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今泉　允聡 著　『深層学習の原理に迫る』 国友　直人

イギリスにおけるコロナロックダウン：感染への効果の推計 榑松　良祐

国際統計研修の潮流 清水　　誠

ポストコロナ時代の公的統計（1）
―経済統計の新たな課題― 西村　淸彦・肥後　雅博

統計データ分析コンペティション2022
受賞論文の連載にあたって 統計データ分析コンペティション事務局
統計データ分析コンペティション2022 受賞論文 高校生の部 総務大臣賞
体力が基礎学力に与える影響について フェリス女学院高等学校　太佐　美結

公的統計の品質向上に向けたTQMの意義
―総合的品質管理TQMのポイントと未然防止― 鈴木　和幸

公的統計調査のプロセスの品質保証 篠　　恭彦

公的統計の品質向上の取組
―統計委員会建議の背景と考え方― 川崎　　茂

統計委員会建議と具体的な取組の現状について 上田　　聖

椿  広 計

日本統計協会のページ

国際統計制度とは何か（13）
―グローバリゼーションと貿易・国際収支関連統計（2）― 萩野　　覚

高校における統計・データサイエンス教育の最前線（7）
―データ分析における実践及び、数学を活用とした統計指導の開発―
 お茶の水女子大学附属高等学校数学科　教諭　三橋　一行

米国で大インフレは再来するのか 村上　尚己

書　　評

統計寸評

英国王立統計学会Significanceから

連　　載

寄　　稿

統計利活用コーナー

統計ウォッチング

巻 頭 言
公的統計の総合的品質管理（TQM）特 集
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統計150年記念式典の開催 総務省統計局統計情報利用推進課

村上　大輔 著　『Ｒではじめる地理空間データの統計解析入門』 高部　　勲

女性が活躍した場所：英国社会調査公的統計 山口　陽子

技術と社会　その片鱗 北原　　久

ポストコロナ時代の公的統計（2）
―物価・賃金統計の精度問題― 西村　淸彦・肥後　雅博

統計データ分析コンペティション2022 受賞論文 高校生の部 優秀賞
ボランティア活動の決定要因 慶應義塾高等学校　今泉　　開

日本における開業率の現状とその計測 川上　淳之

日本企業の生産性ダイナミクス 金　　榮愨

国際比較からみた日本企業の生産性と
雇用のダイナミクス 池内  健太・伊藤  恵子・深尾  京司・権  赫旭・金  榮愨

日本企業のダイナミクスと雇用 権　　赫旭

乾  友 彦

日本統計協会のページ

公的統計の利活用推進と21世紀の統計行政（7）
―統計の危機管理と今後の統計行政の展望― 佐伯　修司

高校における統計・データサイエンス教育の最前線（8）
―１人１台端末の活用と外部との連携・協働による統計教育の実践報告―
 佐賀県立有田工業高等学校主幹教諭　中西　美香

コロナ禍を経てインド経済はどうなっているか 西濵　　徹

特別企画

書　　評

統計寸評

英国王立統計学会Significanceから

連　　載

寄　　稿

統計利活用コーナー

統計ウォッチング

巻 頭 言
日本企業のダイナミクス特 集
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2021年１月結果からの家計調査の季節調整値の改定について 櫻井　智章

Master KT　著
『データドリブンの極意 ～Tableauブートキャンプで学ぶデータを「読む」「語る」力』 竹内　光悦

“あなたたちは一人ではない”女性大学院生へのメンタリング 橋本梨花子

分類するヒト 笹島　誉行

ポストコロナ時代の公的統計（3）
―「今」を映す四半期別GDP速報の課題― 西村　淸彦・肥後　雅博

統計データ分析コンペティション2022 受賞論文 大学生・一般の部 総務大臣賞
パンデミックは人流をどう変えたか
―地域の特性別に― 東京大学　大古　一聡・西川　直輝

