
① 学校名

② 学部、学科等名

③ 申請単位

④ 大学等の設置者 ⑤ 設置形態

⑥ 所在地

⑦ 申請するプログラム名称

⑧ プログラムの開設年度 年度 ⑨リテラシーレベルの認定の有無 申請中

⑩ 教員数 人 人

⑪ プログラムの授業を教えている教員数 人

⑫ 全学部・学科の入学定員 人

⑬ 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

⑭ プログラムの運営責任者

⑮ プログラムを改善・進化させるための体制（委員会・組織等）

⑯ プログラムの自己点検・評価を行う体制（委員会・組織等）

⑰ 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

2,258

様式１

（常勤）

愛知県名古屋市千種区不老町

1

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（応用基礎レベル）　申請様式

（非常勤）

令和2

国立大学法人東海国立大学機構 国立大学

学部・学科単位のプログラム

95

2,107

kondou.kunihiro@adm.nagoya-u.ac.jp 052-789-4823

４年次

近藤　邦弘

2,559

教学事務部門情報学部・情報学研究科事務部　教務学生係

（責任者名） 委員長北　栄輔 （役職名）

（責任者名） 北　栄輔

情報学部　学部長

委員長

情報学研究科教育委員会

情報学研究科教育委員会

2,280

（役職名）

認定教育プログラム

2,240

情報学部

名古屋大学情報学部数理・データサイエンス・AI教育プログラム

６年次 115

9,565

２年次

（責任者名） 枝廣　正人 （役職名）

113

28

1



様式２

①具体的な修了要件 ②申請単位

③応用基礎コア「Ⅰ．データ表現とアルゴリズム」の内容を含む授業科目
単位数 必修 1-6 1-7 2-2 2-7 単位数 必修 1-6 1-7 2-2 2-7

1 ○ ○ ○ ○
1 ○ ○ ○
1 ○ ○ ○ ○
1 ○ ○ ○

④応用基礎コア「Ⅱ．ＡＩ・データサイエンス基礎」の内容を含む授業科目
授業科目 単位数 必修 1-1 1-2 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-9 単位数 必修 1-1 1-2 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-9

インフォマティックス1 1 ○ ○ ○ ○ ○
インフォマティックス2 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
インフォマティックス3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
データマイニング入門 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤応用基礎コア「Ⅲ．ＡＩ・データサイエンス実践」の内容を含む授業科目
単位数 必修 単位数 必修

1 ○
1 ○

⑥選択項目・その他の内容を含む授業科目

AI応用基礎
選択項目

データサイエンス応用基礎

選択項目授業科目

インフォマティックス2
インフォマティックス3
データマイニング入門

授業科目

開講状況

開講状況

データマイニング入門

開講状況

一部開講
一部開講

授業科目

開講状況

一部開講
一部開講
一部開講
一部開講

授業科目
インフォマティックス3

プログラムを構成する授業科目について

一部開講

プログラムを構成する4科目（インフォマティックス1、インフォマティックス2、インフォマティックス3、データマイニング入門）すべて、合計4単位を取得すること。

開講状況

一部開講

一部開講

学部・学科単位のプログラム

授業科目
インフォマティックス1

開講状況

一部開講

授業科目

授業科目
インフォマティックス3
データマイニング入門
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⑦プログラムを構成する授業の内容

1-6

1-7

2-2

2-7

1-1

1-2

2-1

授業に含まれている内容・要素 講義内容

（１）データサイエンスと
して、統計学を始め様々
なデータ処理に関する
知識である「数学基礎
（統計数理、線形代数、
微分積分）」に加え、ＡＩ
を実現するための手段
として「アルゴリズム」、
「データ表現」、「プログ
ラミング基礎」の概念や
知識の習得を目指す。

・ベクトルの演算「インフォマティックス3」（2回目）
・行列の演算「インフォマティックス3」（3回目）
・確率分布、正規分布「インフォマティックス3」（8回目）
・ベクトルと行列「データマイニング入門」（2回目）
・分散、標準偏差 / 相関係数 / 固有値と固有ベクトル「データマイニング入門」（3回目）

・ソートアルゴリズム、バブルソート、クイックソート / 計算量「インフォマティックス1」(4回目)

・情報量の単位（バイト）、二進数、文字コード「インフォマティックス1」（2回目）
・構造化データ、非構造化データ「インフォマティックス1」（6回目）
・コンピュータで扱うデータ「インフォマティックス2」（4～5回目）
・コンピュータで扱うデータ（数値、文章、画像） / 配列「インフォマティックス3」（8回目）

