H25年度 SEA イベントスケジュール

2013年4月16日 イベント名
テーマ

「ビジネスブレークスルー大学」見学会

場

株式会社 ビジネス・ブレークスルー 麹町オフィス

所

2013年4月19日 イベント名

第51回 SEA関西プロセス分科会のご案内

テーマ

自動改札機ソフトウェアの品質向上の取組み ～厳密な仕様、漏らさないテストを目指して～

場

大阪市立大学文化交流センター

所

2013年4月22日 イベント名

SEA Forum in April 2013

テーマ

『ソフトウェアと安全』

場

フェリカネットワークス株式会社 受付会議室

所

2013年5月10日 イベント名

SIGEDU 5月度特別月例会

テーマ

一人一台タブレット端末を利用した協働・共有型学習

場

キャンパス・イノベーションセンター東京

所

2013年5月17日 イベント名

SEA Forum in May 2013

テーマ

『情報教育の現状と課題，今後の展望 ～次世代技術者育成を目指して～』

場

キャンパス・イノベーションセンター東京 ５階 509

所

2013年6月7日 イベント名

第52回 SEA関西プロセス分科会

テーマ

アジャイル開発とスクラム

場

大阪市立総合生涯学習センター 第2研修室

所

2013年6月11日 イベント名

SEA Forum in June 2013

テーマ

ICSE2013報告とSEAの国際会議

場

フェリカネットワークス株式会社 受付会議室

所

2013年6月11日 イベント名
場

所

2013年7月6日 イベント名

第28回総会
フェリカネットワークス株式会社 受付会議室

SEA九州支部 7月開催のセミナー

テーマ

実務家のための形式手法セミナー

場

九州大学システム LSI 研究センター 百道サテライトキャンパス 会議室 B

所

2013年7月7日 イベント名
～10日

SIGEDU 4月度月例会

ソフトウェア・シンポジウム 2013

テーマ

「岐路に立つ日本のソフトウェア作り」

場

長良川国際会議場

所

2013年7月26日 イベント名

SEA九州支部 7月開催(熊本)のセミナー

テーマ

実務家のための形式手法セミナー

場

桜の馬場 城彩苑 多目的交流施設

所

2013年8月1日 イベント名

SEA Forum in Summer

テーマ

「IT 先生，エジプトで IT を教えたのだけれど…」

場

フェリカネットワークス株式会社 受付会議室

所
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2013年10月18日 イベント名

2013年10月19日
- 22日

テーマ

スマホで始める参加型授業（高校・大学編）～実践事例とサイド発話の効能～

場

キャンパス・イノベーションセンター東京

所

イベント名

「ソフトウェアのこれから」

場

得和茶館/寧波/普陀山

所

第53回 SEA関西プロセス分科会

テーマ

ぐるぐるDDD/Scrum - モデリングと実装のうずまきをまわそう

場

株式会社SRA 関西事業部 会議室

所

2013年12月11日 イベント名

ソフトウェア信頼性研究会

テーマ

第９回ワークショップ

場

愛媛大学 校友会館

所

2013年11月7日 イベント名

SEA Forum in November 2013

テーマ

レビューについてあらためて考えてみよう Part 2 ～「レビューオリエンテーションキット」によるレビュー再考～

場

フェリカネットワークス株式会社 受付会議室

所

2013年11月14日 イベント名
～16日

上海フォーラム・寧波/普陀山・SEAイベントツアー

テーマ

2013年10月26日 イベント名

～12日

SIGEDU 10月度月例会

第２７回 ＳＥＡ教育ワークショップ２０１３

テーマ

改革を急げ 21世紀型技術者を育成する創造的教育基盤を実現せよ

場

伊豆長岡

所

2013年11月30日 イベント名

第54回 SEA関西プロセス分科会

テーマ

テスト駆動開発による組込みプログラミングの実践

場

株式会社SRA 関西事業部 会議室

所

2013年12月10日 イベント名

SEA Forum / SEA SPIN Forum in December 2013

テーマ

新しいソフトウェア品質を学ぶ－SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation -

場

フェリカネットワークス株式会社 受付会議室

所

2014年1月24日 イベント名

第22回 SEA新春教育フォーラム2014

テーマ

反転授業に見る教育改革の展望とインストラクショナル・デザインの果たす役割

場

キャンパス・イノベーションセンター東京 ５階 ５０８・５０９

所

2014年2月14日 イベント名

SIGEDU 2月度月例会

テーマ

ビジネスカレッジ修了プレゼン会

場

総合学園ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマン教育センター第２ビル

所

2014年2月21日 イベント名

YDOC（横浜支部）月例会

テーマ

The computer (must be) personal again.

場

株式会社 BLUE BEANS本社オープン会議室

所
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2014年2月22日 イベント名

第55回 SEA関西プロセス分科会

テーマ

SMVで学ぶモデル検査入門

場

株式会社SRA 関西事業部 会議室

所

2014年3月14日 イベント名

SIGEDU 3月度月例会

テーマ

本年度の反省と次年度計画立案

場

キャンパス・イノベーションセンター東京

所

2014年3月18日 イベント名

SEA Forum / ソフトウェア産業論シリーズ March 2014

テーマ

「ソフトウェア受託開発」の未来を考える

場

フェリカネットワークス株式会社 受付会議室

所

2014年3月29日 イベント名

第56回 SEA関西プロセス分科会

テーマ

Eclipse XText によるドメイン特化言語の応用

場

株式会社SRA 関西事業部 会議室

所
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