制度評価・診断プロセスの理論 シンダンホウ セイドヒョウカ シンダン リロン		大阪大学		1										臨床疫学：診断法の制度評価・診断プロセスの理論		大阪大学		1		〇		松村

																		病気と健康に関する調査研究		大阪公立大学 オオサカ コウリツ ダイガク		1				新規追加 シンキツイカ						病気と健康に関する調査研究（仮） ビョウキ ケンコウ カン チョウサ ケンキュウ カリ		大阪府立大学 オオサカフリツダイガク		1		作成中※2021年度中予定 ネン















A 課題設定力

B 全体俯瞰力

C データ収集・統合力

D データ分析力

E データ解釈力



コース毎科目分類表2022年2月

				Aコース開講科目												E-Learning教材				2/28/22										E-Learning教材作成状況(内部確認用) サクセイ ジョウキョウ								2021/9/16時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル						科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数学基礎		データ科学のための数理※e-learningあり		大阪大学		2		B				数学基礎 		データ科学のための数理 カガク スウリ		大阪大学						1/18高野先生アップロード済 タカノ センセイ スミ				数学基礎 		データ科学のための数理 I 　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

						データサイエンス概論		滋賀大学		2		B						データ科学のための数理 I 　　　　　　　　　		 大阪大学		1		B								データ科学のための数理 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

				統計学		情報幾何入門		大阪大学		2		E						データ科学のための数理 Ⅱ		 大阪大学		1		B								データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

						多変量解析		大阪大学		2		D						データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		A								線形代数1		大阪府立大学		1		○		吉冨

						データ科学と意思決定※e-learningあり		大阪大学		2		E						線形代数1		大阪府立大学		1		D								Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		〇		高野		データ分析力、難易度「低」 ブンセキ リョク ナンイド ヒク

						数理統計入門		大阪大学		2		D						Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		D						統計学		教職課程のための統計学　　　　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		作成中※2022.2.14自時点まだ来ていない ジ ジテン キ		高木（奈良教）

						データ科学特別講義		大阪大学		2		A				統計学		文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		D								文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		○		足立

						ビッグデータ解析		大阪大学		2		D						Statistical Analysis for the Liberal Arts		 大阪大学		2		D		足立先生2月末までにチェック、アップロード予定						Statistical Analysis for the Liberal Arts		 大阪大学		2		先生確認中2022.2末予定 センセイ カクニンチュウ マツ ヨテイ		足立

						科学技術のための統計学　		大阪大学		2		A						理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		A								理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		江口

						確率的グラフィカルモデルと因果推論※e-Learningあり		大阪大学		2		D						Statistics for science and engineering, I  		大阪大学		1		A		※江口先生チェック済、体裁整え中。2月中にアップロード。 エグチ センセイ スミ テイサイ トトノ チュウ ガツ チュウ						Statistics for science and engineering, I  		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						データサイエンス特別レクチャー　		滋賀大学		2		B						理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		A								理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		○		江口

				数理モデル		モデリング基礎理論		　滋賀大学		2		A						Statistics for science and engineering, Ⅱ  		大阪大学		1		A		※江口先生チェック済、体裁整え中。2月中にアップロード。 エグチ センセイ スミ テイサイ トトノ チュウ ガツ チュウ						Statistics for science and engineering, Ⅱ  		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						工学への数値シミュレーション　		大阪大学		2		B						理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		A								理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		○		江口

				機械学習		データ科学（機械学習）※e-learningあり		大阪大学		2		E						Statistics for science and engineering, Ⅲ		大阪大学		1		A		※江口先生チェック済、体裁整え中。2月中にアップロード。 エグチ センセイ スミ テイサイ トトノ チュウ ガツ チュウ						Statistics for science and engineering, Ⅲ		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						スパース推定の数理と機械学習への応用with R/Python※e-learningあり		大阪大学		2		E						理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		A								理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		○		江口

						データサイエンス特論Ⅰ		神戸大学		1		C						Statistics for science and engineering, Ⅳ		大阪大学		1		A		※江口先生チェック済、体裁整え中。2月中にアップロード。 エグチ センセイ スミ テイサイ トトノ チュウ ガツ チュウ						Statistics for science and engineering, Ⅳ		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						機械学習特論　		大阪府立大学		2		D						データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D								データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

						ニューロサイエンス特論　		大阪府立大学		2		A						データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D								データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

						機械学習の実践　		大阪大学		2		D						データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		E								データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		○		朝倉

						カーネルの機械学習への応用 キカイガクシュウ オウヨウ		大阪大学		2		E						データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		E								Data Science and Decision Making		 大阪大学		1		先生チェック中 センセイ チュウ		朝倉

						機械学習概論 キカイガクシュウ ガイロン		大阪市立大学 シリツ		1		D						ベイズ統計学入門		大阪大学		1		E								データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

				プログラミング		機械学習のための数理with R/Python　※e-learningあり		大阪大学		2		D						確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		D								ベイズ統計学入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

				情報学基礎		ナレッジマネジメント特論　		大阪府立大学		2		C						データサイエンス基礎 Ⅰ		大阪大学		1		A								確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		○		鈴木譲

						人間情報システム特論　		大阪府立大学		2		B						Data Science Ⅰ		大阪大学		1		A								データサイエンス基礎 I		大阪大学		1		○		朝倉

						データサイエンス特論　		大阪府立大学		2		C						データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		C								Data Science Ⅰ		大阪大学		1		○		朝倉

																		Algorithm for Data Science		大阪大学		1		C								データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		〇		高野

																数理モデル		数値シミュレーション法 I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		A								Algorithm for Data Science		大阪大学		1		先生チェック中 センセイ チュウ		高野

																		工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		B						数理モデル		数値シミュレーション法 I		 大阪大学		1		○		中澤

																		数理モデルの基礎		大阪大学		1		B								数値シミュレーション法 II　　　　　　　　　　　 		大阪大学		1		作成中※2022.2.14時点まだきていない ジテン		高橋(奈良教）

																		Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		B								Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		〇		服部

																機械学習		データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		E						機械学習		数理モデルの基礎		大阪大学		1		〇		太田家,中澤		データ解釈力 カイシャク リョク

																		データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		E								工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		◯		中澤

																		スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		E								データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		○		高野

																		スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版) ネンド バン		大阪大学		1		E								データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

																		ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		D								スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版)　　　　　 ネンド バン		 大阪大学		1		○		鈴木譲

																		離散データからの計算論的学習		京都大学		2		E								スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		〇		鈴木譲

																		人工知能・機械学習概論 ジンコウ チノウ キカイ ガクシュウ ガイロン		大阪大学		1		E								ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

																		カーネルの機械学習への応用 オウヨウ		大阪大学		2		E								離散データからの計算論的学習		京都大学		2		○		山本

																プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python		 大阪大学		2		D								カーネルと機械学習の数理		大阪大学		2		〇		鈴木譲

																		Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		C						プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python　　 		 大阪大学		2		○		鈴木譲

																		Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		C								Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		C								Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		C								Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		○		吉野

																		Pythonを用いたテキストマイニング入門 モチ ニュウモン		和歌山大学 ワカヤマダイ		1		C								Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		○		吉野

																		Pythonサウンドプログラミング		和歌山大学		1		D								Pythonを用いたテキストマイニング入門		和歌山大学		1		〇		吉野

																		Pythonによる機械学習プログラミング		和歌山大学		1		D								Pythonを用いた音響・画像データ処理入門		和歌山大学		1		〇		西村

																情報学基礎 ジョウホウガク キソ		情報セキュリティ入門 ジョウホウ ニュウモン		大阪大学		1		C								Pythonによる機械学習プログラミング		和歌山大学		1		〇		三浦

																														情報学基礎 ジョウホウガク キソ		情報セキュリティ入門 ジョウホウ ニュウモン		大阪大学		1		〇		松原 マツバラ

				Bコース開講科目												E-Learning教材				2022/2/28時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数						該当科目無し																文理融合に向けた数理科学Ⅰ、Ⅱ科目分類等確認して表に追加 ブンリ ユウゴウ ム スウリ カガク カモク ブンルイ トウ カクニン ヒョウ ツイカ

				スタディグループ		数理・データ　スタディグループⅠ　　　　　　　　　　　　　　		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅡ		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅢ		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅣ		　大阪大学		1

				インターンシップ		データサイエンス　インターンシップⅠ		大阪大学 オオサカ ダイガク		1

						データサイエンス　インターンシップⅡ		大阪大学 オオサカダイガク		2

				PBL		数理工学PBL		　大阪大学		1

						データサイエンスコンテスト型PBL実習		神戸大学		1

						日本総研×神戸大学　オープンイノベーションワークショップ
「金融ビジネスと情報システム工学」　　　　　　　　　　　　　　		神戸大学		1

						データサイエンス特論2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		神戸大学		1

						実践的データマイニング1		　和歌山大学		2

						実践的データマイニング2		　和歌山大学		2

						データサイエンスPBL Ⅰ　　　　　　 　　　　　　　　 　　奈良先端科学技術大学院大学				1

						共同研究型PBL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		各大学

				演習		実践データ科学演習A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　 　 神戸大学		1

						実践データ科学演習B		　 　 神戸大学		1

						教師あり学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　		　滋賀大学		2

						教師なし学習		　滋賀大学		2





				Cコース開講科目												E-Learning教材				2022/2/28時点 ジテン										E-Learning教材(内部確認用)								2/14/22

				科目分類		科目名				単位数						科目分類		科目名				単位数								科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数理腫瘍学		数理医学概論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		 　 大阪大学		2						数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1								数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1		○		鈴木貴

				プログラミング		医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅰ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅱ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1		〇		鈴木貴

				スタディグループ		CコーススタディグループⅠ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅡ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅢ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅣ		 　 大阪大学		1						医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1								医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1		〇		服部

				PBL		Cコース PBLⅠ		大阪大学		1								医学統計学各論（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1										医学統計学各論
（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1		〇		服部

						Cコース PBLⅡ		大阪大学		1								医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1										医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1		〇		服部

						PBL：保健医療ビッグデータを用いた研究を読み解く		京都大学		1								医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1										医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1		〇		服部

																		医学統計学続論 ゾクロン		大阪大学		1										医学統計学続論 イガク トウケイガク ゾク ロン		大阪大学		1		〇		服部

																医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1								医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		バイオインフォマティクス　		大阪大学		1										バイオインフォマティクス		大阪大学		1		〇		岡田

																		バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1										バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1		〇		野島 ノジマ

																		生命科学入門Ⅰ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1										生命科学入門Ⅰ		大阪大学		1		〇		中村

																		生命科学入門Ⅱ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1										生命科学入門Ⅱ		大阪大学		1		〇		中村

																臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1								臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1		〇		松村

																		臨床疫学：治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1										臨床疫学：治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1		〇		松村

																		臨床疫学：診断法の制度評価・診断プロセスの理論 シンダンホウ セイドヒョウカ シンダン リロン		大阪大学		1				※アップロード済。公開設定未。 スミ コウカイセッテイ ミ						臨床疫学：診断法の制度評価・診断プロセスの理論		大阪大学		1		〇		松村

																																病気と健康に関する調査研究（仮） ビョウキ ケンコウ カン チョウサ ケンキュウ カリ		大阪府立大学 オオサカフリツダイガク		1		作成中※2021年度中予定 ネン















A 課題設定力

B 全体俯瞰力

C データ収集・統合力

D データ分析力

E データ解釈力



Eコンテンツ（Aコース）

		MMDS提供Eコンテンツ（詳細） テイキョウ ショウサイ

				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ		獲得
スキル カクトク

		数学基礎 スウガク キソ		データ科学のための数理 I
 (学部3年向け) ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		行列と方程式		第５回 ダイ カイ		擬似逆行列２		1		B

						第２回 ダイ カイ		一般逆行列と方程式		第６回 ダイ カイ		擬似逆行列の計算・方程式

						第３回 ダイ カイ		反射型逆行列		第７回 ダイ カイ		擬似逆行列と回帰分析

						第４回 ダイ カイ		擬似逆行列

				データ科学のための数理 Ⅱ
 (学部3年向け) ム		第１回 ダイ カイ		数理計画入門		第５回 ダイ カイ		不等式制約条件付き最適化		1		B

						第２回 ダイ カイ		最適性の条件		第６回 ダイ カイ		線形計画問題

						第３回 ダイ カイ		最適解の探索アルゴリズム		第７回 ダイ カイ		線形計画問題と最適性

						第４回 ダイ カイ		等式制約条件付き最適化

				データサイエンス基礎Ⅱ
(学部2年向け) キソ ム		第１回 ダイ カイ		行列と方程式1		第５回 ダイ カイ		観測データから非観測データの推定		1		A

						第２回 ダイ カイ		行列と方程式2		第６回 ダイ カイ		非観測状態の推定と統計モデル最適化

						第３回 ダイ カイ		最適化		第７回 ダイ カイ		EMアルゴリズムと混合正規分布

						第４回 ダイ カイ		特徴抽出		第８回 ダイ カイ		生成と識別の統計モデル

				線形代数1 センケイダイスウ		第１回 ダイ カイ		集合 シュウゴウ		第８回		1次変換と合成 ジ ヘンカン ゴウセイ		1		D

						第２回 ダイ カイ		写像 シャゾウ		第９回		係数行列と行基本変形 ケイスウギョウレツ ギョウ キホン ヘンケイ

						第３回 ダイ カイ		空間図形 クウカンズケイ		第１０回		階段行列と掃き出し法 カイダンギョウレツ ハ ダ ホウ

						第４回 ダイ カイ		ベクトルと行列の定義 ギョウレツ テイギ		第１１回		被約階段行列 ヒ ヤク カイダンギョウレツ

						第５回 ダイ カイ		行列の積 ギョウレツ セキ		第１２回		連立1次方程式の解法 レンリツ ジ ホウテイシキ カイホウ

						第６回 ダイ カイ		正方行列 セイホウギョウレツ		第１３回		逆行列と正則性判定 ギャクギョウレツ セイソク セイ ハンテイ

						第７回 ダイ カイ		1次写像 ジ シャゾウ

				Linear Algebra for Data Science		第１回 ダイ カイ		Vector, Matrix and Simultaneous Equation 		第５回 ダイ カイ		Pseudoinverse 2 		1		D

						第２回 ダイ カイ		Generalized Inverse Matrix and Simultaneous Equation 		第６回 ダイ カイ		Computation for Pseudoinverse 

						第３回 ダイ カイ		Reflexive Generalized Inverse 		第７回 ダイ カイ		Application of Pseudoinverse to Regression Analysis 

