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社会で活躍する

  データサイエンティスト  へ

データサイエンス学部
熊谷キャンパス　
〒360-0194 埼玉県熊谷市万吉 1700

学部事務室　
入試センター直通

048-539-1426　 　
03-3492-6649

データ
サイエンス学部
ホームページ

https://www.ris.ac.jp/ds/

立正大学
公式
ホームページ

https://www.ris.ac.jp/

男子寮・女子寮からなるツインタワー。安
全で快適な生活を送ることができます。

ユニデンス（学生寮）1

アカデミックキューブ3 RiLLFore（りるふぉれ）4 熊谷図書館5 陸上競技場6

バスターミナル2

学生は熊谷キャンパスとJR 熊谷駅、森林公
園駅間の路線バスを無料で利用できます。

ア
ク
セ
ス

JR 上野東京ライン

32分 JR 高崎線

26分
立正大学

熊谷キャンパス

立正大学行
または

森林公園駅行

国際十王バス

10 分

東京駅

30分

JR 湘南新宿ライン
新宿駅

立正大学行 または 熊谷駅南口行
国際十王バス

12 分
池袋駅 森林公園駅

56分

東武東上線

大宮駅 熊谷駅

熊谷キャンパスの学びの拠点。レンガ調の
外装に対して、内装は近代的な雰囲気です。

個人、グループワーク等、多様な学びに対応
する学修空間。パソコンも完備しています。

一般書籍をはじめ、貴重な地理学関連図書等
14,000点を有する「田中啓爾文庫」を所蔵。

400mトラックを備えた陸上競技場の他、野
球場、サッカー場、ラグビー場等があります。

Kumagaya Campus
Map熊谷キャンパス



さまざまな事 柄がデータに基づいて動いて

いる今日の 社 会では、データサイエンスの

重要度が日に日に高まっています。現場で

求められているのは、データの収集・分析の

スキルはもちろん、それをもとに新たな“価値”

を創 造できる人 材です。このような社 会の

要 請に応え、立 正 大 学のデータサイエンス

学部では応用と実践を重視したカリキュラム

を編成。現場の即戦力となるデータサイエン

ティストを育成します。

　現代社会には画像や音声などデジタル情
報が溢れ、特にスマートフォンやインターネッ
ト環境は生活に欠かせません。データサイエ
ンスは、デジタル化したデータを用いて分析
する学問です。データを集め、分析し、これま
で誰も認識していなかった事柄を見出し、新
たな“価値”を創造する。この重要性にいち
早く気がつきビジネスに取り入れた企業は、
いまやGAFA※等を筆頭に世界的な影響力
をもっています。また、IT分野だけではなく、

※ Google、Amazon、Facebook、Appleの総称。

商店の仕入れや在庫管理等、ありとあらゆる
場所でデータサイエンスは活用できるのです。
しかし、この分野において日本はまだまだ人
材不足です。そうした状況を変えるべく、本
学部では研究実績の高い指導陣を揃え、社
会の即戦力となるデータサイエンスの能力を
修得できる環境を整えました。ぜひ立正大学
で、世の中をかえるような発想力をもつ唯一
無二のデータサイエンティストをめざしていた
だきたいと思います。

キャリアにつながる
データサイエンス

官公庁等のデータサイエンスの
専門家として、主に社会情勢に
関わるビッグデータを解析します。
解析結果を政策や社会インフラ
の拡充に生かし、暮らしやすい社
会の構築につなげます。

社  会 観  光ビジネス スポーツ

現在のビジネスにおいては、アプ
リやポイントカード等から得た顧
客情報の分析が欠かせません。
消費者や製造現場等の多様な
データをもとに、新たなビジネスモ
デルを創出します。

スマートフォンの位置情報や、交
通系カードの移動情報、SNSの
投稿等のデータから、新たな観光
資源やニーズを見出します。観
光産業の発展や地域の活性化
をめざします。

試合や選手の身体能力等のデー
タを収集・分析し、チームや選手
の強化につなげます。また、チー
ムの経営やマーケティング等の
面からも、データサイエンスの技
術を活用します。

