
① 学校名

② 大学等の設置者 ③ 設置形態

④ 所在地

⑤ 申請するプログラム名称

⑥ プログラムの開設年度 年度 ⑦応用基礎レベルの申請の有無 有

⑧ 教員数 人 人

⑨ プログラムの授業を教えている教員数 人

⑩ 全学部・学科の入学定員 人

⑪ 全学部・学科の学生数（学年別） 総数 人

１年次 人 人

３年次 人 人

５年次 人 人

⑫ プログラムの運営責任者

⑬ プログラムを改善・進化させるための体制（委員会・組織等）

⑭ プログラムの自己点検・評価を行う体制（委員会・組織等）

⑮ 申請する認定プログラム

連絡先

所属部署名 担当者名

E-mail 電話番号mds-center@adm.nagoya-u.ac.jp 052-788-6161

４年次

山元　梨恵子

2,559

教育推進部教育企画課教育改革係

（責任者名） 教授井手 一郎 （役職名）

（責任者名） 井手 一郎

2,280

（役職名）

認定教育プログラム

副総長（教育・留学生担当）

様式１

（常勤）

愛知県名古屋市千種区不老町

1,385

名古屋大学

数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）　申請様式

2,313 （非常勤）

名古屋大学　数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム

国立大学国立大学法人東海国立大学機構

令和2

教授

教養教育院統括部　データ科学科目部会

数理・データ科学教育研究センター　教育専門委員会

６年次 115

14

9,565

２年次

（責任者名） 藤巻　朗 （役職名）

113

2,2582,240

2,107
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①具体的な修了要件 ②教育プログラムの修了要件

単位数 必修 1-1 1-6 単位数 必修 1-1 1-6

2 ○ ○

2 ○ ○ ○

単位数 必修 1-2 1-3 単位数 必修 1-2 1-3

2 ○ ○

2 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

情報リテラシー（文系） 一部開講

情報メディアとコミュニケーション 一部開講

様式２－１

プログラムを構成する授業科目について

学部・学科によって、修了要件は相違する

文学部、教育学部、法学部、経済学部、情報学部（人間・社会情報学科）の学部学生が、「情報リテラシー（文系）」2単位、「情報メディアとコミュ
ニケーション」2単位、「図情報とコンピュータ」2単位の合計6単位を取得すること。

③現在進行中の社会変化（第４次産業革命、Society 5.0、データ駆動型社会等）に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結び
ついている」の内容を含む授業科目

授業科目 開講状況 授業科目 開講状況

情報リテラシー（文系） 一部開講

情報メディアとコミュニケーション 一部開講

④「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得る
もの」の内容を含む授業科目

授業科目 開講状況 授業科目 開講状況

図情報とコンピュータ 全学開講
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単位数 必修 1-4 1-5 単位数 必修 1-4 1-5

2 ○ ○

2 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

単位数 必修 3-1 3-2 単位数 必修 3-1 3-2

2 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

2 ○ ○

単位数 必修 開講状況 2-1 2-2 2-3 単位数 必修 開講状況 2-1 2-2 2-3

2 ○ ○ ○

2 ○ ○

2 ○ ○ ○ ○

情報リテラシー（文系） 一部開講

情報メディアとコミュニケーション 一部開講

⑤「様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域（流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア
等）の知見と組み合わせることで価値を創出するもの」の内容を含む授業科目

授業科目 開講状況 授業科目 開講状況

図情報とコンピュータ 全学開講

情報リテラシー（文系） 一部開講

情報メディアとコミュニケーション 一部開講

⑥「活用に当たっての様々な留意事項（ELSI、個人情報、データ倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上
での留意事項への理解をする」の内容を含む授業科目

授業科目 開講状況 授業科目 開講状況

図情報とコンピュータ 全学開講

情報リテラシー（文系） 一部開講

情報メディアとコミュニケーション 一部開講

⑦「実データ・実課題（学術データ等を含む）を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データ
サイエンス・ＡＩの基本的な活用法に関するもの」の内容を含む授業科目

授業科目 授業科目

図情報とコンピュータ 全学開講
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⑧選択「４．オプション」の内容を含む授業科目

⑨プログラムを構成する授業の内容

授業に含まれている内容・要素

1-1

1-6

1-2

1-3

情報リテラシー（文系） 4‐2アルゴリズム基礎

図情報とコンピュータ 4-1統計および数理基礎

授業科目 選択項目 授業科目 選択項目

図情報とコンピュータ 4‐8データ活用実践（教師あり学習）

図情報とコンピュータ 4‐3データ構造とプログラミング基礎

図情報とコンピュータ 4‐4時系列データ解析

（２）「社会で活用されているデー
タ」や「データの活用領域」は非
常に広範囲であって、日常生活
や社会の課題を解決する有用
なツールになり得るもの

・データ作成（データベース）「情報リテラシー（文系）」（6回目）
・構造化データ、非構造化データ「情報メディアとコミュニケーション」（3回目）
・オープンデータ「情報メディアとコミュニケーション」（5回目）
・非構造化データ（画像/動画）「図情報とコンピュータ」（12～13回目）
・非構造化データ（音声/音楽）「図情報とコンピュータ」（14～15回目）

・データ・AI活用領域の広がり「情報メディアとコミュニケーション」（4回目）
・データ・AI活用領域の広がり「図情報とコンピュータ」（1回目）

講義内容

（１）現在進行中の社会変化（第
４次産業革命、Society 5.0、
データ駆動型社会等）に深く寄
与しているものであり、それが自
らの生活と密接に結びついてい
る

・ビッグデータ、AI、データサイエンス「情報リテラシー（文系）」（1回目）
・データ量の増加、計算機処理性能の向上「情報リテラシー（文系）」（2回目）
・人間の知的活動とAIの関係性（自動翻訳の実際）「情報リテラシー（文系）」(8回目)
・ビッグデータ、IoT、AI「情報メディアとコミュニケーション」（1回目）
・人間の知的活動を起点としたものの見方「情報メディアとコミュニケーション」（2回目）

・自治体等におけるAI 新技術の活用例「情報メディアとコミュニケーション」（5回目）
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1-4

