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はじめに

教育プログラムとして、数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムが提示した

「数理・データサイエンス・AI（応用基礎レベル）モデルカリキュラム ～AI×データ活用の

実践～」に準拠して、令和3年度基礎教育科目（全学生が受講対象）「情報・数量スキル」

（必須）、「データサイエンス入門」（選択）を開講し、リテラシーレベルの“導入”及び“心

得”のカリキュラム内容を実施した。その２科目の自己点検、FDの結果を報告する。

宮崎大学数理・データサイエンス部会を中心に、「情報・数量スキル」の講義と連動し、実社会と直結するデータを

対象に、数理データサイエンスの技術を用いて解析するコンペティションを行ったり、県内IT企業のセミナー等を開

催したりし、数理データサイエンス・AI教育の充実を図っている。 2
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「データサイエンス入門」について
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「データサイエンス入門」について

○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

（１）大学等の正規の課程であること

（２）当該大学等の学生に広く実施される教育プログラムであること

（３）当該教育プログラムの名称、当該教育プログラムにおいて身に付けることのできる能力、修了要件、
開設される授業科目、授業の方法及び内容並びに実施体制を記載した当該教育プログラムを実施するため
の計画を定め、公表していること

（４）学生の数理・データサイエンス・AI等への関心を高め、かつ、必要な知識及び技術を体系的に修得させる
教育プログラムであること
～５つの審査項目～

（５）学生に対し当該教育プログラムの履修を促す取組が行われていること

（６）当該教育プログラムについて自ら点検及び評価を行い、その結果を公表すること

（７）当該教育プログラムを一年以上実施した実績があること
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「データサイエンス入門」について
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「データサイエンス入門」について

○リテラシーレベルの認定制度では、
・導入
・基礎
・心得
の領域がカバーされている必要がある

○基礎教育において、この領域をカバーする科目が必要
（現行の科目群ではカバーできていない）

これら領域をカバーする「データサイエンス入門」設置
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「データサイエンス入門」について

○令和3年度 後期集中科目

「データサイエンス入門」 [Introduction to Data science]

【担当教員】藤井 良宜／野見山 将太／関口 敏／坂本 眞人

【単位】2単位

【対象学年】1-2年（全学対象）

【授業概要】
現代において、情報技術の発達やそれに伴う社会構造の変化により、研究者や一部の業種の人々だけでなくあらゆ

る人がデータを取り扱う状況になっている。またこれらの状況はさらに発達・発展し、産業活動をはじめあらゆる社
会活動でデータの集計、加工、分析、考察やこれらを説明する能力が文系理系問わずに要求されると予測されている。
本科目では、大学の研究や企業でどのようにデータサイエンスが用いられているかを確認し、それらを通して今後

のデジタル社会で求められるデータサイエンス領域の基礎的な知識や活用について学ぶことを目的としている。

【学習目標】
（1）数理・データサイエンス・AIの活用することの「楽しさ」や「学ぶことの意義」を理解する
（2）研究や社会で数理・データサイエンス・AIがどのように活用されているかを理解する
（3）数理・データサイエンス・AI領域と自身との関わりについて理解する
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「データサイエンス入門」について

