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データ科学認定制度および全学共通データ科学教育プログラムの詳しい内容は、
GEC履修ガイド、またはデータ科学センターのWebページからご確認ください。

今求められるデータサイエンスのスキルを
4つのグレードで認定

いつでも
どの学期からでも
スタートできる

どこでも
フルオンデマンド授業だから、
場所・時間を選ばない

だれでも
全学部・

大学院生対象



データ科学（データサイエンス）とは?

情報通信技術の発展により多くの分野で取得された
多種・多様かつ大量のデータ

データを分析して得られる意思決定・新たなる知見

「データ科学」により様々な分野にデータを活用

早稲田大学では、学生の興味や目的に応じた指標として
「データ科学認定制度」を創設

音声・動画データテキストデータ 数値データ

全早大生向け「データ科学教育プログラム」始動 ――――

ビッグデータ時代に新たな
価値を創造するデータサイエンス
データ科学センターではグローバルエデュケーションセンター（GEC）と協力して、全学部・大学院生向けに
「全学共通データ科学教育プログラム」を提供しており、早稲田大学の学生であれば、学部・研究科、学年に
関係なく、誰でもデータサイエンスを基礎から学ぶことができます。

データ科学の学びに対する明確な目標を提示するために、GECにデータ科学認定制度を設置しました。この認定
制度では、履修者のデータ科学に関する能力を保証するために４つの「級」を設置。各学生の興味や目的に応じて、
データ科学を学ぶ機会を提供します。

昨今、インターネット環境の普及や、それを利用するデバイスの進化により、私たちが得られるデータ量・データの
種類は加速的に増加しています。取り扱うデータ量が増加するにつれ、データを「貴重な資源」として考える企業・
研究機関も増えています。そこで、近年注目されているのが「データ科学」です。あらゆる分析手法や情報技術を
用い、データから意思決定を導いたり、新しい知見をデータから得る学問です。学生の間にデータに触れ、分析する
経験を積むことは、大学での調査・研究・レポート作成はもちろん、就職活動で役立つだけでなく、社会に出てから
更に活用の機会が広がります。今、データ科学の重要性が高まっています。

機械学習 / 人工知能 / 画像処理 / 通信 / 情報検索 / マイニング
自然言語処理 / データベース / 統計  etc.

データ解析技術

●レポート・研究活動   ●インターンシップ   ●就職活動
●データサイエンスコンペティション  ●大学院での研究活動

大学生活
●データによる意思決定   ●各種データの活用   ●自動化
●マネジメント   ●市場環境予測   ●効果検証   ●採用活動

就職後

年間のべ
約7,000名
が履修

データ科学認定制度のポイント

制度の概要

データ科学認定制度とは

1 2 3すべての学部・研究科の学生
5万人を対象

学生生活はもちろん、就職活動や
就職後の仕事でも役立つ

リテラシー級から上級まで
４つの級で認定証明書を発行

全ての学部・研究科の学生が受講できます。また、
オンデマンドで24時間、どの場所からでも統計・
データ科学を基礎から学ぶことができます。

学生は、自身の興味や必要性によって科目を履修
することができます。各級の定める要件を満たした
学生に対しては、認定証明書を発行します。

データサイエンスの知識やスキルは、在学中のレポート
作成・研究活動や就職活動に役立てることができます。
また、就職後も様々な仕事で活用することが可能です。

データ科学認定制度では、データ科学を基礎から発展まで段階的に学習するために4つの科目群を用意し、 到達
目標を明示するためにリテラシー級から上級まで4つの級を設置しています。各級認定時に認定証明書を発行し、
学習した成果（認定）を自身の専門研究領域や就職後のキャリア等で活用することができます。

認定証明書

CERTIFICATE

Literacy
認定証明書

CERTIFICATE

Elementary 認定証明書

CERTIFICATE

Intermediate 認定証明書

AdvancedCERTIFICATE4つの級

4つの科目群

リテラシー級 初級 中級 上級

D群C群

B群
A群

2023年度
認定開始予定

このままでは情報が
多すぎて解釈できない…

自分の経験や感覚で
情報を分析してしまう
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1年次に基礎部分から段階的に学習することができるので、一つひとつ理解を深めながらレベルアップができます。下記の
履修モデルでは、3年生の春学期までに上級を取得することができます。もちろん、同一クォーターで複数科目を履修し、
さらに短期間で認定を取得することも可能です。