1-5

3-1

3-2

2-1

2-2

（３）様々なデータ利活用の現場
におけるデータ利活用事例が示
され、様々な適用領域（流通、製
造、金融、サービス、インフラ、
公共、ヘルスケア等）の知見と
組み合わせることで価値を創出
するもの

・データ解析：予測 / データ可視化：地図上の可視化 / AIとビッグデータ「情報メディアとコミュニケーション」
（4回目）
・データ解析：予測「図情報とコンピュータ」（4、6～7回目）
・データ解析：グルーピング「図情報とコンピュータ」（5回目）

・データサイエンスのサイクル：課題抽出と定式化「情報リテラシー（文系）」(7回目)
・自治体等におけるデータ・AI利活用事例紹介「情報メディアとコミュニケーション」（5回目）
・金融におけるデータ・AI利活用事例紹介「図情報とコンピュータ」（4回目）
・気象予測におけるデータ・AI利活用事例紹介「図情報とコンピュータ」（5回目）

（４）活用に当たっての様々な留
意事項（ELSI、個人情報、データ
倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、
情報セキュリティや情報漏洩
等、データを守る上での留意事
項への理解をする

・データ倫理：プライバシー保護、著作権 / 情報倫理（松本サリン事件を例に）「情報リテラシー（文系）」（5回
目）
・ELSI(データジャーナリズム、福島原子力事故に関する低線量被曝のフェイクニュースを例に)「情報リテラ
シー（文系）」(10～11回目)
・データバイアス「情報リテラシー（文系）」（13回目）
・メディアの利活用における倫理「情報メディアとコミュニケーション」（4回目）
・データバイアス「図情報とコンピュータ」（3回目）

・情報セキュリティ / コンピュータウィルスの実際 / セキュリティ事故の事例紹介「情報リテラシー（文系）」(4
回目)
・悪意ある情報搾取（CRAAPテスト、取得した情報の信頼性のチェックテスト)「情報リテラシー（文系）」(8回
目)
・メディアの利活用における情報セキュリティ「情報メディアとコミュニケーション」（4回目）

（５）実データ・実課題（学術デー
タ等を含む）を用いた演習など、
社会での実例を題材として、
「データを読む、説明する、扱う」
といった数理・データサイエン
ス・ＡＩの基本的な活用法に関す
るもの

・データのばらつき（分散、標準偏差、偏差値）「情報リテラシー（文系）」(13回目)
・データの分布（平均値、中央値）「情報リテラシー（文系）」(13回目)
・代表値（平均値） / 相関（相関係数）「図情報とコンピュータ」（3回目）
・データのばらつき（分散、標準偏差）「図情報とコンピュータ」（4～5回目）
・データの種類（量的変数、質的変数）「図情報とコンピュータ」（5回目）

・データ表現（折線グラフ、散布図） / データの図表表現（チャート化）「図情報とコンピュータ」（1～3回目）
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2-3

⑩プログラムの学修成果（学生等が身に付けられる能力等）

⑪プログラムの授業内容等を公表しているアドレス

社会の様々な場面で新しい価値を生み出す基盤となるデータ分析能力を身につけるために、その基礎的知識と汎用的な分析技能を獲得する。

https://www.mds.nagoya-u.ac.jp/mda-program/

・データの集計（和、平均）「情報リテラシー（文系）」(13回目)
・データ解析ツール（スプレッドシート）「情報リテラシー（文系）」(12～13回目)
・データの集計 / 表形式のデータ「情報メディアとコミュニケーション」（5回目）
・データ解析ツール（スプレッドシート）「図情報とコンピュータ」（1～3回目）
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①具体的な修了要件 ②教育プログラムの修了要件

単位数 必修 1-1 1-6 単位数 必修 1-1 1-6

2 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

単位数 必修 1-2 1-3 単位数 必修 1-2 1-3

2 ○ ○

2 ○ ○ ○

開講状況開講状況

一部開講

一部開講

授業科目

情報リテラシー（理系）

情報科学入門

④「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得る
もの」の内容を含む授業科目

プログラムを構成する授業科目について

情報学部（自然情報学科、コンピュータ科学科）、理学部、医学部、工学部、農学部の学部学生が、「情報リテラシー（理系）」2単位、「情報科学
入門」2単位の合計4単位を取得すること。

③現在進行中の社会変化（第４次産業革命、Society 5.0、データ駆動型社会等）に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結び
ついている」の内容を含む授業科目

開講状況

一部開講

開講状況

学部・学科によって、修了要件は相違する

様式２－２

授業科目

情報リテラシー（理系）

情報科学入門

授業科目

一部開講

授業科目
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単位数 必修 1-4 1-5 単位数 必修 1-4 1-5

2 ○ ○

2 ○ ○ ○

単位数 必修 3-1 3-2 単位数 必修 3-1 3-2

2 ○ ○

2 ○ ○

単位数 必修 開講状況 2-1 2-2 2-3 単位数 必修 開講状況 2-1 2-2 2-3

2 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○

⑤「様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域（流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア
等）の知見と組み合わせることで価値を創出するもの」の内容を含む授業科目

開講状況

一部開講

⑦「実データ・実課題（学術データ等を含む）を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データ
サイエンス・ＡＩの基本的な活用法に関するもの」の内容を含む授業科目

一部開講

授業科目

情報リテラシー（理系）

情報科学入門

開講状況

一部開講

一部開講

開講状況授業科目

情報リテラシー（理系）

情報科学入門

⑥「活用に当たっての様々な留意事項（ELSI、個人情報、データ倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上
での留意事項への理解をする」の内容を含む授業科目

開講状況

一部開講

一部開講

情報リテラシー（理系）

情報科学入門

授業科目

授業科目

授業科目 授業科目
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⑧選択「４．オプション」の内容を含む授業科目