						第４回 ダイ カイ		Pseudoinverse 

		統計学 トウケイガク		文系のための統計学
(学部1年向け) ブンケイ トウケイガク ム		文系のための統計学 ブンケイ トウケイガク								2		D

				理工系のための統計学 I
 (学部1年向け) ガクブ ネン ム		I-1		統計学とは		I-5		その他の指標, グラフ		1		A

						I-2		度数分布表, データを代表する値		I-6		確率

						I-3		散らばりの指標		I-7		条件付き確率, ベイズの定理

						I-4		相関

				理工系のための統計学 II
 (学部1年向け) ガクブ ネン ム		II-1		1変量確率変数		II-5		多変量確率変数の期待値		1		A

						II-2		多変量確率変数		II-6		共分散, 相関係数

						II-3		条件付き確率密度関数		II-7		条件付き期待値

						II-4		1変量確率変数の期待値・分散

				理工系のための統計学 III
 (学部1年向け) ガクブ ネン ム		III-1		ベルヌーイ分布, 二項分布		III-5		確率変数の関数の分布		1		A

						III-2		ポアソン分布		III-6		確率変数の和の分布

						III-3		一様分布, 指数分布		III-7		正規分布に関する分布

						III-4		正規分布

				理工系のための統計学 IV
 (学部2年向け) ガクブ ネン ム		IV-1		大数の法則, 中心極限定理		IV-4		区間推定		1		A

						IV-2		点推定		IV-5、　IV-6		統計的仮説検定(1標本)

						IV-3		最尤法		IV-7		統計的仮説検定(2標本)

				データ科学（社会統計） I
 (学部1年向け) ガクブ ネン ム		Ｉ－１		データの扱いの基礎 アツカ キソ		Ｉ－５		仮説検定 カセツ ケンテイ		1		D

						Ｉ－２		確率・統計の基礎 カクリツ トウケイ キソ		Ｉ－６		相関 ソウカン

						Ｉ－３		信号検出理論 シンゴウ ケンシュツ リロン		Ｉ－７		質的データの分析 シツテキ ブンセキ

						Ｉ－４		ROC解析 カイセキ

				データ科学（社会統計） II
 (学部2年向け) ガクブ ネン ム		ＩＩ－１		最尤推定		ＩＩ－４		一般化線形モデル イッパンカ センケイ		1		D

						ＩＩ－２		ベイズ推定 スイテイ		ＩＩ－５		主成分分析 シュセイブン ブンセキ

						ＩＩ－３		回帰分析 カイキ ブンセキ		ＩＩ－６		データ分類 ブンルイ





				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ		獲得
スキル カクトク

		統計学 トウケイガク		データ科学と意思決定 I
(大学院生向け) ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		確率統計の基礎		第５回 ダイ カイ		推論：演繹と帰納		1		E

						第２回 ダイ カイ		統計的決定の基礎		第６回 ダイ カイ		確率推論モデル

						第３回 ダイ カイ		二値分類と信号検出理論		第７回 ダイ カイ		直観の機能

						第４回 ダイ カイ		仮説検定

				データ科学と意思決定 II
(大学院生向け) ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		知覚的意思決定		第５回 ダイ カイ		ベイジアンネットワーク		1		E

						第２回 ダイ カイ		因果推論		第６回 ダイ カイ		アイオアギャンブル課題

						第３回 ダイ カイ		期待効用理論		第７回 ダイ カイ		意思決定とコミュニケーション

						第４回 ダイ カイ		プロスペクト理論

				ベイズ統計学入門
ベイズスプリングキャンプ
(大学院生向け) トウケイガク ニュウモン		第１回 ダイ カイ		ベイズ統計の流行を整理する		第４回 ダイ カイ		Stanを使ってベイズ推定		1		E

						第２回 ダイ カイ		ベイズ統計と従来の方法の違い		第５回 ダイ カイ		ベイズ統計を活用するために

						第３回 ダイ カイ		統計モデリングとベイズ推定

				確率的グラフィカルモデルと因果推論
(大学院生向け) カクリツテキ インガ スイロン ム		第１回 ダイ カイ		情報は、なぜ圧縮できるのか		第８回 ダイ カイ		離散変量のベイジアンネットワークの構造学習		2		D

						第２回 ダイ カイ		相互情報量の推定と森の構造学習		第９回 ダイ カイ		NP完全性とのベイジアンネットワークの構造学習

						第３回 ダイ カイ		2変数の因果推論		第１０回 ダイ カイ		スパース推定

						第４回 ダイ カイ		カーネルとHSIC		第１１回 ダイ カイ		グラフィカルLasso

						第５回 ダイ カイ		多変量間の因果推論		第１２回 ダイ カイ		連続変量に対する相互情報用の推定とLiNGAM

						第６回 ダイ カイ		PCアルゴリズム		演習問題 エンシュウ モンダイ		確率的グラフィカルモデルと因果推論 100問

						第７回 ダイ カイ		情報量基準とベイジアンネットワークの構造学習

				データサイエンス基礎Ⅰ
（学部3年向け） キソ ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		イントロダクション・データの扱いの基礎		第５回 ダイ カイ		相関－2つの変数の関連		1		A

						第２回 ダイ カイ		信号検出理論		第６回 ダイ カイ		回帰分析

						第３回 ダイ カイ		ROC解析		第７回 ダイ カイ		一般化線形モデル

						第４回 ダイ カイ		仮説検定の基礎		第８回 ダイ カイ		主成分分析

				Data ScienceⅠ
(大学院生向け) ム		第１回 ダイ カイ		Data and their properties		第４回 ダイ カイ		ROC analysis		1		A

						第２回 ダイ カイ		Data science and cognitive…		第５回 ダイ カイ		Regression analysis

						第３回 ダイ カイ		Signal detection theory		第６回 ダイ カイ		Generalized linear model

				データ科学のアルゴリズム
(学部3年向け) カガク ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		社会とデータ科学 シャカイ カガク		第５回 ダイ カイ		データ解析のためのアルゴリズム1 カイセキ		1		C

						第２回 ダイ カイ		データの種類に応じた統計解析 シュルイ オウ トウケイ カイセキ		第６回 ダイ カイ		データ解析のためのアルゴリズム2 カイセキ

						第３回 ダイ カイ		データ解析の具体例1 カイセキ グタイ レイ		第７回 ダイ カイ		購買推薦におけるアルゴリズムの適用 コウバイ スイセン テキヨウ

						第４回 ダイ カイ		データ解析の具体例2 カイセキ グタイ レイ



				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ		獲得
スキル カクトク

		数理モデル スウリ		数値シミュレーション法 I
 (大学院生向け) ム		基礎編① キソ ヘン		線形代数・ベクトル解析・微分積分 センケイ ダイスウ カイセキ ビブン セキブン		数値シミュレーション①メッシュ生成 スウチ				1		A

						基礎編② キソ ヘン		部分積分 ブブン セキブン		数値シミュレーション②ポアソン方程式 スウチ

						基礎編③ キソ ヘン		発散定理 ハッサン テイリ		数値シミュレーション③移流拡散方程式 スウチ

						基礎編④ キソ ヘン		弱形式 ジャク ケイシキ

				工学への数値シミュレーション
 (大学院生向け) コウガク スウチ ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		Mesh Generation		第５回 ダイ カイ		Topology Optimization		1		B

						第２回 ダイ カイ		Poisson Equation		第６回 ダイ カイ		Homogenization

						第３回 ダイ カイ		Stokes Equation		第７回 ダイ カイ		Shape Optimization

						第４回 ダイ カイ		Navier-Stokes Equation

				数理モデルの基礎
 (大学院生向け) スウリ キソ ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		速習！力学の安定性：
時間発展するシステムの数学表現		第５回 ダイ カイ		工学への数値シミュレーション：Navier-Stokes equation		1		B

						第２回 ダイ カイ		速習！力学の安定性：平衡点と線形化		第６回 ダイ カイ		工学への数値シミュレーション：Linear Stability analysis forNavier-Stokes equation

						第３回 ダイ カイ		速習！力学の安定性：線形化のテクニック		第７回 ダイ カイ		工学への数値シミュレーション：Snapshot PODfor Navier-Stokes equation

						第４回 ダイ カイ		速習！力学の安定性：実践練習

				Cox比例ハザードモデル
 (大学院生向け) ヒレイ ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		導入 ドウニュウ		第４回 ダイ カイ		計数過程 ケイスウ カテイ		1		B

						第２回 ダイ カイ		基礎概念 キソ ガイネン		第５回 ダイ カイ		漸近的性質 ザン キン テキ セイシツ

						第３回 ダイ カイ		比例ハザードモデル ヒレイ

		機械学習 キカイ ガクシュウ		人工知能・機械学習概論
(学部3年向け) ジンコウチノウ キカイガクシュウ ガイロン ガクブ ネン		第１回 ダイ カイ		概論		第７回 ダイ カイ		パーセプトロン		1		E

						第２回 ダイ カイ		探索		第８回 ダイ カイ		パーセプトロン演習

						第３回 ダイ カイ		単回帰		第９回 ダイ カイ		SVM

						第４回 ダイ カイ		単回帰演習		第１０回 ダイ カイ		SVM演習

						第５回 ダイ カイ		重回帰		第１１回 ダイ カイ		深層学習

						第６回 ダイ カイ		重回帰演習		第１２回 ダイ カイ		深層学習演習

				データ科学(機械学習) I
(学部3年向け) ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		統計基礎 トウケイ キソ		第５回 ダイ カイ		判別分析 ハンベツ ブンセキ		1		E

						第２回 ダイ カイ		最適化基礎 サイテキカ キソ		第６回 ダイ カイ		正準相関分析 セイ ジュン ソウカン ブンセキ

						第３回 ダイ カイ		主成分分析 シュセイブン ブンセキ		第７回 ダイ カイ		線形回帰分析 センケイ カイキ ブンセキ

						第４回 ダイ カイ		非線形主成分分析 ヒセンケイ シュセイブン ブンセキ

				データ科学(機械学習) II
(学部3年向け) ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		ガウス課程回帰 カテイ カイキ		第５回 ダイ カイ		ＥＭアルゴリズム		1		E

						第２回 ダイ カイ		カーネルトリック		第６回 ダイ カイ		混合正規分布の最適化 コンゴウ セイキ ブンプ サイテキカ

						第３回 ダイ カイ		パーティクルフィルター		第７回 ダイ カイ		変分ベイズ ヘンブン

						第４回 ダイ カイ		カルマンフィルター

				スパース推定の数理と機械学習への応用
 (大学院生向け) ム		第１回 ダイ カイ		線形回帰 センケイ カイキ		第４回 ダイ カイ		グラフィカルLasso		1		E

						第２回 ダイ カイ		一般線形回帰 イッパン センケイ カイキ		演習問題 エンシュウ モンダイ		演習問題 エンシュウ モンダイ

						第３回 ダイ カイ		グループLasso

				スパース推定と機械学習への応用100問
 (大学院生向け) モン ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		線形回帰とLasso		第５回 ダイ カイ		グループLasso		1		E

						第２回 ダイ カイ		Ridgeとelasticネット		第６回 ダイ カイ		Fused Lassoと一般化Lasso

						第３回 ダイ カイ		ロジスティック回帰		第７回 ダイ カイ		行列分解

						第４回 ダイ カイ		一般化線形回帰

				ガウス過程と機械学習入門
 (大学院生向け) カテイ キカイ ガクシュウ ニュウモン ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		確率的生成モデルとベイズ推定						1		D

						第２回 ダイ カイ		線形回帰モデルと基底関数

						第３回 ダイ カイ		ガウス過程回帰とハイパーパラメータの推定

						第４回 ダイ カイ		補助変数法によるガウス過程回帰の高速化

				離散データからの計算論的学習
(大学院生向け) リサン ケイサンロンテキ ガクシュウ ダイガクインセイム		第１回 ダイ カイ		Introduction		第５回 ダイ カイ		Extending Patterns and Learning Algorithms		2		E

						第２回 ダイ カイ		Learning Patterns (Monomials) from String Data		第６回 ダイ カイ		Learning Tree Patterns

						第３回 ダイ カイ		Correctness of Learning Algorithms		第７回 ダイ カイ		Learning and Ideals in Algebra

						第４回 ダイ カイ		Learning Finite Atate Automata by Generate-and-Test /
Generalization by Merging States /
Data Enough to Output Hidden Automata

				カーネルの機械学習への応用
 (大学院生向け) キカイ ガクシュウ オウヨウ ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		正定値カーネル		第５回 ダイ カイ		再生核Hilbert空間		2		E

						第２回 ダイ カイ		種々のカーネル		第６回 ダイ カイ		カーネル計算の実際

						第３回 ダイ カイ		Hilbert空間		第７回 ダイ カイ		計算量の削減

						第４回 ダイ カイ		関数解析入門



				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ		獲得
スキル カクトク

		プログラミング		機械学習のための数理with R/Python 
 (大学院生向け) ム		機械学習のための数理とRプログラミング キカイ ガクシュウ スウリ								2		D

						第１回 ダイ カイ		線形回帰 センケイ カイキ		第６回 ダイ カイ		非線形 ヒセンケイ

						第２回 ダイ カイ		分類 ブンルイ		第７回 ダイ カイ		決定木 ケッテイ キ

						第３回 ダイ カイ		リサンプリング		第８回 ダイ カイ		サポートベクトルマシンとカーネル

						第４回 ダイ カイ		情報量基準 ジョウホウ リョウ キジュン		第９回 ダイ カイ		教師なし学習の解説 キョウシ ガクシュウ カイセツ

						第５回 ダイ カイ		正則化 セイソク カ		演習問題 エンシュウ モンダイ		機械学習の数理100問 キカイ ガクシュウ スウリ モン

						機械学習の数理とPythonプログラミング キカイ ガクシュウ スウリ

						第１回 ダイ カイ		線形回帰		第６回 ダイ カイ		非線形

						第２回 ダイ カイ		分類		第７回 ダイ カイ		決定木

						第３回 ダイ カイ		リサンプリング		第８回 ダイ カイ		サポートベクトルマシーンとカーネル

						第４回 ダイ カイ		情報量基準		第９回 ダイ カイ		教師なし学習

						第５回 ダイ カイ		正則化

				PythonプログラミングⅠ
 (学部3年向け) ガクブ ネン		第１回 ダイ カイ		ガイダンス		第５回 ダイ カイ		繰り返し文、ループ ク カエ ブン		1		C

						第２回 ダイ カイ		Python概要 ガイヨウ		第６回 ダイ カイ		中間レポート課題（1） チュウカン カダイ

						第３回 ダイ カイ		文字列の基本・条件分岐 モジレツ キホン ジョウケン ブンキ		第７回 ダイ カイ		中間レポート課題（2） チュウカン カダイ

						第４回 ダイ カイ		数値、文字列などの型入門とformat()メソッド スウチ モジレツ カタ ニュウモン

				PythonプログラミングⅡ
 (学部3年向け)		第１回 ダイ カイ		リストの基礎、多重ループ キソ タジュウ		第５回 ダイ カイ		マッピング型 ガタ		1		C

						第２回 ダイ カイ		リストの操作 ソウサ		第６回 ダイ カイ		リストやマッピング型の注意事項 ガタ チュウイ ジコウ

						第３回 ダイ カイ		リストのおさらいと、関数 カンスウ		第７回 ダイ カイ		補足事項 ホソク ジコウ

						第４回 ダイ カイ		中間ミニレポート課題2 チュウカン カダイ		第８回 ダイ カイ		コンピュータの仕組み シク

				Pythonを用いたデータマイニング入門Ⅰ
 (学部3年向け) モチ ニュウモン		はじめに		講義資料/レポートについて		第４回 ダイ カイ		クラスタリング（階層的クラスタリング）		1		C

