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手掛けた本たち



•大学在学中から設計とプログラミングのアルバイト
を始める 

•卒業後プログラマとしてのキャリアを開始 
•電子政府のサブプロジェクト(数千人規模)でリード
プログラマ 

•XP のコーチとして 4 人のアジャイルチームに参加 
•講演、執筆、 OSS 活動を始める 
•現在は技術顧問業を行っている

キャリア



よろしくお願いします







学び続ける姿勢



“常にあなたの 
知識ポートフォリオ
に投資すること”



技術を学ぶので
はなく、技術の
学び方を学ぶ



Agenda

学び方を学ぶ 

[来週] 現役技術者でいるために 
👉



四半期毎に技術書を読む 

手を動かして学ぶ 

毎年少なくとも1つの言語を学習する 

身の回りをプログラミング対象にする 

アウトプットを行う

👉



1. “四半期毎に 
技術書を読む”





感覚記憶 
0.5 〜 2sec

短期記憶 
15 〜 30 sec

長期記憶 
死ぬまで?

学びの仕組み



脳内インデックスを作る

ピッカーを育てる = 反復練習 
何度も長期記憶から出し入れ
する

荷物を他の荷物とくっつける 
連想記憶を育てる



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

たとえば、時系列に並べる
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アウトプットを行う

👉



2. “手を動かし
て学ぶ”



できる

好きになる

やる
矢印: 正の接続 =  
  根元が増えれば先も増える。 
  根元が減れば先も減る



デールの円錐



写経



https://twitter.com/t_wada/status/9000231741
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3. “毎年少なくとも 
一つの言語を 
学習する”



第二の言語には、是非とも、最初の言語とはパラダイム
の違う言語を選ぶべきです。それはなぜかというと、パ
ラダイムの違う言語を学ぶと、アルゴリズム、イディオ
ム、パターンの実装について嫌でも考えるようになるか
らです。 

同様のアルゴリズムを実装するにしても、色々なやりか
たがあり得ることに気づきます。この体験が、プログラ
マの技術を大きく向上させます。

プログラミング言語は複数習得すべき



Andy HuntとDave Thomasは、多くの人に影響を与
えた著書『達人プログラマー』の中で、「毎年、新たな
プログラミング言語を1つは学ぶこと」と勧めていま
す。私はそのアドバイスに従い、過去何年かの間に実際
に数多くの言語を学んできました。 

そして、その中で「言語を学ぶというのは、ただ文法、
構文を学ぶことではなく、その背景にある文化も学ぶ
こと」という重要な教訓を得ました。

言語だけでなく文化も学ぶ



http://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks
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“英語ができるようになるというのは、
「 大きな図書館の鍵」を渡されるような
ものです。一人ひとりの人生にいろんな

可能性を与えてくれます” 
̶̶ 高松 珠子

http://blogos.com/article/85541/

技術者と英語

http://blogos.com/article/85541/
http://blogos.com/article/85541/
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4. 身の回りを 
プログラミング 
対象にする



プログラマ向けの本の監修者は
どうあるべきか



プログラマらしく

怠惰、傲慢、短気 
プレーンテキストを好む 
すべてをバージョン管理する 
すべてを自動化する 
変化を抱擁する



プログラマらしく

原稿は markdown 形式 
原文はスクレイピングして取得 
git を使いバージョン管理 
heroku に push してサイトに反映 
監修差分は docdiff で表示







最近つくったもの

子育てや教育関係の 
LINE Bot 
Amazon Alexa Skill 
など
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5. アウトプッ
トを行う



デールの円錐



https://twitter.com/ProfFeynman/status/981943455508148225
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インプット

アウトプット

正のフィードバックループ

矢印: 正の接続 =  
  根元が増えれば先も増える。 
  根元が減れば先も減る



量は質に転化する

http://d.hatena.ne.jp/KZR/20080808/p1
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blog を書く



“情報発信、blog, 発
表, 公開などは、数学の
(未解決問題の)証明で
はなく、料理のような
もの”



執筆する



技術同人誌市場の登場

https://techbookfest.org/event/tbf09



講演する(まずは仲間内のLTから)



ライブコーディングの効果



動画配信

https://www.youtube.com/watch?v=Q-FJ3XmFlT8



コードを公開する



assert(typeof item.id === 'strong') 
       |      |    |  | 
       |      |    |  false 
       |      |    "foo" 
       |      Item{id:"foo",name:"bar"} 
       "string" 

--- [string] 'strong' 
+++ [string] typeof item.id 
@@ -1,6 +1,6 @@ 
 str 
-o 
+i 
 ng

power-assert

https://github.com/power-assert-js/power-assert

https://github.com/power-assert-js/power-assert
https://github.com/power-assert-js/power-assert


• 書く 
• フロー型メディア（Twitter） 
• ストック型メディア（blog, Qiita 等） 
• 技術同人誌 
• 雑誌記事（Web媒体, 紙媒体） 
• 書籍（共著, 単著, 翻訳, 監訳） 

• 話す 
• 講演（社内勉強会, 社外LT, 社外講演） 
• 特にライブコーディング 

• 動画配信 
• GitHubでコード公開

アウトプットのチャネル



四半期毎に技術書を読む 

手を動かして学ぶ 

毎年少なくとも1つの言語を学習する 

身の回りをプログラミング対象にする 

アウトプットを行う

ご清聴ありがとうございました