⑨プログラムを構成する授業の内容

授業に含まれている内容・要素

1-1

1-6

1-2

1-3

情報科学入門 4-1統計および数理基礎

選択項目

情報リテラシー（理系） 4-1統計および数理基礎

情報リテラシー（理系）

4‐3データ構造とプログラミング基礎

4‐4時系列データ解析

（２）「社会で活用されているデー
タ」や「データの活用領域」は非
常に広範囲であって、日常生活
や社会の課題を解決する有用
なツールになり得るもの

（１）現在進行中の社会変化（第
４次産業革命、Society 5.0、
データ駆動型社会等）に深く寄
与しているものであり、それが自
らの生活と密接に結びついてい
る

講義内容

・計算機の処理性能の向上「情報リテラシー（理系）」（2回目）
・人間の知的活動とパターン認識（機械学習）の関係性「情報科学入門」（11回目）

・AI 新技術の活用例（ニューラルネットワーク）「情報リテラシー（理系）」（13回目）
・AI 新技術の活用例（物体検出）「情報リテラシー（理系）」（14回目）
・AI 新技術の活用例（転移学習、GANなど）「情報科学入門」（15回目）

・調査データ「情報リテラシー（理系）」（11回目）
・オープンデータ「情報リテラシー（理系）」（13回目）
・文字・画像・音声のパターンデータ「情報科学入門」（11回目）

・車載カメラからの歩行者認識、魚種の分別、文字認識等の事例「情報科学入門」（11～12回目）

情報リテラシー（理系） 4‐7データハンドリング

情報リテラシー（理系） 4‐8データ活用実践（教師あり学習）

授業科目 選択項目 授業科目

情報リテラシー（理系） 4‐2アルゴリズム基礎 情報科学入門 4‐6画像解析

情報リテラシー（理系） 4‐6画像解析

情報リテラシー（理系）
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1-4

1-5

3-1

3-2

2-1

2-2

・データ表現「情報リテラシー（理系）」（10回目）
・データの図表表現「情報リテラシー（理系）」（10、11、13回目）
・次元の呪い、次元圧縮「情報科学入門」（11回目）
・データの図表表現「情報科学入門」（13回目）

（３）様々なデータ利活用の現場
におけるデータ利活用事例が示
され、様々な適用領域（流通、製
造、金融、サービス、インフラ、
公共、ヘルスケア等）の知見と
組み合わせることで価値を創出
するもの

（５）実データ・実課題（学術デー
タ等を含む）を用いた演習など、
社会での実例を題材として、
「データを読む、説明する、扱う」
といった数理・データサイエン
ス・ＡＩの基本的な活用法に関す
るもの

・データのばらつき（分散、標準偏差、偏差値）「情報科学入門」（2、3回目）
・代表値の性質の違い（実社会では平均値＝ 頻値でないことが多い）／相関と因果（相関係数）「情報科学
入門」（4回目）
・データの分布(ヒストグラム)と代表値（平均値、中央値、 頻値）／母集団と標本抽出（国勢調査、アンケー
ト調査、全数調査、単純無作為抽出）「情報科学入門」（4、11回目）
・観測データに含まれる誤差の扱い／統計情報の正しい理解（誇張表現に惑わされない） 「情報科学入門」
（5回目）
・感度と特異度「情報科学入門」（11回目）

（４）活用に当たっての様々な留
意事項（ELSI、個人情報、データ
倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、
情報セキュリティや情報漏洩
等、データを守る上での留意事
項への理解をする

・データバイアス（PCR検査の性能を例に）「情報科学入門」（11回目）

・情報セキュリティ／暗号化、パスワード、悪意ある情報搾取／情報漏洩等によるセキュリティ事故の事例紹
介「情報リテラシー（理系）」(2回目)

・パターン認識の過程／実社会でパターン認識が用いられている事例「情報科学入門」（11～12回目）

・データ解析：予測、分類「情報リテラシー（理系）」（11、13回目）
・データ可視化：複合グラフ、2軸グラフ、多次元の可視化、関係性の可視化「情報リテラシー（理系）」（10、11
回目）
・非構造化データ処理：画像処理／認識技術「情報リテラシー（理系）」（14、15回目）
・データ解析：パターン分類、動画処理の例示、 近傍法、辞書マッチング、ベイズ法、パーセプトロン、
ニューラルネットワーク／認識技術「情報科学入門」（11～15回目）
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2-3

⑩プログラムの学修成果（学生等が身に付けられる能力等）

⑪プログラムの授業内容等を公表しているアドレス

・データの並び替え「情報リテラシー（理系）」(7回目)
・データのランキング「情報リテラシー（理系）」（9回目）
・表形式のデータ（csv）「情報リテラシー（理系）」（11回目）
・データ処理法の実際（ 近傍法、決定木、ベイズ決定則、パーセプトロンなど）「情報科学入門」（12～15回
目）

社会の様々な場面で新しい価値を生み出す基盤となるデータ分析能力を身につけるために、その基礎的知識と汎用的な分析技能を獲得する。

https://www.mds.nagoya-u.ac.jp/mda-program/
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①プログラム開設年度 年度

②履修者・修了者の実績

履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数

文学部 125 520 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

教育学部 65 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

法学部 150 620 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

経済学部 205 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

情報学部 135 560 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1%

理学部 270 1080 3 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1%

医学部 307 1462 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

工学部 680 2720 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

農学部 170 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

合　計 2107 8762 11 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0.2%

様式３

プログラムの履修者数等の実績について

令和2

学部・学科名称
入学
定員

収容
定員

令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 履修者数
合計 履修率
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式４

① プログラムを改善・進化させるための体制を定める規則名称

② 体制の目的

③ 具体的な構成員

④ 履修者数・履修率の向上に向けた計画

令和３年度実績 0.2% 令和４年度予定 25% 令和５年度予定 50%

令和６年度予定 75% 令和７年度予定 100% 収容定員（名） 8,762

履修率100%を目標とする。目標を実現するために、令和4年度入学者から「データ科学基
礎」を全学必修とする。

教育の質・履修者数を向上させるための体制・計画について

名古屋大学教養教育院規程

教養教育院統括部基盤科学部門にデータ科学科目部会を置く。データ科学科目部会は、
数理・データ科学の素養を広範に学び、数理的思考及び情報処理の基礎力を身につけた
人材を育成することを目的に、データ科学科目の企画・実施・評価・改善を行う。