授業計画
回数 日時 授業内容・方法 備考

第1回 配信で実施（10/7-） データサイエンスとは 協力 工学部 坂本眞人

第2回 配信で実施（10/14-） データを活用した研究の紹介 協力 教育学部 遠藤宏美

第3回 配信で実施（10/21-） 水産増養殖におけるプロバイオティクスの応用 協力 農学部 田岡洋介

第4回 配信で実施（10/28-） 健康のビッグデータと疫学研究 協力 医学部 栁裕哉

第5回 配信で実施（11/4-） データ・AI利活用における留意事項 協力 医学部 荒木賢二

第6回 配信で実施（11/11-） 葉の形状解析 ～画像解析～ 協力 農学部 槐島芳徳

第7回 配信で実施（11/18-）

問題解決力と問題設定力
～シャッター商店街は誰にとっての問題か～

RESAS(地域経済分析システム)等を活用した地域分析と政策提言

協力 日南市 マーケティング専門官 田鹿倫基

地域資源創成学部根岸裕考

第8回 配信で実施（12/2-）

数理・データサイエンス技術を活用した事例

林業の作業分析
～生産性・能率シミュレーション、地形の数値化～

協力 工学部 田村宏樹

農学部 櫻井倫

第9回 配信で実施（12/9-） データサイエンス・AIは社会を変革する 協力 地域資源創成学部杉山智行

第10回 配信で実施（12/16-） RightARM ～時代を一歩前へ～ 協力 テラスマイル株式会社

第11回 配信で実施（12/23-） 心理学と統計 協力 教育学部 境泉洋

第12回 配信で実施（1/7-） メタゲノム解析を考える 協力 農学部 引間順一

第13回 配信で実施（1/14-） イベント制作とデータサイエンス、映像のデータサイエンス 協力 株式会社AVC放送開発

第14回 配信で実施（1/20-） 保健医療分野におけるデータサイエンス 協力 宮崎県立看護大学中尾裕之

第15回 配信で実施（1/27-）
統計モデルを用いた高病原性鳥インフルエンザのリスク評価
まとめ

協力 農学部 関口敏
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「データサイエンス入門」について
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「データサイエンス入門」について

●基礎教育 学士力発展科目 地域学際系（選択科目）

●完全オンデマンド型配信講義

●評価は小テスト、小レポート、レポート課題、最終レポートで行う
第2,5,6回でレポート課題を指示、第15回後に最終レポートを指示

各回、コンテンツの視聴、小テスト,小レポートの回答が全て完了した時に「出席」

●講義動画は後期期間視聴可能
各回の小テスト、小レポートは公開後1週間の回答期限

□令和3年度 合計６５名が受講
工学部 33名
農学部 27名
地域資源創成学部 5名
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「データサイエンス入門」について

●受講前アンケート,受講後アンケート
受講しなくなった学生もいるため、受講後アンケートに回答した学生のみ受講前アンケートを抽出[32名]
原則、5段階評価（否定---肯定）, 受講前のQ７,8および受講後のQ8,9,10,13は異なる

質問項目は下記の通り

【受講前アンケート】
Q1.あなたは「データサイエンス」という分野について、知識を持っていますか？
Q2.あなたは「データサイエンス」という分野について、興味を持っていますか？
Q3.あなたは「データサイエンス」という分野が自身の学んでいる専門分野に関係すると考えていますか？
Q4.あなたは「データサイエンス」という分野が自身の将来（進学、就職や働き方など）に関係すると考えていますか？
Q5.あなたは「データサイエンス」という分野は難しいと考えていますか？
Q6.あなたは「データサイエンス」という分野の知識や技術をより学んでいきたいと考えていますか？
Q7.あなたは本科目の紹介動画について、視聴しましたか？
Q8.本科目を受講する上で不明なこと、不安なこと、その他ご意見があれば記述ください。

【受講後アンケート】
Q1.あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」の知識を得られましたか？
Q2.あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」の興味を得られましたか？
Q3.あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」という分野が自身の学んでいる専門分野に関係すると感じましたか？
Q4.あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」という分野が自身の将来（進学、就職や働き方など）に関係すると感じましたか？
Q5.あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」という分野は難しいと感じましたか？
Q6.あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」という分野の知識や技術をより学んでいきたいと感じましたか？
Q7.本科目を受講して、満足度を回答ください。
Q8.可能であればQ7の回答の理由を記述ください。
Q9.本科目を受講して身についたと思う知識、能力を選んでください。（リテラシーレベル モデルカリキュラム分類）
Q10. Q9で「その他」を選択した方は身についた知識、能力を記述ください。
Q11.あなたは本科目のより発展的な科目があった場合、受講したいと思いますか？
Q12. Q11.で「やや肯定」「肯定」を選択した方は、具体的にどのような内容を学びたいと思いますか？
Q13.本科目を受講して、何か意見などがありましたら記述ください。
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「データサイエンス入門」について