級の認定取得のタイミングと科目履修の例

1年生

春クオーター 夏クオーター

リテラシー級

秋クオーター 冬クオーター

データ科学入門α データ科学入門β データ科学入門γ データ科学入門δ 2年生

春クオーター 夏クオーター

初 級

秋クオーター 冬クオーター

データ科学実践 回帰と分類の
データ科学 3年生

春クオーター 夏クオーター

上 級D群科目 D群科目時系列構造の
データ科学

潜在構造の
データ科学

4つの級の概要・到達点（学習成果）と科目群の対応

データ科学認定制度の活用イメージ

リテラシー級・初級に必要なデータ科学の基礎的な考え方とその実践をA群で一通り学びます。中級に必要な自身の専門
領域への活用をC群で、上級として自身の専門領域以外へのデータ科学の活用をD群で学びます。

エキスパートへD群 自身の専門領域以外においても
データ科学を活用できるようになる科目群

D群科目

主な科目

データ科学入門α・β・γ・δ、
データ科学実践、
統計リテラシーα・β、
データ科学入門１・２（統計学既習者用）

データ科学のための数学、
Rによる統計解析

順次追加予定

自身の持つ専門性や
学術領域への接続科目群

データ科学の基礎的な考え方と
その実践を一通り学ぶ科目群

データ科学をより深く学び活用するために
必要な数学や ICT等に関する科目群

Development

専門領域に活用C群
Connected

考え方を身につけるA群
Adequate

基礎・周辺知識B群
Basic

上級
データサイエンスを
主な仕事にすることもできる

中級
データサイエンスを
自身の専門的な研究や
仕事に活用できる

初級
データサイエンスの
基礎や考え方を
研究や仕事に利用できる

リテラシー級
教養として
データサイエンスを知る

データ科学認定制度の各級について

データ科学教育プログラム（カリキュラム）
データ科学教育プログラムでは、分野を問わず必要となるデータ科学の「理論」に加えて、実際のデータを取り扱うための
「スキル」も同時に身につけることで、データ科学と自分の「専門」分野の知識を結びつけて活用できるようになります。

自分の専門分野以外のデータも分析・活用できるようになり、分野を
問わず様々な研究や仕事でデータサイエンスを使いこなし、活躍の
場はさらに広がります。

政治・経済・マーケティング・心理学など、学部で学ぶ専門分野に
合ったデータ分析手法を学ぶことができ、卒業論文や大学院進学の
準備にぴったりです。

データを活用する目的の設定、分析、検証、考察の一連の流れを実践
する力が身につくので、大学のレポートなどで、自分の主張をデータを
使って論証することで説得力を持たせることができます。

データ科学や統計学の基礎を理論・スキル面から学ぶことができ、
教養としてデータサイエンスを知ることができます。

認定条件

中級に加え、D群から2単位取得

初級に加え、
CI群の中から2単位を含む
C群から計3単位取得

以下の           のいずれか
      「統計リテラシーα・β」
      「データ科学入門1・2（統計学既習者用）」
      「データ科学実践」の5単位取得
      「データ科学入門α・β・γ・δ」
      「データ科学実践」の5単位取得

以下の           のいずれか
      「統計リテラシーα・β」の2単位取得
      「データ科学入門α・β」の2単位取得

データ科学認定制度に関する詳しい内容はこちら
https://www.waseda.jp/inst/cds/

※2023年度以降設置予定

中 級

CI群

CII群 統計リテラシーγ、
統計リテラシーδ  など

回帰と分類のデータ科学、
時系列構造のデータ科学、
潜在構造のデータ科学  など

判定タイミング 判定タイミング 判定タイミング 判定タイミング
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データサイエンスコンペティション 教育的インターンシップ

データサイエンスセミナー

Math and Stat Center （MSC）
初めてデータ科学を学ぶ方でも安心

場所：早稲田キャンパス3号館2階208教室　
開室時間：授業期間中の月～土曜日、9：00～18：00

●データ科学とは何か    ●アンケート分析の基礎とアンケート手法
●データの可視化 ―わかりやすいデータの見方・読み方―
●データ科学入門α・βフォローアップセミナー
●画像分類入門、Pythonによる自然言語処理入門      etc.