						第１回 ダイ カイ		データマイニングとは		第５回 ダイ カイ		決定木

						第２回 ダイ カイ		相関ルールのマイニング		第６回 ダイ カイ		近傍法

						第３回 ダイ カイ		クラスタリング（k-means法）		第７回 ダイ カイ		Word2Vec

				Pythonを用いたデータマイニング入門Ⅱ
 (学部3年向け) モチ ニュウモン		はじめに		講義資料/レポートについて		第４回 ダイ カイ		Webマイニング（内容マイニングと可視化）		1		C

						第１回 ダイ カイ		テキストマイニングの基礎，形態素解析，Nグラム		第５回 ダイ カイ		画像認識とSVM

						第２回 ダイ カイ		テキストマイニングとSVM，精度評価指標，交差検証		第６回 ダイ カイ		顔画像認識_v1

						第３回 ダイ カイ		Webマイニング（ネットワークマイニング）		第７回 ダイ カイ		DeepLearningと画像認識

				Pythonを用いたテキストマイニング入門
 (学部3年向け)		第１回 ダイ カイ		自然言語処理ツールの利用 シゼンゲンゴショリ リヨウ		第５回 ダイ カイ		ソーシャルデータの解析 カイセキ		1		C

						第２回 ダイ カイ		テキスト処理 ショリ		第６回 ダイ カイ		トピック分析 ブンセキ

						第３回 ダイ カイ		スクレイピング		第７回 ダイ カイ		著者推定 チョシャ スイテイ

						第４回 ダイ カイ		Word2Vecの利用 リヨウ

				Pythonサウンドプログラミング
 (大学院生向け)		第１回 ダイ カイ		なぜPythonなのか		第５回 ダイ カイ		ホワイトノイズの生成 セイセイ		1		D

						第２回 ダイ カイ		正弦波の生成 セイゲンハ セイセイ		第６回 ダイ カイ		音声の特徴 オンセイ トクチョウ

						第３回 ダイ カイ		Pythonを用いたマイク録音 モチ ロクオン		第７回 ダイ カイ		音声言語処理の応用 オンセイゲンゴショリ オウヨウ

						第４回 ダイ カイ		やまびこ：ディレイ（エコー）の実装 ジッソウ

				Pythonによる機械学習プログラミング
 (大学院生向け)		第１回 ダイ カイ		機械学習の基礎 キカイガクシュウ キソ		第５回 ダイ カイ		クラスタリング		1		D

						第２回 ダイ カイ		回帰分析 カイキブンセキ		第６回 ダイ カイ		次元削減（因子分析、主成分分析）、マーケットバスケット分析

						第３回 ダイ カイ		決定木 ケッテイボク		第７回 ダイ カイ		モデルの評価 ヒョウカ

						第４回 ダイ カイ		K-近傍法、SVM

		情報学基礎 ジョウホウガクキソ		情報セキュリティ入門
 (大学院生向け) ジョウホウ ニュウモン ム		第１回 ダイ カイ		情報セキュリティ概論 ジョウホウ ガイロン		第６回 ダイ カイ		パーソナルデータの保護と活用 ホゴ カツヨウ		1		C

						第２回 ダイ カイ		マルウェア		第７回 ダイ カイ		k-匿名性 トクメイセイ

						第３回 ダイ カイ		アクセス制御 セイギョ		第８回 ダイ カイ		l-多様性・t-近接性 タヨウセイ キンセツセイ

						第４回		Webセキュリティ		第９回 ダイ カイ		差分プライバシ サブン

						第５回		サイバー法 ホウ		第１０回 ダイ カイ		秘密計算 ヒミツケイサン



































































































































































Eコンテンツ（Cコース）

		MMDS提供Eコンテンツ（詳細） テイキョウ ショウサイ

				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ

		数理腫瘍学 スウリ シュヨウ ガク		数理腫瘍学Ⅰ(入門)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク ニュウモン オオサカ ダイガク		・統合数理腫瘍学の方法				・ハイブリッドシミュレーション				1

						・データ科学との関わり				・数学と生命科学の融合

						・生命現象の数理モデリング				上記項目につき、入門レベルで解説する.

				数理腫瘍学Ⅱ(基礎)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク キソ オオサカ ダイガク		・統合数理腫瘍学の方法				・浸潤突起の形成				1

						・数学と生命科学の融合				・薬剤耐性

						上記につき、数理腫瘍学I（入門レベル）より詳しく講義する.				・膜分子の二面性　

										上記生命現象を題材にした数理モデルの立て方を解説する.

				数理腫瘍学Ⅲ(数学)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク スウガク オオサカ ダイガク		・マルチスケールモデル								1

						・階層的自己組織化

						上記の生命現象を記述する数理モデルの立て方を解説する.

						数理腫瘍学I、IIで学んだ数式に加え、スモルコフスキー-ポワソン方程式等を使用した数理モデルを学ぶ.

				数理腫瘍学Ⅳ(応用)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク オウヨウ オオサカ ダイガク		・血管新生								1

						・個別細胞モデリング

						・自由境界の記述

						上記の生命現象を記述する数理モデルの立て方を応用レベルで解説する.

				数理腫瘍学Ⅴ(実践)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク ジッセン オオサカ ダイガク		・骨代謝モデリング								1

						・動的平衡の崩壊

						上記についての数理モデリングを学ぶ.

						また、数理シグナル研究等、実際の研究内容についても紹介しながら数理モデリングの理論と応用が融合的に発展する方策を学ぶ.

				数理腫瘍学Ⅵ(中級)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク チュウキュウ オオサカ ダイガク		・細胞内シグナル伝達の数理モデルと数学解析								1

						・走化性の由来

						・分子発現ビッグデータの分析法

		医薬統計学 イヤク トウケイガク		医学統計学各論（線形回帰分析）
大阪大学 オオサカ ダイガク		第１回		線形回帰分析の基本		第４回		ダミー変数・交互作用		1

						第２回		最尤法		第５回		交絡調整

						第３回		重回帰モデル

				医学統計学各論
（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）
大阪大学 オオサカ ダイガク		第１回		ロジスティック回帰分析の基本		第４回		モデル診断法		1

						第２回		ロジスティック回帰モデルとパラメータの解釈		第５回		GLM・条件付きロジスティック

						第３回		パラメータの推定

				医学統計学各論(医学統計学入門)
大阪大学 オオサカ ダイガク		第１回		医学研究における統計学		第４回		確率の導入（その2）：オッズ比		1

						第２回		典型的な医学研究のデザインと解析		第５回		確率の導入（その3）：診断法の評価

						第３回		確率の導入（その１）：基礎的な確率計算

				医学統計学各論(生存時間解析)
大阪大学 セイゾン ジカン カイセキ オオサカ ダイガク		第１回		生存時間解析の導入						1

						第２回		Kaplan-Meier法・Logrank検定

						第３回		Cox比例ハザードモデルとパラメータの解釈

						第４回		Cox比例ハザードモデルの推測法

				医学統計学続論
（大阪大学） ゾク ロン オオサカダイガク		1-1. 抗悪性腫瘍薬臨床開発の概略 コウアクセイシュヨウ クスリ リンショウカイハツ ガイリャク				2-1. 連続型分布と連続型確率変数 レンゾクガタ ブンプ レンゾクガタ カクリツ ヘンスウ				1

						1-2. 比率の一標本検定と二項分布（その1） ヒリツ イチ ヒョウホンケンテイ ニコウブンプ				2-2. 連続型確率変数における独立性 レンゾクガタ カクリツヘンスウ ドクリツセイ

						1-3. 比率の一標本検定と二項分布（その2） ヒリツ イチ ヒョウホンケンテイ ニコウブンプ				2-3. 二変量正規分布 2 ヘンリョウ セイキブンプ

						1-4. 離散分布 リサン ブンプ				2-4. 正規分布の一標本検定 セイキブンプ イチ ヒョウホンケンテイ

						1-5. 離散確率変数における独立性 リサンカクリツ ヘンスウ ドクリツセイ				2-5. 信頼区間 シンライ クカン

						1-6. 最尤推定 サイユウ スイテイ				2-6. 統計的仮説検定 トウケイテキ カセツ ケンテイ

										2-7. 離散型データに対する二標本検定 リサンガタ タイ 2 ヒョウホン ケンテイ

		医療情報学 イリョウ ジョウホウ ガク		医療情報公開講座Ⅰ
（生体情報の数理モデリングと統計解析）
大阪大学
ワークショップ内セミナー オオサカ ダイガク ナイ		第１回		ロボティクスと統計数理～人・ロボットの身体運動モデリング～		第５回		[特別講演] スパースモデリングとデータ駆動科学		1

						第２回		ベイズ生成モデルによるヒト認知機能のモデル化と解析		第６回		Cox比例ハザードモデルとパラメータの解釈

						第３回		逆相関法による視覚ニューロン、ヒトの感性、及び深層学習ユニットの特徴選択性の評価		第７回		Cox比例ハザードモデルの推測法

						第４回		脳情報のダイナミクス解析

				医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）
大阪大学
ワークショップ内セミナー オオサカ ダイガク ナイ		第１回		細胞ネットワークの数理モデリングと疾患研究への応用						1

						第２回		バイオマーカー研究のメタアナリシス

						第３回		ゲノム医療研究を推進するオントロジー開発

						第４回		ビッグデータ・AI の医療創薬への期待

				医療情報公開講座Ⅲ
（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）
大阪大学
ワークショップ内セミナー オオサカ ダイガク ナイ		第１回		画像情報学によるバイオ研究への貢献		第４回		生命現象の解析？「分かる」を形にする、「分からない」をあぶり出す		1

						第２回		数理解析を用いた生体内インスリン作用の理解と予測		第５回		個人別に異なる生体現象をコンピュータでどうやって再現するか？

						第３回		画像認識技術とデジタル病理学		第６回		生物の形はどのような仕組みで決まっているのか？－数学で解き明かそう！－

				医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）
大阪大学
ワークショップ内セミナー イリョウ オオサカ ダイガク ナイ		第１回		医療AIと自然言語処理						1

						第２回		スマートフォンアプリケーションから描く健康状態の軌跡

				バイオインフォマティクス
大阪大学 オオサカ ダイガク		第１回		バイオインフォマティクスとゲノム解析		第４回		機械学習とゲノム創薬		1

						第２回		ヒトゲノム多型を用いた疾患ゲノム解析		第５回		Webツール入門

						第３回		ゲノム解析による疾患病態解明

				バイオインフォマティクス解析
大阪大学 カイセキ オオサカ ダイガク		・遺伝子配列解析				・プロテオーム解析				1

						・WGS解析				・Pathway 解析、Gene Ontology 解析、Disease enrichment解析 

						・RNA-Seq解析				・Pathway network 解析 

				生命科学入門Ⅰ
大阪大学 セイメイカガクニュウモン オオサカ ダイガク		第１回		生物とはなにか、生物の系統と分類		第５回		細胞分裂・細胞周期、細胞内輸送		1

						第２回		細胞、タンパク質		第６回		遺伝子の発現制御、動物の生殖と発生

						第３回		DNAとゲノム、代謝		第７回		生体の構造と機能、内部環境の維持機構

						第４回		細胞骨格・細胞接着、細胞内シグナル伝達

				生命科学入門Ⅱ
大阪大学 セイメイカガクニュウモン オオサカ ダイガク		第１回		細胞とは・細胞の膜系・上皮輸送		第５回		細胞の分化増殖・個体の生殖		1

						第２回		代謝・細胞間と細胞間のシグナル伝達		第６回		免疫・生活習慣病

						第３回		遺伝子発現とその調節・物質輸送		第７回		がん・神経変性疾患

						第４回		細胞の興奮・細胞骨格と細胞接着

		臨床疫学 リンショウ エキガク		診療データからの臨床研究データの集積
大阪大学 シンリョウ リンショウ ケンキュウ シュウセキ オオサカ ダイガク		第１回		診療データの状況 シンリョウ ジョウキョウ						1

						第２回		構造化データの集積と分析環境 コウゾウカ シュウセキ ブンセキ カンキョウ

						第３回		多施設でのデータ収集 タ シセツ シュウシュウ

						第４回		ネットワーク/個人情報保護/未来の臨床研究基盤 コジン ジョウホウ ホゴ ミライ リンショウ ケンキュウ キバン

				治療の有効性・安全性の評価
大阪大学 チリョウ ユウコウ セイ アンゼン セイ ヒョウカ オオサカ ダイガク		第１回		評価の基本						1

						第２回		ランダム化比較試験

						第３回		観察研究

						第４回		安全性評価

				診断法の制度評価・診断プロセスの理論
大阪大学 シンダンホウ セイドヒョウカ シンダン リロン オオサカダイガク		第１回		診断法の精度評価・診断プロセスの理論１　-評価の基本- ヒョウカ キホン						1

						第２回		診断法の精度評価・診断プロセスの理論 2   -複合所見による診断- フクゴウショケン シンダン

						第３回		診断法の精度評価・診断プロセスの理論 3   -パターン認識による診断- ニンシキ シンダン

						第４回		診断法の精度評価・診断プロセスの理論 4   -診断手順による理論- シンダン テジュン リロン
























































































































































































































































































































開講科目

				Aコース開講科目												E-Learning教材				2022/4/20時点 ジテン										E-Learning教材作成状況(内部確認用) サクセイ ジョウキョウ								2021/9/16時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル						科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数学基礎		データサイエンス概論		滋賀大学		2		B				数学基礎 		データサイエンスのための線形代数 センケイダイスウ		 大阪大学		1		B		科目名変更 カモクメイ ヘンコウ				数学基礎 		データ科学のための数理 I 　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

				統計学		データ科学のための数理※e-learningあり

Windows ユーザー: 開講科目「データ科学のための数理」の分類を数学基礎→統計学、獲得スキルをB→Dに変更		大阪大学		2		D						データサイエンスのための最適化 サイテキカ		 大阪大学		1		B		科目名変更 カモクメイ ヘンコウ						データ科学のための数理 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

						情報幾何入門		大阪大学		2		E						データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		A								データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

						多変量解析		大阪大学		2		D						線形代数1		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		1		D								線形代数1		大阪府立大学		1		○		吉冨						※

						データ科学と意思決定※e-learningあり		大阪大学		2		E						Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		D								Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		〇		高野		データ分析力、難易度「低」 ブンセキ リョク ナンイド ヒク

						数理統計入門		大阪大学		2		D				統計学		文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		D						統計学		教職課程のための統計学　　　　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		作成中※2022.2.14自時点まだ来ていない ジ ジテン キ		高木（奈良教）

						データ科学特別講義		大阪大学		2		A						Statistical Analysis for the Liberal Arts (English Ver.)		 大阪大学		2		D

						ビッグデータ解析		大阪大学		2		D						理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		A																						※

						科学技術のための統計学　		大阪大学		2		A						Statistics for science and engineering, I (English Ver.)		大阪大学		1		A

						確率的グラフィカルモデルと因果推論※e-Learningあり		大阪大学		2		D						理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		A								文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		○		足立						※

						データサイエンス特別レクチャー　		滋賀大学		2		B						Statistics for science and engineering, Ⅱ (English Ver.)		大阪大学		1		A								Statistical Analysis for the Liberal Arts		 大阪大学		2		先生確認中2022.2末予定 センセイ カクニンチュウ マツ ヨテイ		足立