【受講前】
Q1.あなたは「データサイエンス」という分野について、
知識を持っていますか？

【受講後】
あなたは本科目を受講して、
「データサイエンス」の知識を得られましたか？

28%

19%34%

16%

3%

否定

やや否定

否定も肯定もない

やや肯定

肯定

6%

50%

44%
否定も肯定もない

やや肯定

肯定
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「データサイエンス入門」について

【受講前】
Q2.あなたは「データサイエンス」という分野について、
興味を持っていますか？

【受講後】
あなたは本科目を受講して、
「データサイエンス」の興味を得られましたか？

6%

44%

50%

否定も肯定もない

やや肯定

肯定

3%

28%

35%

34%
やや否定

否定も肯定もない

やや肯定

肯定
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「データサイエンス入門」について

【受講前】
Q3.あなたは「データサイエンス」という分野が自身の
学んでいる専門分野に関係すると考えていますか？

【受講後】
あなたは本科目を受講して、
「データサイエンス」という分野が自身の学んでいる
専門分野に関係すると感じましたか？

3%

19%

53%

25%
やや否定

否定も肯定もない

やや肯定

肯定

3% 3%

35%

59%

やや否定

否定も肯定もない

やや肯定

肯定
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「データサイエンス入門」について

【受講前】
Q4.あなたは「データサイエンス」という分野が自身の
将来（進学、就職や働き方など）に関係すると考えてい
ますか？

【受講後】
あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」と
いう分野が自身の将来（進学、就職や働き方など）に
関係すると感じましたか？

3%

16%

44%

37%

やや否定

否定も肯定もない

やや肯定

肯定

6%

16%

50%

28% やや否定

否定も肯定もない

やや肯定

肯定
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「データサイエンス入門」について

【受講前】
Q5.あなたは「データサイエンス」という分野は難しい
と考えていますか？

【受講後】
あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」と
いう分野は難しいと感じましたか？

19%

53%

28%
否定も肯定もない

やや肯定

肯定

3% 3%

16%

50%

28%

否定

やや否定

否定も肯定もない

やや肯定

肯定
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「データサイエンス入門」について

【受講前】
Q6.あなたは「データサイエンス」という分野の知識や
技術をより学んでいきたいと考えていますか？

【受講後】
あなたは本科目を受講して、「データサイエンス」と
いう分野の知識や技術をより学んでいきたいと
感じましたか？

12%

41%

47%

否定も肯定もない

やや肯定

肯定

9%

44%

47%

否定も肯定もない

やや肯定

肯定
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「データサイエンス入門」について

【受講前】
Q7.あなたは本科目の紹介動画について、視聴しましたか？

【受講前】
Q8.本科目を受講する上で不明なこと、不安なこと、
その他ご意見があれば記述ください

28%

22%

50%

紹介動画があったこと

を知らない

視聴していない

視聴した

○パソコンの扱いがまだ不慣れなのでそこが不安です。

○[要約]元々、興味のあった分野なので、講義を受けることができ
て嬉しい。実践的なことや難しいことも学べるのなら学びたい。
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「データサイエンス入門」について

【受講後】
Q7.本科目を受講して、満足度を回答ください。

【受講後】
Q8.可能であればQ7の回答の理由を記述ください。

3%
6%

3%

60%

28% 不満

やや不満

不満でも満足でもない

やや満足

満足

○自分と関わりのある分野、関わりのない分野、さまざまな場面で
データサイエンスが利用されていると学び、重要性を感じることが
できた。データサイエンスといっても、ただデータ処理をPCで
行っているだけ、統計学と同じ学問ではないと分かったことは、学
べて満足できた部分である。

○データサイエンス的な課題を期待していたが、ほとんどの授業課
題が感想文やレポートだけだったため残念だった。その点で、葉の
形状を調べる課題は面白かった。

○文系学部に在籍している私にとって、この講義で学んだ内容には
農学部や工学部などの研究に関連するものも多く、そうした分野は
普段触れることがないため、難しいと感じる一方で、新鮮かつ面白
かったから。

