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株式会社ブレインパッド（本社：東京都品川区、代表取締役社長：草野 隆史、東証マザーズ証券コー

ド：3655、以下ブレインパッド）は、今後のビジネス界で求められるデータサイエンススキルを持った

新たな人材育成を目的として、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都港区、代表取

締役社長：石坂 信也、以下 GDO）、一般社団法人ウェブ解析士協会（本部：東京都新宿区、代表理事：

江尻 俊章、以下ウェブ解析士協会）と協同で、立教大学（東京都豊島区、総長：吉岡 知哉、以下立教

大学）経営学部の「演習」（指導教授：佐々木 宏）を受講している 2年次生、3年次生向けに「データサ

イエンティスト養成講座」の産学協同実践型プロジェクトを開講したことを発表いたします。 

 

本授業では、ブレインパッドのデータサイエンティストが講師として学生に指導しながら、GDOの過

去 3 年分の購買データを分析・議論することで、データ分析やデータサイエンティストへの興味・関心

の醸成、事業戦略の理解やビジネス観点の育成の機会を提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲「データサイエンティスト養成講座」の授業風景 

 

本授業は、講義と演習による二部（全 9 回）から構成されており、第一部では、ブレインパッドの講

師が「データサイエンティストという職業」についての説明、データ分析の重要性や実際の手法、デー

タ分析専用ソフトウェアの操作方法などについて指導を行います。また、分析対象データを提供する

GDOのマーケティング担当者より、ビジネス概要や業務内容、ビジネス課題などを講義いたします。 

ブレインパッド、立教大学経営学部にデータサイエンティスト養成講座を開講 

～データサイエンススキルを持った新たな人材育成支援を 2013年 5月より実施～ 
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第二部では、学生約 40 名が 5 組のチームとなり、GDO が保有する顧客属性情報やショッピングサイ

トでの行動情報などのマーケティングデータを専用のソフトウェアを駆使しながら分析・議論し、GDO

の売上拡大に向けたマーケティング施策を立案します。7月 4日（木）の前期授業の最終回では、プレゼ

ンテーション大会を実施し、各チームが立案したマーケティング施策の提案の発表を行い、協力・後援

企業／団体から講評者を招いて評価を行います。なお、東京・汐留にて開催される本プレゼンテーショ

ン大会は、一般公開を予定しております。参加ご希望の方は、以下の申込フォームよりお申込みくださ

い。 

 

▼「データサイエンティスト養成講座」最終プレゼンテーション大会申込フォーム▼ 

https://inq.brainpad.co.jp/public/seminar/view/6 

 

■講座概要 

・名称：「演習」（データサイエンティスト養成講座） 

・主催： 

‐立教大学経営学部             http://cob.rikkyo.ac.jp/ 

‐株式会社ブレインパッド          http://www.brainpad.co.jp/ 

‐株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン  http://www.golfdigest.co.jp/ 

‐一般社団法人ウェブ解析士協会       http://www.web-mining.jp/ 

・後援： 

‐公益社団法人 企業情報化協会        http://www.jiit.or.jp/ 

‐トッパン・フォームズ株式会社             http://www.toppan-f.co.jp/ 

・設置期間：2013年 4月～2013年 7月までの前期期間 

・受講対象：立教大学経営学部「演習」を受講している学生 

（2年次生、3年次生約 40名） 

・指導教授：立教大学経営学部 佐々木 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inq.brainpad.co.jp/public/seminar/view/6
http://cob.rikkyo.ac.jp/
http://www.brainpad.co.jp/
http://www.golfdigest.co.jp/
http://www.web-mining.jp/
http://www.jiit.or.jp/
http://www.toppan-f.co.jp/
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・授業概要： 

 講義内容 講義のポイント・狙い 

第 1回 

講義 

 