				数理モデル		モデリング基礎理論		　滋賀大学		2		A						理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		A

						工学への数値シミュレーション　		大阪大学		2		B						Statistics for science and engineering, Ⅲ (English Ver.)		大阪大学		1		A								理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		江口						※

				機械学習		データ科学（機械学習）※e-learningあり		大阪大学		2		E						理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		A								Statistics for science and engineering, I  		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						スパース推定の数理と機械学習への応用with R/Python※e-learningあり		大阪大学		2		E						Statistics for science and engineering, Ⅳ (English Ver.)		大阪大学		1		A								理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		○		江口						※

						データサイエンス特論1		神戸大学		1		C						データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D								Statistics for science and engineering, Ⅱ  		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						機械学習特論　		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		D						データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D								理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		○		江口						※

						深層学習　		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		A						データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		E								Statistics for science and engineering, Ⅲ		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						機械学習の実践　		大阪大学		2		D						Data Science and Decision Making, Ⅰ(English Ver.)		 大阪大学		1		E		新規追加 シンキツイカ						理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		○		江口

						カーネルの機械学習への応用　※e-learningあり
(注)大阪大学生は、KOANは「機械学習の数理Ⅰ」（同一内容）で登録すること キカイガクシュウ オウヨウ チュウ オオサカダイガクセイ キカイガクシュウ スウリ ドウイツナイヨウ トウロク		大阪大学		2		E						データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		E								Statistics for science and engineering, Ⅳ		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						(注)大阪大学生はKOANは「機械学習の数理Ⅰ」（同一内容）で登録すること チュウ オオサカダイガクセイ ドウイツ ナイヨウ トウロク												Data Science and Decision Making, Ⅱ(English Ver.)		 大阪大学		1		E		新規追加 シンキツイカ						データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉						※

				プログラミング		機械学習のための数理with R/Python　※e-learningあり		大阪大学		2		D						ベイズ統計学入門		大阪大学		1		E								データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

				情報学基礎		社会情報学　		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		C						確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		D								データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		○		朝倉						※

						データマイニング		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		B						データサイエンス基礎 Ⅰ		大阪大学		1		A								Data Science and Decision Making		 大阪大学		1		先生チェック中 センセイ チュウ		朝倉

						データサイエンス特論　		大阪公立大学 オオサカコウリツダイガク		2		C						Data Science Ⅰ		大阪大学		1		A								データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

																		データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		C								ベイズ統計学入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

																		Algorithm for Data Science (English Ver.)		大阪大学		1		C								確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		○		鈴木譲						※

																		データ科学のための数理 カガク スウリ		大阪大学		2		D								データサイエンス基礎 I		大阪大学		1		○		朝倉

																		Mathmatics for Data Science (English Ver.)		大阪大学		2		D		新規追加 シンキツイカ						Data Science Ⅰ		大阪大学		1		○		朝倉

																数理モデル		数値シミュレーション法 I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		A								データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		〇		高野						※

																		工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		B								Algorithm for Data Science		大阪大学		1		先生チェック中 センセイ チュウ		高野

																		数理モデルの基礎		大阪大学		1		B						数理モデル		数値シミュレーション法 I		 大阪大学		1		○		中澤

																		Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		B								数値シミュレーション法 II　　　　　　　　　　　 		大阪大学		1		作成中※2022.2.14時点まだきていない ジテン		高橋(奈良教）

																機械学習		データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		E								Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		〇		服部

																		データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		E						機械学習		数理モデルの基礎		大阪大学		1		〇		太田家,中澤		データ解釈力 カイシャク リョク

																		スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		E								工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		◯		中澤

																		スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版) ネンド バン		大阪大学		1		E								データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		○		高野

																		ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		D								データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

																		離散データからの計算論的学習		京都大学		2		E								スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版)　　　　　 ネンド バン		 大阪大学		1		○		鈴木譲

																		人工知能・機械学習概論 ジンコウ チノウ キカイ ガクシュウ ガイロン		大阪大学		1		E								スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		〇		鈴木譲

																		カーネルの機械学習への応用 オウヨウ		大阪大学		2		E								ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

																プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python		 大阪大学		2		D								離散データからの計算論的学習		京都大学		2		○		山本

																		Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		C								カーネルと機械学習の数理		大阪大学		2		〇		鈴木譲

																		Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		C						プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python　　 		 大阪大学		2		○		鈴木譲

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		C								Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		C								Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたテキストマイニング入門 モチ ニュウモン		和歌山大学 ワカヤマダイ		1		C								Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		○		吉野

																		Pythonサウンドプログラミング		和歌山大学		1		D

																		Pythonによる機械学習プログラミング		和歌山大学		1		D

																情報学基礎 ジョウホウガク キソ		情報セキュリティ入門 ジョウホウ ニュウモン		大阪大学		1		C



																																Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		○		吉野

				Bコース開講科目												E-Learning教材				2022/3/3時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数						該当科目無し																文理融合に向けた数理科学Ⅰ、Ⅱ科目分類等確認して表に追加 ブンリ ユウゴウ ム スウリ カガク カモク ブンルイ トウ カクニン ヒョウ ツイカ

				スタディグループ		数理・データ　スタディグループⅠ　　　　　　　　　　　　　　		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅡ		　大阪大学		1

				インターンシップ		データサイエンス　インターンシップⅠ		大阪大学 オオサカ ダイガク		1

						データサイエンス　インターンシップⅡ		大阪大学 オオサカダイガク		2

				PBL		数理工学PBL		　大阪大学		1

						データサイエンスコンテスト型PBL実習		神戸大学		1

						日本総研×神戸大学　オープンイノベーションワークショップ
「金融ビジネスと情報システム工学」　　　　　　　　　　　　　　		神戸大学		1

						データサイエンス特論2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		神戸大学		1

						実践的データマイニング1		　和歌山大学		2

						実践的データマイニング2		　和歌山大学		2

						データサイエンスPBL Ⅰ                                             　     奈良先端科学技術大学院大学				1

						共同研究型PBL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		各大学

				演習		実践データ科学演習A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　 　 神戸大学		1

						実践データ科学演習B		　 　 神戸大学		1

						教師あり学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　		　滋賀大学		2

						教師なし学習		　滋賀大学		2

						ビジネス価値創出のためのデータ分析実践講義		大阪大学 オオサカ ダイガク		1





				Cコース開講科目												E-Learning教材				2022/5/10時点 ジテン										E-Learning教材(内部確認用)								2/14/22

				科目分類		科目名				単位数						科目分類		科目名				単位数								科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数理腫瘍学		数理医学概論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		 　 大阪大学		2						数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1								数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1		○		鈴木貴

				プログラミング		医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅰ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅱ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1		〇		鈴木貴

				スタディグループ		CコーススタディグループⅠ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅡ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅢ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅣ		 　 大阪大学		1						医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1								医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1		〇		服部

				PBL		Cコース PBLⅠ		大阪大学		1								医学統計学各論（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1										医学統計学各論
（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1		〇		服部

						Cコース PBLⅡ		大阪大学		1								医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1										医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1		〇		服部

						PBL：保健医療ビッグデータを用いた研究を読み解く		京都大学		1								医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1										医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1		〇		服部

																		医学統計学続論 ゾクロン		大阪大学		1										医学統計学続論 イガク トウケイガク ゾク ロン		大阪大学		1		〇		服部

																医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1								医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		バイオインフォマティクス　		大阪大学		1										バイオインフォマティクス		大阪大学		1		〇		岡田

																		バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1										バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1		〇		野島 ノジマ

																		生命科学入門Ⅰ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1										生命科学入門Ⅰ		大阪大学		1		〇		中村

																		生命科学入門Ⅱ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1										生命科学入門Ⅱ		大阪大学		1		〇		中村

																臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1								臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1		〇		松村

																		治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1										臨床疫学：治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1		〇		松村

																		診断法の制度評価・診断プロセスの理論 シンダンホウ セイドヒョウカ シンダン リロン		大阪大学		1										臨床疫学：診断法の制度評価・診断プロセスの理論		大阪大学		1		〇		松村

																		病気と健康に関する調査研究		大阪公立大学 オオサカ コウリツ ダイガク		1				新規追加 シンキツイカ						病気と健康に関する調査研究（仮） ビョウキ ケンコウ カン チョウサ ケンキュウ カリ		大阪府立大学 オオサカフリツダイガク		1		作成中※2021年度中予定 ネン















A 課題設定力

B 全体俯瞰力

C データ収集・統合力

D データ分析力

E データ解釈力



コース毎科目分類表2022年2月

				Aコース開講科目												E-Learning教材				2/28/22										E-Learning教材作成状況(内部確認用) サクセイ ジョウキョウ								2021/9/16時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル				科目分類		科目名				単位数		獲得
スキル						科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数学基礎		データ科学のための数理※e-learningあり		大阪大学		2		B				数学基礎 		データ科学のための数理 カガク スウリ		大阪大学						1/18高野先生アップロード済 タカノ センセイ スミ				数学基礎 		データ科学のための数理 I 　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

						データサイエンス概論		滋賀大学		2		B						データ科学のための数理 I 　　　　　　　　　		 大阪大学		1		B								データ科学のための数理 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

				統計学		情報幾何入門		大阪大学		2		E						データ科学のための数理 Ⅱ		 大阪大学		1		B								データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		○		高野

						多変量解析		大阪大学		2		D						データサイエンス基礎 Ⅱ		 大阪大学		1		A								線形代数1		大阪府立大学		1		○		吉冨

						データ科学と意思決定※e-learningあり		大阪大学		2		E						線形代数1		大阪府立大学		1		D								Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		〇		高野		データ分析力、難易度「低」 ブンセキ リョク ナンイド ヒク

						数理統計入門		大阪大学		2		D						Linear Algebra for Data Science		大阪大学		1		D						統計学		教職課程のための統計学　　　　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		作成中※2022.2.14自時点まだ来ていない ジ ジテン キ		高木（奈良教）

						データ科学特別講義		大阪大学		2		A				統計学		文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		D								文系のための統計学　　　　　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		2		○		足立

						ビッグデータ解析		大阪大学		2		D						Statistical Analysis for the Liberal Arts		 大阪大学		2		D		足立先生2月末までにチェック、アップロード予定						Statistical Analysis for the Liberal Arts		 大阪大学		2		先生確認中2022.2末予定 センセイ カクニンチュウ マツ ヨテイ		足立

						科学技術のための統計学　		大阪大学		2		A						理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		A								理工系のための統計学 I 　　　　　　　　　　　		 大阪大学		1		○		江口

						確率的グラフィカルモデルと因果推論※e-Learningあり		大阪大学		2		D						Statistics for science and engineering, I  		大阪大学		1		A		※江口先生チェック済、体裁整え中。2月中にアップロード。 エグチ センセイ スミ テイサイ トトノ チュウ ガツ チュウ						Statistics for science and engineering, I  		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						データサイエンス特別レクチャー　		滋賀大学		2		B						理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		A								理工系のための統計学 Ⅱ		 大阪大学		1		○		江口

				数理モデル		モデリング基礎理論		　滋賀大学		2		A						Statistics for science and engineering, Ⅱ  		大阪大学		1		A		※江口先生チェック済、体裁整え中。2月中にアップロード。 エグチ センセイ スミ テイサイ トトノ チュウ ガツ チュウ						Statistics for science and engineering, Ⅱ  		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						工学への数値シミュレーション　		大阪大学		2		B						理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		A								理工系のための統計学 Ⅲ		 大阪大学		1		○		江口

				機械学習		データ科学（機械学習）※e-learningあり		大阪大学		2		E						Statistics for science and engineering, Ⅲ		大阪大学		1		A		※江口先生チェック済、体裁整え中。2月中にアップロード。 エグチ センセイ スミ テイサイ トトノ チュウ ガツ チュウ						Statistics for science and engineering, Ⅲ		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						スパース推定の数理と機械学習への応用with R/Python※e-learningあり		大阪大学		2		E						理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		A								理工系のための統計学 Ⅳ		 大阪大学		1		○		江口

						データサイエンス特論Ⅰ		神戸大学		1		C						Statistics for science and engineering, Ⅳ		大阪大学		1		A		※江口先生チェック済、体裁整え中。2月中にアップロード。 エグチ センセイ スミ テイサイ トトノ チュウ ガツ チュウ						Statistics for science and engineering, Ⅳ		 大阪大学		1		体裁整え中2022.2末予定 テイサイ トトノ チュウ マツ ヨテイ		江口

						機械学習特論　		大阪府立大学		2		D						データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D								データ科学（社会統計) I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

						ニューロサイエンス特論　		大阪府立大学		2		A						データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		D								データ科学（社会統計) Ⅱ　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

						機械学習の実践　		大阪大学		2		D						データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		E								データ科学と意思決定 I 		 大阪大学		1		○		朝倉

						カーネルの機械学習への応用 キカイガクシュウ オウヨウ		大阪大学		2		E						データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		E								Data Science and Decision Making		 大阪大学		1		先生チェック中 センセイ チュウ		朝倉

						機械学習概論 キカイガクシュウ ガイロン		大阪市立大学 シリツ		1		D						ベイズ統計学入門		大阪大学		1		E								データ科学と意思決定 Ⅱ　　　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		○		朝倉

				プログラミング		機械学習のための数理with R/Python　※e-learningあり		大阪大学		2		D						確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		D								ベイズ統計学入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

				情報学基礎		ナレッジマネジメント特論　		大阪府立大学		2		C						データサイエンス基礎 Ⅰ		大阪大学		1		A								確率的グラフィカルモデルと因果推論		大阪大学		2		○		鈴木譲

						人間情報システム特論　		大阪府立大学		2		B						Data Science Ⅰ		大阪大学		1		A								データサイエンス基礎 I		大阪大学		1		○		朝倉

						データサイエンス特論　		大阪府立大学		2		C						データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		C								Data Science Ⅰ		大阪大学		1		○		朝倉

																		Algorithm for Data Science		大阪大学		1		C								データ科学のアルゴリズム カガク		大阪大学		1		〇		高野

																数理モデル		数値シミュレーション法 I 　　　　　　　　　　 		 大阪大学		1		A								Algorithm for Data Science		大阪大学		1		先生チェック中 センセイ チュウ		高野

																		工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		B						数理モデル		数値シミュレーション法 I		 大阪大学		1		○		中澤

																		数理モデルの基礎		大阪大学		1		B								数値シミュレーション法 II　　　　　　　　　　　 		大阪大学		1		作成中※2022.2.14時点まだきていない ジテン		高橋(奈良教）

																		Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		B								Cox比例ハザードモデル　　　　　　　　　 　　　　 　		 大阪大学		1		〇		服部

																機械学習		データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		E						機械学習		数理モデルの基礎		大阪大学		1		〇		太田家,中澤		データ解釈力 カイシャク リョク

																		データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		E								工学への数値シミュレーション　		大阪大学		1		◯		中澤

																		スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		E								データ科学(機械学習) Ⅰ		 大阪大学		1		○		高野

																		スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版) ネンド バン		大阪大学		1		E								データ科学(機械学習) Ⅱ　　　　 　　 　　　　　		 大阪大学		1		○		高野

