
提供MOOC講座
●大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ） 〈改定版〉
●大学生のためのデータサイエンス（Ⅱ） 機械学習編
●大学生のためのデータサイエンス（Ⅲ） 問題解決編
●統計学Ⅰ
●統計学Ⅱ

この入門講義では、本格的なビッグデータを扱うことはできませんが、高校
生にも身近な題材を用いて社会の課題を考え、データから有用な情報を引
き出す方法について説明します。データ分析の具体的な手法は、主に高等
学校数学Ⅰの「データの分析」で習う手法です。この講義ではその手法を、
どのように実際に役立てるか、ということについても学ぶことができます。

※What’s MOOC？　
MOOCとは、Massive Open Online Courses（大規模公開オンライン講座）の
略称で、gaccoは日本のJMOOC公認、日本最大のMOOCプラットフォーマーです。
gaccoのシステムは米国のOpen edXというオープンソースのMOOCプラット
フォーム（https://open.edx.org/）を採用しています。

インターネット上で、一般向けに無料で提供しているMOOC講座もありま
すが、個人毎の学習進捗状況等を管理・閲覧することはできません。学習の
進度には個人差がありますので、フォローアップをするには、教員が管理す
る仕組みが必要です。本パッケージでは、授業管理、成績管理が行えます。

法人向けMOOC提供価格は、通常、1講座につき1人当たり8,250円（利用
期間3カ月）です。今回のセット価格は、通常1人当たり82,500円（8,250円
×5講座×利用期間2倍）となりますので、98%offと破格でのご提供となっ
ています。

〈本パッケージ作成の背景〉
2019年3月、滋賀大学と株式会社NTTドコモは、未来の日本を支える人材
の育成と地域社会の発展に貢献するため連携協定を締結しました。その取
り組みの一環として、株式会社NTTドコモと関連会社ドコモgaccoの協力
を得て、本パッケージを作成しました。また日本統計学会及び日本計量生物
学会の協力も得ています。

パッケージを構成する5講座は、データサイエンスの必須分野である統計学
と計算機科学の、それぞれ基礎講座と応用講座です。初歩から発展まで効
率よく学べます。

※人数の考え方としましては、同じ大学内で20人の2クラスで利用いただく場合、
49,500円×2クラスのお値段となります。

〔お申し込み先〕

受講生数（クラス単位） 提供価格

～30人まで

31人～1,000人まで

1,001人～

49,500円

@1,650円

別途お見積り

MOOC講座については
ドコモ gaccoのWebサイトをご覧ください。

https://gacco.org/

一般社団法人近江データサイエンスイニシアティブ
〒522-8522　彦根市馬場一丁目１番１号（滋賀大学内）
お申し込み、お問い合わせにつきましては、極力e-mailでお願いします。

e-mail：info@ohmi-dsi.jp    TEL：0749-27-1045 / FAX：0749-27-1132

全国の大学の皆様へ

高校生のための
データサイエンス入門

■パッケージ利用の利点

■その他講座の紹介

授業管理、成績管理が行えます。

■大学向け特別提供価格
５講座セット、
受講者1人当たり　 1,650円（税込）　利用期間6ヵ月

体系的なデータサイエンス教育が行えます。

滋賀大学DS-MOOC講座
パッケージ

データサイエンスを学ぶ大学生向けe-learning教材



滋賀大学データサイエンス学部

教　授 竹村 彰通（学部長）
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滋賀大学経済学部

教　授 岡本 哲弥
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あいおいニッセイ同和損害保険（株） 大沼 顕介
（株）SMBC信託銀行 町田 大樹
コグニロボ（株） 和田 温
積水化学工業（株） 北廣 和雄
（株）帝国データバンク 大里 隆也
（株）デンソー 吉野 睦　
総務省統計局・統計情報システム管理官 槙田 直木
日本アイ・ビー・エム 上條 浩一
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長浜バイオ大学 白井 剛
 　　　 他
※講師の所属及び職名について、各講座収録時のものです。

准教授 梅津 高朗
准教授 川井 明
准教授 田中 琢真
准教授 姫野 哲人
准教授 松井 秀俊

助　教 今井 貴史
助　教 李 鍾賛
助　教 紅林 亘

講師紹介

●日本統計協会Webサイト（https://jstat.stores.jp/）, 
　Amazonにて購入可能です。

ここ数年来、日本におけるデータサイエンス教育の遅れが強く認識されるようになり、滋賀大学

は2017年に日本初のデータサイエンス学部を開設し、この分野の教育コンテンツを全国に向

けて発信しています。2019年には政府の「AI戦略2019」が発表され、すべての大学生に数理・

データサイエンス・AI教育をおこなうことが提唱されています。また、滋賀大学が拠点校の一つ

となっている数理・データサイエンス教育拠点コンソーシアムからは、2020年よりリテラシー

レベル及び応用基礎レベルのモデルカリキュラムが発表されました。このような中で、滋賀大学

は教育コンテンツの追加及び更新を続けており、本パッケージはモデルカリキュラムに対応し

ています。すでに多くの大学等で利用いただいておりますが、今後とも先進的な教育コンテンツ

としてご利用いただければ幸いです。

国内最高水準のデータサイエンス教育研究拠点として、
先進的な教育コンテンツを発信していきます。

データサイエンスの基礎は統計学と計算機科学です。データから価値を生み出すためには、まず

コンピューターを使ってデータの取得・整形などの処理を行い、統計学の手法を用いて分析し

ます。その結果得られた知見を現実の問題解決に役立てることにより価値創造を実現します。

今回、新たに作成した「大学生のためのデータサイエンス（Ⅲ）問題解決編」と、「数理・データ

サイエンス・AIモデルカリキュラム」に対応するため「大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）」