・変数、代入、四則演算、論理演算 / 関数 / 順次、分岐、反復の構造を持つプログラムの作成「インフォマティックス1」（4回目）
・文字型、数値型 / 変数、代入 / 関数、引数、戻り値 / 反復の構造を持つプログラムの作成「インフォマティックス3」（8回目）
・文字型、整数型 / 変数、代入、四則演算「データマイニング入門」（1回目）

・データサイエンス活用事例 （気象予測、創薬分野でのシミュレーション）「インフォマティックス1」（1回目）
・データ駆動型社会 / データを活用した新しいビジネスモデル「インフォマティックス1」（6回目）
・データ駆動型社会、Society 5.0「インフォマティックス2」（4～5回目）
・データサイエンス活用事例 （判断支援）「インフォマティックス3」（6回目）
・データ駆動型社会、Society5.0「データマイニング入門」（1回目）

・データ分析の進め方 / データの収集、加工、分割/統合「インフォマティックス1」（6回目）
・データ分析の進め方（画像処理）「インフォマティックス3」（6回目）
・データの加工、分割（自然言語処理）「インフォマティックス3」（7回目）
・様々なデータ分析手法 （回帰、分類、クラスタリング） / データ可視化手法（分布）「インフォマティックス3」（8回目）
・様々なデータ分析手法 （回帰、分類、クラスタリングなど）「データマイニング入門」(2～7回目)

・ICT（情報通信技術）の進展 / クラウドサービス「インフォマティックス1」（1回目）
・ビッグデータ / ビッグデータの収集と蓄積 / オンライン取引データ、交通データ「インフォマティックス1」（6回目）
・ソーシャルメディアデータ「インフォマティックス2」（4～5回目）
・ビッグデータ活用事例（自動運転） / 環境データ、行動データ「インフォマティックス3」（4回目）
・ICT（特にヒューマンインタフェース）の進展「インフォマティックス3」（5回目）
・クラウドサービス「インフォマティックス3」（6回目）
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3-1

3-2

3-3

3-4

3-9

（２）ＡＩの歴史から多岐
に渡る技術種類や応用
分野、更には研究やビ
ジネスの現場において
実際にＡＩを活用する際
の構築から運用までの
一連の流れを知識とし
て習得するＡＩ基礎的な
ものに加え、「データサ
イエンス基礎」、「機械学
習の基礎と展望」、及び
「深層学習の基礎と展
望」から構成される。

・実世界で進む機械学習の応用と発展「インフォマティックス2」（商品推薦）(6～7回目)
・実世界で進む機械学習の応用と発展（異常検知）「インフォマティックス3」（6回目）
・機械学習、教師あり学習、教師なし学習、強化学習 / 学習データと検証データ / 混同行列「インフォマティックス3」（8回目）
・機械学習、教師あり学習、教師なし学習「データマイニング入門」（4～6回目）

・実世界で進む深層学習の応用と革新「インフォマティックス2」(6～7回目)
・実世界で進む深層学習の応用と革新（自然言語処理）「インフォマティックス3」（1回目）
・ニューラルネットワークの原理「インフォマティックス3」（2回目）
・実世界で進む深層学習の応用と革新（画像認識）「インフォマティックス3」（3、5、6、8回目）
・学習用データと学習済みモデル / 畳み込みニューラルネットワーク「インフォマティックス3」（CNN）（6回目）
・ディープニューラルネットワーク「データマイニング入門」（1、5回目）
・学習用データと学習済みモデル「データマイニング入門」（4、5、7、8回目）
・ニューラルネットワークの原理「データマイニング入門」（5回目）

・AIの社会実装、ビジネス/業務への組み込み / 複数のAI技術を活用したシステム（スマートスピーカー、AIアシスタントなど「インフォマティッ
クス2」(6回目)
・AIの学習、評価（対話システム） / 複数のAI技術を活用したシステム（車載エージェント）「インフォマティックス3」（1回目）
・複数のAI技術を活用したシステム（スマートスピーカー）「インフォマティックス3」（2回目）
・AIの社会実装「インフォマティックス3」（5回目）
・AIの開発基盤（医療画像ビッグデータクラウド基盤）「インフォマティックス3」（6回目）
・AIの開発環境と実行環境（Google Colaboratory）「インフォマティックス3」（8回目）

・AI技術の活用領域の広がり（芸術、生命）「インフォマティックス2」（3～4、6回目）
・人間の知的活動とAI技術（知識・言語）「インフォマティックス3」（1回目）
・AIの歴史、推論 / AI技術の活用領域の広がり（ロボット、自動運転、囲碁ソフト）「インフォマティックス3」（2回目）
・AI技術の活用領域の広がり（医療支援）「インフォマティックス3」（6回目）
・機械学習ライブラリ「インフォマティックス3」（8回目）
・AIの歴史「データマイニング入門」（1回目）