健康寿命の概念・方法論の整理 辻　　一郎

健康寿命測定と政策評価 橋本　英樹

健康寿命の国際比較 皆川　友香

社会と健康寿命 尾島　俊之

林　玲子

日本統計協会のページ

国際統計制度とは何か（14）
―就業・失業に関する統計の国際基準（１）― 川崎　　茂

高校における統計・データサイエンス教育の最前線（9）
―小・中・高　一貫教育における統計教育の試み―
 慶應義塾横浜初等部長・慶應義塾湘南藤沢中・高等部 教諭　馬場　国博
 慶應義塾湘南藤沢中・高等部 教諭　小森　晴菜

景気ウォッチャー調査で振り返る2022年の日本経済 宅森　昭吉

統計研究（統計研究彙報から）

書　　評

統計寸評

英国王立統計学会Significanceから

連　　載

寄　　稿

統計利活用コーナー

統計ウォッチング

巻 頭 言
健康寿命と社会特 集
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渡辺 努、辻中 仁士　編著
『入門オルタナティブデータ』 阿向泰二郎

デジタルヘルスにおけるジェンダー公平：諸刃の剣としてのAI 飯嶋　咲也

物価と貨幣 井上　　卓

ポストコロナ時代の公的統計（4）
―経済構造の変容と統計のカバレッジ― 西村　淸彦・肥後　雅博

統計データ分析コンペティション2022 受賞論文 大学生・一般の部 優秀賞
社会保障政策と犯罪の関係
―都道府県パネルデータによる実証分析― 青森中央学院大学経営法学部経営法学科　TENG YU ZHE

自殺関連SNSテキストデータの収集と分析 久保田貴文

Ｒによるデータクリーニングの方法 和田かず美

データサイエンティストと機械学習プラット
フォームが実現する拡張知能の世界 伊地知晋平

ビジネスにおけるデータアーキテクチャ方法論と現状 福井　健一

椿　広計

日本統計協会のページ

2025 SNAへの最前線（1） 中村　洋一

高校における統計・データサイエンス教育の最前線（10）
―将来のダブルメジャー人材育成を目指した「学びの高大接続」の取組み―
 滋賀県立膳所高等学校 教諭　阿武　朗広

戦後最低水準の出生率 稲垣　誠一

書　　評

統計寸評

英国王立統計学会Significanceから

連　　載

寄　　稿

統計利活用コーナー

統計ウォッチング

巻 頭 言
データサイエンスを支えるツール-方法論特 集
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玄田 有史、萩原 牧子　編
『仕事から見た「2020年」　―結局、働き方は変わらなかったのか？』 宇南山　卓
荻原　和樹　著
『データ思考入門』 槙田　直木

犬の交絡因子 岩﨑　友優

建築着工統計調査のしくみと分かること 小川　友彬

デジタル社会における企業の経営戦略 東　　良信・東　　孝信

統計データ分析コンペティション2022 受賞論文 高校生の部 統計活用奨励賞
都市部と地方の教育格差の要因と課題
～日本の教育現場において～ 愛知県立一宮高等学校　森下　達也

住宅・土地統計調査からみた住環境の現状と変化 山田　育穂

災害対応史と住宅・土地統計調査 佐藤　慶一

住生活基本計画における
住宅・土地統計調査の活用について 国土交通省住宅局住宅企画官付

令和５年住宅・土地統計調査について 総務省統計局統計調査部国勢統計課

浅見 泰司

日本統計協会のページ

国際統計制度とは何か（15）
―就業・失業に関する統計の国際基準（2）― 川崎　　茂

高校における統計・データサイエンス教育の最前線（11）
―企業や自治体と連携して公的統計を多角的に分析しながら探究する―
 西大和学園中学校・高等学校 数学科・情報科・技術科 教諭　光永　文彦

日本が可能な高圧経済の余地
―25兆円の需要拡大の余地あり― 永濱　利廣

書　　評

統計寸評

英国王立統計学会Significanceから

連　　載

寄　　稿

統計利活用コーナー

統計ウォッチング

巻 頭 言
令和５年住宅・土地統計調査への期待特 集

C O N T E N T S 52023
May