大学院情報学研究科　教授　井手一郎（主査）
大学院教育発達科学研究科　教授　石井秀宗
大学院情報学研究科　教授　北栄輔
大学院情報学研究科　教授　武田浩一
大学院情報学研究科　准教授　出口大輔
大学院多元数理科学研究科　教授　大平徹
大学院多元数理科学研究科　准教授　中島 誠
宇宙地球環境研究所　教授　三好由純
数理・データ科学教育研究センター　准教授　駒水孝裕
未来社会創造機構　教授　武田一哉

 教養教育院教養教育推進室　特任講師　Nathan Hamlitsch
（令和4年4月1日時点）

具体的な計画
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⑤ 学部・学科に関係なく希望する学生全員が受講可能となるような必要な体制・取組等

⑥ できる限り多くの学生が履修できるような具体的な周知方法・取組

「情報リテラシー（理系）」「情報科学入門」等の科目について、一部オンデマンドでの授業提
供、授業時間外でのオンライン質問対応を行っている。また、授業担当教員に加え、TA
（Teaching Assistant）や、教授法に関するトレーニングを受けたQTA（Qualified Teaching
Assistant）が質問対応を行うことにより、学生に対して、きめ細かな学修サポートを行うこと
が可能となっている。

令和4年度から「データ科学基礎」を全学必修とし、令和4年度に入学した1年生全員を自動
で履修登録するとともに、全学向け教育学習支援システム NUCTの「お知らせ」機能を用い
て受講を促す。また、大学ホームページ、広報誌、イベント等によりプログラム内容の紹介
や学修成果の発信を行うことで、学生へ周知する。
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⑦ できる限り多くの学生が履修・修得できるようなサポート体制

⑧

授業担当教員に加え、複数名のTA・QTAが質問対応を行うことにより、受講者数が増加し
た場合にも、全受講者に対してきめ細かな学修サポートを行うことが可能となっている。ま
た、「データ科学基礎」の講義ビデオを全学向け教育学習支援システム NUCT上で公開し、
東海国立大学機構のすべての学生が閲覧できるようにしている。

授業時間内外で学習指導、質問を受け付ける具体的な仕組み

本教育プログラムの履修を全学向け教育学習支援システム NUCTで管理している。不明点
等を授業時間外にチャット、メール等により質問することができ、質問はセンターの教員また
はTA・QTAを通じて返答する体制を整備している。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様式５

① 自己点検・評価体制における意見等

学内からの視点

学修成果

教養教育院において受講者に対して実施している学修確認調査(授業評価アンケート)の結果を分析することに
よって、学生の理解度を把握することができる。また、学生の所属・学年別での修了状況や、NUCT上で実施し
た課題への回答状況を分析することにより、授業の難易度に問題が無いかを確認している。これらの分析結果
は、数理・データ科学教育研究センター教育専門委員会と共有し、本教育プログラムの評価・改善に活用して
いる。

自己点検・評価について

自己点検・評価の視点 自己点検・評価体制における意見・結果・改善に向けた取組等

プログラムの履修・修得状
況

教養教育院統括部に設置された部会において、プログラムの履修・修得状況の分析を実施している。全学向
け教育学習支援システム NUCTの活用により、受講者ごとの課題への回答状況を把握している。全学教育科
目として従来から開講している「情報リテラシー（文系）」等の情報科学に関する科目に加え、令和4年度から
「特別講義（データ科学基礎）」を全学必修の科目として開講する。

学生アンケート等を通じた
学生の内容の理解度

授業評価アンケートを通じて、学生の理解度を把握している。授業内容を理解できたかを問う設問において、
93.4%の受講生が「あてはまる」または「ややあてはまる」と回答したことから、授業の難易度は適切であると考
えられる。また、令和4年度から当プログラムを構成する科目となる「データ科学基礎」についても令和3年度の
アンケート結果の分析を行い、100%の受講生が「あてはまる」または「ややあてはまる」と回答したことから、新
カリキュラムにおいても学生が内容を十分に理解できていることを確認した。
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学外からの視点

学生アンケート等を通じた
後輩等他の学生への推奨
度

授業評価アンケートを通じて、学生の知的関心の高まりや達成感が得られたかを確認している。令和4年度か
ら全学必修化を予定し、全学部1年生が受講対象となるため、後輩への推奨度は明示的には調査していない
が、上述の授業評価アンケートの設問や自由記述式のコメントから、後輩等にも受講を推奨できると評価して
いる受講者が多いと考えられる。

全学的な履修者数、履修
率向上に向けた計画の達
成・進捗状況

令和4年度から「データ科学基礎」を全学必修とすることが決定しており、履修者数、履修率の向上に向けて取
り組んでいる。
また、教養教育院統括部に設置された部会において授業方法や教材の見直しを行うことで、教育の質の確保
を図り、学生の修了率を向上させる。

教育プログラム修了者の
進路、活躍状況、企業等
の評価

各学部において、卒業時に就職先の調査を行っている。本プログラム開始は令和2年度であり、卒業生が社会
に出るのは令和4年度以降となる見込みだが、今後全学的な卒後調査の実施が予定されており、可能な範囲
で活躍状況等の調査を実施する予定である。
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②自己点検・評価体制における意見等を公表しているアドレス

内容・水準を維持・向上しつ
つ、より「分かりやすい」授業
とすること

教養教育院統括部に設置された部会において、学生の修了状況や、課題の解答状況、授業評価アンケートの
結果の分析を行い、「分かりやすさ」の観点から教材や授業実施方法の改善策を検討している。また、定期的
に授業担当教員へのFDを行うことにより、授業の水準の維持・向上を図っている。

https://www.mds.nagoya-u.ac.jp/mda-program/

産業界からの視点を含め
た教育プログラム内容・手
法等への意見

令和3年度に、監査法人トーマツに委託し、東海地域の企業7社（支社を含む）に対して大学の数理・データサイ
エンス・AI教育への期待、協業の希望等についてヒアリングを実施した。得られた意見は、今後の地域連携体
制の構築や、カリキュラム・教材の改善の参考とする。