・AIに関する原則/ガイドライン（GDPR）「インフォマティックス1」（6回目）
・AIの公平性、AIの信頼性、AIの説明可能性「インフォマティックス2」(1回目)
・AI倫理、AIの社会的受容性「インフォマティックス2」(1、3回目)
・プライバシー保護、個人情報の取り扱い「インフォマティックス2」(1、4～5回目)
・AIと知的財産権「インフォマティックス2」(3回目)
・対話システムにおけるAI倫理 / プライバシー保護「インフォマティックス3」（1回目）
・AIの公平性、AIの信頼性、AIの説明可能性「インフォマティックス3」（5回目）
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Ⅰ

Ⅱ

⑧プログラムの学修成果（学生等が身に付けられる能力等）

⑨プログラムの授業内容等を公表しているアドレス

AI等の情報システムを実現するために必要となるさまざまな情報処理技術やデータサイエンスの基本的な手法について俯瞰的に学
ぶとともに、情報を扱う人間と社会について理解する。また、演習を通して、データから意味を抽出し、課題解決につなげるための基
礎能力を修得し、自らの専門分野に数理・データサイエンス・AIを応用するための大局的な視点を獲得することを目的とする。

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

（３）本認定制度が育成
目標として掲げる「デー
タを人や社会にかかわ
る課題の解決に活用で
きる人材」に関する理解
や認識の向上に資する
実践の場を通じた学習
体験を行う学修項目群。
応用基礎コアのなかで
も特に重要な学修項目
群であり、「データエンジ
ニアリング基礎」、及び
「データ・ＡＩ活用 企画・
実施・評価」から構成さ
れる。

・Pythonによる実践機械学習プログラミング「インフォマティックス3」（第8回）
・Rの基本と演習「データマイニング入門」（1回目）
・相関分析・主成分分析と演習「データマイニング入門」（3回目）

・Pythonによる実践機械学習プログラミング「インフォマティックス3」（第8回）
・回帰分析と演習「データマイニング入門」（2回目）
・SVMと演習 / ニューラルネットワークと演習「データマイニング入門」（4回目）
・判別分析・クラスタリングと演習「データマイニング入門」（5回目）
・決定木と演習「データマイニング入門」（7回目）
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①プログラム開設年度 年度 ②申請単位

③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

情報学部 135 560 160 136 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 67%

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!

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 135 560 160 136 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 67%

様式３

プログラムの履修者数等の実績について

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

令和2

学部・学科名称
平成28年度 履修者数

合計 履修率
入学
定員

学部・学科単位のプログラム



　　　　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 26% 令和４年度予定 50% 令和５年度予定 75%

令和６年度予定 100% 令和７年度予定 100% 収容定員（名） 560

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

情報学研究科の教育に関する体制の整備、教育活動の評価、教育内容や教育方法の改善
に関する議論を行っている。

大学院情報学研究科　副研究科長　北 栄輔 　（委員長）
大学院情報学研究科　准教授　佐藤 潤也　（数理情報系）
大学院情報学研究科　准教授　永峰 康一郎　（複雑システム系）
大学院情報学研究科　准教授　久木田 水生　（社会情報系）
大学院情報学研究科　准教授　平井 真洋　（心理・認知科学系）
大学院情報学研究科　准教授　西田 直樹　（情報システム系）
大学院情報学研究科　准教授　出口 大輔　（知能システム系）

【オブザーバー】
大学院情報学研究科　留学生担当特任講師　馮 翠苑

情報学研究科　教育委員会

具体的な計画

当プログラムを構成する科目は、情報学部の3つの学科共通の必修科目として開講している。
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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

入学後のガイダンスで学部共通科目について周知している。情報学部の必修科目として開
講することで、学生が必ず受講できる環境を整備している。

情報学部の必修科目として開講し、情報学部の学生全員が受講可能な体制を整備してい
る。また、情報学部以外の学生も、当プログラムを構成するすべての科目を履修することが
可能となっている。
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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

本教育プログラムの一部の講義について、「名大の授業」NUOCW (Nagoya University Open
Course Ware) で公開し、学生や一般の方がいつでも講義資料を閲覧できる環境を構築して
いる。演習のための環境として、学生は学内の演習室の端末や 名古屋大学無線ネットワー
ク（NUWNET）のアクセスポイントを利用することができ、また名古屋大学生協との連携のも
と、ノートPCをレンタルすることも可能となっている。