○実際にデータサイエンスを交えた討論が受講者同士でできればよ
り面白いと感じることができると思った。

○サーバーエラー並びに多重ログインが多すぎる。
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「データサイエンス入門」について

【受講後】
Q9.本科目を受講して身についたと思う知識、能力を選んで
ください。（リテラシーレベル モデルカリキュラム分類）

【受講後】
Q10. Q9で「その他」を選択した方は身についた知識、
能力を記述ください。→回答なし

0

5

10

15

20

25

学
生
数

※「身についた知識、能力はない」の
回答学生は、複数項目に回答
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「データサイエンス入門」について

【受講後】
Q11.あなたは本科目のより発展的な科目があった場合、
受講したいと思いますか？

【受講後】
Q12. Q11.で「やや肯定」「肯定」を選択した方は、
具体的にどのような内容を学びたいと思いますか？

3%

41%

31%

25% やや否定

否定も肯定もない

やや肯定

肯定

○実際にデータを使う練習がしたい。

○データがあった場合の具体的な解析手法。

○プログラミングに関する内容について学びたい。

○実際のデータを用いた分析や、プログラミングを用いた実習課題
に取り組んでみたい。

○データサイエンスにて扱われるプログラミングコードを一から学
びたい

○海外と日本のデータサイエンスの違い。データサイエンスを主と
して扱っている企業の方の事業内容。
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「データサイエンス入門」について

【受講後】
Q13.本科目を受講して、何か意見などがありましたら記述ください。

○とても面白かった。そして、このようなデータ系の講義をさらに受講したいと思っている。

○様々な分野からデータサイエンスについて紹介があったため、学べることが多くあった。

○[抜粋,要約]何度も救済措置をとることに疑問。初開講によるものという理解はしているが、
視聴期限の取り方を検討した方がいいのではないか。
授業内容は身になることばかりで非常に満足した。

○内容はどれも興味深かったが、話を聞いて感想を述べるだけではデータサイエンスの思考は
身につかないと思うので、より実践的な課題があるといいと思った。
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コンテンツ教材（「データサイエンス入門」まとめ版）
講義回数 事例紹介 事例紹介担当教員

構成

大項目 小項目

第一回 データサイエンスとは 工学部 坂本眞人
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.1-6.3-1.3-2.
(2) リテラシ－レベル・選択 4-6.4-7

第二回 データを活用した研究紹介 教育学部 遠藤宏美
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.2-1.2-2.2-3

第三回 水産増養殖におけるプロバイオティクスの応用 農学部 田岡洋介
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5 2-1.2-2. (2-3.)

第四回 健康のビッグデータと疫学研究 医学部 栁裕哉
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.2-1.2-2.(2-3.）3-1.

第五回 データ・AI利活用における留意事項 医学部 荒木賢二
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-4.1-5.3-1.3-2.4-1.4-8.4-9
(5) 応用基礎・AI基礎 3-9．

第六回 葉の形状解析 ～画像解析～ 農学部 槐島芳徳
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5 2-2 2-3.
(2) リテラシ－レベル・選択 4-6

第七回
問題解決力と問題設定力 ～シャッター商店街は誰にとっての問題か～ 日南市 マーケティング分析官 (1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.2-1.2-2.(2-3.)3-1.

ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム)等を活用した地域分析と政策提言 地域資源創成学部根岸裕孝 (1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.2-1.2-2.2-3

第八回

数理・データサイエンス技術を活用した事例 工学部 田村宏樹

(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.1-6.

(2) リテラシ－レベル・選択 4-8.

(5) 応用基礎・AI基礎 3-4.

林業の作業分析 ～生産性・能率シミュレーション、地形の数値化～ 農学部 櫻井倫
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.2-1.2-2.(2-3.)4-1.

第九回 データサイエンス・AIは社会を変革する 地域資源創成学部杉山智行
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.1-6.2-2.3-1.