数理・データサイエンス・ＡＩを
「学ぶ楽しさ」「学ぶことの意
義」を理解させること

各講義において情報科学の社会とのつながりについて 新の事例に基づいて紹介し、学生の動機づけを図っ
ている。令和4年度から全学必修となる「データ科学基礎」では、第1週の「データサイエンスの役割」に関する
パートを令和3年度開講時の約3倍に拡張し、深層学習等の手法の仕組みやその活用例の紹介を充実させる
ことで、データサイエンスを学ぶことの楽しさや意義を学生がより理解できるようにする。
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20
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�������� ��������� ��������� �� !"#$� �� %�&'()* +,-./0�1!"2�� %�&3)* 456789:;�<=9:;>?@�ABC)DE#F�&'()* GH��I�J�DE#F�&3)* KLMN4OP�K>=Q8R:�J�STU ��VWX�VW��Y Z�[\'�]�^_`a b�&'()* (_`� cdef��"�gahijklmndopqahijr�sbdtubk�vdwxyz{|r}~���kd�a���g�a���klmn!�yz��� b��z��_`a b�&3)* 458;Q:Q�9�>9�7;5�=�:�Q98�:�9Q��=9��9�:�QR=��Q�;:�8=;:��95�>�>�@�:�>���8��:;Q9>���7�:�56:�>�=��9�:��=:���5���>98;>��Q?=:�?:Q�=��>�=�9:;�=Q?=7�=�>;@��?567;:�:�Q=�:��>Q�=5��9�>9�7;5659:Q�>��8��:;Q9>��=���5��9�:=;�;:�>9=5�Q�=7Q�95�59�:;��=:��Q�5��Q98�@��_`a�� ��&'()* (_`� �cd��a_`�����z����� ¡B��� �¢£¤¡Ba¥¦r�§d+,¨©dª«¬�d+,�vd®̄ �.�0°�d+,±²k³mn����ź µ¶·¸y¹º��r»¼r½¾n¼¿yz�oÀnd����� ¶�� �¢£¤¡Bk³mne������ÁÂÃurÄÅÀdÆ·|¶ÇÈÉÊrËklÌz���kdÍ� ��k��yz��/Î��aÏÐb�ÑÒÓr¼¿yz��_`a�� ��&3)* Ô�=Q�?58;Q:�7;5�=�:Q�Q98�:�9Q�95��:>;��9�:��8��>6:�9>�Q�5��?56789:;�>���P�9:;�:9���=?��>;:��:?:QQ>;@��5;�9>R=���59�:;�?�>QQ:Q��>��>?�8=;:�9�:�R�5��:��:��:?:QQ>;@��5;�=��5;6>9=5��;:9;=:�>����5?86:�9�7;:7>;>9=5���=��5;6>9=5��>�>�@Q=Q��7;:Q:�9>9=5��9�;58���7;>?9=?:Q�Ô�:���9�:@�>?�8=;:�9�=�R=���>Õ=�=9@�>���>��>@�95��=���Q5�89=5�Q�9�>9�>;:�;:�8=;:���5;�Q:��ÖQ98�@�8Q=���?56789:;�>���P�9:;�:9��×�Q5��9�:@>?�8=;:�7;5�;>66=���QR=��Q�;:�>9:��95��>9>�Q?=:�?:��_`aØÙ¶Ú� ÛÜrÝÞkßàz�WáâãklmncÏäWá�kåæyzç�è�é-ê�.�0°�ç�è�ëìí�Ód®î�¤a«ºÉçïè������ aðñ�òóôç�è��� �¢£¤aðñ�òóôç�è�õö÷ø�ùa¬úÉ1OÔû<2çüè�Í� Úý�þÓ�-��ç�è����¼aÏÐç�è���/Î��aÏÐ1�@9�5�2�	
�����yz� 	
��c��m������aÉÊ�¥� ���§®î�¤a�Gk�z����®î�¤a�G���dG�������Àdu��������ü��Û�ru��yz��#�« #�«c�ÅÀ�m�d äa_`�Wá!"r#$yz��%·« &'d_`�k(y���)�
* ��k+¾n_`�(y��,-./ %01��PK�2Ñ3��r4pz�5¼��º�ma�,-yz����

6789:;

25



�������� 	
����������������������� !" ##�$%�&�'(�$)*��%+,-�./0123�4�56
789��:;�	<=
7>?@A�B����1C�/0DEFGH�1IJ�KH�LM123��NOPQR1STUV�W/0XYZ[� &\\-]̂__)̀̀���+���]+(�$)*��%+��+,-_abac�̀������-����(\�\�)(_�

26
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文学部／
人文学研究科

教育学部／
教育発達科学研究科

法学部／
法学研究科

経済学部／
経済学研究科

情報学部／
情報学研究科

理学部／
理学研究科

医学部医学科／
医学系研究科

医学部保健学科／
医学系研究科

工学部／
工学研究科

農学部／
生命農学研究科

国際開発研究科 多元数理科学研究
科

環境学研究科 創薬科学研究科

系 社会・人文系 社会・人文系 社会・人文系 社会・人文系
システム系 理工系

生命系 生命系
理工系

生命系 社会・人文系 理工系
理工系 理工系

社会・人文系 生命系 生命系 社会・人文系 生命系

大学院
レベル

課題解決力

言語統計処理a
言語統計処理b
言語処理プログラミング
演習a
言語処理プログラミング
演習b
第二言語処理論特論
（2020年度より「英語習
得論研究」）
英語教材開発演習
英語教育工学特論
英語教育実践演習

計量心理学研究Ⅰ・Ⅱ
教育社会学研究Ⅰ・Ⅱ
教育方法学研究Ⅱ

現代⾏政学研究ⅡA・ⅡB エコノメトリクスⅠ・Ⅱ
上級計量経済Ⅰ・Ⅱ
上級所得理論II
監査
経営分析特論
Economic Policy (G30)