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受講は、大学のe-Learning システムであるNUCT（Nagoya University
Collaboration and course Tools）にて管理している。学生は、授業時間外に不明点等を
NUCTやメールにより確認することができ、質問は教員やTA（Teaching Assistant）が返答す
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

シラバスにおいて各科目の到達目標を明示し、基準を明確化して、GPA制度に基づく客観な成績評価を行って
いるため、成績分布を確認することで、学修成果を評価することが可能となっている。また、授業評価アンケー
トの結果も参照することで、多面的に学修成果を把握している。

学生アンケート等を通じた
学生の内容の理解度

本教育プログラムを構成する科目を含む、情報学部の全科目において授業評価アンケートを実施し、教育委
員会においてアンケートの結果を確認している。授業評価アンケートには、授業内容を理解できたかを問う項
目のほか、授業の予習・復習にかけた時間数、授業の内容量や教材が適切であったか、理解する上で課題が
役に立ったかなどの項目を含み、これらの回答結果を分析することにより、教育内容や教育方法の改善策を
検討することが可能となっている。

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

教育委員会において、情報学部全体の履修状況・単位取得状況を把握している。また、授業において毎回学
生に課題を与え、授業担当教員がNUCTから受講者毎の課題への取組状況を確認することで、学生の修得状
況を確認している。
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学外からの視点

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

当プログラムを構成する科目は、情報学部の3つの学科共通の必修科目として開講し、履修率の向上に取り組
んでいる。また、情報学部以外の学生も、当プログラムを構成するすべての科目を履修することが可能となっ
ている。

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、科目の内容や専門分野に興味が増したかどうかを確認している。必修科目のた
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結果から、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。
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教育プログラム修了者の
進路、活躍状況、企業等
の評価

情報学部において、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3年度であり、まだ卒業生
が社会に出ていない状況だが、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。

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

情報学部の外部評価や、共同研究、名古屋大学数理・データ科学教育研究センターを仲介とした企業との共
同プロジェクト等、様々な機会を活用して、産業界の視点からの意見を伺う。得られた意見は、本教育プログラ
ムのカリキュラム・教材の改善の参考とする。
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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 https://www.mds.nagoya-u.ac.jp/mda-program/

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

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

COVID-19における医療分野でのデータ活用事例等、最新の実例をもとに、データサイエンスやAIが実社会で
どのように活用されているかを紹介し、学生の興味を喚起する講義内容としている。また、実際に手を動かして
データ分析を行う演習や、実社会におけるデータ活用について調査・検討する宿題に取り組むことで、数理・
データサイエンス・AIを学ぶ楽しさ、学ぶことの意義を実感させる。

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、「わかりやすさ」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。本教育プログラムを構成する科目のうち、インフォマティックス
1～3では、オムニバス形式で各専門分野の教員が先端研究の動向や情報科学分野を取り巻く課題を交えつ
つ講義を行い、受講者の疑問に回答することで、わかりやすく、かつ、高水準の授業を実現している。
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学部・大学院区分
Undergraduate / Graduate

情報学部

時間割コード
Registration Code

1000010

科目区分
Course Category

専門基礎科目

科目名　【日本語】
Course Title

インフォマティックス１

科目名　【英語】
Course Title

Informatics 1

コースナンバリングコード
Course Numbering Code

SIS-00-2001-J

担当教員　【日本語】
Instructor

枝廣　正人 ○ 石川　佳治 高田　広章 石原　亨 村瀬　勉 酒井　正彦 結縁　祥治

担当教員　【英語】
Instructor

EDAHIRO Masato ○ ISHIKAWA Yoshiharu TAKADA Hiroaki ISHIHARA Tohru MURASE
Tutomu SAKAI Masahiko YUEN Shoji

単位数
Credits

1

開講期・開講時間帯
Term / Day / Period

春２期 金曜日 ３時限
Spring2 Fri 3

対象学年
Year

１年
1

授業形態
Course style

講義
Lecture

開講系（学部）・開講専攻（大学院）
Subject

共通

必修・選択
Required / Selected

必修

授業の目的　
【日本語】
Goals of the
Course(JPN)

情報学の入門として，情報システムを実現するために必要となるさまざまな情報処理技術について俯瞰的に学ぶこと
を目的とする。

授業の目的　
【英語】
Goals of the
Course

The purpose of the course is to learn several topics in information systems as an introduction of informatics.

