
技育祭運営事務局 

 

1 技育祭 2022【春】タイムスケジュール 

最終更新日：2022 年 3 月 18 日 

配信 URL などの情報を含めた「参加学生のしおり」を見るには、参加申込が必要です。 

DAY1 / 3 月 17 日（木） 

 ホール A ・YouTube Live 

 

オープニング 
「山田太郎 デジタル大臣政務官よりご挨拶」 

「せきぐちあいみさん 特別 VR ライブペインティング」 

「技育祭の見どころ紹介！」 

 ホール A ホール B ホール C 勉強会 

 

「オタ駆動開発」で夢を叶える 

〜煩悩のためにプログラミングを

学んだ腐女子のキャリア〜 

Microsoft 
Cloud Developer Advocate 

千代田まどか（ちょまど） 

DX 時代の AI 活用最前線 

〜エンジニアを目指す 

キミたちに伝えたいこと〜 

東京大学大学院 
工学系研究科 教授 

松尾 豊 

職業、エンジニア。 

異色な経歴！？好きなことやって

きたエンジニア人生とは 

株式会社ゆめみ 
川井 健太 / 鈴木 尊雅 

趣味と仕事の違い、 

現場で求められる 

アプリケーションの可観測性 

株式会社 LIFULL 
ソフトウェアエンジニア 

相原 魁 

 

建設用・巨大３Ｄプリンタが 

生出演！〜「紙とペン」から 

「コーディングと VR」へ〜 

日揮グループ 
現場中継チーム＆ 
若手自動設計チーム 

先生も先輩も教えてくれない！ 

「はたらく」前に知っておきたい

テック企業 5 つのヒミツ 

Visional グループ（ビズリーチ）  
プロダクト品質管理部 部長 

高橋 裕之 

未来を切り拓く力 

〜若手エンジニアに伝えたい 

3 つの心得〜 

株式会社サイバーエージェント 
常務執行役員 技術担当 

長瀬 慶重 

React Native を使って、 

ネイティブ知識 0 で 

ライブコーディング！ 

株式会社レアゾン・ホールディングス 
開発本部 EM 
林 晃一郎 

 

プログラマ転生 

〜就活生になったので本気出す〜 

GMO インターネットグループ 
テックリード 
成瀬 允宣 

エンジニアが語る 

『サポーターズ』の裏側 

〜挑戦から学ぶ、サービスづくりとは？〜 

株式会社 CARTA HOLDINGS 
CTO 鈴木 健太 /  

サポーターズ 田中 改 / 畑 香奈江 

AI エンジニアの道を選んだ理由 

〜アクセンチュアの若手トーク〜 

アクセンチュア株式会社 
AI グループ AI アーキテクト 

奥山 瑞希/高橋 一輝/圓城寺 啓人 

若手社員の就活記 

〜後悔ない就活をするためには？〜 

株式会社サイバーエージェント 
末吉 貢 / 秋山 朋也 

 

この時間の実施はありません。 

ひろゆきだけど何か質問ある？ 

元 2ちゃんねる管理人 
ひろゆき 

この時間の実施はありません。 

技術選定ってどうやるの？ 

〜実はいろいろと 

考えることがあります〜 

ラクスル株式会社 
ラクスル事業本部 EM 

藤川 雄介 

  

12:00 

〜13:20 

13:30 

〜14:30 

14:40 

〜15:40 

15:50 

〜16:50 

17:00 

〜18:00 
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2 技育祭 2022【春】タイムスケジュール 

DAY2 / 3 月 18 日（金） 

 ホール A  

 

学生 LT（ライトニングトーク） 

 ホール A ホール B ホール C 勉強会 

 

DeNA の CTO が考える、 

若手でも任せられるエンジニアに

共通する三大原則 

株式会社ディー・エヌ・エー 
CTO 
小林 篤 

10~1000 名開発組織に向き合った 

CTO 経験から語るキャリア論 

株式会社 LayerX 
代表取締役 CTO 

松本 勇気 

はてな創業メンバーが語る、 

成長するエンジニアとそのために

会社ができること 

株式会社はてな 
サービス・システム開発本部長 

大西 康裕 

実践 DevSecOps パイプライン  

〜システム開発への 

セキュリティの取り入れ方〜 

GMO ペパボ株式会社 
セキュリティエンジニア 

森田 浩平 

 

Web3 時代に求められる 

エンジニアとは 

〜メタバース事業の最前線から考える〜 

株式会社 FIXER 
執行役員 
岡安 英俊 

CTO が語る、これからの 

ソフトウェアエンジニアに 

必要なことと鍛え方 

株式会社 CARTA HOLDINGS 
執行役員 CTO 
鈴木 健太 

ギークとギークの技育談義 

〜何に興味を持ち、 

どのように自分の技術を育てるか 

GMO インターネットグループ 
成瀬 允宣 / 滝澤 照太 

【ハンズオン】 

自作の認証サーバを立てて、 

Web アプリを SSO してみよう！ 

日揮グループ 
認証システム開発リーダー 

 

