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数理・データサイエンス・ＡＩ教育
プログラム認定制度 変更・廃⽌に
関する届出
数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度実施要綱第４条に基づき、認定及び
選定（以下、認定等とする。）を受けた教育プログラムを変更⼜は廃⽌する場合の届出 に
関する届出・提出先です。
【提出要領】
https://www.mext.go.jp/content/20220317-mxt_senmon01-000012801_5.pdf 

【参考資料提出先】
リテラシーレベル https://mext.ent.box.com/f/11d0022728e941048e3d9fed9b8fb4c3
応⽤基礎レベル  https://mext.ent.box.com/f/aaf22853062c4e6887c1c9b5912c9d46



* 必須

どちらの提出ですか。 *1.

変更届

廃⽌届

学校名 *2.

名古屋⼤学

⼤学等の設置者 *3.

国⽴⼤学法⼈ 東海国⽴⼤学機構

https://www.mext.go.jp/content/20220317-mxt_senmon01-000012801_5.pdf
https://mext.ent.box.com/f/11d0022728e941048e3d9fed9b8fb4c3
https://mext.ent.box.com/f/aaf22853062c4e6887c1c9b5912c9d46


2022/10/06 20:49 数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度 変更・廃⽌に関する届出

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sBBYVMs2kEKJJkjbwPnpL7toGet75zNFi5OboQ1qNpZUM1o0RjRJQkZPQ1pFMjdCMEFS… 2/6

設置形態 *4.

国⽴⼤学

公⽴⼤学

私⽴⼤学

短期⼤学

⾼等専⾨学校

所在地 *5.

愛知県名古屋市 千種区不⽼町

プログラム名 *6.

名古屋⼤学 数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム

対象区分 *7.

リテラシーレベル

応⽤基礎レベル（⼤学全体）

応⽤基礎レベル（学部学科単位）

応⽤基礎レベルの学部学科単位で開講している場合
実施学部8.

回答を⼊⼒してください
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認定等年度 *9.

令和4年度

プログラムを改善・進化させるための体制（委員会・組織等） *10.

教養教育院統括部 データ科学科⽬部会

教育プログラム概要の公表URL *11.

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

プログラムの⾃⼰点検・評価を⾏う体制（委員会・組織等） *12.

数理・データ科学教育研究センター 教育専⾨委員会

教育プログラムの⾃⼰点検・評価結果の公表URL *13.

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

プログラムを構成している授業科⽬について *14.

全学部・学科に開講されている

学部・学科に開講されている

①変更事項
変更内容 *15.
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1.プログラム名
2.教育プログラムの修了要件
3.プログラムを構成する授業科⽬

②変更前
変更内容 *16.

1.名古屋⼤学 数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム

2.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。
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.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）︓情報リテラシ
ー（⽂系）、情報メディアとコミュニケーション、図情報とコンピュータ
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︓情
報リテラシー（理系）、情報科学⼊⾨

③変更後
変更内容 *17.

1.名古屋⼤学数理・データサイエンス・ＡＩリテラシー教育プログラム
2.「データ科学基礎」1単位を取得すること。
3.データ科学基礎

④変更年⽉⽇
変更内容 *18.

1〜3共通. 令和4年4⽉1⽇
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⑤変更理由
変更内容 *19.

1.プログラム名に「リテラシー」と明記し、学⽣にわかりやすくするため。

2.全学教育科⽬の新カリキュラム開始に伴い、プログラムを構成する科⽬が「データ科学基
礎」1単位（全学必修）に変更となったため。

3.全学教育科⽬の新カリキュラム開始に伴い、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）の要件を1科⽬で満たす「データ科学基礎」が全学部の卒業要件に
組み込まれたため。

①所属部署名
連絡先 *20.

教育推進部教育企画課教育改⾰係

②担当者名
連絡先 *21.

⽥島 ひかる

③E-mail

連絡先 *22.

mds-center@adm.nagoya-u.ac.jp

④電話番号
連絡先 *23.

052-788-6161
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このコンテンツはフォームの所有者が作成したものです。送信したデータはフォームの所有者に送信されます。
Microsoft は、このフォームの所有者を含むお客様のプライバシーやセキュリティの取り扱いに関して⼀切の責任
を負いません。パスワードを記載しないでください。

Powered by Microsoft Forms | 
このフォームの所有者は、応答データの使⽤⽅法についてのプライバシーに関する声明を提供していません。個⼈
情報や機密情報を記載しないでください。
| 利⽤規約

送信後に回答のコピーを印刷することができます

送信

パスワードを記載しないでください。 不正使⽤を報告する

HPは変更しましたか。 *24.

