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全国大会

みんなの情報処理教育
＜学会最大規模！＞

魅力あるイベント企画がたくさんあります！

●約1,400件の一般＆学生の研究成果発表

特別講演

13日16：40～17：45

小中高で育む情報活用能力

＜話題のイベント企画＞

招待講演

●若手研究者によるトークセッションIPSJ-ONE
●はじめよう♪ グラフィックレコーディング
●情報系学生・エンジニアのための「キャリア研究セッション」!
●インターンシップについて大学教員×企業×学生が本音を
語ります
●国際人工知能プログラミングコンテスト
「SamurAI Codeing2017-18」
●毎回好評の「論文必勝法」

14日13：20～13：50

海外情報処理系学会の講演 KIISE, CCF, ACM, IEEE

13日イベント企画
・子ども達に，いま必要なマナビ: プログラミング的思考や読解力の必要性と教育のあり方は？
～データなどの確かな根拠に裏付けされた実態と展望～
・新しい一般情報教育の知識体系

・カリキュラム標準 J17と情報教育
・論文必勝法

・～コンピュータパイオニアが語る～「私の詩と真実」

・アジャイル開発の事例に則した契約の一例提案

・2017年サイバー事件回顧録～技術と法制度の両面から～

・現場から見た情報セキュリティの現状と今後 －デジタルプラクティスライブ－

14日イベント企画
・インターンシップについて本音を語る：大学教員×企業×学生
・SamurAI Coding 2017-18 World Final

・実社会ビッグデータ利活用のためのデータ統合・解析技術の研究開発
・高度IT技術者「CITP」の活躍

・情報学的アプローチによる
「情報科」大学入学者選抜における評価手法の研究開発（2）

・会誌『情報処理』公開編集委員会

ランチ付セミナー（無料）
もあります

15日イベント企画
・工芸から科学へ －CG技術の新たな挑戦－
・ソウル協定と情報専門分野の認定

キャリア研究セッションは14日・15日に開催！

●３月13日
（火）18：00～20:00 （学内予定、有料）
毎回多数の方にご参加をいただき親睦を深めています
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・はじめよう♪ グラフィックレコーディング

・サイバー保険の現状と今後の課題

・小中高で必修化されたプログラミング教育とは

＜懇親会＞

日

・計算社会科学の可能性

「イベント企画」
聴講無料！

事前予約が
お得！
イベント企画のみの
ご参加もお申込が必要です
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