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大学生を対象とした

データ・AI活用の社会課題解決（SDGs)・ビジネスイノベーションに触れる機会を

オンラインイベントして開催

統計やデータサイエンス・AIを学んでいる、またそれぞれの専門分野でデータ分析を活用してい

る、社会課題解決やイノベーションに関心が高い等、幅広い学生が対象

 DSFes2020参画パートナー（協賛、後援、メディアパートナー…）のご協力で、身近なデータ分

析から先進企業のＡＩ・IoT・ビジネス現場での最新事例、学びのツール・コミュニティ等の最

新情報を発信

学生が視聴・参加しやすい環境でオンラインイベントとして開催。企業からの発信でも、学生

と企業がコミュニケーションしやすい構成を重視

 データを学んでいる学生のプレゼン大会等の学生発信のコンテンツを盛り込み、学生同士のコ

ミュニケーションも高め参加意欲を啓発

 主催：日本経済新聞社

 共催：㈱ＰＯＬ

 対象：データ・AIを学んでいる大学生・大学院生・高専生

 形式：オンライン配信（Zoom利用）

 参加学生想定：300名

昨年の開催風景
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プログラム１：全体概要
開催期間：2020年12月10日（木）～12月12日（土）

日 曜日 時間 プログラム

オープニングセッション

17:00～19:00 学生LT大会10 木

17:00～18:30 ウイメンズ・セッション11 金

12 土

10:00～11:10

11:20～12:30

13:00～14:00

14:10～15:10

15:20～16:20

16:30～17:30

トークルーム

スポンサーセッション1 スポンサーセッション2

スポンサーセッション3 スポンサーセッション4

スポンサーセッション5 スポンサーセッション６

クロージングセッション

配信方法：Zoom（予定） 各セッション申し込み学生に配信URLを送付します。

各プログラムは、日経施設内のスタジオから配信します。各フォーラムのゲスト登壇

者はスタジオ、もしくはオンライン中継で参加いただきます。
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プログラム２：各プログラムの詳細（案）
プログラム 配信日程 内 容

学生LT大会
10日（木）

17:00～19:00

AINOW共催で、データ分析やデータコンペティション、アイデアソン等、ジャンルは問わずに学生のLT

（Lightening Talk）大会を開催します。視聴者からの投票と審査委員による採点で上位チームを選びま

す。司会：小澤健祐氏（AINOW編集長）アシスタント：AIドル

ウイメンズ・セッション
11日（金）

17:00～18:30

WiDS Tokyo @ Yokohama City Universityの協力で実施。データサイエンス領域で活躍する女性たちの

働き方を発信します。 コーディ―ネーター：小野陽子氏（横浜市立大学データサイエンス学部准教授。

WiDS アンバサダー）

オープニングセッション
12日（土）

10:00～11:10

AI・データでビジネスにイノベーションを興している企業（2,3名）が登壇。各社のビジネス戦略と最前線で活

躍する人材像について語っていただきます。 コーディネーター：加茂倫明氏（POL代表取締役社長）

トークルーム
12日（土）

11:20～12:30
協賛企業と参加学生（定員20名）が少人数でじっくり話せるトークルーム。参加学生は事前選考。

スポンサーセッション

12日（土）

13:00～16:20

※各セッション60

分

スポンサー企業の講演を主に、コーディネーター（事務局）が視聴学生へのアンケートや質問対応などをフォ

ローする形式で進行します。

展開例） 0:00~0:05(5)：オープニング 登壇者の紹介

0:05~0:40(35)：企業講演

0:40~1:00:00(20) : コーディネーターや視聴学生からの質問等双方向性を出します。

コーディネーター）POL学生スタッフが務めます。

※上記はサンプルです。スポンサー企業様の意向で構成してゆきます。登壇はスタジオでもリモートでも可能

です。

クロージングセッション
12日（土）

16:30～17:30

Student Academyを締めくくるセッション。学生プレゼン大会の結果発表、各セッション登壇者（スポンサー

セッション含む）の講評、抽選会などで盛り上げます。

※ご協賛社数等により、プログラムが変更されることがあります。ご了解ください。
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学生への告知・参加インセンティブ