データサイエンス
学部長　

北村 行伸

特にデータサイエンスが求められている4 分野を

学びのテーマとし、在学時から現場の知識を身につけ、

実践的な思考を磨いていきます。データサイエンティスト
社会が求める4分野の

Message なぜ、いまデータサイエンスを学ぶのか



キャリアにつながる学びの流れ
データサイエンス基礎科目

将来のイメージ

学びのポイント学びのポイント

データサイエンス発展科目
1年次に基礎を身につけたら、2年次以降は「データサイエンス」と「価値創造」の専門科目を学修します。

データサイエンスの知識と技術、実践的な応用力を平行して修得していくカリキュラムです。

ネットワーク理論

統計データと地図表現 EBPM 観光データ分析 データによる戦術・戦略Ⅰ

気象データ解析法 経済統計Ⅰ 観光統計 スポーツアナリティクスⅠ

テキストマイニングⅡ機械学習Ⅰ 社会調査実習Ⅰ
ネットワークに関する基本概念と数理解析手法の

基本、また、さまざまな問題に対してネットワーク

の視点からアプローチする方法について学びます。

統計データの理解を深めることを目的に、地理情

報システム（GIS）を用いて統計データを地図上に

表示するための知識や技術を修得します。

EBPM（エビデンス［証拠・データ］に基づく政策立案）

について、日本の現状や動向、問題点を紹介すると

ともに、概念や政策効果の分析手法を学びます。

ビッグデータ等を用いた最先端の観光データ分析

手法を学ぶとともに、効果的な観光振興策の提案を

行うための知識やスキルについても学修します。

スポーツ現場における多変量データ（試合映像や選

手のパフォーマンスに関する統計データ）をもとに、

競技力向上のための戦術・戦略立案理論を学びます。

ビッグデータである気象データの解析に用いられる

手法について学修。基礎的な概念や解析結果の解

釈方法について学びます。

GDP や消費者物価指数、失業率等の経済統計が

どのように作成され、相互に関連しているかを学び、

経済の多様な問題を数値で読み解く力を磨きます。

日本の観光統計や国際的に進められている観光統

計体系について知識を深めるとともに、データから

観光市場の実態を把握する方法について学びます。

スポーツデータ（試合スタッツや選手のトラッキング

データ等）の収集に必要な画像認識・実空間センシ

ング技術の基礎学修や、データ収集・分析の実習を

行います。

膨大なボキャブラリーを対象とした意味要約技術や単

語の系列特徴の分析方法について、実際にプログラム

を動かして自然言語データの解析方法を学びます。

機械学習の手法として、教師あり学習と教師なし学

習の基礎知識を修得。実際に Pythonを用いてプ

ログラムを書き、データサイエンスへ応用します。

本 学 部 で は、イン ターンシップ や
フィールドワークの機会を豊富に設け
ています。実際にデータサイエンスが
活用されている現場を体感すること
で、実践的な思考を養います。

学部の学生全員にノートパソコンを
配付。双方向授業や eラーニングを駆
使して学びを深めます。

社会調査における調査の企画から報告までの一連の

プロセスを学修。また、問題の発見から分析を経て解

決に至るまでに必要な能力の修得もめざします。

主要4分野の他にも、多様な研究分野で実績をもつ教員の下で、自分のやりたいことを追求できます。

●物事を分析するのが好き。
●人からアイデアパーソンといわれる。
●「強み」をもった社会人になりたい。
●起業して新たな分野を開拓したい。
●ヒット商品をつくりたい！
●大好きな地元を盛り上げたい。
●旅行が好き。
●プログラミングができる。
● AI に興味がある。
●大学でもスポーツを頑張りたい！
●スポーツ観戦が好き。
●数学や数字が好き。
●文系教科も理系教科も得意だ。
●パソコンの作業が楽しい。
●インターネットを毎日利用している。
●スマートフォン使いには自信がある。
●気象に興味がある。
●世界で活躍するビジネスパーソンになりたい。
●これまでにないビジネスで成功したい！
●暮らしをもっと便利にしたい。
●政策に関わる仕事がしたい。

家富 洋
◯経済物理、多変量解析、ネットワーク科学
伊藤 善夫
◯イノベーションと経営戦略
上原 宏
◯機械学習（自然言語、画像認識など）

【教授】 【専任講師】 【助教】

◯は担当講義・研究テーマ　＊2021年4月1日現在

大井 達雄
◯観光統計、観光経済学、企業不動産マネジメント
北村 行伸
◯応用計量経済学、ミクロ計量経済学、公共経済学
白川 清美
◯経済統計学、統計学

白木 洋平
◯衛星情報学、環境動態学
相馬 亘
◯データサイエンス
高部 勲
◯公的統計、統計科学

西崎 文平
◯日本経済
原田 豊
◯犯罪社会学・地理的犯罪分析
山下 倫範
◯実験整数論

渡辺 美智子
◯サービスデータサイエンス、アスリートのためのデータサイエンス入門、統計科学

【准教授】

亀井ダイチ 利永子
◯英語、歴史学（日本史）
辻村 雅子
◯経済統計，資金循環分析
南部 あゆみ
◯民法、インターネットと法

石川 茜恵
◯発達心理学、青年心理学、時間的展望
永田 聡典
◯トレーニング科学、スポーツパフォーマンス分析、チームビルディング
成塚 拓真
◯スポーツ統計科学、統計物理学