第十回 ＲｉｇｈｔＡＲＭ ～時代を一歩前へ～ テラスマイル株式会社
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.1-6.2-1.2-2.(2-3.)

第十一回 心理学と統計 教育学部 境泉洋
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.2-1.2-2
(2) リテラシ－レベル・選択 4-1.
(3) 応用基礎レベル・データサイエンス基礎 1-2.1-4

第十二回 メタゲノム解析を考える 農学部 引間順一
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5 1-6..2-1.2-2 (2-3.)
(2) リテラシ－レベル・選択 4-1,4-7

第十三回 イベント制作とデータサイエンス・映像とデータサイエンス AVC放送開発株式会社
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.2-1.2-2.4-6.4-8
(2) リテラシ－レベル・選択

第十四回 保健医療分野におけるデータサイエンス 県立看護大学 中尾裕之
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.2-1.2-2.3-1.

第十五回
統計モデルを用いた高病原性鳥インフルエンザのリスク評価・データサイエンス入
門のまとめ

農学部 関口敏
(1) リテラシーレベル・導入・基礎・心得 1-1.1-2.1-3.1-5.2-1.3-1.
(2) リテラシ－レベル・選択 4-4
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まとめ

■「データサイエンス入門」はオンデマンド型講義のため、今後は県内大学・高専への提供も予定
利用について協力教員に最終確認を取る
全体の構成やその他発展的な科目や取り組みとの接続についても検討する

■令和4年度以降、「データサイエンス入門」のコンテンツ活用を行い、
全学必修の「情報・データリテラシー」で認定要件を満たすカリキュラムを検討中
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宮崎大学 情報・数量スキル部会

情報・数量スキル 令和3年度（前期）FD報告

令和4年４月
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情報・数量スキル 学習目標（教育学部の例)
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学生からの授業評価アンケート結果
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Q.この授業の到達目標を達成できましたか。

Q.総合的に判断して、この授業に満足し
ましたか。

あてはまる ６８％

満足、やや満足 ９３％

Q.授業で求められた課題の分量は適切
だった。

ちょうどよい ７８％

教育学部、医学部、工学部、農学部、地域資源創成学部の受講生の計767名の学生が授業終了後に
アンケートに回答



教員FDレポート ： 教員からの授業実施に関してのFD報告

30

「コミュニケーション能力の育成」に関して具体的な取り組み

・学生はWebclassのeポートフォリオを用いて各自プレゼンテーション動画をアップロードし、他の学生の動
画を視聴して、相互に評価・コメントし合った。他の学生のプレゼンテーションで良かった点をまとめレポー
トとして提出した。

・オンラインの会議室を利用して、5名から成るチーム内における発表会を実施した。

・収集したデータを図表としてまとめ、その結果を文書化させた。

・指定された時間内に自己紹介プレゼンテーションを行う。

・「自分史」のビデオを作成させた。

取り組み事例の自由記述から原文そのまま抜粋



教員FDレポート ： 教員からの授業実施に関してのFD報告
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自 由 記 述

自由記述から原文そのまま抜粋

・対面での実施を希望した学生の声を反映し、新型肺炎の感染状況を注視しながら対面でのプレゼンテーショ

ン大会を実施し、プレゼンテーションを学生に経験してもらった。

・課題ができるか不安と感じていた学生もいたが、毎週の課題をこなして気付けば達成できていたという学生

の声が聞けた。

・対面授業が可能な期間においても，渡日できない外国人留学生のためにオンライン授業を同時に実施した。

・昨年度のオンデマンド講義が「繰り返し講義内容を参照することができ，理解の助けになった」「自分の

ペースで学習できた」という評価があったため，昨年度の動画を講義後にアップロードし，復習の資料とした。

・PCの使用方法だけでなく、メールの作成方法について講義を行った。非常に幼稚な文章を書いていた学生も、

講義後には正しく日本語を使ったメールを書くことができるようになった。

・学生の情報リテラシーは格段に向上しており、情報数量スキル自体の存在意義が薄れている。来年度はデー

タサイエンスに移行していくべきと感じている。