を改訂し、これら2講座を追加しました。

「統計学Ⅰ、Ⅱ」では、統計学の標準的な手法と考え方を、「【改訂版】大学生のためのデータ

サイエンス（Ⅰ）」、「大学生のためのデータサイエンス（Ⅱ）機械学習編」、「大学生のためのデータ

サイエンス（Ⅲ）問題解決編」では、統計パッケージのRや機械学習の機能の豊富なPython、

データ分析手法から実際の問題を解決する手法までを学びます。

5つの講座を学ぶことで、データサイエンスの全貌をつかむことができます。

データサイエンス分野における国内屈指の教育研究拠点である滋賀大学の専任教員に加え、
知見や技術を日々活用されている実務家等の外部講師がビジネスの視点で講義します。

5つの講座を学ぶことで全体像を
つかむことができます。

国立大学法人 滋賀大学 データサイエンス学部長　竹村 彰通

大学生のためのDS（Ⅱ）

機械学習の手法

大学生のためのDS（Ⅲ）

問題解決の手法

大学生のためのDS（Ⅰ）

データ分析の基礎

計算機科学

統計学Ⅱ

推測統計学

統計学Ⅰ

記述統計学

統計学

データサイエンス

■注目のデータサイエンス教育にe-learningを用いる。 ■講座紹介

統計学Ⅱ
オフィシャルスタディノート
A4判188頁　1,000円（税別）
ISBN：978-4-8223-3853-4
編 集：日本統計学会・日本計量生物学会 編
発 行：一般財団法人日本統計協会

統計学Ⅰ
オフィシャルスタディノート
〈改訂第2版〉

A4判206頁　1,000円（税別）
ISBN：978-4-8223-4042-1
編 集：日本統計学会 編
発 行：一般財団法人日本統計協会

大学生のためのデータサイエンス（Ⅲ）
問題解決編
オフィシャルスタディノート
A4判128頁　1,000円（税別）
ISBN：978-4-8223-4103-9
編 集：滋賀大学データサイエンス学部 編
発 行：一般財団法人日本統計協会

大学生のためのデータサイエンス（Ⅱ）
機械学習編
オフィシャルスタディノート
A4判144頁　1,000円（税別）
ISBN：978-4-8223-4053-7
編 集：滋賀大学データサイエンス学部 編
発 行：一般財団法人日本統計協会

大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）
オフィシャルスタディノート
〈改訂版〉

A4判160頁　1,000円（税別）
ISBN：978-4-8223-4009-4
編 集：滋賀大学データサイエンス学部 編
発 行：一般財団法人日本統計協会

オフィシャルスタディノート
各講義の全スライドを網羅し、解説のほか補足やひとくちメモを掲載。
ご利用いただくことで、さらに理解を深めることができます。

大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ） 〈改訂版〉
〔課題内容〕 毎週確認テスト
〔学習期間〕 4週間

各回のテーマ
Week1：現代社会におけるデータサイエンス※
Week2：データ分析の基礎※
Week3：コンピュータを用いたデータ分析
Week4：データサイエンスの応用事例
Week5：プロジェクトを成功させる仕事の進め方

大学生のためのデータサイエンス（Ⅱ） 機械学習編
〔課題内容〕 毎週確認テスト
〔学習期間〕 4週間

各回のテーマ
Week1：機械学習の事例紹介
Week2：機械学習の基礎（1）分類問題
Week3：機械学習の基礎（2）回帰問題・その他
Week4：機械学習の発展

大学生のためのデータサイエンス（Ⅲ） 問題解決編
〔課題内容〕 毎週確認テスト
〔学習期間〕 5週間

各回のテーマ
Week1：PPDACサイクル
Week2：自動車販売データの分析
Week3：地産地消データの分析
Week4：自由記述のアンケート回答の分析
Week5：プロジェクトを成功させる仕事の進め方

統計学Ⅰ　データ分析の基礎

滋賀大学作成

日本統計学会作成

日本統計学会・日本計量生物学会作成

〔課題内容〕 毎週確認テスト（10問程度）、最終週に最終テスト（30問程度）
〔学習期間〕 5週間

各回のテーマ
第1週：統計学への誘い
第2週：統計グラフと質的データの要約
第3週：量的データの要約
第4週：相関と時系列
第5週：公的統計の活用とまとめ

統計学Ⅱ　推測統計の方法
〔課題内容〕 毎週確認テスト（10問程度）、最終週に最終テスト（30問程度）　
〔学習期間〕 5週間

各回のテーマ
第1週：推測統計と確率の考え方
第2週：統計的推定
第3週：統計的検定
第4週：回帰分析
第5週：適合度と分割表の解析

※印のあるタイトルは2021年10月に新規追加・改訂となった講義です。

大 学における体 系 的なデータサイエンス教育推進のために。
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