
【 MISSION 】エンジニアリングの本質を追求と、
リモートワークもっと普及させ、⽇本⼈の海外挑戦

を増やし、海外の仕事や⼈を呼び込みたい

エンジニアリングの本質を追求する

 リモートワークを積極的に取り⼊れ、育て⽅と働き⽅の改⾰を同時に⾏い、いずれは海外のエンジニ

アとも⼀緒に働けるようなプラットフォーム構築を⽬指しています。

 偉そうなこと書いていますが、メンバーからもいっぱい教わります。リーダーであっても⼿を動かし

てコードを書き、それと同時に⼈の管理もすることで、メンバーとの信頼関係を築けるものだと思って

います。やっぱり「上下」というより「横（仲間）」を意識したチーム作りが重要ですね。⽣涯エンジ

ニアとしているべき。そういう意味でもアウトプットの活動に参加していくつもりです。

 VTeacher（ブイティーチャー）というオンライン学習のプロジェクトを運営中。リモートワーカーの
ためのプラットフォームで、⻑所を伸ばす教育を実施し、出る杭となるようなエンジニアの育成が⽬

標。個⼈的に興味がある技術は「React Server Components」。SPAとSSRのイイトコ取り。OSSへの
貢献や、⽇本語の解説記事（QiitaやZenなど）を投稿中。今後は海外向けにYouTubeも。

 プロジェクトカテゴリ、担当⼯程、役割、あなたが実際に使っていた技術のみ全体公開されます。

2018年/2年以上

組織代表、社外CTO、社外⼈事（エンジニア採⽤）の兼業 ※各20社ほど

プロジェクトカテゴリ ：webサービス / スマホアプリ / ⾃社プロダクト

鈴⽊正樹

年収評価シート

担当⼯程 

要件定義 設計 コーディング テスト 運⽤/保守 企画 データ分析 その他

経験した職種・役割 

バックエンド インフラ フロントエンド デザイン ネットワーク UX/企画 QA SRE

データ分析 アプリ開発（iOS） アプリ開発（Android） プロジェクトマネージャ

エンジニアリングマネージャ プロダクトマネージャ エンジニア採⽤/⼈事 コーポレートIT/情シス



⼈事（エンジニア採⽤）

⾃分を慕って集まってくれた⼈の紹介と、⼊社後の社外メンター業務。不⾜部分は育成。

過去に在籍していた企業（CyberAgentやGREE）のエンジニアとのネットワークが強い。 
⾃分を介した（リファラル的な）エンジニア紹介、企業紹介が主。

※20社ほどと契約。

社外CTO業務

CTOやテックリード、メンター、育成指導等のポジションとして参画。主にSlack・Zoomでの相談を受け
付け。 
0→1のアーキテクチャ構築⽅針、レガシーシステムのリファクタ⽅針、AWSの相談やSPAのベストプラク
ティスについての相談が多い。

20社ほどと契約。

起業（⾃社サービス開発）

フリーランスを経て知⼈と組織化して代表になる（2018年から現在継続中）。現在のメンバーは30⼈（業
務委託含む）。会社のMISSIONは「リモートワーカーの地位を向上させ、エンジニアリングの本質を追求
する」。モダンな技術（かなりアーリーな技術）を採⽤して、得た知識を⼀般に公開、教材として利⽤す

る。

プログラミング教育を軸としたオンライン学習⽤のプラットフォームを開発をする。アプリだけで簡単に

遠隔指導ができるandお⾦を得られる仕組み作りに勤しむ。コロナ禍によりニーズが⾼まり、通校・通塾型
からオンラインに移⾏する⼈への⽀援を開始する（開発の⼀部は、経済産業省や⾃治体の補助⾦で賄

う）。

※学校、市役所、学習塾、スポーツインストラクター等に導⼊実績あり。

プレスリリースの⼀部

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51650
(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51650)

還元率96%！あなた専⽤の有料ライブ配信が作れる
遠隔医療や薬局の助⾔サービスに活⽤、サービス開始/MaaS
YouTubeライブ対応！チャンネル登録者数1000⼈未満でもiPhoneからライブ配信/独⾃のチップ機
能も