■複雑系科学専攻
創発コンピューティング
特論1
複雑系プログラミング特
論1・2
感覚情報処理特論
流体移動現象特論
流体情報学特論
可視化情報特論1

■情報システム学専攻
大規模計算特論A・B
情報システム開発実践特
論1

■知能システム学専攻
データアナリティクス1・
2
音声⾏動情報処理1・2
自然言語処理1
人工知能システム1・2
知的インタフェース2
知能ロボティクス2
知能システムB2

銀河進化学講究1～4
宇宙線観測学特論
地球大気計測論
地球惑星大気科学講究1・
2

開講準備中 社会健康情報学特論
社会健康情報学実習
生命情報学特論
生命情報学実習
先端社会健康情報学特講
先端社会健康情報学特講
演習
先端生命情報学特講
先端生命情報学特講演習
基礎医学物理学実習
保健医療データ活用法入
門
保健医療データ活用法特
講
基礎医科学実習

■共通
安全性・信頼性工学

■応用物理学専攻
大規模並列数値計算特論

■物質科学専攻
大規模並列数値計算特論
物質科学特別講義D

■材料デザイン工学専攻
統合型材料デザイン

■物質プロセス工学専攻
先端プロセス情報工学

■電気工学専攻
熱・統計力学
電磁理論
データ解析処理論
信号処理・波形伝送論
エネルギー環境工学特論

■電子工学専攻
熱・統計力学
電磁理論
データ解析処理論
信号処理・波形伝送論

■情報・通信工学専攻
熱・統計力学
電磁理論
データ解析処理論
信号処理・波形伝送論
画像信号処理特論
知的情報システム特論
無線通信システムセミ
ナー2A-2E

生物情報学特論
データサイエンス1～5

統計学とデータサイエン
ス入門 (Introduction to 
Statistics and Data 
Science)
応用計量経済学 (Applied 
Econometrics)
地域開発 (Regional 
Development)

数理解析・計算機数学概
論II～IV
応用数理特別講義II
応用数理II
統計・情報数理特別講義
Ⅰ

■都市環境学専攻
環境解析特論
環境社会システム工学
交通システム分析
社会システム分析実習
環境社会システム工学実
習

■社会環境学専攻
交通システム分析
環境統計学
空間計量経済学
計量環境分析セミナーＡ
～D
地理調査法セミナー
社会調査セミナー1・2・
4
計量環境分析セミナー
Ｅ・F
社会調査セミナー5・６

開講準備中

学部専門
レベル

データ活用力

社会学講義Ⅰa 心理・教育のデータ解析
心理・教育の統計学
心理⾏動科学実験演習2
（心理学研究法）
心理計量学講義I・II
心理計量学演習Ⅰ・Ⅱ
計量心理学I
学校教育情報演習Ⅰ
教育方法学講義II
教育方法学演習II

法情報学II・III
特殊講義（デジタル世界
の近代⽇本の政治と法）
計量政治学

統計解析
計量経済Ⅰ
計量経済Ⅱ
経営情報
監査特論
経営分析特論

■共通
情報セキュリティとリテ
ラシー2
インフォマティックス１
～4
プログラミング1・2
アルゴリズム1・2
データマイニング入門
シミュレーション・サイ
エンス1

■自然情報学科
物質情報学9
計算情報学3・5・7・8
複雑システム系演習4

■人間・社会情報学科
社会心理学演習
認知科学演習
心理・認知科学実験1・2
心理・認知科学データ解
析
心理・認知科学基礎演習
1・2
心理・認知科学演習1～4

■コンピュータ科学科
オブジェクト指向言語及
び演習
数値解析及び演習
非手続型言語及び演習
信号処理
人工知能基礎1・2
自然言語処理1・2
生体情報処理

■数理学科
確率・統計基礎
計算数学基礎
数理解析・計算機数学I～
IV
応用数理特別講義II
応用数理II

■物理学科
物理実験学
生物物理学II

■地球惑星科学科
数値解析法および演習
地球生物学実験

■化学科
計算化学概論
計算化学

開講準備中 データサイエンス基礎
統計的学習
ヘルスインフォマティク
ス演習I
ヘルスインフォマティク
ス演習II
医用機器工学II
医療統計学
公衆衛生学実習

■共通
データ統計解析B

■化学生命工学科
数学2及び演習
生物情報工学

■物理工学科
計算機プログラミング
計算物理学および演習
電子計測工学
物理工学特別講義1a

■マテリアル工学科
応用データサイエンス

■電気電子情報工学科
Computer Software 1・2
（G30）
確率論・数値解析及び演
習
センシングシステム工学
アルゴリズムとデータ構
造

■機械・航空宇宙工学科
計算機ソフトウェア第1・
第2
Computer Software 1・2
（G30）
数学1及び演習
数学2及び演習
数値解析法
機械・航空宇宙工学実験
第1・第2
有限要素法

■エネルギー理工学科
プログラミング法及び数
値計算演習A・B
データ統計解析A

■環境土木・建築学科
確率と統計
情報処理序説
土木の統計学
数値解析学
橋梁設計演習

■生物環境科学科/資源生
物科学科
情報リテラシー入門
生物情報処理演習
生物環境計測学
生物環境科学実験実習
生物材料プロセス工学

■応用生命科学科
情報リテラシー入門
生物情報処理演習
応用生命化学科実験実習

教養教育
レベル

数理思考・
情報処理基礎

全学教育科目

データ科学基礎 情報リテラシー（文系）※ 情報科学入門※

データ科学基礎演習A 情報リテラシー（理系）※ 図情報とコンピュータ※
データ科学基礎演習B 情報メディアとコミュニケーション※

※2022年度入学者以降開講されない科目

名古屋大学の数理・データ科学科目

数理・データ科学教育研究センター 先進データ科学履修プログラム

数理科学基礎
基本データツール
実世界データ処理学
機械学習
データツール
パターン認識
ドメイン数理知識
プロジェクトマネジメント基礎
実世界データ演習

■機械システム工学専攻
数理計画法特論
数値解析特論
計算機援用工学特論
（G30）

■マイクロ・ナノ機械理
工学専攻
コンピュータビジョンと
機械学習特論

■土木工学専攻
流れ・地形解析学演習
数値解析特論
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○名古屋大学教養教育院規程

