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Java  SE  8:  Lambdas  and  Streams
API

Java  EE  8  -‐‑‒  directions  and
new  features

Javaの関数型⾔言語への挑戦／ベター
オブジェクト指向⾔言語からの脱⽪皮

Javaクラウド・サービスが実現する
新しいエンタープライズJava

これからのJavaの取っ掛かりを掴む
FXML  for  Structure,  CSS  for

Styling,  and  JavaFX  as  Standard
GUI  Library

IoT時代のエッジデバイス向け
無線モジュールとJavaMEの取り組み

NetBeansとGlassFishではじめるJava
EE  7ハンズオンラボ

Say  Hello  to  Java

Oracle  Corporation
Simon  Ritter

Oracle  Corporation
Linda  DeMichiel

富⼠士通株式会社
ミドルウェア事業本部
数村  憲治  ⽒氏

⽇日本オラクル株式会社
Fusion  Middleware  事業統括本部
⼭山成  慎吾

株式会社アローラ
関⻄西Javaエンジニアの会
野崎  啓史  ⽒氏

Java  in  the  Box
櫻庭  祐⼀一  ⽒氏

株式会社  村⽥田製作所
ソリューションサービス部
ソフトウェア開発課
本庄  央樹  ⽒氏

⽇日本オラクル株式会社
Fusion  Middleware  事業統括本部
野邊  哲男

⽇日本オラクル株式会社
オラクル・ユニバーシティ
岡⽥田  ⼤大輔
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Date  and  Time  API  and  other
technologies  of  Java  SE    8

Java  EE  7エッセンシャル・レシピ
Java  EEアプリケーションサーバの開発

現場で⾒見見たJava  SEの実際
Oracle  Developer  Cloud  Service,

what  can  you  do?
NetBeans  IDE最新情報

ゴールドマン・サックスの
Javaへの取り組み

OpenDaylightがやってきた！ 使ってみようJSF  2.x

Oracle  Corporation
Angela  Caicedo

⽇日本オラクル株式会社
Fusion  Middleware  事業統括本部
寺⽥田  佳央

⽇日本電気株式会社
システムソフトウェア事業部
翁  信之介  ⽒氏

⽇日本オラクル株式会社
Fusion  Middleware  事業統括本部
関屋  信彦

⽇日本オラクル株式会社
Sun  MW  Globalization
⽚片⾙貝  正紀

ゴールドマン・サックス
テクノロジー部  Enterprise Platforms
伊藤  博志  ⽒氏

⽇日本電気株式会社
ITプラットフォーム事業部
⼯工藤  雅司  ⽒氏

⽇日本オラクル株式会社
オラクル・ユニバーシティ
平賀  博司
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Java  ME  8  Vs  Java  SE  8:  What
developers  need  to  know

Applied  Domain-‐‑‒Driven  Design
Blue  Prints  for  Java  EE  7

Lambda:
A  Peek  Under  The  Hood

IT課題の解決に向けたJava  EEセント
リックな開発標準化の勘所

Nashorn  in  the  future
Java  EE開発における
JSFの活⽤用について

実践的なJavaアプリケーションサーバの
構築・運⽤用〜～転ばぬ先の杖

使ってみようJPA  2.x

Oracle  Corporation
Angela  Caicedo

Oracle  Corporation
Reza  Rahman

⽇日本オラクル株式会社
Java  SE  サステイニング
エンジニアリング
デイビッド  バック

⽇日本オラクル株式会社
コンサルティングサービス事業統括
⼤大橋  勝之

⽇日本オラクル株式会社
Fusion  Middleware  事業統括本部
⻄西川  彰広

株式会社構造計画研究所
製造ビジネス・ソリューション部
菊⽥田  洋⼀一  ⽒氏

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
製品・保守事業推進本部  ミドルウェア技術
サポート部
⼭山⽥田  貴裕  ⽒氏

【8-‐‑‒2】
⽇日本オラクル株式会社
オラクル・ユニバーシティ
平賀  博司
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Project  Lambdaハンズオン  -‐‑‒

ラムダ道場
【9-‐‑‒4】

Programming  the  Real  World
CDI  and  EJB  -‐‑‒  Java  EE  alignment

and  strategy
エンタープライズ・アーキテクチャの

選択について

脆弱性事例例に学ぶセキュアコーディング
「SSL/TLS証明書検証」編  Javaアプリ
の事例例について詳しく⾒見見てみよう

⼈人気番組との戦い！
Javaシステムのパフォーマンス・チュー

ニング奮闘記
やさしく理理解するはじめてのJPA アジャイル時代のモデリング

Java  in  the  Box
櫻庭  祐⼀一  ⽒氏

試験に出る!?  Javaプログラミング

Oracle  Corporation
Jasper  Potts

Oracle  Corporation
Linda  DeMichiel

    グロースエクスパートナーズ株式会社
    鈴鈴⽊木  雄介  ⽒氏

⼀一般社団法⼈人
JPCERT  コーディネーションセンター
情報流流通対策グループ
⼾戸⽥田  洋三  ⽒氏

Acroquest  Technology株式会社
システムズコンサルティング
ディヴィジョン
⾕谷本  ⼼心  ⽒氏

活⽔水⼥女女⼦子⼤大学
⽂文学部
川場  隆  ⽒氏

株式会社チェンジビジョン
代表取締役社⻑⾧長
平鍋  健児  ⽒氏

16:00-‐‑‒18:00
⽇日本オラクル株式会社
オラクル・ユニバーシティ
⼩小嶋  浩教
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Java  and  The  Internet  of  Things
For  Automotive  Applications

Reactive  Java  EE  7  -‐‑‒
Let  Me  Count  the  Ways  !

Java  EE  7適⽤用のための
7つのポイント

Java  Flight  Recorder  のご紹介 HotSpotコトハジメ jBatch実践⼊入⾨門 Java  Embeddedで始めるIoT 最新Java認定資格ガイド

Oracle  Corporation
Simon  Ritter

Oracle  Corporation
Reza  Rahman

楽天株式会社
Financial  Service  Department
岩崎  浩⽂文  ⽒氏

⽇日本オラクル株式会社
コンサルティングサービス事業統括
伊藤  智博

NTTコムウェア株式会社
技術SE部
末永  恭正  ⽒氏

NTTコムウェア株式会社
技術SE部
上妻  宜⼈人  ⽒氏

株式会社アットマークテクノ
企画室
⽵竹之下  航洋  ⽒氏

⽇日本オラクル株式会社
オラクル・ユニバーシティ
岡⽥田  ⼤大輔
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