到達目標　
【日本語】
Objectives
of the
Course(JPN)

この講義により，情報システム及びそれを構成する要素技術の基礎について理解するとともに，専門科目でそれらの
理論と応用について学んでいくためのきっかけとする。受講者が授業終了時に，講義内容の知識を身につけ，説明・
応用できることを目標とする。

到達目標　
【英語】
Objectives
of the
Course

授業の内容
や構成
Course
Content /
Plan

まず，さまざまな情報システム，特に組込みシステムとハイパフォーマンスコンピューティングについて学び，情報システ
ムの中心部分である計算機の仕組みおよびプログラミングについて学んだ後に，関連技術である，ネットワーク，デー
タベース（Web），オートマトン・形式言語について，基礎となる理論と具体的な処理方法について学ぶ。

1. ガイダンス（高田）
2. さまざまな情報システム 〜組込みシステムとハイパフォーマンスコンピューティング〜（高田）
3. 計算機の仕組み1（論理設計・ハードウェアアーキテクチャ）（枝廣）
4. 計算機の仕組み2（ソフトウェアアーキテクチャ）（石原）
5. プログラミング（結縁）
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6. ネットワーク（村瀬勉）
7. データベース（Web）（石川）
8. オートマトン・形式言語（酒井）
9. 総括

履修条件・
関連する科
目
Course
Prerequisites
and Related
Courses

履修条件は要さない

成績評価の
方法と基準
Course
Evaluation
Method and
Criteria

期末試験は実施せず，講義中に与える課題のみで評価する。合計100点満点で60点以上を合格とする。講義内容に
関する技術的課題について説明・応用できることを基準とする。

教科書・参
考書
Textbook/Reference
book

【参考書】川合　慧［編］，「情報」，東京大学出版会，2006。
必要に応じて配布する。

課外学習等
（授業時間
外学習の指
示）
Study
Load(Self-
directed
Learning
Outside
Course
Hours)

講義において説明した内容に関するレポート課題を与える。

授業開講形
態等
Lecture
format, etc.

遠隔授業
（オンデマン
ド型）で行う
場合の追加
措置
Additional
measures
for remote
class (on-
demand
class)

遠隔授業の方法については，各講義の一週間前を目処にNUCTを通じて連絡する。
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学部・大学院区分
Undergraduate / Graduate

情報学部

時間割コード
Registration Code

1000030

科目区分
Course Category

専門基礎科目

科目名　【日本語】
Course Title

インフォマティックス２

科目名　【英語】
Course Title

Informatics 2

コースナンバリングコード
Course Numbering Code

SIS-00-2002-J

担当教員　【日本語】
Instructor

秋庭　史典 ○ 石井　敬子 山本　竜大 小川　明子 久木田　水生 安田　孝美 北　栄輔 浦
田　真由 戸田山　和久 中村　登志哉 有田　隆也 唐沢　穣 井原　伸浩

担当教員　【英語】
Instructor

AKIBA Fuminori ○ ISHII Keiko YAMAMOTO Tatsuhiro OGAWA Akiko KUKITA Minao
YASUDA Takami KITA Eisuke URATA Mayu TODAYAMA Kazuhisa NAKAMURA Toshiya
ARITA Takaya KARASAWA Minoru IHARA Nobuhiro

単位数
Credits

1

開講期・開講時間帯
Term / Day / Period

春２期 金曜日 ４時限
Spring2 Fri 4

対象学年
Year

１年
1

授業形態
Course style

講義
Lecture

開講系（学部）・開講専攻（大学院）
Subject

共通

必修・選択
Required / Selected

必修

授業の目的　
【日本語】
Goals of the
Course(JPN)

情報学の入門として，情報を扱う人間と社会に関する理解のために，情報化によって人間自身，人間相互，社会がど
のように変化したかについてオムニバス形式で講述する。

授業の目的　
【英語】
Goals of the
Course

As an introduction to informatics, lectures will be given in an omnibus format on how humans, human relationships,
and society have changed through computerization in order to understand humans and societies who handle
information.

到達目標　
【日本語】
Objectives
of the
Course(JPN)

受講生は, 情報を扱う人間と社会に関する理解のために，情報化によって人間自身，人間相互，社会がどのように変
化したかについての知識を身につける。

到達目標　
【英語】
Objectives
of the
Course

Students acquire knowledge about how human beings, human relationship, and society have changed due to
computerization in order to understand society and the human beings who handle information.