平田 英隆
◯気象学、気象データ解析学
松尾 忠直
◯経済地理学、農業地理学
宮﨑 善幸
◯コーチング、メンタリング、スポーツマネジメント
村上 美奈子
◯教育学、特別支援教育、教育方法論Ⅱ

木川 明彦
◯情報システム、会計情報システム
三島 啓雄
◯空間情報技術に市民科学および Civic Tech の手法を併せた研究

人口や環境等、社会のさまざまな事象を可視化し、

新たな傾向を発見します。

観光データの分析手法から、マネジメント等の経営

面も学修できます。

経済、経営、金融やマネジメント等、ビジネスに関

する多様な科目で学びます。

選手、指導、経営等、多角的にスポーツへアプロー

チできる科目群です。

データサイエンスの基礎的な能力を修得。
応用的なプログラミングや情報セキュリティ、統計学等、専門的な科目に取り組みます。

データサイエンスや価値創造分野に関連する
卒業論文・卒業研究に取り組みます。
4 年間の集大成として、社会で実用可能な内容をめざします。

価値創造の学びをとおして身につけた
「自ら課題を発見し解決する能力」によって、
データサイエンティストとして
さまざまな現場で活躍します。

最先端の研究にふれながら応用力を磨きます。
より高度な技術を修得したい学生のためにハイレベルな科目も揃えています。

大学生としての基礎的な教養を身につける科目群です。一

般教育や外国語、スポーツや保健、キャリアといった幅広

い科目を学修し、すべての学びの基盤をつくります。

データサイエンスやAI 等の基礎知識、プログラミングの初

歩等を体系的に学修。数学は習熟度別クラスを設け、苦手

な学生でも着実に修得できる体制を整えています。

【コンピュータ専門職】
GIS 学術士

情報処理技術者試験

ITパスポート試験

【教員免許】
高等学校教諭一種免許状（情報）

学校図書館司書教諭

【行政職】
Ｇ検定（ジェネラリスト検定）

統計調査士／専門統計調査士（認定資格）

社会調査士（認定資格）

統計検定

QC 検定（品質管理検定）

アクチュアリー

社会福祉主事（任用資格）

社会教育主事／社会教育士（任用資格）

【その他】
国内旅行業務取扱管理者

総合旅行業務取扱管理者

図書館司書

博物館学芸員（任用資格）

●企業・官公庁などにおけるデータサイエンス専門職

●国や地方自治体の統計調査やデータサイエンス

専門職

●企業の情報システム、データ管理担当

●画像認証、音声認証等、

 データ取集ツールのテクノロジスト

●マーケティング職

●観光マーケティング職

●国や地方自治体の統計調査専門職

●スポーツアナリスト等

●スポーツ団体や協会等の企画・広報

●スポーツメーカーのマーケティングや開発職

幅広い分野の教員陣

多彩な実践経験学部の学生全員に

パソコンを配付

教養的科目

専門基礎科目群
専門的な学修への土台づくり

データサイエンスの基礎を修得

価値創造基礎科目
社会、ビジネス、観光、スポーツの 4 分野を中心に、
実際に社会でデータサイエンスが用いられている現場で知見を広めます。

応用分野の今を知る

価値創造発展科目
社会の現場でのフィールドワークやインターンシップ等の実践的な学びをとおして、
現場で価値を創造していく力を養います。

実践的な思考を養う

データを扱うスキルを磨く

大学の学びの基盤

卒業論文・卒業研究
4 年間の集大成

取得できる免許・資格

データサイエンス

社会

ビジネス

観光

スポーツ

  F ut u r e

こんな人に来てほしい！

※以下の内容は予定です。変更の可能性があります。
※試験に合格する必要のあるものも含まれます。

社  会 観  光ビジネス スポーツ

白木 洋平 教授