(平成16年4月1日規程第158号)
改正 平成16年4月26日規程第260号 平成18年2月27日通則第6号

平成31年4月26日規程第6号 令和2年4月1日名大規程第7号

令和4年2月1日名大規程第50号

(設置)

第1条　名古屋大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院における教養教育及

び基礎教育(以下「全学教育」という。)の実施について統括するとともに，全学

教育の内部質保証を担保する組織として，名古屋大学教養教育院(以下「教養教

育院」という。)を置く。

(目的)

第2条　教養教育院は，全学教育の企画・立案，実施及びこれに関する部局間の調

整並びに全学教育に関する評価・改善を行うことにより，全学教育の内部質保証

と充実を図ることを目的とする。

(責務)

第3条　前条の目的を達成するため，本学のすべての教員は，全学教育の実施に関

し等しく責任を負うとともに，各部局は，教養教育院の事業に協力し，全学教育

の専門領域に係る実施上の責任を負うものとする。

(組織及び教員)

第4条　教養教育院に，次に掲げる組織を置く。

一　統括部

二　教養教育推進室

2　統括部及び教養教育推進室に，専任の教員及び兼任の教員を置く。

(教養教育院長)

第5条　教養教育院に，教養教育院長を置き，総長が指名する副総長又は本学の専

任教授をもって充てる。

2　教養教育院長の任期は，2年とし，再任を妨げない。ただし，任期の途中で教養

教育院長の交替があった場合，後任の教養教育院長の任期は，前任者の残任期間

とする。

3　教養教育院長は，教養教育院の業務を掌理する。

(副院長)

第5条の2　教養教育院に，教養教育院副院長(以下「副院長」という。)を置く。

2　副院長は，教養教育院長が指名する本学の専任教授をもって充てる。

3　副院長は，教養教育院長の命を受けて，教養教育院長の職務を補佐する。

4　副院長の任期は，教養教育院長が別に定める。

(統括部)

第6条　統括部は，全学教育の充実及びこれに必要な部局間協力を推進するための

中枢機能を有する組織として，全学教育の企画・立案，実施，支援及びこれに関

する内部質保証を担保する。

2　統括部の運営に関し必要な事項は，別に定める。

(統括会議)

第7条　教養教育院に，統括部の運営に関する事項を審議するため，教養教育院統

括会議（以下「統括会議」という。）を置く。

2　統括会議の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。

(部門，小部会等)

第8条　統括部に，次の表に掲げる部会及び小部会を置く。

部会 小部会 30
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超域教養科目部会

物理学科目部会

化学科目部会

生物学科目部会

地球科学科目部会

数理科学科目部会

人文・社会系基礎科目部会

英語科目部会 英語小部会

アカデミック・イングリッシュ小部
会

初修外国語科目部会 ドイツ語小部会

フランス語小部会

ロシア語小部会

中国語小部会

スペイン語小部会

朝鮮・韓国語小部会

日本語科目部会

健康・スポーツ科学科目部会

データ科学科目部会

国際プログラム科目部会

大学院共通科目部会

2　前項の部会に主査を，小部会に主任を置く。

3　主査及び主任は，統括会議の議を経て，教養教育院長が指名する。

4　部会及び小部会は，統括会議の議を経て，教養教育院長が委嘱する委員によっ

て組織する。

5　主査は部会の業務を，主任は小部会の業務をそれぞれ掌理する。

6　部会及び小部会に，各所掌に関する事項を審議するため，部会会議及び小部会

会議を置くことができる。

7　前項の会議は，部会会議は主査，小部会会議は主任が，必要に応じて会議を招

集し，それぞれの議長となる。

8　統括部に，全学教育の円滑な実施を図るため，専門委員会を置くことができ

る。

(教養教育推進室)

第9条　教養教育推進室は，本学における教養教育の充実及び強化を図ることを目

的とし，社会変化に対応し得る高度で知的な能力及び素養のある人材を育成する

国際的な通用性を備えた質の高い教育を行うとともに，全学教育における内部質

保証を担保する。

2　教養教育推進室に関し必要な事項は，別に定める。

(技術職員)

第10条　教養教育院に，全学教育における実験・実習等の技術支援を行うため，技

術職員を置く。

(事務職員)

第11条　教養教育院に，全学教育及び教養教育院の事務を行うため，事務職員を置

く。

(雑則)
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第12条　この規程の施行に関し必要な事項は，名古屋大学教育分科会の議を経て，

総長が定める。

附　則

この規程は，平成16年4月1日から施行する。

附　則(平成16年4月26日規程第260号)

この規程は，平成16年4月26日から施行する。

附　則(平成18年2月27日通則第6号)

この規程は，平成18年4月1日から施行する。

附　則(平成31年4月26日規程第6号)

この規程は，平成31年4月26日から施行し，平成31年4月1日から適用する。

附　則(令和2年4月1日名大規程第7号)

この規程は，令和2年4月1日から施行する。

附　則(令和4年2月1日名大規程第50号)

1　この規程は，令和4年4月1日から施行する。

2　名古屋大学教養教育院統括部部門及び部会細則（平成28年度細則）は，廃止す

る。
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名古屋大学数理・データ科学教育研究センター教育専門委員会内規 

（設置） 

第 1条 名古屋大学数理・データ科学教育研究センター（以下「センター」という。）に，名古屋大学数理

・データ科学教育研究センター運営委員会規程（令和元年度規程第 52 号）第 8 条の規定に基づき，名古

屋大学数理・データ科学教育研究センター教育専門委員会（以下「教育専門委員会」という。）を置く。

（審議事項） 

第 2条 教育専門委員会は，次に掲げる事項について審議する。 

一 名古屋大学及び東海地域を中心とした諸機関における数理・データ科学教育の現状把握に関する事項 

二 育成する人材像（人材及び能力）に関する事項 

三 教養教育レベル，専門教育レベル及び大学院レベルにおけるカリキュラムモデルの作成（必要な科目）

に関する事項 

四 数理・データ科学教育に関し，教育専門委員会が必要と認めた事項 

（組織） 

第 3条 教育専門委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

一 数理・データ科学教育研究センター運営委員会委員 

二 名古屋大学に所属する教員のうち，委員長が必要と認めた者 

三 教育推進部に所属する職員のうち，委員長が必要と認めた者 

四 その他委員長が必要と認めた者 

（任期） 

第 4条 前条第 2号から第 4号までの委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 

2 前項の委員に欠員を生じたときは，その都度補充することができる。この場合における委員の任期は，前

任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第 5条 教育専門委員会に委員長を置き，委員長はセンター運営委員会委員長が指名する。 