授業の内容
や構成
Course
Content /
Plan

講義はオムニバス形式で行う。情報化による人間自身，人間相互，社会の変化について，哲学・倫理学，美学・芸術
学，心理学・認知科学，メディア研究，情報社会デザイン，複雑系科学のそれぞれから論じる。

1. 哲学・倫理学からみた変化
2. 心理学・認知科学から見た変化
3. 美学・芸術学から見た変化
4. メディア研究から見た変化（1）
5. メディア研究から見た変化（2）
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6. 情報社会デザインから見た変化
7. 複雑系科学から見た変化
8. 総括

履修条件・
関連する科
目
Course
Prerequisites
and Related
Courses

感じる情報学

成績評価の
方法と基準
Course
Evaluation
Method and
Criteria

各講義中に与える演習課題の評価を総合的に判断し，
合計100点満点で60点以上を合格とする。
履修を取り下げる際は, 必ず期限内に履修取り下げ届を提出すること。

教科書・参
考書
Textbook/Reference
book

教科書は使用しない。各分野の定評ある参考文献を適宜紹介する。

課外学習等
（授業時間
外学習の指
示）
Study
Load(Self-
directed
Learning
Outside
Course
Hours)

講義において説明した内容を理解するための課題を与える。

授業開講形
態等
Lecture
format, etc.

講義

遠隔授業
（オンデマン
ド型）で行う
場合の追加
措置
Additional
measures
for remote
class (on-
demand
class)

Zoom等を利用し, リアルタイム・オンライン講義として, 質問やディスカッションを行う機会を設ける。
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学部・⼤学院区分
Undergraduate / Graduate

情報学部

時間割コード
Registration Code

1000050

科⽬区分
Course Category

専⾨基礎科⽬

科⽬名 【⽇本語】
Course Title

インフォマティックス３

科⽬名 【英語】
Course Title

Informatics 3

コースナンバリングコード
Course Numbering Code

SIS-00-2003-J

担当教員 【⽇本語】
Instructor

出⼝ ⼤輔 ○ 武⽥ ⼀哉 森 健策 ⻑尾 確 東中 ⻯⼀郎 間瀬 健⼆ 松原 茂樹

担当教員 【英語】
Instructor

DEGUCHI Daisuke ○ TAKEDA Kazuya MORI Kensaku NAGAO Katashi
HIGASHINAKA Ryuichiro MASE Kenji MATSUBARA Shigeki

単位数
Credits

1

開講期・開講時間帯
Term / Day / Period

秋１期 ⾦曜⽇ ３時限
Fall1 Fri 3

対象学年
Year

１年
1

授業形態
Course style

講義
Lecture

開講系（学部）・開講専攻（⼤学
院）
Subject

共通

必修・選択
Required / Selected

必修

授業の⽬的 
【⽇本語】
Goals of
the
Course(JPN)

⾼度な知能システムを実現するために必要となるさまざまな情報処理技術について俯瞰的に学ぶ。
この講義により，知能システム及びそれを構成する要素技術の基礎について理解するとともに，専⾨科⽬でそ
れらの理論と応⽤について学んでいくためのきっかけとする。

授業の⽬的 
【英語】
Goals of
the Course

Learn from broader view about a variety of information processing technologies that would be
required in order to realize advanced intelligence systems. This lecture will help you understand the
basics of intelligent systems and the elemental technologies that make up it, as well as learn about
their theories and applications in specialized courses in the future.

小田 昌宏 ※ 

※ シラバス公開後追加
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到達⽬標 
【⽇本語】
Objectives
of the
Course(JPN)

情報学の⼊⾨として，マルチメディアシステムや⼈⼯知能など知能システムの仕組みについて理解するととも
に，技術応⽤・展開の観点から，ユーザインタフェース，コンピュータグラフィックス，機械学習，信号処
理，画像処理，⾃然⾔語処理について，理論と処理⽅法の基礎的内容をオムニバス形式で学修する。

到達⽬標 
【英語】
Objectives
of the
Course

The students will understand the mechanism of intelligent systems such as multimedia systems and
artificial intelligence as an introduction to Informatics, and learn the basic contents of the theory
and processing method in an omnibus format from the viewpoint of technology application and
development.

授業の内容
や構成
Course
Content /
Plan

マルチメディアシステムや⼈⼯知能など，⾼度な知能システムの構成及び実現⽅法について学んだ後に，それ
らを実現するための要素技術である，ユーザインタフェース，コンピュータグラフィックス，機械学習，信号
処理，画像処理，⾃然⾔語処理について，基礎となる理論と具体的な処理⽅法について学ぶ。

1. ガイダンス・マルチメディアシステム（担当︓東中 ⻯⼀郎）
2. ⼈⼯知能（担当︓⻑尾 確）
3. ユーザインタフェース（担当︓間瀬 健⼆）
4. コンピュータグラフィックス（担当︓森 健策）
5. 信号処理（担当︓武⽥ ⼀哉）
6. 画像処理（担当︓⼩⽥ 昌宏）
7. ⾃然⾔語処理（担当︓松原 茂樹）
8. 機械学習（担当︓出⼝ ⼤輔）

After learning about the composition and realization methods of advanced intelligent systems such
as multimedia systems and artificial intelligence, students will learn the basic theories and specific
processing methods on elemental technologies for realizing them, such as, user interface, computer
graphics, machine learning, signal processing, image processing, natural language processing.

