JJUG CCC 2016 Fall タイムテーブル
時間

Room A+B

Room C+D

a-1 #ccc_a1
10:00 基調講演1 : 「Be a great engineer!〜 フォローすべきトレンド、スルーす
-11:00 べきトレンドをどう見抜くのか」
by 谷本心(日本Javaユーザーグループ 幹事)
a-2 #ccc_a2
11:00
基調講演2： 「Java EE - What's Next?」
-12:00
by Anil Gaur(Oracle Corporation)

12:00
昼休憩
-13:30

昼休憩

Room E
Room F
Room G+H
F-1 #ccc_f1
E-1 #ccc_e1
GH-1 #ccc_gh1
新人研修や本では教えてくれない
Prepare for Java 9: Java 9 に備え
実録 Blue-Green Deployment 導入
Java！〜フレームワークの仕組みと実
よう
記
務必須ツールを学ぼう〜
by yuji kubota
by 大中浩行
by 多田真敏
E-2 #ccc_e2
世界は四角ではない〜JavaFXで地図
を描く
by 高橋徹

昼休憩

13:30
-13:50

CD-3 #ccc_cd3
AB-3 #ccc_ab3
E-3 #ccc_e3
日本でも出来る！最先端のDevOpsを
Event Driven Microservices with
10年運用している画像サービスでの
導入する方法
Spring Cloud Stream
Javaの活用と今後の展望
by 牛尾剛(日本マイクロソフト株式会
by 槙俊明(Pivotalジャパン株式会社)
by 盛岡尚記(フリュー株式会社)
社)
14:0014:20

14:30
-14:50

15:0015:20

AB-4 #ccc_ab4
Spring CloudでDDD的なマイクロ
サービスを作ってみる
by 椎葉光行

15:20
休憩
-16:00

CD-4 #ccc_cd4
GitBucketを支えるJava技術とグロー
バルで使われるOSSの作り方
by 竹添直樹

休憩

F-2 #ccc_f2
SpringはどうやってDIしているのか
by かりや

昼休憩

F-3 #ccc_f3
メンバーのスキルアップ、どうして
る？ －Java 100本ノックで新加入
メンバーを鍛えてみた－
by 福嶋航(株式会社ジャストシステム)

E-4 #ccc_e4
F-4 #ccc_f4
PDF と Java 101 (JavaでPDFの紹
どうしようJUnit 5
介)
by irof
by Michael Demey

休憩

16:00
-16:20

CD-5 #ccc_cd5
E-5 #ccc_e5
AB-5 #ccc_ab5
JAX-RS REST Client で Cognitive 社内の開発改善からOSS公開へ:
ドメイン駆動設計とScala 〜既存プロ
Service や Excel を操作しよう
DBFlute likeなライブラリの開発をし
ジェクトへの適用〜
by寺田佳央(日本マイクロソフト株式会 たお話
by 角谷文康(株式会社ビズリーチ)
社)
by 長堀翔太(株式会社U-NEXT)
16:3016:50

休憩

Room I

17:30
-17:50

AB-6 #ccc_ab6
JPA と DDD の関係で僕が思っている
こと
by Opengl-8080

17:50
休憩
-18:30

18:30
-18:50

19:00
-19:20

19:30
-21:30

AB-7 #ccc_ab7
Payara Micro の設計と実装
by 蓮沼賢志(日本GlassFishユーザー
会)

CD-6 #ccc_cd6
E-6 #ccc_e6
Selenideを試行錯誤しながら実践する
Javaによる理想のデザインパターン
ブラウザ自動テスト
by らしぇる
by うらがみ

休憩

休憩

GH-2 #ccc_gh2
SIerもはじめる、わたしたちの
DevOps
by しょぼちむ / 阿佐志保

昼休憩

GH-3 #ccc_gh3
Javaエンジニアのためのブロック
チェーン入門
by 漆原茂(ウルシステムズ株式会社)

GH-4 #ccc_gh4
JJUG presents マチコ&河村の怒り
新党
by 川添真智子 / 河村嘉之 / 横田紋奈

休憩

昼休憩

昼休憩

昼休憩

L-2 #ccc_l2
Java + spring-boot で書く！ LINE
BOT ライブコーディング。
I-1 #ccc_i1
M-1 #ccc_m1
Javaの型システム再入門 〜オブジェ by Tokuhiro Matsuno
先取り Elasticsearch 5.0 ハンズオ
クト指向からジェネリクスまで〜（要
ン！
事前準備）
L-3 #ccc_l3
by 樋口慎
by なぎせゆうき
JVM上で動くプログラミング言語
「Pyrite」の設計と実装
by @grimrose

ショートセッション
・アトラシアン株式会社
・Elastic
・株式会社サムライズム
※発表順は当日決定

ブース展示

L-4 #ccc_l4
JMH超入門
by すずきただし

休憩

GH-6 #ccc_gh6
F-6 #ccc_f6
Spring Cloudアプリケーションの開
JVM言語とJava、切っても切れないそ
発にDockerを活用し、Kubernetes
の関係
上にデプロイするまで
by @yy_yank
by 村田賢一郎

休憩

Room K

L-1 #ccc_l1
Spring超入門-Springを１年半使って
みてby 内立良介

GH-5 #ccc_gh5
F-5 #ccc_f5
クラウド、クラウドというけれどJava
JVMのトラブル解決のためにやったこ
のシステムにとってクラウドってメ
と~メモリー/スレッド
リットあるの？
by 岩佐淳史（エムスリー株式会社）
by 田中孝清(日本IBM)

休憩

Room M

ブース展示
・アトラシアン株式会社
・Elastic
・株式会社サムライズム

I-2 #ccc_i2
WildFly Swarm ハンズオン
by 田邉義真
17:00
-17:20

Room L

休憩

L-5 #ccc_l5
JavaFX アプリケーションを素敵に着
飾ってみる
M-2 #ccc_m2
by トースト小僧
Clojure を用いた Web アプリケー
ション開発について
L-6 #ccc_l6
受験勉強経験も留学経験もない日本人 by あやぴー
がJavaOneで英語で講演できるように
なるまで
by 山本裕介
L-7 #ccc_l7
超先取りShenandoahGC
by 小田洋平
L-8 #ccc_l8
React meets Nashorn
by Manabu Matsuzaki

休憩

休憩

休憩

ショートセッション
・アトラシアン株式会社
・Elastic
・株式会社サムライズム
※発表順は当日決定

ブース展示

M-3 #ccc_m3
Java でつくる低レイテンシ実装の技
巧 〜GCはさだめ、さだめは死。〜
by 山本良祐

休憩

ショートセッション
・アトラシアン株式会社
・Elastic
・株式会社サムライズム
※発表順は当日決定

L-9 #ccc_l9
俺のコードがどこで使われているのか
わからない問題 - あるいはマイナー
OSSの生存戦略
GH-7 #ccc_gh7
I-3 #ccc_i3
M-4 #ccc_m4
全文検索システムFessを用いた検索シ バイトコードが君のトモダチになりた by 渡辺祐
Featherweight JavaやGroovyの漸
ブース展示
ステム構築入門
がっている
進的型付けについて
L-10 #ccc_l10
by 菅谷信介
by 阪田浩一
by @kyon_mm
Pi4Jで簡単! -ラズパイでトイレ空室管
理システムをつくってみたよby 梶栗芳夫

CD-7 #ccc_cd7
Javaエンジニアのキャリアを考えるパ
ネルディスカッション
by Jun Ohtani

懇親会