																		ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		D								スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版)　　　　　 ネンド バン		 大阪大学		1		○		鈴木譲

																		離散データからの計算論的学習		京都大学		2		E								スパース推定と機械学習への応用100問 　　　　　　		 大阪大学		1		〇		鈴木譲

																		人工知能・機械学習概論 ジンコウ チノウ キカイ ガクシュウ ガイロン		大阪大学		1		E								ガウス過程と機械学習入門		大阪大学		1		○		スプリングキャンプ

																		カーネルの機械学習への応用 オウヨウ		大阪大学		2		E								離散データからの計算論的学習		京都大学		2		○		山本

																プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python		 大阪大学		2		D								カーネルと機械学習の数理		大阪大学		2		〇		鈴木譲

																		Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		C						プログラミング		機械学習のための数理 with R/Python　　 		 大阪大学		2		○		鈴木譲

																		Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		C								Pythonプログラミング I		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		C								Pythonプログラミング Ⅱ　　　　　　　　　　　　		滋賀大学		1		○		梅津

																		Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		C								Pythonを用いたデータマイニング入門 I 		和歌山大学		1		○		吉野

																		Pythonを用いたテキストマイニング入門 モチ ニュウモン		和歌山大学 ワカヤマダイ		1		C								Pythonを用いたデータマイニング入門 Ⅱ　　　　		和歌山大学		1		○		吉野

																		Pythonサウンドプログラミング		和歌山大学		1		D								Pythonを用いたテキストマイニング入門		和歌山大学		1		〇		吉野

																		Pythonによる機械学習プログラミング		和歌山大学		1		D								Pythonを用いた音響・画像データ処理入門		和歌山大学		1		〇		西村

																情報学基礎 ジョウホウガク キソ		情報セキュリティ入門 ジョウホウ ニュウモン		大阪大学		1		C								Pythonによる機械学習プログラミング		和歌山大学		1		〇		三浦

																														情報学基礎 ジョウホウガク キソ		情報セキュリティ入門 ジョウホウ ニュウモン		大阪大学		1		〇		松原 マツバラ

				Bコース開講科目												E-Learning教材				2022/2/28時点 ジテン

				科目分類		科目名				単位数						該当科目無し																文理融合に向けた数理科学Ⅰ、Ⅱ科目分類等確認して表に追加 ブンリ ユウゴウ ム スウリ カガク カモク ブンルイ トウ カクニン ヒョウ ツイカ

				スタディグループ		数理・データ　スタディグループⅠ　　　　　　　　　　　　　　		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅡ		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅢ		　大阪大学		1

						数理・データ　スタディグループⅣ		　大阪大学		1

				インターンシップ		データサイエンス　インターンシップⅠ		大阪大学 オオサカ ダイガク		1

						データサイエンス　インターンシップⅡ		大阪大学 オオサカダイガク		2

				PBL		数理工学PBL		　大阪大学		1

						データサイエンスコンテスト型PBL実習		神戸大学		1

						日本総研×神戸大学　オープンイノベーションワークショップ
「金融ビジネスと情報システム工学」　　　　　　　　　　　　　　		神戸大学		1

						データサイエンス特論2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		神戸大学		1

						実践的データマイニング1		　和歌山大学		2

						実践的データマイニング2		　和歌山大学		2

						データサイエンスPBL Ⅰ　　　　　　 　　　　　　　　 　　奈良先端科学技術大学院大学				1

						共同研究型PBL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		各大学

				演習		実践データ科学演習A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　 　 神戸大学		1

						実践データ科学演習B		　 　 神戸大学		1

						教師あり学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　		　滋賀大学		2

						教師なし学習		　滋賀大学		2





				Cコース開講科目												E-Learning教材				2022/2/28時点 ジテン										E-Learning教材(内部確認用)								2/14/22

				科目分類		科目名				単位数						科目分類		科目名				単位数								科目分類		科目名				単位数		e-Learning
開講状況

				数理腫瘍学		数理医学概論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		 　 大阪大学		2						数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1								数理腫瘍学		数理腫瘍学 I (入門)　　　　　　		大阪大学		1		○		鈴木貴

				プログラミング		医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅰ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅱ(基礎)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						医療・創薬データサイエンス プログラミング実習Ⅱ		大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅲ(数学) スウガク		大阪大学		1		〇		鈴木貴

				スタディグループ		CコーススタディグループⅠ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅳ(応用) オウヨウ		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅡ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅴ(実践)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅢ		 　 大阪大学		1								数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1										数理腫瘍学Ⅵ(中級)		大阪大学		1		〇		鈴木貴

						CコーススタディグループⅣ		 　 大阪大学		1						医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1								医薬統計学		医学統計学各論（線形回帰分析）　　　　　　　		大阪大学		1		〇		服部

				PBL		Cコース PBLⅠ		大阪大学		1								医学統計学各論（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1										医学統計学各論
（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）　　		大阪大学		1		〇		服部

						Cコース PBLⅡ		大阪大学		1								医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1										医学統計学総論（医学統計学入門）		大阪大学		1		〇		服部

						PBL：保健医療ビッグデータを用いた研究を読み解く		京都大学		1								医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1										医学統計学各論（生存時間解析）　		大阪大学		1		〇		服部

																		医学統計学続論 ゾクロン		大阪大学		1										医学統計学続論 イガク トウケイガク ゾク ロン		大阪大学		1		〇		服部

																医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1								医療情報学		医療情報公開講座Ⅰ（生体情報の数理モデリングと統計解析）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅲ（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1										医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）		大阪大学		1		〇		ワークショップ

																		バイオインフォマティクス　		大阪大学		1										バイオインフォマティクス		大阪大学		1		〇		岡田

																		バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1										バイオインフォマティクス解析 カイセキ		大阪大学		1		〇		野島 ノジマ

																		生命科学入門Ⅰ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1										生命科学入門Ⅰ		大阪大学		1		〇		中村

																		生命科学入門Ⅱ セイメイ カガク ニュウモン		大阪大学		1										生命科学入門Ⅱ		大阪大学		1		〇		中村

																臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1								臨床疫学		診療データからの臨床研究データの集積		大阪大学		1		〇		松村

																		臨床疫学：治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1										臨床疫学：治療の有効性・安全性の評価		大阪大学		1		〇		松村

																		臨床疫学：診断法の制度評価・診断プロセスの理論 シンダンホウ セイドヒョウカ シンダン リロン		大阪大学		1				※アップロード済。公開設定未。 スミ コウカイセッテイ ミ						臨床疫学：診断法の制度評価・診断プロセスの理論		大阪大学		1		〇		松村

																																病気と健康に関する調査研究（仮） ビョウキ ケンコウ カン チョウサ ケンキュウ カリ		大阪府立大学 オオサカフリツダイガク		1		作成中※2021年度中予定 ネン















A 課題設定力

B 全体俯瞰力

C データ収集・統合力

D データ分析力

E データ解釈力



Eコンテンツ（Aコース）

		MMDS提供Eコンテンツ（詳細） テイキョウ ショウサイ

				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ		獲得
スキル カクトク

		数学基礎 スウガク キソ		データ科学のための数理 I
 (学部3年向け) ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		行列と方程式		第５回 ダイ カイ		擬似逆行列２		1		B

						第２回 ダイ カイ		一般逆行列と方程式		第６回 ダイ カイ		擬似逆行列の計算・方程式

						第３回 ダイ カイ		反射型逆行列		第７回 ダイ カイ		擬似逆行列と回帰分析

						第４回 ダイ カイ		擬似逆行列

				データ科学のための数理 Ⅱ
 (学部3年向け) ム		第１回 ダイ カイ		数理計画入門		第５回 ダイ カイ		不等式制約条件付き最適化		1		B

						第２回 ダイ カイ		最適性の条件		第６回 ダイ カイ		線形計画問題

						第３回 ダイ カイ		最適解の探索アルゴリズム		第７回 ダイ カイ		線形計画問題と最適性

						第４回 ダイ カイ		等式制約条件付き最適化

				データサイエンス基礎Ⅱ
(学部2年向け) キソ ム		第１回 ダイ カイ		行列と方程式1		第５回 ダイ カイ		観測データから非観測データの推定		1		A

						第２回 ダイ カイ		行列と方程式2		第６回 ダイ カイ		非観測状態の推定と統計モデル最適化

						第３回 ダイ カイ		最適化		第７回 ダイ カイ		EMアルゴリズムと混合正規分布

						第４回 ダイ カイ		特徴抽出		第８回 ダイ カイ		生成と識別の統計モデル

				線形代数1 センケイダイスウ		第１回 ダイ カイ		集合 シュウゴウ		第８回		1次変換と合成 ジ ヘンカン ゴウセイ		1		D

						第２回 ダイ カイ		写像 シャゾウ		第９回		係数行列と行基本変形 ケイスウギョウレツ ギョウ キホン ヘンケイ

						第３回 ダイ カイ		空間図形 クウカンズケイ		第１０回		階段行列と掃き出し法 カイダンギョウレツ ハ ダ ホウ

						第４回 ダイ カイ		ベクトルと行列の定義 ギョウレツ テイギ		第１１回		被約階段行列 ヒ ヤク カイダンギョウレツ

						第５回 ダイ カイ		行列の積 ギョウレツ セキ		第１２回		連立1次方程式の解法 レンリツ ジ ホウテイシキ カイホウ

						第６回 ダイ カイ		正方行列 セイホウギョウレツ		第１３回		逆行列と正則性判定 ギャクギョウレツ セイソク セイ ハンテイ

						第７回 ダイ カイ		1次写像 ジ シャゾウ

				Linear Algebra for Data Science		第１回 ダイ カイ		Vector, Matrix and Simultaneous Equation 		第５回 ダイ カイ		Pseudoinverse 2 		1		D

						第２回 ダイ カイ		Generalized Inverse Matrix and Simultaneous Equation 		第６回 ダイ カイ		Computation for Pseudoinverse 

						第３回 ダイ カイ		Reflexive Generalized Inverse 		第７回 ダイ カイ		Application of Pseudoinverse to Regression Analysis 

						第４回 ダイ カイ		Pseudoinverse 

		統計学 トウケイガク		文系のための統計学
(学部1年向け) ブンケイ トウケイガク ム		文系のための統計学 ブンケイ トウケイガク								2		D

				理工系のための統計学 I
 (学部1年向け) ガクブ ネン ム		I-1		統計学とは		I-5		その他の指標, グラフ		1		A

						I-2		度数分布表, データを代表する値		I-6		確率

						I-3		散らばりの指標		I-7		条件付き確率, ベイズの定理

						I-4		相関

				理工系のための統計学 II
 (学部1年向け) ガクブ ネン ム		II-1		1変量確率変数		II-5		多変量確率変数の期待値		1		A

						II-2		多変量確率変数		II-6		共分散, 相関係数

						II-3		条件付き確率密度関数		II-7		条件付き期待値

						II-4		1変量確率変数の期待値・分散

				理工系のための統計学 III
 (学部1年向け) ガクブ ネン ム		III-1		ベルヌーイ分布, 二項分布		III-5		確率変数の関数の分布		1		A

						III-2		ポアソン分布		III-6		確率変数の和の分布

						III-3		一様分布, 指数分布		III-7		正規分布に関する分布

						III-4		正規分布

				理工系のための統計学 IV
 (学部2年向け) ガクブ ネン ム		IV-1		大数の法則, 中心極限定理		IV-4		区間推定		1		A

						IV-2		点推定		IV-5、　IV-6		統計的仮説検定(1標本)

						IV-3		最尤法		IV-7		統計的仮説検定(2標本)

				データ科学（社会統計） I
 (学部1年向け) ガクブ ネン ム		Ｉ－１		データの扱いの基礎 アツカ キソ		Ｉ－５		仮説検定 カセツ ケンテイ		1		D

						Ｉ－２		確率・統計の基礎 カクリツ トウケイ キソ		Ｉ－６		相関 ソウカン

						Ｉ－３		信号検出理論 シンゴウ ケンシュツ リロン		Ｉ－７		質的データの分析 シツテキ ブンセキ

						Ｉ－４		ROC解析 カイセキ

				データ科学（社会統計） II
 (学部2年向け) ガクブ ネン ム		ＩＩ－１		最尤推定		ＩＩ－４		一般化線形モデル イッパンカ センケイ		1		D

						ＩＩ－２		ベイズ推定 スイテイ		ＩＩ－５		主成分分析 シュセイブン ブンセキ

						ＩＩ－３		回帰分析 カイキ ブンセキ		ＩＩ－６		データ分類 ブンルイ





				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ		獲得
スキル カクトク

		統計学 トウケイガク		データ科学と意思決定 I
(大学院生向け) ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		確率統計の基礎		第５回 ダイ カイ		推論：演繹と帰納		1		E

						第２回 ダイ カイ		統計的決定の基礎		第６回 ダイ カイ		確率推論モデル

						第３回 ダイ カイ		二値分類と信号検出理論		第７回 ダイ カイ		直観の機能

						第４回 ダイ カイ		仮説検定

				データ科学と意思決定 II
(大学院生向け) ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		知覚的意思決定		第５回 ダイ カイ		ベイジアンネットワーク		1		E

						第２回 ダイ カイ		因果推論		第６回 ダイ カイ		アイオアギャンブル課題

						第３回 ダイ カイ		期待効用理論		第７回 ダイ カイ		意思決定とコミュニケーション

						第４回 ダイ カイ		プロスペクト理論

				ベイズ統計学入門
ベイズスプリングキャンプ
(大学院生向け) トウケイガク ニュウモン		第１回 ダイ カイ		ベイズ統計の流行を整理する		第４回 ダイ カイ		Stanを使ってベイズ推定		1		E

						第２回 ダイ カイ		ベイズ統計と従来の方法の違い		第５回 ダイ カイ		ベイズ統計を活用するために

						第３回 ダイ カイ		統計モデリングとベイズ推定

				確率的グラフィカルモデルと因果推論
(大学院生向け) カクリツテキ インガ スイロン ム		第１回 ダイ カイ		情報は、なぜ圧縮できるのか		第８回 ダイ カイ		離散変量のベイジアンネットワークの構造学習		2		D

						第２回 ダイ カイ		相互情報量の推定と森の構造学習		第９回 ダイ カイ		NP完全性とのベイジアンネットワークの構造学習

						第３回 ダイ カイ		2変数の因果推論		第１０回 ダイ カイ		スパース推定

						第４回 ダイ カイ		カーネルとHSIC		第１１回 ダイ カイ		グラフィカルLasso

						第５回 ダイ カイ		多変量間の因果推論		第１２回 ダイ カイ		連続変量に対する相互情報用の推定とLiNGAM

						第６回 ダイ カイ		PCアルゴリズム		演習問題 エンシュウ モンダイ		確率的グラフィカルモデルと因果推論 100問

						第７回 ダイ カイ		情報量基準とベイジアンネットワークの構造学習

				データサイエンス基礎Ⅰ
（学部3年向け） キソ ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		イントロダクション・データの扱いの基礎		第５回 ダイ カイ		相関－2つの変数の関連		1		A

						第２回 ダイ カイ		信号検出理論		第６回 ダイ カイ		回帰分析

						第３回 ダイ カイ		ROC解析		第７回 ダイ カイ		一般化線形モデル

						第４回 ダイ カイ		仮説検定の基礎		第８回 ダイ カイ		主成分分析

				Data ScienceⅠ
(大学院生向け) ム		第１回 ダイ カイ		Data and their properties		第４回 ダイ カイ		ROC analysis		1		A