[1 部]DX がもたらす新しい社会 

[2 部]若手エンジニアが語る 

失敗と成長について 

株式会社サイバーエージェント 
バックエンドエンジニア 

黒崎 優太 

落合陽一だけど何か質問ある？ 

メディアアーティスト 
落合 陽一 

この時間の実施はありません。 

スケーラブルデータ 

モデリングとその実装 

ちゅらデータ株式会社 
CTO 

菱沼 雄太 

 

CTO 目線でのキャリア形成論 

〜「エンジニア 35 歳定年説」 

は真っ赤な嘘〜 

株式会社レアゾン・ホールディングス 
取締役 CTO 
丹羽 隆之 

コードの書ける IT コンサル最強説 

〜エンジニャーの天国がここに〜 

フューチャー株式会社 
執行役員 VPoE 

宮原 洋祐 

産業変革し続けるラクスルの 

事業を動かすチーム論 

ラクスル株式会社 
取締役 CTO 
泉 雄介 

Rust で学ぶ 

安全なプログラミング 

株式会社 CARTA HOLDINGS 
株式会社 fluct エンジニア 

雨宮 悟 
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3 技育祭 2022【春】タイムスケジュール 

DAY3 / 3 月 19 日（土） 

 ホール A ホール B ホール C 勉強会 

 

エンジニアの就活について 

有識者が本気出して考えてみた 

流しの EM 久松剛 
AtCoder 代表 高橋直大（chokudai） 
Microsoft 千代田まどか（ちょまど） 

この時間の実施はありません。 この時間の実施はありません。 

1 時間に詰め込む 

「はてなインターン」 

株式会社はてな 
シニアエンジニア 

脇坂朝人 

 ホール A  

 

スポンサーLT（ライトニングトーク） 

 ホール A ホール B ホール C 勉強会 

 

アツシの知らない世界 

〜 ヘルスケアテックの裏側 〜 

フューチャー株式会社 
執行役員 AI・ヘルスケア統括 

中元 淳 

若手エンジニアが話す！DeNA で

どんなことできる？ 

〜就活生に向けてのエール 

株式会社ディー・エヌ・エー 
新卒 2年目エンジニア 
石見 優丞 / 渡部 椰也 

「新卒から活躍し続けるエンジニ

アが大切にしている 5 つのこと」 

株式会社 LIFULL 
執行役員 CTO 

長沢 翼 

初めてのデータ分析のポイント 

〜データ分析ができる 

強いエンジニアになろう！〜 

アクセンチュア株式会社 
シニア・プリンシパル 

堀越 真映 

 

“エンジニア占い” 

〜あなたはどれに当てはまる？ 

5 つのエンジニア像とそのキャリア〜 

アクセンチュア株式会社 
マネジング・ディレクター 

水上 廣敏 

メタバースのつくりかた 

〜大規模事例を持つ 

メタバースクラウドができるまで〜 

株式会社 FIXER  
澁田 叡知 / 山下 隼司 / 三木 拓海 

Why Apple? Why menu? 

〜元 Apple 開発者の次なる挑戦〜 

株式会社レアゾン・ホールディングス 
執行役員 
赤川 未来 

入社したら役立つ知識を解説 

1 時間で全部やる 

ライブコーディング 

フューチャー株式会社 
シニアコンサルタント 

伊藤 真彦 

 

モダンデータスタックを支える 

データエンジニアリング 

ちゅらデータ株式会社 
CTO 

菱沼 雄太 

異世界転生つよつよエンジニアか

ら学ぶ３つの心得 

新卒エンジニアの為の就活チート術 

株式会社ゆめみ 
代表取締役社長 

片岡 俊行 

この時間の実施はありません。 

開発サイクルを爆速に！ 

Azure DevOps で 

ビルド&デプロイを自動化 

株式会社 FIXER 
メタバース領域 エンジニア 

河野 光司 

 

（まつもと）ゆきひろだけど 

何か質問ある？ 

Ruby 開発者 
まつもとゆきひろ 

RedCoder のライブ競プロ 

〜競プロ世界ランカーの 

アルゴリズム改善〜 

AtCoder 株式会社 
代表取締役社長 

高橋直大（chokudai） 

この時間の実施はありません。 

難しくないよ！ 

SwiftPM 対応ライブラリーを 

作ってみてわかるハンズオン 

株式会社ゆめみ 
iOSテクニカルリード 

史 翔新 

 クロージング 

 

豪華景品が当たる！クロージングセッション 
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