［過去に実施したテーマ］

はじめてデータ科学を学ぶ方へ（A群科目の概要）

データ科学はデータの種類や活用する目的が大切な学問。初めてデータ科学を学ぶ方は、まずA群科目から学ぶ
ことをおすすめします。データ科学の考え方を統一的に学ぶ科目として「データ科学入門α・β・γ・δ」があります。
一方、統計学を中心に学びたい方は「統計リテラシーα・β」を学びましょう。また、それまでに学んだデータ科学の
考え方とスキルを用いて、「データ科学実践」に挑戦。得られたデータを実践的に活用します。

初期の主な科目の概要と学び方
データ科学を学習する最初のステップ
データ科学入門シリーズ   データ科学の考え方を身につける

Step1

Step2

Step3

Step4 Practice

統計学を深く学びたい人は

データ科学を学習する次のステップ

統計リテラシーシリーズ   統計学の基礎を積み上げ式で学ぶ

Step1

Step2

Step3

データ科学入門α
データ科学の考え方の基礎を学ぶ
データ科学とは何か? 様々な統計的手法の考え方とその違い。
Pythonの基礎

データ科学入門β
回帰分析を用いてデータ科学の考え方を学ぶ
回帰分析の様々な解釈、目的に応じたモデルの選択、
統計学と機械学習の考え方の違い。Python実習

データ科学入門γ
様々な問題・分析手法を通して、
データ科学の考え方を整理する
重回帰分析、最適化問題とその解き方、分類問題、SVM、
ロジスティック回帰、ニューラルネットワーク

データ科学入門δ
データ解析の一連の流れを実践的に学ぶ
クラスタリング、主成分分析、サンプリング、データの前処理の
考え方、データ科学を用いる注意点

データ科学実践
データ解析プロセスを演習を通じて実践
データを活用する目的の設定、分析、検証、考察の
一連の流れを実践的に学ぶ

統計リテラシーα
データを視覚的・数値的に要約する
「記述統計学」を学ぶ
グラフ、ヒストグラム、基本統計量、散布図、相関係数、分割表

統計リテラシーβ
推測統計学を学ぶために必要な「確率論」を学ぶ
確率変数、確率分布、正規分布、期待値、分散

回帰と分類のデータ科学
様々な分野で重要となる回帰と分類の考え方を深める
重回帰分析の統計的性質、一般化線形モデル、木モデル、カーネル法、
ディープラーニング、集団学習

より専門的な分野に活用するためのデータ科学

時系列構造のデータ科学
時間で変化する系列に対するデータ科学を学ぶ
時系列構造とは、トレンド、自己回帰モデル、マルコフモデル、パネルデータ

潜在構造のデータ科学
データには見えない潜在的な変数や構造を仮定する
データ科学を学ぶ
潜在構造とは、因子分析、ベイジアンネットワーク、階層ベイズ、
潜在クラス分析、共分散構造分析

データ科学をより深く理解するための基礎

データ科学のための数学
データ科学を深く理解するための数学を学ぶ
線形代数、微分積分、確率

データ科学入門 1・2（統計学既習者用）
統計学の基礎を学んだ人を対象に
「データ科学入門α~δ」の内容を2科目で体系的に学ぶ

各学部で学ぶ専門領域にてデータ科学を活用

実践の場を提供

スキル
コンピュータを活用し

 自ら解析する能力

専 門
データ科学を

専門分野で活用する能力

理 論
各分野で通用する
データ科学の知識

意思決定、論証、 新たな知の創造

専門分野

経済、スポーツ、医療、工学 など

データ科学

統計学、人工知能、機械学習 など

データ科学教育

早稲田大学のすべての学部生・大学院生を対象に毎年開催しているコンペ
ティション。与えられたテーマやデータをもとに、参加チームが分析の精度や
分析結果のプレゼンテーションを競います。文系・理系問わず毎回100名以上の
学生が参加しています。

市場環境のデジタル化に伴い、企業はデジタル技術による
業務・ビジネス改革（DX＝デジタルトランスフォーメーション）を
進めています。そうした企業と連携し、データ科学をビジネス
の現場で実践するインターンシップです。

Math and Stat Center（MSC）では、「データ科学関連
科目」の履修相談を受け付けています。各科目の内容で
わからないことがある場合には、チャットやBBSに加え、
MSCを利用することによりLearning Assistant（LA）の
対面によるサポートを受けることが可能です。 室内は
とても和やかな雰囲気で、ラウンジ感覚で気軽に立ち
寄れるのが魅力です。

データサイエンスに関する様々なテーマを取り上げたセミナー
を毎年開催し、データ科学への理解や学習意欲を高めます。

データ科学の基礎から発展まで学べる

早稲田大学でのデータ科学の学び
早稲田大学では、「データ科学教育プログラム」として、分野を問わず必要となるデータ科学の「理論」に加え、実際のデータを取り扱うための
「スキル」を同時に身につけることができるプログラムを提供することで、データ科学と自身の「専門」分野の知識を結び付けて活用できるように
なることを目指しています。

専門分野でデータ活用できる人材を育成

医 療 スポーツバイオテクノロジー 芸 術 etc.

金 融政 治 マーケティング経 済 経 営 広 告
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