						第２回 ダイ カイ		Data science and cognitive…		第５回 ダイ カイ		Regression analysis

						第３回 ダイ カイ		Signal detection theory		第６回 ダイ カイ		Generalized linear model

				データ科学のアルゴリズム
(学部3年向け) カガク ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		社会とデータ科学 シャカイ カガク		第５回 ダイ カイ		データ解析のためのアルゴリズム1 カイセキ		1		C

						第２回 ダイ カイ		データの種類に応じた統計解析 シュルイ オウ トウケイ カイセキ		第６回 ダイ カイ		データ解析のためのアルゴリズム2 カイセキ

						第３回 ダイ カイ		データ解析の具体例1 カイセキ グタイ レイ		第７回 ダイ カイ		購買推薦におけるアルゴリズムの適用 コウバイ スイセン テキヨウ

						第４回 ダイ カイ		データ解析の具体例2 カイセキ グタイ レイ



				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ		獲得
スキル カクトク

		数理モデル スウリ		数値シミュレーション法 I
 (大学院生向け) ム		基礎編① キソ ヘン		線形代数・ベクトル解析・微分積分 センケイ ダイスウ カイセキ ビブン セキブン		数値シミュレーション①メッシュ生成 スウチ				1		A

						基礎編② キソ ヘン		部分積分 ブブン セキブン		数値シミュレーション②ポアソン方程式 スウチ

						基礎編③ キソ ヘン		発散定理 ハッサン テイリ		数値シミュレーション③移流拡散方程式 スウチ

						基礎編④ キソ ヘン		弱形式 ジャク ケイシキ

				工学への数値シミュレーション
 (大学院生向け) コウガク スウチ ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		Mesh Generation		第５回 ダイ カイ		Topology Optimization		1		B

						第２回 ダイ カイ		Poisson Equation		第６回 ダイ カイ		Homogenization

						第３回 ダイ カイ		Stokes Equation		第７回 ダイ カイ		Shape Optimization

						第４回 ダイ カイ		Navier-Stokes Equation

				数理モデルの基礎
 (大学院生向け) スウリ キソ ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		速習！力学の安定性：
時間発展するシステムの数学表現		第５回 ダイ カイ		工学への数値シミュレーション：Navier-Stokes equation		1		B

						第２回 ダイ カイ		速習！力学の安定性：平衡点と線形化		第６回 ダイ カイ		工学への数値シミュレーション：Linear Stability analysis forNavier-Stokes equation

						第３回 ダイ カイ		速習！力学の安定性：線形化のテクニック		第７回 ダイ カイ		工学への数値シミュレーション：Snapshot PODfor Navier-Stokes equation

						第４回 ダイ カイ		速習！力学の安定性：実践練習

				Cox比例ハザードモデル
 (大学院生向け) ヒレイ ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		導入 ドウニュウ		第４回 ダイ カイ		計数過程 ケイスウ カテイ		1		B

						第２回 ダイ カイ		基礎概念 キソ ガイネン		第５回 ダイ カイ		漸近的性質 ザン キン テキ セイシツ

						第３回 ダイ カイ		比例ハザードモデル ヒレイ

		機械学習 キカイ ガクシュウ		人工知能・機械学習概論
(学部3年向け) ジンコウチノウ キカイガクシュウ ガイロン ガクブ ネン		第１回 ダイ カイ		概論		第７回 ダイ カイ		パーセプトロン		1		E

						第２回 ダイ カイ		探索		第８回 ダイ カイ		パーセプトロン演習

						第３回 ダイ カイ		単回帰		第９回 ダイ カイ		SVM

						第４回 ダイ カイ		単回帰演習		第１０回 ダイ カイ		SVM演習

						第５回 ダイ カイ		重回帰		第１１回 ダイ カイ		深層学習

						第６回 ダイ カイ		重回帰演習		第１２回 ダイ カイ		深層学習演習

				データ科学(機械学習) I
(学部3年向け) ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		統計基礎 トウケイ キソ		第５回 ダイ カイ		判別分析 ハンベツ ブンセキ		1		E

						第２回 ダイ カイ		最適化基礎 サイテキカ キソ		第６回 ダイ カイ		正準相関分析 セイ ジュン ソウカン ブンセキ

						第３回 ダイ カイ		主成分分析 シュセイブン ブンセキ		第７回 ダイ カイ		線形回帰分析 センケイ カイキ ブンセキ

						第４回 ダイ カイ		非線形主成分分析 ヒセンケイ シュセイブン ブンセキ

				データ科学(機械学習) II
(学部3年向け) ガクブ ネン ム		第１回 ダイ カイ		ガウス課程回帰 カテイ カイキ		第５回 ダイ カイ		ＥＭアルゴリズム		1		E

						第２回 ダイ カイ		カーネルトリック		第６回 ダイ カイ		混合正規分布の最適化 コンゴウ セイキ ブンプ サイテキカ

						第３回 ダイ カイ		パーティクルフィルター		第７回 ダイ カイ		変分ベイズ ヘンブン

						第４回 ダイ カイ		カルマンフィルター

				スパース推定の数理と機械学習への応用
 (大学院生向け) ム		第１回 ダイ カイ		線形回帰 センケイ カイキ		第４回 ダイ カイ		グラフィカルLasso		1		E

						第２回 ダイ カイ		一般線形回帰 イッパン センケイ カイキ		演習問題 エンシュウ モンダイ		演習問題 エンシュウ モンダイ

						第３回 ダイ カイ		グループLasso

				スパース推定と機械学習への応用100問
 (大学院生向け) モン ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		線形回帰とLasso		第５回 ダイ カイ		グループLasso		1		E

						第２回 ダイ カイ		Ridgeとelasticネット		第６回 ダイ カイ		Fused Lassoと一般化Lasso

						第３回 ダイ カイ		ロジスティック回帰		第７回 ダイ カイ		行列分解

						第４回 ダイ カイ		一般化線形回帰

				ガウス過程と機械学習入門
 (大学院生向け) カテイ キカイ ガクシュウ ニュウモン ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		確率的生成モデルとベイズ推定						1		D

						第２回 ダイ カイ		線形回帰モデルと基底関数

						第３回 ダイ カイ		ガウス過程回帰とハイパーパラメータの推定

						第４回 ダイ カイ		補助変数法によるガウス過程回帰の高速化

				離散データからの計算論的学習
(大学院生向け) リサン ケイサンロンテキ ガクシュウ ダイガクインセイム		第１回 ダイ カイ		Introduction		第５回 ダイ カイ		Extending Patterns and Learning Algorithms		2		E

						第２回 ダイ カイ		Learning Patterns (Monomials) from String Data		第６回 ダイ カイ		Learning Tree Patterns

						第３回 ダイ カイ		Correctness of Learning Algorithms		第７回 ダイ カイ		Learning and Ideals in Algebra

						第４回 ダイ カイ		Learning Finite Atate Automata by Generate-and-Test /
Generalization by Merging States /
Data Enough to Output Hidden Automata

				カーネルの機械学習への応用
 (大学院生向け) キカイ ガクシュウ オウヨウ ダイガク インセイ ム		第１回 ダイ カイ		正定値カーネル		第５回 ダイ カイ		再生核Hilbert空間		2		E

						第２回 ダイ カイ		種々のカーネル		第６回 ダイ カイ		カーネル計算の実際

						第３回 ダイ カイ		Hilbert空間		第７回 ダイ カイ		計算量の削減

						第４回 ダイ カイ		関数解析入門



				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ		獲得
スキル カクトク

		プログラミング		機械学習のための数理with R/Python 
 (大学院生向け) ム		機械学習のための数理とRプログラミング キカイ ガクシュウ スウリ								2		D

						第１回 ダイ カイ		線形回帰 センケイ カイキ		第６回 ダイ カイ		非線形 ヒセンケイ

						第２回 ダイ カイ		分類 ブンルイ		第７回 ダイ カイ		決定木 ケッテイ キ

						第３回 ダイ カイ		リサンプリング		第８回 ダイ カイ		サポートベクトルマシンとカーネル

						第４回 ダイ カイ		情報量基準 ジョウホウ リョウ キジュン		第９回 ダイ カイ		教師なし学習の解説 キョウシ ガクシュウ カイセツ

						第５回 ダイ カイ		正則化 セイソク カ		演習問題 エンシュウ モンダイ		機械学習の数理100問 キカイ ガクシュウ スウリ モン

						機械学習の数理とPythonプログラミング キカイ ガクシュウ スウリ

						第１回 ダイ カイ		線形回帰		第６回 ダイ カイ		非線形

						第２回 ダイ カイ		分類		第７回 ダイ カイ		決定木

						第３回 ダイ カイ		リサンプリング		第８回 ダイ カイ		サポートベクトルマシーンとカーネル

						第４回 ダイ カイ		情報量基準		第９回 ダイ カイ		教師なし学習

						第５回 ダイ カイ		正則化

				PythonプログラミングⅠ
 (学部3年向け) ガクブ ネン		第１回 ダイ カイ		ガイダンス		第５回 ダイ カイ		繰り返し文、ループ ク カエ ブン		1		C

						第２回 ダイ カイ		Python概要 ガイヨウ		第６回 ダイ カイ		中間レポート課題（1） チュウカン カダイ

						第３回 ダイ カイ		文字列の基本・条件分岐 モジレツ キホン ジョウケン ブンキ		第７回 ダイ カイ		中間レポート課題（2） チュウカン カダイ

						第４回 ダイ カイ		数値、文字列などの型入門とformat()メソッド スウチ モジレツ カタ ニュウモン

				PythonプログラミングⅡ
 (学部3年向け)		第１回 ダイ カイ		リストの基礎、多重ループ キソ タジュウ		第５回 ダイ カイ		マッピング型 ガタ		1		C

						第２回 ダイ カイ		リストの操作 ソウサ		第６回 ダイ カイ		リストやマッピング型の注意事項 ガタ チュウイ ジコウ

						第３回 ダイ カイ		リストのおさらいと、関数 カンスウ		第７回 ダイ カイ		補足事項 ホソク ジコウ

						第４回 ダイ カイ		中間ミニレポート課題2 チュウカン カダイ		第８回 ダイ カイ		コンピュータの仕組み シク

				Pythonを用いたデータマイニング入門Ⅰ
 (学部3年向け) モチ ニュウモン		はじめに		講義資料/レポートについて		第４回 ダイ カイ		クラスタリング（階層的クラスタリング）		1		C

						第１回 ダイ カイ		データマイニングとは		第５回 ダイ カイ		決定木

						第２回 ダイ カイ		相関ルールのマイニング		第６回 ダイ カイ		近傍法

						第３回 ダイ カイ		クラスタリング（k-means法）		第７回 ダイ カイ		Word2Vec

				Pythonを用いたデータマイニング入門Ⅱ
 (学部3年向け) モチ ニュウモン		はじめに		講義資料/レポートについて		第４回 ダイ カイ		Webマイニング（内容マイニングと可視化）		1		C

						第１回 ダイ カイ		テキストマイニングの基礎，形態素解析，Nグラム		第５回 ダイ カイ		画像認識とSVM

						第２回 ダイ カイ		テキストマイニングとSVM，精度評価指標，交差検証		第６回 ダイ カイ		顔画像認識_v1

						第３回 ダイ カイ		Webマイニング（ネットワークマイニング）		第７回 ダイ カイ		DeepLearningと画像認識

				Pythonを用いたテキストマイニング入門
 (学部3年向け)		第１回 ダイ カイ		自然言語処理ツールの利用 シゼンゲンゴショリ リヨウ		第５回 ダイ カイ		ソーシャルデータの解析 カイセキ		1		C

						第２回 ダイ カイ		テキスト処理 ショリ		第６回 ダイ カイ		トピック分析 ブンセキ

						第３回 ダイ カイ		スクレイピング		第７回 ダイ カイ		著者推定 チョシャ スイテイ

						第４回 ダイ カイ		Word2Vecの利用 リヨウ

				Pythonサウンドプログラミング
 (大学院生向け)		第１回 ダイ カイ		なぜPythonなのか		第５回 ダイ カイ		ホワイトノイズの生成 セイセイ		1		D

						第２回 ダイ カイ		正弦波の生成 セイゲンハ セイセイ		第６回 ダイ カイ		音声の特徴 オンセイ トクチョウ

						第３回 ダイ カイ		Pythonを用いたマイク録音 モチ ロクオン		第７回 ダイ カイ		音声言語処理の応用 オンセイゲンゴショリ オウヨウ

						第４回 ダイ カイ		やまびこ：ディレイ（エコー）の実装 ジッソウ

				Pythonによる機械学習プログラミング
 (大学院生向け)		第１回 ダイ カイ		機械学習の基礎 キカイガクシュウ キソ		第５回 ダイ カイ		クラスタリング		1		D

						第２回 ダイ カイ		回帰分析 カイキブンセキ		第６回 ダイ カイ		次元削減（因子分析、主成分分析）、マーケットバスケット分析

						第３回 ダイ カイ		決定木 ケッテイボク		第７回 ダイ カイ		モデルの評価 ヒョウカ

						第４回 ダイ カイ		K-近傍法、SVM

		情報学基礎 ジョウホウガクキソ		情報セキュリティ入門
 (大学院生向け) ジョウホウ ニュウモン ム		第１回 ダイ カイ		情報セキュリティ概論 ジョウホウ ガイロン		第６回 ダイ カイ		パーソナルデータの保護と活用 ホゴ カツヨウ		1		C

						第２回 ダイ カイ		マルウェア		第７回 ダイ カイ		k-匿名性 トクメイセイ

						第３回 ダイ カイ		アクセス制御 セイギョ		第８回 ダイ カイ		l-多様性・t-近接性 タヨウセイ キンセツセイ

						第４回		Webセキュリティ		第９回 ダイ カイ		差分プライバシ サブン

						第５回		サイバー法 ホウ		第１０回 ダイ カイ		秘密計算 ヒミツケイサン



































































































































































Eコンテンツ（Cコース）

		MMDS提供Eコンテンツ（詳細） テイキョウ ショウサイ

				科目名		e-Learningコンテンツ内容 ナイヨウ								単位数 タンイスウ

		数理腫瘍学 スウリ シュヨウ ガク		数理腫瘍学Ⅰ(入門)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク ニュウモン オオサカ ダイガク		・統合数理腫瘍学の方法				・ハイブリッドシミュレーション				1

						・データ科学との関わり				・数学と生命科学の融合

						・生命現象の数理モデリング				上記項目につき、入門レベルで解説する.

				数理腫瘍学Ⅱ(基礎)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク キソ オオサカ ダイガク		・統合数理腫瘍学の方法				・浸潤突起の形成				1

						・数学と生命科学の融合				・薬剤耐性

						上記につき、数理腫瘍学I（入門レベル）より詳しく講義する.				・膜分子の二面性　

										上記生命現象を題材にした数理モデルの立て方を解説する.

				数理腫瘍学Ⅲ(数学)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク スウガク オオサカ ダイガク		・マルチスケールモデル								1

						・階層的自己組織化

						上記の生命現象を記述する数理モデルの立て方を解説する.