1. Guidance & Multimedia systems (Ryuichiro Higashinaka)
2. Artificial intelligence (Katashi Nagao)
3. User interface (Kenji Mase)
4. Computer graphics (Kensaku Mori)
5. Signal processing (Kazuya Takeda)
6. Image processing (Masahiro Oda)
7. Natural language processing (Shigeki Matsubara)
8. Machine learning (Daisuke Deguchi)

履修条件・
関連する科
⽬
Course
Prerequisites
and
Related
Courses

履修条件は要さない。

成績評価の
⽅法と基準
Course
Evaluation
Method
and
Criteria

期末試験は実施せず，講義中に与える課題のみで評価する。合計100点満点で60点以上を合格とする。
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教科書・参
考書
Textbook/Reference
book

教科書は指定しないが，必要に応じて授業中に講義資料を配付する。

課外学習等
（授業時間
外学習の指
⽰）
Study
Load(Self-
directed
Learning
Outside
Course
Hours)

毎回，講義において説明した内容に関するレポート課題を与える。

授業開講形
態等
Lecture
format,
etc.

遠隔授業（オン
デマンド型）で
行う場合の追
加措置
Additional
measures for
remote class
(on-demand
class)
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学部・大学院区分
Undergraduate / Graduate

情報学部

時間割コード
Registration Code

1000173

科目区分
Course Category

専門基礎科目（自然情報学科，人間・社会情報学科 対象）

科目名　【日本語】
Course Title

データマイニング入門

科目名　【英語】
Course Title

Introduction of Data Mining

コースナンバリングコード
Course Numbering Code

SIS-03-2009-J

担当教員　【日本語】
Instructor

北　栄輔 ○

担当教員　【英語】
Instructor

KITA Eisuke ○

単位数
Credits

1

開講期・開講時間帯
Term / Day / Period

春１期 水曜日 １時限
Spring1 Wed 1

対象学年
Year

２年
2

授業形態
Course style

講義
Lecture

開講系（学部）・開講専攻（大学院）
Subject

共通

必修・選択
Required / Selected

必修

授業の目的　
【日本語】
Goals of the
Course(JPN)

データの中から有用な知識を発見しようとするデータマイニングは，確率・統計，パターン認識・機械学習などを基盤と
して発展を続けている。本講義では，データマイニングへの入門として，R言語を用いたデータマイニングの手法につい
て紹介する。
データマイニングの全体像を解説した後，回帰分析，相関分析，主成分分析などの統計的な分析技術について分析事
例を中心にして説明する。また，決定木・回帰木，クラスタリングと判別分析，ニューラルネットワークなどのパターン認
識・機械学習技術について解説する。

授業の目的　
【英語】
Goals of the
Course

Data mining is the technique to find useful knowledge from data. In this lecture, data mining method using R language
is introduced. After an overview of data mining, statistical analysis techniques such as regression analysis,
correlation analysis, and principal component analysis will be described. In addition, pattern recognition and machine
learning technologies such as decision trees and regression trees, clustering and discriminant analysis, and neural
networks are also explained.

到達目標　
【日本語】
Objectives
of the
Course(JPN)

データ分析のための基本技術である，線形回帰・自己回帰などを用いた回帰分析，データ間の線形な関係性を見る相
関分析と検定，説明変数の主成分分析，すでにどちらに含まれているかが明らかなデータを元に新しいデータを分類
する判別分析，クラスタリング，決定木，ニューラルネットワークなどについて理論を簡単に紹介した後，R言語を用い
て分析の実習を行う。

到達目標　
【英語】
Objectives
of the
Course

授業の内容
や構成
Course

回帰分析，相関分析と検定，主成分分析，判別分析，決定木，ニューラルネットワークなどについて基礎理論を解説す
ると共に， R言語を用いて分析の実習を行う。
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Content /
Plan

1. ガイダンス
2. 回帰分析と演習
3. 相関分析・主成分分析と演習
4. SVMと演習
5. 判別分析・クラスタリングと演習
6. 決定木と演習
7. ニューラルネットワークと演習
8. 総括

1. guidance
2. regression analysis and practice
3. Correlation Analysis, Principal Component Analysis and Exercises
4. SVM and Exercises
5. Discriminant Analysis, Clustering and Exercises
6. decision tree and practice
7. neural networks and practice
8. summary