はい

いいえ

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
javascript:void(0)


学部・学科によって、修了要件は相違しない

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  ○ ○  ○

1 ○ ○ ○

単位数 必修 1-2 1-3 単位数 必修 1-2 1-3

2  ○ ○

2  ○ ○  ○

2  ○ ○  ○

1 ○ ○ ○

 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。
「データ科学基礎」1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

データ科学基礎 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

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

データ科学基礎 全学開講

1



単位数 必修 1-4 1-5 単位数 必修 1-4 1-5

2  ○ ○

2  ○ ○  ○

2  ○ ○  ○

1 ○ ○ ○

単位数 必修 3-1 3-2 単位数 必修 3-1 3-2

2  ○ ○  ○

2  ○ ○  ○

2  ○ ○

1 ○ ○ ○

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  ○ ○  ○ ○

1 ○ ○ ○ ○

 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

データ科学基礎 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

データ科学基礎 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

データ科学基礎 全学開講

2



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

 情報リテラシー（文系）  4‐2アルゴリズム基礎 データ科学基礎 4‐4時系列データ解析

 図情報とコンピュータ  4-1統計および数理基礎 データ科学基礎 4‐7データハンドリング

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）

データ科学基礎 4-1統計および数理基礎

 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

データ科学基礎 4‐3データ構造とプログラミング基礎

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）

・ビッグデータ、AI / データ量の増加、計算機の処理性能の向上、AIの非連続的進化 / データ駆動型社会 /
人間の知的活動とAIの関係性 / データを起点としたものの見方、人間の知的活動を起点としたものの見方
「データ科学基礎」（1回目）
・データ量の増加、計算機の処理性能の向上、AIの非連続的進化「データ科学基礎」（3回目）

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

・AI等を活用した新しいビジネスモデル / AI最新技術の活用例「データ科学基礎」（1回目）

3



1-2

1-3

（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）

・人の行動ログデータ、機械の稼働ログデータなど / 1次データ、2次データ / 構造化データ、非構造化デー
タ / データ作成 / データのオープン化「データ科学基礎」（1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）

・データ・AI活用領域の広がり / 医療、経済、研究開発、教育、経営など / 仮説検証、知識発見、判断支援、
活動代替など「データ科学基礎」（1回目）

4



1-4

1-5

3-1

（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）

・今のAIで出来ることと出来ないこと、AIとビッグデータ「データ科学基礎」（1回目）
・非構造化データ処理：言語処理、画像/動画処理、音声/音楽処理など「データ科学基礎」（2回目）
・データ可視化：関係性の可視化「データ科学基礎」（4回目）
・データ解析：統計的推測「データ科学基礎」（7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）

・データサイエンスのサイクル / 流通、製造、サービス等におけるデータ・AI利活用事例紹介「データ科学基
礎」（1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）

・AI社会原則 / データバイアス、アルゴリズムバイアス / AIサービスの責任論「データ科学基礎」（1回目）
・個人情報保護、EU一般データ保護規則(GDPR) / データ倫理：データのねつ造、改ざん、盗用、プライバ
シー保護 / AI社会原則 / データバイアス、アルゴリズムバイアス / データ・AI活用における負の事例紹介
「データ科学基礎」（3回目）

5



3-2

2-1

2-2

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）

項への理解をする

 ・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）

・情報セキュリティ：機密性、完全性、可用性 / 匿名加工情報、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「データ科学基礎」（3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）

・データの種類 / データの分布と代表値 / 代表値の性質の違い / データのばらつき / 打ち切りや脱落を含
むデータ「データ科学基礎」（4回目）
・相関と因果 / クロス集計表「データ科学基礎」（5回目）
・母集団と標本抽出「データ科学基礎」（6回目）
・観測データに含まれる誤差の扱い / 母集団と標本抽出「データ科学基礎」（7回目）
・統計情報の正しい理解「データ科学基礎」（8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）

・データ表現 / データの図表表現「データ科学基礎」（4回目）
・不適切なグラフ表現 / 優れた可視化事例の紹介「データ科学基礎」（5回目）
・データの比較「データ科学基礎」（8回目）

 ・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）

・データの集計「データ科学基礎」（4回目）
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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/
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学部・大学院区分 学部 

時間割コード 0013581 

科目名　【日本語】 データ科学基礎 

科目名　【英語】 Introduction to Data Science 

使用言語 日本語 

担当教員　【日本語】 井手　一郎 ○ 

担当教員　【英語】 IDE Ichiro ○ 

単位数 1 

開講期・開講時間帯 Ⅰ 水曜日 ５時限

授業の目的　
【日本語】

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こと目的とします。そのために，コンピュータリテラシ，データの記述と可視化，確率及び統計
の基礎的概念について学びます。その際に，必要に応じて高校レベルの数学を用いた解説を行うことがありますが，
受講生が概要を直感的に理解することを優先します。 

授業の目的　
【英語】

The goal of this course is to acquire basic knowledge and general-purpose analytical skills in order to acquire data
analysis capabilities that will serve as the foundation for creating new value in various situations in the society. For
this goal, students will learn computer literacy, data description and visualization, and basic concepts of probability
and statistics. If necessary, explanations using high school level mathematics will be given, but priority will be given to
students' intuitive understanding of the outline. 