						数理腫瘍学I、IIで学んだ数式に加え、スモルコフスキー-ポワソン方程式等を使用した数理モデルを学ぶ.

				数理腫瘍学Ⅳ(応用)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク オウヨウ オオサカ ダイガク		・血管新生								1

						・個別細胞モデリング

						・自由境界の記述

						上記の生命現象を記述する数理モデルの立て方を応用レベルで解説する.

				数理腫瘍学Ⅴ(実践)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク ジッセン オオサカ ダイガク		・骨代謝モデリング								1

						・動的平衡の崩壊

						上記についての数理モデリングを学ぶ.

						また、数理シグナル研究等、実際の研究内容についても紹介しながら数理モデリングの理論と応用が融合的に発展する方策を学ぶ.

				数理腫瘍学Ⅵ(中級)
大阪大学 スウリ シュヨウ ガク チュウキュウ オオサカ ダイガク		・細胞内シグナル伝達の数理モデルと数学解析								1

						・走化性の由来

						・分子発現ビッグデータの分析法

		医薬統計学 イヤク トウケイガク		医学統計学各論（線形回帰分析）
大阪大学 オオサカ ダイガク		第１回		線形回帰分析の基本		第４回		ダミー変数・交互作用		1

						第２回		最尤法		第５回		交絡調整

						第３回		重回帰モデル

				医学統計学各論
（ロジスティック回帰分析と一般化線形モデル）
大阪大学 オオサカ ダイガク		第１回		ロジスティック回帰分析の基本		第４回		モデル診断法		1

						第２回		ロジスティック回帰モデルとパラメータの解釈		第５回		GLM・条件付きロジスティック

						第３回		パラメータの推定

				医学統計学各論(医学統計学入門)
大阪大学 オオサカ ダイガク		第１回		医学研究における統計学		第４回		確率の導入（その2）：オッズ比		1

						第２回		典型的な医学研究のデザインと解析		第５回		確率の導入（その3）：診断法の評価

						第３回		確率の導入（その１）：基礎的な確率計算

				医学統計学各論(生存時間解析)
大阪大学 セイゾン ジカン カイセキ オオサカ ダイガク		第１回		生存時間解析の導入						1

						第２回		Kaplan-Meier法・Logrank検定

						第３回		Cox比例ハザードモデルとパラメータの解釈

						第４回		Cox比例ハザードモデルの推測法

				医学統計学続論
（大阪大学） ゾク ロン オオサカダイガク		1-1. 抗悪性腫瘍薬臨床開発の概略 コウアクセイシュヨウ クスリ リンショウカイハツ ガイリャク				2-1. 連続型分布と連続型確率変数 レンゾクガタ ブンプ レンゾクガタ カクリツ ヘンスウ				1

						1-2. 比率の一標本検定と二項分布（その1） ヒリツ イチ ヒョウホンケンテイ ニコウブンプ				2-2. 連続型確率変数における独立性 レンゾクガタ カクリツヘンスウ ドクリツセイ

						1-3. 比率の一標本検定と二項分布（その2） ヒリツ イチ ヒョウホンケンテイ ニコウブンプ				2-3. 二変量正規分布 2 ヘンリョウ セイキブンプ

						1-4. 離散分布 リサン ブンプ				2-4. 正規分布の一標本検定 セイキブンプ イチ ヒョウホンケンテイ

						1-5. 離散確率変数における独立性 リサンカクリツ ヘンスウ ドクリツセイ				2-5. 信頼区間 シンライ クカン

						1-6. 最尤推定 サイユウ スイテイ				2-6. 統計的仮説検定 トウケイテキ カセツ ケンテイ

										2-7. 離散型データに対する二標本検定 リサンガタ タイ 2 ヒョウホン ケンテイ

		医療情報学 イリョウ ジョウホウ ガク		医療情報公開講座Ⅰ
（生体情報の数理モデリングと統計解析）
大阪大学
ワークショップ内セミナー オオサカ ダイガク ナイ		第１回		ロボティクスと統計数理～人・ロボットの身体運動モデリング～		第５回		[特別講演] スパースモデリングとデータ駆動科学		1

						第２回		ベイズ生成モデルによるヒト認知機能のモデル化と解析		第６回		Cox比例ハザードモデルとパラメータの解釈

						第３回		逆相関法による視覚ニューロン、ヒトの感性、及び深層学習ユニットの特徴選択性の評価		第７回		Cox比例ハザードモデルの推測法

						第４回		脳情報のダイナミクス解析

				医療情報公開講座Ⅱ（医療情報分析の実際）
大阪大学
ワークショップ内セミナー オオサカ ダイガク ナイ		第１回		細胞ネットワークの数理モデリングと疾患研究への応用						1

						第２回		バイオマーカー研究のメタアナリシス

						第３回		ゲノム医療研究を推進するオントロジー開発

						第４回		ビッグデータ・AI の医療創薬への期待

				医療情報公開講座Ⅲ
（データサイエンスが切り拓く生命科学と生体工学の未来）
大阪大学
ワークショップ内セミナー オオサカ ダイガク ナイ		第１回		画像情報学によるバイオ研究への貢献		第４回		生命現象の解析？「分かる」を形にする、「分からない」をあぶり出す		1

						第２回		数理解析を用いた生体内インスリン作用の理解と予測		第５回		個人別に異なる生体現象をコンピュータでどうやって再現するか？

						第３回		画像認識技術とデジタル病理学		第６回		生物の形はどのような仕組みで決まっているのか？－数学で解き明かそう！－

				医療情報公開講座Ⅳ（医療×AI）
大阪大学
ワークショップ内セミナー イリョウ オオサカ ダイガク ナイ		第１回		医療AIと自然言語処理						1

						第２回		スマートフォンアプリケーションから描く健康状態の軌跡

				バイオインフォマティクス
大阪大学 オオサカ ダイガク		第１回		バイオインフォマティクスとゲノム解析		第４回		機械学習とゲノム創薬		1

						第２回		ヒトゲノム多型を用いた疾患ゲノム解析		第５回		Webツール入門

						第３回		ゲノム解析による疾患病態解明

				バイオインフォマティクス解析
大阪大学 カイセキ オオサカ ダイガク		・遺伝子配列解析				・プロテオーム解析				1

						・WGS解析				・Pathway 解析、Gene Ontology 解析、Disease enrichment解析 

						・RNA-Seq解析				・Pathway network 解析 

				生命科学入門Ⅰ
大阪大学 セイメイカガクニュウモン オオサカ ダイガク		第１回		生物とはなにか、生物の系統と分類		第５回		細胞分裂・細胞周期、細胞内輸送		1

						第２回		細胞、タンパク質		第６回		遺伝子の発現制御、動物の生殖と発生

						第３回		DNAとゲノム、代謝		第７回		生体の構造と機能、内部環境の維持機構

						第４回		細胞骨格・細胞接着、細胞内シグナル伝達

				生命科学入門Ⅱ
大阪大学 セイメイカガクニュウモン オオサカ ダイガク		第１回		細胞とは・細胞の膜系・上皮輸送		第５回		細胞の分化増殖・個体の生殖		1

						第２回		代謝・細胞間と細胞間のシグナル伝達		第６回		免疫・生活習慣病

						第３回		遺伝子発現とその調節・物質輸送		第７回		がん・神経変性疾患

						第４回		細胞の興奮・細胞骨格と細胞接着

		臨床疫学 リンショウ エキガク		診療データからの臨床研究データの集積
大阪大学 シンリョウ リンショウ ケンキュウ シュウセキ オオサカ ダイガク		第１回		診療データの状況 シンリョウ ジョウキョウ						1

						第２回		構造化データの集積と分析環境 コウゾウカ シュウセキ ブンセキ カンキョウ

						第３回		多施設でのデータ収集 タ シセツ シュウシュウ

						第４回		ネットワーク/個人情報保護/未来の臨床研究基盤 コジン ジョウホウ ホゴ ミライ リンショウ ケンキュウ キバン

				治療の有効性・安全性の評価
大阪大学 チリョウ ユウコウ セイ アンゼン セイ ヒョウカ オオサカ ダイガク		第１回		評価の基本						1

						第２回		ランダム化比較試験

						第３回		観察研究

						第４回		安全性評価

				診断法の制度評価・診断プロセスの理論
大阪大学 シンダンホウ セイドヒョウカ シンダン リロン オオサカダイガク		第１回		診断法の精度評価・診断プロセスの理論１　-評価の基本- ヒョウカ キホン						1

						第２回		診断法の精度評価・診断プロセスの理論 2   -複合所見による診断- フクゴウショケン シンダン

						第３回		診断法の精度評価・診断プロセスの理論 3   -パターン認識による診断- ニンシキ シンダン

						第４回		診断法の精度評価・診断プロセスの理論 4   -診断手順による理論- シンダン テジュン リロン

























































































































































































































































































































課題設定力
何を課題として

どんな価値を求めるか

全体俯瞰力
データの相互関係構造と

モデルを作り上げる

データ収集・統合力
データをどう集め

統合するか

データ分析力
データをどう見るか

データ解釈力
データをどうやって
価値情報にするか

B データサイエンス『実践コース』

PBL・実習

企業
インターンシップ

共同研究型研修
(スタディーグループ)

技術を発掘する力
使いこなせる

C 医療データ『基礎 実践コース』

スタディーグループ・
PBL

e-Learning

数学基礎
・データサイエンス基礎Ⅱ

数理モデル
・数値シミュレーション法Ⅰ統計学

・Data ScienceⅠ
・データサイエンス基礎Ⅰ
・理工系のための統計学Ⅰ～Ⅳ

数学基礎
・データ科学のための数理Ⅰ,Ⅱ

数理モデル
・数理モデルの基礎

数理モデル
・工学への数値シミュレーション
・Cox比例ハザードモデル

情報学基礎
・情報セキュリティ入門プログラミング

・Pythonを用いたデータマイニング入門Ⅰ,Ⅱ
・PythonプログラミングⅠ,Ⅱ
・Pythonを用いたテキストマイニング入門

統計学
・ベイズ統計学入門

統計学
・データ科学と意思決定Ⅰ,Ⅱ

PBL
・数理工学PBL
・データサイエンスコンテスト型PBL
・オープンイノベーションワークショップ
「金融ビジネスと情報システム工学」
・データサイエンス特論2
・データサイエンスPBLⅠ
・実践的データマイニング1
・実践的データマイニング2

スタディーグループ
・数理・データスタディーグループⅠ
・数理・データスタディーグループⅡ
・数理・データスタディーグループⅢ
・数理・データスタディーグループⅣ

スタディーグループ
・Cコース スタディーグループⅠ
・Cコース スタディーグループⅡ
・Cコース スタディーグループⅢ
・Cコース スタディーグループⅣ

PBL
・Cコース PBLⅠ
・PBL：保健医療ビッグデータを

用いた研究を読み解く

数理腫瘍学
・数理腫瘍学Ⅰ～Ⅵ

医薬統計学
・医学統計学各論(線形回帰分析)
・医学統計学各論(ロジスティック
回帰分析と一般化線形モデル)
・医学統計学総論(医学統計学入門)
・医学統計学各論(生存時間解析)
・医学統計学続論

医療情報学
・医療情報公開講座Ⅰ～Ⅳ
・バイオインフォマティクス
・バイオインフォマティクス解析
・生命科学入門Ⅰ・Ⅱ

価
値
創
造
サ
イ
ク
ル

デ
ー
タ→

情
報→

知
識→

知
恵(

価
値)

統計学
・データ科学のアルゴリズム

機械学習
・カーネルの機械学習への応用

難易度 低 → 高 A データサイエンス『基礎コース』

機械学習
・スパース推定の数理と機械学習への応用(2019年度版)
・スパース推定と機械学習への応用100問
・データ科学(機械学習)Ⅰ,Ⅱ
・離散データからの計算論的学習

機械学習
・人工知能・機械学習概論

インターンシップ
・データサイエンスインターンシップⅠ、Ⅱ

実習
・実践データ科学演習A
・実践データ科学演習B
・教師あり学習
・教師なし学習
・ビジネス価値創出の

ためのデータ分析実践
講義

数学基礎
・線形代数1
・Linear Algebra 

for Data Science

統計学
・文系のための統計学

機械学習
・ガウス過程と機械学
習入門

統計学
・データ科学(社会統計)Ⅰ,Ⅱ
・確率的グラフィカルモデルと因果推論

統計学
・データサイエンス

のための数理
プログラミング
・機械学習のための数理 with R/Python
・Pythonサウンドプログラミング
・Pythonによる機械学習プログラミング

臨床疫学
・診療データからの臨床研究データの集積
・治療の有効性・安全性の評価
・診断法の制度評価・診断プロセスの理論
・病気と健康に関する調査研究

DuEXコース e-Learningコンテンツ系統図
シラバス内容



■スタディグループ参加

Cコーススタディグループ 数理腫瘍学の一例

企業側から提示された課題に対し、履修生･教員･課題提供者によるワーキンググループが解決法を提案する
ワーキングは土曜日3時間、計4回(課題定義→スタディグループ→成果発表)各ターム毎(春夏秋冬)に行う
必要に応じて機密保持契約を結び、事前調査、事後共同研究を実施する

2019年実施例

2021年実施例

スタディグループ紹介動画 http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/faculty/personal/suzuki/movie/MMDS_Video.mp4
スタディグループ参加者の声 https://hram.or.jp/business/pdf/comment20220113.pdf

http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/faculty/personal/suzuki/movie/MMDS_Video.mp4
https://hram.or.jp/business/pdf/comment20220113.pdf


経済連合会
実施期間：2021年10月～2022年2月
受講者人数：125名
実施内容：
●各月オンデマンド教材視聴3コマ：全15コマ 約60分／コマ 計15時間
●スクーリング（3回）： 10/30(土)、11/27(土)、1/29(土) 約1.5時間／回
●ミニキャンプ（2回）： 12月（講義）、3月（修了式）
●レポート課題を毎月1回提出
スクーリング講義数：初級5回、入門5回
開催形式：ウェブ 4回

対面ミニキャンプ（広島市内）1回
担当：朝倉暢彦特任准教授（大阪大学）

上阪彩香特任助教（大阪大学）

■出前授業
HRAMを窓口にしてMMDS開発教材を使用し、近畿ブロック、中国・四国ブロック大学の教員が企業に授業に赴く

【料金】要相談

 講義：1回あたり60分×4コマ（個別対応可）
 受講者人数：5名以上

【実施にあたって】

＜実践例１＞
化学工業会社
実施期間：2019年2月～4月（計8回）
受講者人数：9名
講義数：8回（1回あたり90分×8コマ）
講義日数：8日
担当：江口翔一特任助教（大阪大学）

経済連合会
実施期間：2020年10月～1月
受講者人数：40名
講義数：20回
講義日数：20日
場所：広島市内
担当：朝倉暢彦特任准教授（大阪大学）

松原繁夫特任教授（大阪大学）

＜実践例２＞
内容：
データサイエンスリテラシー（15回）と
情報セキュリティ入門（5回）の新規コース
データサイエンスの基礎技術と、その活用を中心に、
データサイエンスに関わる情報セキュリティの概要を
含めて解説。データサイエンスリテラシーはベネッセ
教材を使用。情報セキュリティ入門は新規教材を開発。
広島市内でミニキャンプを開催