履修条件・
関連する科
目
Course
Prerequisites
and Related
Courses

特に指定しない．

成績評価の
方法と基準
Course
Evaluation
Method and
Criteria

講義毎に与える演習課題の評価40％，定期試験60％，合計100点満点で60点以上を合格とする。

教科書・参
考書
Textbook/Reference
book

必要に応じて指定・配布する。履修条件は要さない。

課外学習等
（授業時間
外学習の指
示）
Study
Load(Self-
directed
Learning
Outside
Course
Hours)

講義で説明した内容の理解を深めるための演習課題を与える。

授業開講形
態等
Lecture
format, etc.

直接またはテレビ会議システムによる対面とオンデマンドを併用して行う．

遠隔授業
（オンデマン
ド型）で行う
場合の追加
措置
Additional
measures
for remote
class (on-
demand
class)

部分的にテレビ会議システムを利用する他，メールや対面も併用することで説明を行う．
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令和３年度の「認定教育プログラム」が全学部等又
は学部・学科に開講されていることがわかる資料

JADB021037K
ハイライト表示

JADB021037K
ハイライト表示



情報学部の趣旨等を記載した書類 抜粋

24

プログラムを改善・進化させるための体制
（委員会・組織等）の設置規則等



情報学部の趣旨等を記載した書類 抜粋（再掲）

25

自己点検・評価を行う体制（委員
会・組織等）の設置規則等



目的

文理の壁を越えた数理・データサイエンス・ＡＩに
関する基礎的素養を身につけること、そして学修し
た知識・技能を駆使して、取り組むべき課題を発見
し、問題を解決できるようになることを目指す。

対象

情報学部の学生。他学部学生の受講も認める。

数理・データサイエンス・AI教育プログラム（応用基礎レベル）の構成 各1単位

全学教育科目 学部共通科目 学科開講科目

全学部の学生が履修

社会での活躍場面に
応じた、より専門的
な知識・能力を身に
つける

• 自然情報学科
• 人間・社会情報学科
• コンピュータ科学科

情報学部
数理・データ
サイエンス・ＡＩ
教育プログラム

応用基礎レベル

名古屋大学
数理・データ
サイエンス・ＡＩ
教育プログラム

リテラシーレベル

インフォマティックス１ 情報学の入門として，情報システムを実現するために必要となるさまざまな情報処理技術に
ついて俯瞰的に学ぶ。情報システム，計算機の仕組みおよびプログラミングについて学んだ後に，ネットワーク，データ
ベース（Web），オートマトン・形式言語について，基礎となる理論と具体的な処理方法を学ぶ。

インフォマティックス２ 情報を扱う人間と社会に関する理解のために，情報化によって人間自身，人間相互，社会が
どのように変化したかについての知識を身につける。哲学・倫理学，美学・芸術学，心理学・認知科学，メディア研究，情

報社会デザイン，複雑系科学のそれぞれから論じる。

インフォマティックス３ 高度な知能システムを実現するために必要となるさまざまな情報処理技術について俯瞰的に
学ぶ。マルチメディアシステムや人工知能など知能システムの仕組みについて理解するとともに，技術応用・展開の観点か

ら，機械学習，信号処理，画像処理，自然言語処理等について，理論と処理方法の基礎的内容を学修する。

データマイニング入門 データ分析のための基本技術である，線形回帰・自己回帰などを用いた回帰分析，データ間の線
形な関係性を見る相関分析と検定，説明変数の主成分分析，すでにどちらに含まれているかが明らかなデータを元に新しい
データを分類する判別分析，クラスタリング，決定木，ニューラルネットワークなどについて理論を簡単に紹介した後，R言

語を用いて分析の実習を行う。

1
年
次

2
年
次 26



教育委員会を中心とした実施・評価体制

• 教育委員会は、教育に関する体制の整備、教育内容や教育方法改善の議論を行う。

• 定期的な授業アンケートを実施することで、教育活動の評価を行っている。また、授業アンケー

トの結果は教員および学生にフィードバックしている。

情報学部の必修科目、他学部の学生も履修可能

• 情報学部の必修科目として開講。

• 当プログラムを構成する科目はすべて、他学部の学生も履修することが可能。実際に、文系を含

む他学部学生も科目を受講している。

教材の一部を一般公開

• 「名大の授業」NUOCW (Nagoya

University Open Course Ware) におい

て、当プログラムの一部教材を無償

で公開しており、だれでも自由に利

用することができる。

特徴１

特徴２

特徴３
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