
かぐら〜座

〜Kaggle経験者がコーチングする実践データサイエンス〜

E002 コースのご案内　

                                                                                                                          
         Twitter Account : https://twitter.com/kagura_za

株式会社 A-BANK：https://automatist-bank.ai

https://twitter.com/kagura_za
https://automatist-bank.ai/


かぐら〜座とはKaggle経験者のコーチングを通じて世界基準のデータサイエンティストを養成
し、日本の社会基盤の変革をDXで推進する人材の輩出を目的としています。

世界最大のデータ分析コンペティションプラットフォームで展開されるゲームを勝ち抜く人材と
は自律的、持続的に学ぶ力のある人材です。世界最先端のAI・データサイエンスをリアルタイ
ムで理解する英語力も求められます。

コーチは限られた時間で最大限のアウトプットを出すべく皆さんとともに走ります。

タフで楽しいコースの自走を終えた時、あなたは自らの脚で立つデータサイエンティストへの階
段を登り始めているでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社A-BANK 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　庄司　直久

主催者からのメッセージ



「現役Kagglerによるコーチング」
□Kaggleで活躍するコーチ陣によるコース設計。

「仮想コンペで実戦力Up!」
□Kaggleで闘う力を短期間で育成。

「学び合い助け合い競い合う仲間をGet!」
□Slack コミュニテイーでかぐら〜座の仲間達と交流！かぐら〜座コンペで切磋琢磨しながら
　勉強会開催やKaggle本番でTeam up！

【かぐら〜座】メリットと特徴



かぐら〜座　メンバーステイタス

2021年9月２１日　メンバー数60名（11月10日現在）

Profile抜粋　

メーカー研究職、総合商社勤務、フリーランスエンジニア、IT企業エ
ンジニア、ITベンチャーエンジニア、メーカーエンジニア、大学院
生、大学生、高校生など



かぐら〜座

E002 コースの紹介



かぐら〜座　Python/Pytorch for Kaggle & Deep Learning実践画像処理
【course code E002】

本コースの概要

■ “Python/Pytorch for Kaggle”を打ち出し、Kaggleで勝つためのPython/Pytorchの基
礎を指導します。

■ コーチ・オリジナルの画像コンペ開催を通じて、短期間で実践力が身につきます。
■ 機械学習・深層学習で社会実装が最も進んでいる画像ドメインのコースです。
■ 全4回のコースで2回に渡り実践的なコンペを開催。
■ 各回のテーマが明確に設定されています。
■ 最終回はコース内容を復習できるコーチによるオリジナル設計！
■ 戦略的な価格設定　17,000円（個人向け/税別）24,000円（法人向け/税別）

尚、個人のご参加にあたりご自身のエンジニアとしての現在地に不安のある参加者は別途AIエ
ンジニア基礎力診断テスト（10分）・応用力診断テスト（50分）を受けていただき、テスト結
果に基づいた学習アドバイスを受けながら本コースに参加できます。これら診断テスト並びに学
習アドバイスは全て無料です。

最小実行人数5名　
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本コースの目標

本コースの目標はデータサイエンティストに求められる基礎的なPythonとPytorchのス
キルを習得し、深層学習分野で最も社会実装が進んでいる画像処理をテーマに掲げたオ
リジナルデザインのコンペティションへの参加を通じて、実践力を整えることです。

オリジナルコンペに関しては、個人で参加することもteamを組んで参加することも可能
です。



Week 1. 【Kaggleに参加するための基礎力をつけよう！】

概要：Kaggleに参加する上で必須となるPython・外部ライブラリ・PyTorch基礎・Kaggleの
機能の紹介と理解。
 
詳細：Pythonの基礎・外部ライブラリ(numpy, pandas, sklearn)・初心者の壁となる
KaggleのDataset・GPUやTPUの割り当て・外部ライブラリの使用方法・コードコンペティ
ションでの提出方法・Kaggle上でのUIの説明。
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Week 2. 【コンペティションに参加しよう！】

コンペティション: Digit Recognizer
 
コンペティション概要：画像コンペティションの戦い方。

コンペティション詳細：探索的データ解析(EDA)・ベースラインモデルの作り方・モデルの改善
方法・評価データの切り方(ホールドアウト)・評価指標(Accuracy)・ハイパーパラメータ・ス
ケジューラー・最適化関数・基礎的な損失関数・timmライブラリ。
 
コンペティション課題：
①Digit Recognizerを自分で学習を回して提出する。
②Digit Recognizerでパラメータを変更しモデルの性能向上を目指す。
③コーチ作成のオリジナルコンペに参加し、講座の内容を元に優勝を目指す。



Week 3. 【コードコンペティションに参加しよう！】

コンペティション: Digit Recognizer
 
コンペティション概要：分類問題を解くためのModelをPytorchで外部ライブラリを用いて作成
し、コンペティションに取り組みます。
 
コンペティション詳細：スクラッチで作るモデル・結果の確認と改善方法(Confusion 
matrix)・評価データの切り方(stratified k foldなど)・評価指標(F1スコア)・データ拡張
(Albumentationライブラリ)・オリジナルデータ拡張の作り方・ノイズが含まれたデータの際
の高度な損失関数(Focal loss/Label smoothing)・高度なデータ拡張手法(Mixup)の紹介。
 
コンペティション課題：
①Digit Recognizerで講座の内容を自分で組み込み学習を回して提出する。
②講座で紹介する論文を読む。
③コーチ作成のオリジナルコンペに引き続き参加し、講座の内容を反映して優
勝を目指す。
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コンペティション：Animal Imbalance Classification
 
コンペティション内容：講座の2回目で提示された課題に対し、コーチが作成したソリューショ
ンの解説と参加者の優勝者発表！
コンペティション詳細：不均衡データやノイズのあるデータに対してのデータローダー・損失関
数などの対処方法や、Grad-camなどの深層学習のデータ解釈性について理解する。優勝者か
らソリューションについて発表していただきます。
 
コンペティション課題： 
①講座の内容理解を反映させてソリューションを提出する。
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参加費用　　　　　　17,000円（個人向け/税別）24,000円（法人向け/税別）

スケジュール　　　　全課程４回（１時間x４回＝４時間 on Zoom）　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　毎週土曜日 (A)15:00-16:00
　　　　　　　　　　　　　　　 (B)22:00-23:00
                              
　　　　　　　　　　上記（A)/(B)から選択してください。
 

上記コースにはコース終了後１ヶ月有効なSlackによるQ＆Aチケット（３回まで）が参
加者個人に付与されます。寄せられた質問は参加者全員にシェアされます。
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コーチ・プロフィール

学歴: 
    2016年 関西大学 システム理工学部 卒
    2018年 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術専攻 卒
    2022年 社会人博士進学予定

職歴:
　メーカー研究職→ベンチャーバックエンドエンジニア→
　メーカー機械学習エンジニア→
　ベンチャー機械学習エンジニア
　
職業:
    ベンチャーの画像ドメインの機械学習エンジニア

Kaggle:
    Kaggle Expert (銀2, 銅2)

その他:
　スクレイピングが得意
    

井上顧基
Beluga (ベルーガ)

ビジネス用SNS: 
https://twitter.com/Beluga_Info
個人用SNS: 
https://twitter.com/Beluuuuuuga

https://twitter.com/Beluga_Info
https://twitter.com/Beluuuuuuga


主催　　株式会社A-BANK
お問合せ　shoji@automatist.ai

https://automatist-bank.ai

https://automatist-bank.ai/
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