2 委員長は，教育専門委員会を招集し，その議長となる。ただし，委員長に事故がある場合は，あらかじめ

委員長が指名した委員が議長となる。 

（定足数） 

第 6条 教育専門委員会は，委員の過半数の出席により成立し，議事は，出席者の過半数によって決する。 

（意見の聴取） 

第 7条 教育専門委員会が必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

 （グループ） 

第 8条 教育専門委員会に部局の枠を超えて専門分野ごとに組織したグループを置く。 

（雑則） 

第 9条 この内規に定めるもののほか，教育専門委員会に関し必要な事項は，教育専門委員会の議を経て，

委員長が定める。 

  附 則 

1 この内規は，令和 2年 6月 1日から施行する。 

2 この内規の施行の際最初の任命に係る委員の任期は，第 4条第 1項本文の規定にかかわらず，令和 3年 3

月 31日までとする。 
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全学教育科目

2021年度名古屋大学数理・データサイエンス・AI

教育プログラム

プログラムを構成する科目：

・情報科学入門 ・図情報とコンピュータ

・情報リテラシー（文系） ・情報リテラシー（理系）

・情報メディアとコミュニケーション

※学部により修了要件は相違する

名古屋大学 取組概要

2022年度から構成科目を変更予定

新科目「データ科学基礎」

社会の様々な場面で新しい価値を生み出す基盤となるデータ分析能力を身につけるために，
その基礎的知識と汎用的な分析技能を獲得する。

目的

教養教育院統括部
データ科学科目部会

全学教育科目のうちデータ科学科目の
企画・実施・評価・改善を行う

構成：センター，教養教育院，各研究科等の教員
（授業担当教員を含む） 10名

数理・データ科学教育研究センター

教育コンテンツを開発・提供し，多様なレベルの人材育成を行う

構成：センター長，専任教員2名，兼務教員4名，スタッフ3名他

教育専門委員会

研究科を横断したシームレスな数理・データ科学
教育の企画・評価

構成：センター，教養教育院，各研究科等の教職員 23名
（関連組織：教育推進部 教育企画課教育改革係）

• 春学期， 1単位

• 2022年度から全学必修化

• 文理共通

• 必要に応じて高校レベルの数
学（高校2年次までの内容）
を用いた解説を行うことがあ
るが，学生が概要を直感的に
理解することを優先

教材・FD 履修/修了状況・
学生アンケート

実施結果
報告

実施方針・
改善提案

34



名古屋大学 取組の特徴

特徴１ 教育ポリシー/スキルに基づくシームレスな
数理・データ科学教育

• 全学的な議論
を経た上で，
学部・研究科
を横断した基
本ポリシー及
びスキルレベ
ルを策定

特徴２ 「データ科学基礎」e-learning教材の開発

• 「データ科学基礎」と
して，モデルカリキュ
ラム（リテラシーレベ
ル）を網羅する文理共
通のe-learning教材を
開発中

• 問題プールからランダ
ムに小テストを出題し，
理解度を確認

特徴３ 東海地域の国公私立大学・企業等との連携

• 近隣12大学のデータ科学教育担当教員にヒアリングを実施
→ 得られたコメントをシラバス・e-learning教材に反映

• 本学で開発した教材を岐阜大学に提供し，講義を開講予定

• 東海地域の企業7社へDX人材の育成状況・ニーズに関する
ヒアリングを実施

• 令和3年度までに「東海デジタル人材フォーラム」を全3回
開催し，大学・企業関係者へ本学の取組成果を広報

特徴４ 数理・データ科学教育研究センターを
中心とした実施体制

• 令和元年度に数理・データ科学教育研究センターを設置

• 教養教育・学部専門・大学院の各レベルを一貫した数理・
データ科学教育の構築，実施，提供，普及を目指す

• 当センターの教育専門委員会においてリテラシーレベルの
教育プログラムの自己点検・評価を行い，結果をウェブ
ページ上に公開
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名古屋大学 数理・データ科学教育の実施体制

９
学
部
・

13
研
究
科

教養教育院
部会で実装方法等の検討

博士課程教育推進機構
大学院教育プログラムの充実

QTA・GSIﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
QTAの養成

（Qualified Teaching Assistant）

情報基盤センター
基盤整備，授業科目提供

基幹教育部門

企業・地方公共団体のデータに基づく課題解決策の提案，新たな産
学官連携・産業共創教育スキームの企画立案，社会人向けリカレン
ト教育の企画立案・運営等を担う。

教養教育･学部専門･大学院を一貫した
新たな教育体系の構築，実施・実施支
援，普及，改善等を担う。

運営委員会
センターの運営に関し必要な事項を審議

国内大学
(岐阜大学等)

海外大学
（ノースカロライナ
州立大学等）

※学内共同教育研究施設として設置（2019年12月）

システム系

理 工 系

生 命 系

社会・人文系

参画産学連携教育部門

数理領域

データ科学領域

部局横断のカリキュラム
モデルの構築・見直し

策定した教養教育レベルの科目を
コモンベーシックス科目として展開

先進事例の参照

センター長

教育専門委員会 数理・データ科学教育に関し
必要な事項を審議

数理・データ科学教育研究センター

シームレス数理・
データ科学教育
共創部門

東海国立大学機構
教育基盤統括本部
（アカデミック・
セントラル）

教育担当副総長

東海国立大学機構
デジタルユニバーシティ室

大学DXの企画・推進

企業・地方公共団体のデータに基づく課題解決策の提案，新たな産
学官連携・産業共創教育スキームの企画立案，社会人向けリカレン
ト教育の企画立案・運営等を担う。
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