DSFesアカデミックパート

ナー、協力大学・学会・

団体への告知協力

滋賀大学、早稲田大学データ科学センター、立教大学、慶應義塾大学高度プログラミングコンソーシアム、

中央大学AI・データサイエンスセンター、横浜市立大学（WiDS TOKYO）、東京理科大学データサイエン

スセンター、お茶の水女子大学文理融合AI・データサイエンスセンター、東京工業大学研究・産学連携本

部、青山学院大学、武蔵野大学、成城大学、東洋大学、東海大学・・・、各大学のAI・データサイエンス

系学部、センター、教員、学生団体等と連携して発信

日本統計学会、統計数理研究所、経営科学系研究部会連合協議会 ・・・ 所属教員経由で発信

https://pol.co.jp/

理系学生の就活支援。約20,000人の理系大学生が登録（旧帝大理系院生登録シェア30％）。

Data Society Fes メディアパートナーとして、Student  AcademyからHONGO AI まで、データ・AIを学ん

でいる学生向けのコンテンツを発信してゆきます。

DSFes後援、メディア

パートナー 他  日本経済新聞への告知・参加者募集広告の掲載

 SNS（Facebook,Twitter)公式アカウントによる発信

学生の参加意識を高

めるインセンティブ

学生LT大会

クロージングセッション時にオンライン抽選会を開催

https://pol.co.jp/
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アーカイブ・新聞採録

アーカイブ 新聞採録
各セッションの動画を、Data Society Fes 公式サイトから

アーカイブとして配信します。

https://dsfes.nikkei.co.jp/

各フォーラムのアーカイブを収録します。

各フォーラムのダイジェストを日本

経済新聞の採録広告として掲

載。日経電子版紙面ビューワー、

新聞紙面内のQRコードで、Data 

Society Fes 公式サイトへのアー

カイブへ誘導します。

◆掲載紙

日本経済新聞朝刊全国版

発行部数2,236,437部＋日経電

子版紙面ビューワー 282,000

◆紙面体裁

モノクロ1ページ

◆掲載日

2020年12月上旬予定

日経電子版紙面ビューワー、新聞紙面内のQRコードで、

Data Society Fes 公式サイトへのアーカイブへ誘導します。
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ご協賛料金（Student Academy Week 該当部分）

Data Society Fes 協賛メニュー アカデミック ゴールド・シルバー・ブロンズ

協賛料金 250万円 ＋200万円

スポンサーセッション枠（60分枠）※最大６社想定 ●

トークルーム参加枠（60分、学生定員20名） ●

リード提供（フォーラム参加申込者で個人情報提供許諾者） ●

Data Society Fes 公式サイト アーカイブ配信 ●

日本経済新聞採録広告特集／講演ダイジェスト・企業

ロゴ掲載
●

【オプション】

学生LT大会 企業賞贈呈権利＋審査委員枠（3社まで） ・・・ 20万円 ※企業賞の賞品は含まれておりません。

お問合せ：dsfes@nex.nikkei.co.jp
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大学名 人数 内訳

早稲田大学 27 理工学部(20）、政治経済学部(4)、他（３）

東京理科大学 23 工学部(13）、理工学部（4）、経営学部(4)、他(3)

中央大学 20 理工学部(17）、他(3)

慶応義塾大学 17 経済学部(6)、理工学部(４）、他(7)

お茶の水女子大学 15 理学部（10）他(5)

東京大学 11 工学系(3)、新領域創生科学(２)、医学部(2)、農学生命研究科(2)、他(2)

立教大学 11 経営学部(5)、他(6)

青山学院大学 6 経営学部(6)

武蔵野大学 6 データサイエンス学部(6)

國學院大学 5 経済学部(5）

実践女子大学 5 人間社会学部 (5)

横浜市立大学 5 データサイエンス学部（４）他(1)

関西学院大学 4 理工学部(4)、他(1)

東海大学 4 情報通信学部(3)、他(1)

東京工業大学 4 理学院物理学系(2)、工学院(1)、生命理工工学院(1)

明治大学 4 総合数理学部(1)、理工学研究科(1)

神戸大学 3 経済学部(2)、他(1)

滋賀大学 3 データサイエンス学部(3)

首都大学東京 3 他(3)

上智大学 3 経済学部(２)、理工学部(1)

専修大学 3 ネットワーク情報学部(3)

千葉工業大学 3 先進工学部(3)

電気通信大学 3 情報理工学域(3)

DSFes2019 Student Academy 参加申込大学一覧

＜他大学（2名以下）＞

東京医科歯科大学、東北大学、東洋大学、法政大学、京都大学、北里大学、近畿大学、駒澤大学、産業技術大学院大学、尚美学園大学、東京

外国語大学、東京電機大学、東京農業大学、東京農工大学、名古屋大学、一橋大学、広島大学、兵庫県立大学、放送大学、北海道大学、武蔵

野美術大学、明海大学、明治学院大学、帝京大学、横浜国立大学、立命館大学

参加申込み：225名 当日参加172名

年齢構成

男女比

19歳以下 16.7%

20歳 13.9%

21歳 23.9%

22歳 16.7%

23歳以上 28.9%

男 68.5%

女 31.5%