ご挨拶（開催趣旨、今後の予定など） 本講座の趣旨を理解する 

「『21世紀で最も魅力的な職業』と言われる 

”データサイエンティスト”として働く」 

株式会社ブレインパッド 

アナリティクスサービス部 ゼネラル・マネージャー 

佐藤 洋行 

・昨今話題となっている「ビッグデータ」、「デー

タサイエンティスト」について、注目される理由

や可能性について正しく理解する。 

・データサイエンティストに求められる具体的な

技術について学ぶ。 

「GDO のご紹介～GDO の概要/ゴルフビジネスにつ

いて/GDOの課題と分析結果の活用方法」 

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 

マーケティング部 PR／プロモーションチーム 光山 

勝之 

データ提供企業であるGDOのビジネスと業界に

ついて理解を深める。 

「通販企業・市場について」 

株式会社ブレインパッド 

アナリティクスサービス部 リーダー 奥園 朋実 

・通販ビジネスへの理解を深める。 

・顧客育成視点での分析アプローチについて学

ぶ。 

「分析対象データについて」 

株式会社ブレインパッド 

アナリティクスサービス部 後藤 淳志 

・取り扱うデータと分析手法について具体的なイ

メージを持つ。 

第 2回 

演習 

「データ分析 演習課題説明＋演習」 

課題詳細説明、BIツール（Tableau）説明、分析の進

め方、最終プレゼン資料などについて 

・今回の演習課題を理解する。 

・データ分析に利用するソフトウェアの機能と操

作方法を学ぶ。 

・仮説思考をもち、課題の設定から実行可能な施

策の立案までを一通り身につける。 第 3－8

回 

演習 

「データ分析 演習」 

第 9回 

プレゼン 

大会 

審査協力企業の各社紹介（5分×4企業） ・伝えたい情報やチームの考えを論理的・体系的

に整理し発表する技術を学ぶ。 

・提案内容について企業からフィードバックをも

らうことで、実ビジネスで必要な視点を学ぶ。 

チーム別発表 

（各チーム 発表 10分、質疑応答 5分程度） 

表彰（審査協力企業賞＋ クライアント最優秀賞）、 

総評 

（クライアント企業、審査協力企業、佐々木教授） 

 

 

ブレインパッドは、本講座への支援を通じて、積極的に大学生のキャリア育成に関わることで、次世

代の日本経済を担うデータサイエンティスト人材の輩出の一助となることを目指します。 
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■ご参考情報 

●立教大学について http://www.rikkyo.ac.jp  

池袋キャンパス：東京都豊島区西池袋 3-34-1 

新座キャンパス：埼玉県新座市北野 1-2-26 

設立：1874年 

総長：吉岡 知哉 

学部：文学部、異文化コミュニケーション学部、経済学部、経営学部、理学部、社会学部、法学部、観

光学部、コミュニティ福祉学部、現代心理学部 

学校概要：立教大学では、1874年の創立以来、知性・感性・身体のバランスが取れた全人教育を意味す

る「リベラルアーツ」を教育理念とし、一人ひとりのさまざまな可能性を育むことを目的としています。

専門分野の枠を超えた幅広い知識と教養、総合的な判断力と優れた人間性を養うことを目的としていま

す。 

 

●株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について http://www.golfdigest.co.jp 

（東証マザーズ：証券コード 3319） 

本社所在地：東京都港区虎ノ門 3-4-8 

設立：2000年 5月 1日 

代表者：代表取締役社長 石坂 信也 

資本金：824百万円（2012年 12月 31日現在） 

従業員数：381名（2012年 12月 31日現在） 

事業内容：『リテールビジネス』（ゴルフ新品中古用品販売、ゴルフレッスンサービス）、 

『ゴルフ場ビジネス』（ゴルフ場予約サービス、ゴルフレッスン予約サービス、ゴルフ場向け B2B サー

ビス）、 

『メディアビジネス』（ゴルフメディア、広告事業・モバイル事業）の 3事業を展開。 

インターネットでゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を実現。GDOクラブ

会員 223万人（2013年 5月末）、月間ページビュー数 1億 5千万 PV※。東証マザーズ上場（2004年 4

月）。 

※過去最高数値 

 

●一般社団法人ウェブ解析士協会について http://www.web-mining.jp/ 

本社所在地：東京都新宿区西新宿 3-8-5 新栄ビル 2F （株式会社環 内） 

設立：2012年 4月 

代表者：代表理事 江尻 俊章 

事業内容：ウェブ解析士協会は「ウェブ解析士」の育成・認定を行っている。受講者は 4200 名超(2013

年 5 月時点)。さらに、事業の成果に導くウェブ解析を広く学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人た

ちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、ウェブ解析の発展的存

続によるウェブ解析を通じての産業振興や、ウェブ解析に関する社会教育を推進します。 

 

 

http://www.golfdigest.co.jp/
http://www.golfdigest.co.jp/
http://www.web-mining.jp/
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●株式会社ブレインパッドについて http://www.brainpad.co.jp/ 

（東証マザーズ：証券コード 3655） 

本社所在地：東京都品川区東五反田 5-2-5 KN五反田ビル 

設立：2004年 3月 

代表者：代表取締役社長 草野 隆史 

資本金：327百万円（2013年 3月現在） 

連結従業員数：133名（2013年 6月現在） 

事業内容：顧客企業のさまざまなデータを利用して成長・革新を支援するビジネスパートナーとして、

アナリティクス事業、ASP関連事業、ソリューション事業を展開しています。「Big data, Big innovation 

～次のイノベーションは、ビッグデータから～」をビジョンとし、金融・小売・メーカー・サービスを

はじめとする幅広い業種の企業データ活用を強力に支援しています。 

 

■お問い合わせ先 

●本リリースに関するお問い合わせ 

株式会社ブレインパッド 

経営企画室コーポレートコミュニケーションチーム 広報担当 

TEL：03-5791-4210 e-mail：pr@brainpad.co.jp 

 

学校法人立教学院企画部広報課 

TEL：03-3985-4836 e-mail：koho@rikkyo.ac.jp 

 

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン  

マーケティング部 PR/プロモーションチーム 担当：岩井  

TEL：03-5408-3147 e-mail：pr@gdo.co.jp 

 

一般社団法人 ウェブ解析士協会 

広報担当：鈴木 

TEL：03-5358-4198 e-mail：support@web-mining.jp 

 

以上 

 

＊本リリースに記載された会社名・商品名等は、それぞれの権利者の商標または登録商標です。 

＊本リリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。 
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