内容：
統計的観測や統計解析の基本事項について講義、記
述統計における解析手法や確率分布の数学的な基礎、
統計的観測・検定の具体的な方法論について触れ、
それらの意味と意義、特徴について理解を深めるこ
とを目指す。

＜実践例3＞

内容：
初級コース
「データ・AI利活用の最新動向や留意事項」、「データの扱い」、「機械学習」、
「画像解析」等について、実データを用いながら学ぶ。
入門コース
「データの処理」、「データによる意思決定・予測」、「データの分類」の基本に
ついて、現場での応用例や理論も交えながら学ぶ。

初級／入門コースとも、これまでの受講者の意見・要望を反映。
●短時間（20分程度）で一つの項目が完結
●数式は丁寧な説明付き
●スマートフォンに対応 等

＜実践例４＞
医療機器製造会社
実施期間：2022年10月11日
受講者人数：129名
開催形式：ウェブ（Teams)
担当：鈴木貴副センター長

朝倉暢彦特任准教授
野島陽水特任講師
高野渉特任教授（大阪大学）

内容：
「ビッグデータ活用事例に関する講演会」
ビッグデータ技術で実現できたこと/できなかったこ
とを中心に紹介する事で、聴講者にとってビッグデー
タ技術がどのような場面/用途に活用可能かを知る・
考える機会とする。



■ AI・データ利活用研究会
大阪大学MMDSが日本応用数理学会の協力のもとに、産業界で進行するAI・データの利活用、そのメカニズムを解明する理論研究の
調査を進めることを目的として、不定期に開催する．参加無料

回数 日程 内容 講師 場所 参加者数
第27回 2022年1月28日 バイタルデータと感情の関係に伴うデータ解析と課題 （株）emotive core 田中大貴氏 オンライン開催 92人(社会人：79人)

第28回 2022年2月4日 Real or Fake? 生体情報の共有とフェイクメディア生成
～インフォデミックの克服に向けた取り組み～ 国立情報学研究所教授越前功 オンライン開催 64人(社会人：54人)

第29回 2022年2月25日 人間行動データの数理モデリングとアプリケーションの社会実装 高野渉（大阪大学数理・データ科学教育研究センター特任教授） オンライン開催 64人(社会人：54人)
第30回 2022年3月18日 国土管理におけるAI・ビッグデータの活用事例 今井龍一（法政大学教授） オンライン開催 38人(社会人：27人)

第31回 2022年3月25日 地殻変動データを用いた沈み込み帯の断層すべりの現状把握・
短期推移予測に資するデータ同化研究 加納将行（東北大学大学院理学研究科助教） オンライン開催 35人(社会人：26人)

第32回 2022年4月15日 高知県におけるNext 次世代施設園芸農業IoP（Internet of Plants）の取
り組みとIoPクラウドの紹介 福本昌弘（高知工科大学教授） オンライン開催 35人（社会人：31人）

第33回 2022年5月13日 トポロジカルデータ解析に基づく磁性材料の機能解析 小嗣真人 (東京理科大学教授) オンライン開催 38人（社会人：28人）
第34回 2022年5月20日 瞬間移動サービス「アバターイン」が描く未来 深堀昂（avatarin株式会社代表取締役CEO） オンライン開催 46人（社会人：38人）
第35回 2022年5月27日 流体解析・設計のためのデータ駆動型アプローチ 下山幸治（東北大学流体科学研究所准教授） オンライン開催 54人（社会人：43人）
第36回 2022年6月10日 ノーコードAIツールでAI構築にプログラミング不要の時代到来 田本芳文（株式会社MatrixFlow 代表取締役） オンライン開催 95人（社会人：73人）

第37回 2022年6月24日 データ駆動型創薬の支援を目指した薬物の特性予測 江崎剛史（滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進セン
ター准教授） オンライン開催 76人（社会人：59人）

第38回 2022年7月22日 心臓シミュレータを用いた薬剤の催不整脈リスク評価 岡田純一 (東京大学大学院新領域創成科学研究科, 株式会社 UT-Heart 研究
所) オンライン開催 53人（社会人：47人）

第39回 2022年10月14日 流体機器設計に向けたData-Driven/Model-Basedアプローチ 中澤嵩（大阪大学数理・データ科学教育研究センター准教授） オンライン開催 37人
第40回 2022年10月28日 機械学習を活用する融資判定における公平性とその課題 宇根正志（日本銀行金融研究所情報技術研究センター企画役） オンライン開催 56人

第41回 2022年11月11日 形状最適化問題における評価関数の領域積分による表現と有限要素解法 鈴木厚（大阪大学サイバーメディアセンター・招聘准教授 / 理化学研究
所計算科学研究センター） オンライン開催 29人

第42回 2022年11月25日 錯視から見えてくる脳の視覚データ活用戦略 杉原厚吉（明治大学研究・知財戦略機構先端数理科学インスティテュー
ト研究特別教授） オンライン開催 71人

第43回 2022年12月2日 ３次元ディジタル幾何処理を活用した脊柱側弯症診断・治療支援 金井 理（北海道大学大学院情報科学研究院システム情報科学部門教
授） オンライン開催 21人

第44回 2022年12月16日 意思決定のための因果推論 谷本啓（日本電気株式会社） オンライン開催 215人
第45回 2023年1月13日 データ駆動型設計を用いた機械設計 米倉一男（東京大学工学系研究科システム創成学専攻講師） オンライン開催 90人

第46回 2023年2月10日 高齢者介護におけるコミュニケーションロボット「PALRO」の取組と仮
想オフィス空間「FAMoffice」のご紹介

二宮恒樹（富士ソフト株式会社プロダクト事業本部PALRO事業部営業グ
ループ主任／シニアマスター)、石田卓也(富士ソフト株式会社プロダクト
事業本部FAM室室長）

オンライン開催 41人

第47回 2023年2月24日 公共交通オープンデータの世界：可視化、分析、モビリティサービスの
高度化

伊藤昌毅（東京大学大学院情報理工学系研究科附属ソーシャルICT研究
センター准教授） オンライン開催



・博士人材が企業の課題を研究者マインドで解決
・学生としての研鑽が実社会で評価される事を体験
・企業の現場と必要とされる人材を認識
・教育と研究に反映

【学生】2週間～３ヶ月で２単位（７日間で１単位）

■インタラクティブマッチング

【学生】

・2分自己紹介
・6分自分の研究成果がどのように社会実装されるかのイメージ
・2分インターンシップへの抱負・将来のキャリアプラン

【企業】
・事業紹介と課題提案（企業）

学生と企業の要望がマッチした場合、インターンシップが決定
MMDSがサポート

博士課程学生をインターンシップに派遣するため、企業の方々に参加いただき、学生が10分程度のプレゼンテーションを行う
企業が求めるものと学生の研究がマッチした場合にインターンシップを実施. 学生は1週間から3ヶ月かけて提案企業に通い、与えられた課題に取り組む

インタラクティブ・マッチング

インターンシップ

インターンシップ報告会

インターンシップでの従事内容や感じたことなどを
報告（不定期開催）

● 通信販売会社によるプログラム参加例（インターンシップ×スタディグループ）

通信販売会社データ分析の課題

●顧客の購買行動によるペルソナ設定
(顧客ポートフォリオマネジメントの見直し)

●顧客の流入/流出の要因特定(仮説構築)
●離反顧客の予兆を見出す
●安定化、優良化のゴールデンパスを見出す

2018年度 インターンシップ受入れ 【期間】2018/10/8～2018/12/31

【学生】工学研究科 M2
2019年度

1. 購買行動によるクラスター分けとその特徴抽出
2. クラスター毎のマーケティング施策の検討

DuEXプログラム参加での取り組み

実施：当該会社の離反顧客要因分析

インターンシップ受入れ 【期間】2019/10/3～2019/12/6

2019年度～
2020年度

Bコース 数理・データスタディグループⅣ
【期間】2020/2/13 , 2/20 , 7/30(遠隔) , 10/30(遠隔) 

実施：顧客優良化のための顧客データの統計解析、商品のマーケティング分析を行う。

スタディグループで得られた結果
●優良顧客へのゴールデンパスの考察を深める

仮説として考えていた商品群の影響度がさほど大きくないことや、重要視していなかった商品群の存在への気づき
●データ分析スキルの修得

Pythonでの主成分分析の修得

【学生】経済学研究科 M1

実施：当該会社の利用ユーザーを「買い方」でセグメント分析(K-means法)によりペルソナ設定、
およびマーケティング施策の検討議論

報告会資料 http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/duex/PDF/DuEX_%20internship2020.pdf

http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/duex/PDF/DuEX_%20internship2020.pdf


3. 会員種別のご案内



学生個人会員 社会人個人会員 法人賛助会員 法人正会員(議決権あり） 准正会員C 准正会員B 准正会員A

１万円/人 ５万円/人
１法人7万円
+3万円/人

(50名迄) 100万円
(50名超)  2万円/人

(25名迄) 25万円
(25名超)  2万円/人

(50名迄) 50万円
(50名超)  2万円/人

(100名迄) 100万円
(100名超)  2万円/人

個人 個人 法人 法人 法人 法人 法人

DuEXコース
e-Learning受講

DuEXコース
e-Learning受講

DuEXコース
e-Learning受講

DuEXコース
e-Learning受講 リカレントコースのみ リカレントコースのみ リカレントコースのみ

リカレントコース リカレントコース リカレントコース リカレントコース

・AI利活用研究会 ・AI利活用研究会

・出前講義（別途費用要相談）

・AI利活用研究会
・ｲﾝﾀﾗｸﾃｨｸﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ

・技術相談、共同研究の斡旋

・出前講義（別途費用要相談）

・AI利活用研究会
・ｲﾝﾀﾗｸﾃｨｸﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ

・技術相談、共同研究の斡旋

・出前講義（別途費用要相談）

・AI利活用研究会
・ｲﾝﾀﾗｸﾃｨｸﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ

・技術相談、共同研究の斡旋

・出前講義（別途費用要相談）

・AI利活用研究会
・ｲﾝﾀﾗｸﾃｨｸﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ

・技術相談、共同研究の斡旋

・出前講義（別途費用要相談）

・AI利活用研究会
・ｲﾝﾀﾗｸﾃｨｸﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ

・技術相談、共同研究の斡旋

START

学生 社会人

個人でのご入会 企業・団体でのご入会

DuEX・リカレント全コースの
ご受講をご希望ですか

DuEX・リカレント全コース受講 リカレントコースのみ受講

企業・団体でのご入会人数は何名ですか

4-30名

企業・団体でのご入会人数は何名ですか

4名未満 31名以上
37名迄 38-74名 75名以上

※ DuEXコース スタディグループ参加を含む、より実践的内容

学生ですか
社会人ですか

個人でのご入会ですか
企業・団体でのご入会をご希望ですか

・入会金: 不要
・会員期限: ID・PW発行日から1年後の月末まで

学生会員は年度末の3月末まで



Ⅰ．法人正会員 Ⅱ．法人准正会員
リカレントコースのみ Ⅲ. 法人賛助会員 Ⅳ. 個人賛助会員

入会金 無料 無料 無料 無料

会員の種類 正会員(法人） 准正会員(法人） 賛助会員(法人) 賛助会員(個人)

議決権 有 無 無 無

資格 法人 法人 法人 個人

参画メンバー 法人正会員の社員 法人准正会員の社員 － 個人(一般社会人)・学生
法人賛助会員の社員

年会費
（ID発行日より１年間有

効）

100万円
法人正会員の社員：

50名まで
（50名超）2万円/1人

法人准正会員の社員：
A. 100名まで 100万円
B. 50名まで 50万円
C. 25名まで 25万円

（所定人数超）2万円/1人

7万円

一般社会人：5万円
法人賛助会員の社員：3万円
（３年目3万円、4年目2万円、
5年目以降1万円に割引※）

学生：1万円

DuEXコース
e-learning受講 ○無料 － － ○無料

スタディグループ※1 課題提供
参加 課題提供 課題提供

参加
課題提供

参加

出前講義※2
(5名以上で開講) ○別途費用要相談 ○別途費用要相談 ○別途費用要

相談 －

公開講座への参加※3 ○無料 ○無料 － ○無料

リカレント授業の受講
※4 ○無料 ○無料 － ○無料

インタラクティブ
マッチング参加※5 ○無料 ○無料 ○無料 －

※1 企業側から提示された課題に対し、履修生･教員･課題提供者による
ワーキンググループが解決法を提案する。ワーキングは土曜日3時間、
計4(課題定義→スタディグループ→成果発表)各ターム毎(春夏秋冬)に行う
必要に応じて機密保持契約を結び、事前調査、事後共同研究を実施する

※2 数理人材育成協会(HRAM)を窓口にしてMMDS開発教材を使用し、
近畿ブロック、中国･四国ブロック大学の教員が企業に授業に赴く

※3 HRAMが主催するデータサイエンススプリングキャンプ、
医療情報公開講座等の1日または2日の座学公開イベント

※4 キャリアアップを目指す社会人のための教育訓練プログラム、
e-Learning受講と、自由参加頂ける月1回のオンラインスクーリング．

（コースにより一部例外あり）がセットになった、全5ヶ月間のコース
※5 博士課程学生をインターンシップに派遣するため、企業の方々に参加頂き、

学生が10分程度のプレゼンテーションを行う．企業の求めるものと学生の
研究がマッチした場合にインターンシップを実施．
学生は2週間(難しい場合は1週間）から３ヵ月かけて提案企業に通い、
与えられた課題に取組む。



4. ご入会方法

リカレント受講コースの申込方法



ご入会方法
HRAM HPの各「入会申込」フォームよりお申込ください。

URL: https://hram.or.jp/
https://hram.or.jp/

自動返信メールに記載の振込先に年会費をお振込下さい。
年会費の入金確認が出来次第、e-Learning受講に必要なID・パスワードを送信致します。

https://hram.or.jp/


ご入会後、リカレントコースご受講には、お申込が必要です（准正会員様を除く）

リカレントコースは、応用・実践コースを除き、
各５ヶ月間のコースで、各コース年間２回ずつ開講しております。
開講前になりましたら、会員様宛にメールで開講案内をお送り致します。
受講を希望されるコースの「申込」ボタンより、お申込下さい。
（准正会員様は、お申込みは不要です）
各コースシラバスなどの詳細は、「詳細：」URLよりご確認下さい。

教務システム「KnowledgeDeliver」より、
ID・PWをご入力してe-Learningコンテンツを
ご受講頂きます。

システムの操作方法案内動画をご覧頂けます。
https://hram.or.jp/guidance/movie/KnowledgeDeliver_howtouse.mp4

※この動画はAIコースを例として案内しています。

https://hram.or.jp/guidance/movie/KnowledgeDeliver_howtouse.mp4


お問い合わせ
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-3
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター内
一般社団法人 数理人材育成協会事務局（豊中支部）

電話：06-6850-8392
メールアドレス：info@hram.or.jp
URL: https://hram.or.jp/

mailto:info@hram.or.jp
https://hram.or.jp/
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