授業の達成
目標　【日本
語】

データ分析能力を身につけるうえで，最も重要な基礎的知識を習得します。 

授業の達成
目標　【英
語】

Students will learn the most important basic knowledge for acquiring data analysis skills. 

授業の内容
や構成

1. データ科学の役割
2. コンピュータにおけるデータの表現と処理
3. 情報倫理と関連法規
4. データの可視化・要約
5. 変数間の関係
6. 確率について
7. 統計的推定
8. 統計的検定

履修条件・
関連する科
目

履修条件は要さない。 

成績評価の
方法と基準

各回の講義内容に関する小テストの提出状況及び達成度による。小テストの提出状況及び得点を総合的に評価し，合
計100点満点で60点以上を合格とする。
履修取下げの際に申し出を必要としない。小テストの提出回数が3回以下の場合には，評価を「Ｗ」とする。 

教科書 教科書は指定しないが，毎回の授業で講義資料を配付する。 

参考書 必要に応じて講義内で示す。 

課外学修等
講義後に小テストに回答すること。また講義内容の不明点について，繰り返し講義映像を視聴したり，独自に調査した
りしたうえで，必要に応じて随時質問をすること。 

シラバス参照

変更後のシラバス等
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注意事項

質問への対
応方法

Slack等を用いる。詳細はNUCTの指示に従うこと。 

教員のe-
mailアドレス

ds-intro@mds.nagoya-u.ac.jp 

本授業に関
するWebペ
ージ

担当教員か
らのメッセー
ジ

実務経験の
ある教員等
による授業
科目（大学
等における
修学の支援
に関する法
律施行規則
に基づくも
の）

授業開講形
態等

https://office.ilas.nagoya-u.ac.jp/2022-spring-course-time-table/ 
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5. データ科学科目

〔授業科目表〕

授  業  科  目 単位数 備  考 

データ科学基礎 講義 1 

データ科学基礎演習 A 

データ科学基礎演習 B 

演習 

演習 

1 

1 

〔開講の目的〕 

各授業科目の「開講の目的」は，教養教育院のホームページで確認してください。 

http://www.ilas.nagoya-u.ac.jp/courses.html#subject 

〔履修に関する注意事項〕 

① 学部・学科別履修パターン

学部・学科 Ⅰ期（データ科学基礎） Ⅱ期（データ科学基礎演習） 

春 1期 春 2期 秋 1期 秋 2期 

文学部 必修 演習 A（随意） 

教育学部 必修 演習 A（必修） 

法学部 選択必修 演習 A 
（他の科目と合せた
中から選択必修） 

経済学部 必修 演習 A（必修） 

情報学部（人社） 必修 演習 A（随意） 

情報学部（自然・
コン）

必修 演習 B（随意） 

理学部 必修 演習 B（必修） 演習 B（必修） 

※学生番号によって分かれる

医学部（医） 必修 演習 B（必修） 

医学部（保） 必修 演習 A 又は演習 B
のいずれかを選
択必修 

工学部（化生・物
工・エネ） 

必修 演習 B（必修） 

工学部（マテ・電
情・機航・土建） 

必修 演習 B（必修） 

農学部 必修 演習 B（必修） 

② 各科目の紹介

1)「データ科学基礎」学部・学科別指定クラス，1単位

全学部必修（法学部のみ選択必修），クオーターで実施する科目です。学部・学科等別に指定され

た授業を履修します。授業は，講義室に集合せず，オンライン教材により実施されます。

2)「データ科学基礎演習 A」学部・学科別指定クラス，1単位

Excel，R を使用した演習です。学部・学科等別に指定されたクラスを選択して履修登録します。

授業は,講義室に集合せず，オンライン教材により実施されますが，指定された授業時間内に直接質

変更後のプログラムが全学部・学科に
開講されていることがわかる資料

（2022年度全学教育科目履修の手引 STUDENTSʼ GUIDE 抜粋）
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全学教育科目「データ科学基礎」

• 春学期， 1単位
• 2022年度から全学必修化
• ⽂理共通
• データ分析能⼒を⾝につけるうえで，最も重要な基礎

的知識を習得
• 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

名古屋大学 取組概要

授業の構成

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：センター⻑，専任教員2名，兼務教員8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）

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

1. データ科学の役割
2. コンピュータにおけるデータの

表現と処理
3. 情報倫理と関連法規
4. データの可視化・要約
5. 変数間の関係
6. 確率について
7. 統計的推定
8. 統計的検定
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