先⽣はVTuber！フルリモートのプログラミング教室を開講！⽂科省⽅針に対応

その他

あなたが実際に使っていた技術 

AWS Swift PHP iOS MySQL Android React.js Apache HTML Linux

Node Node.js lambda nginx Unity SQL Java Docker PostgreSQL

Amazon Linux Slack SPA

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51650


リードエンジニアとしての開発

知財管理

商標（2件登録済）
特許（1件出願中）

Show less

 プロジェクトカテゴリ、担当⼯程、役割、あなたが実際に使っていた技術のみ全体公開されます。

2018年/2年以上

＊フリーランス（主に⽇本国内のスタートアップ）

プロジェクトカテゴリ ：webサービス / ⾃社プロダクト

業務詳細（詳細は下記）

ECサイトの新規開発・改善業務

業務詳細

SaaSのWeb系アプリ開発業務。新機能開発や改善業務。

メンバー（エンジニア）は10⼈。 
（コーディングはリモート、たまにモブプロ・ペアプロ等）

AWS、PHP、PostgreSQL、Apache、Java、Docker、CI/CD（Circle CI）等

不動産テック＋ライブ配信の新規プロダクト

担当⼯程 

要件定義 テスト 運⽤/保守 データ分析 その他 設計 コーディング

経験した職種・役割 

フロントエンド バックエンド インフラ UX/企画 QA SRE プロジェクトマネージャ

エンジニアリングマネージャ プロダクトマネージャ アプリ開発（iOS） アプリ開発（Android）

あなたが実際に使っていた技術 

MySQL Docker AWS Scala PHP Flutter Dart CircleCI DDD Terraform

Selenium Kubernetes Jenkins CI/CD lambda devops api Firebase SQL

PostgreSQL Java



業務詳細

iPhoneアプリ開発。 
不動産テックの新事業（⾃社サービス）を⽴上げ。フルスタックエンジニアとして参画。0→1の開発。 
開発リーダーの⽴場で、進捗管理（スクラムマスター）、設計、実装等を担当。

スクラムマスター、メンバー（エンジニア）は3⼈。 
（コーディングはリモート、たまにペアプロ等）

フロントエンドは、Flutter x Dart。アーキテクチャはBLoC。
バックエンドについて、基本はサーバレス（Firebase:Firestore、AWS:Lambda、S3等）
SRE⾯では、コンテナ（Docker、Kubernetes）、CI/CD（Circle CI）で⾃動テスト。Terraform等。

SaaSの新機能開発、DevOps

業務詳細

SaaS（PHP、MySQL）開発。 
⾃動化・効率化により、深夜メンテナンス、残業時間の減少を評価する。

Dockerの導⼊
デプロイ⽅法をCI/CD (JenkinsやCircleCI ) に変更
⾃動UI/Unitテスト ( Selenium / PHPUnit等 )
カンバン等の導⼊により、チームの状態を⾒える化

チームビルディング、ふりかえり

SaaSの⾼負荷サイト性能改善(アパレル向けEC)

業務詳細

SaaS（Scala、MySQL）開発。 
⾃社サイトのパファーマンスチューニングを担当。システム全体のボトルネックを調査。その後、主に

MySQLのクエリチューニング。環境はScala、MySQL。

slowquery.logの調査
general_logによるトランザクション、デッドロック等の詳細調査
indexの改修
explainによる評価
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 プロジェクトカテゴリ、担当⼯程、役割、あなたが実際に使っていた技術のみ全体公開されます。

2016年/2年以上

＊フリーランス（主に外資系）

プロジェクトカテゴリ ：webサービス / スマホアプリ / ⾃社プロダクト / 受託開発



業務詳細（詳細は下記）

Google ⽇本法⼈ VRライブの技術⽀援・配信設備構築

YouTuberの公式イベント(360° YouTube Creator Event)。昨年 5 ⽉、Google ⽇本法⼈から問い合わせ有、
⾼画質(1440p 以上)VR ライブ配信の依頼(当時は ThetaS くらいしかなかったため)。4K画質でのライブ配信
を⾏う。

▼当時のアーカイブ 
https://www.youtube.com/watch?v=cyLk2qXDVg4 (https://www.youtube.com/watch?v=cyLk2qXDVg4) 
アプリ開発はなかったが、カメラ周辺の仕組みも担当していたため、カメラ画像をPCに取り込むため4K⽤
の機材を海外から取り寄せたり、必要なソフトのインストール、GPU⾼性能マシンの調達などを⾏う。テ
ストフェーズでは、エンコーダーの負荷テスト（リアルタイムスティッチと配信サーバを分ける等）の結

果から、メイン系統・サブ系統の準備を⾏う。

MTV Japan VRライブの設計・開発

GearVRアプリの開発、Oculusストア申請業務、ライブストリーミング。サムスン協賛の MTV Japan イベ
ント。受賞したアーティストの VR ライブを⾏う。⾼画質（4K）ライブ配信。GearVR アプリで再⽣。バッ
クエンドを主に担当。AWSで構築。EC2でnginx-rtmp-module＋CDN（CloudFront）を1セットとし、メイ
ン系統、サブ系統を⽤意。故障があってもすぐに切り替えられるように実装・構築。フロントエンド

（GearVRアプリ:Java/C++）も開発。OculusSDKをベースに360°カメラの映像を追従性機能（その場にい
るかのように上下左右を⾒渡せる）を持つ再⽣アプリを作る。

参考:「MTV VMAJ 2016」を⼤いに盛り上げた『Galaxy Gear VR』と VRライブの可能性 
https://dime.jp/genre/307362/ (https://dime.jp/genre/307362/)

錦織圭テニスエキシビションマッチ VRライブアプリの開発(ニコニコ⽣放送 WOWOW)

錦織圭のテニスの試合を VR ライブ配信。スポンサーであるサムスン社の GearVR を使⽤。会場に⽤意し
たGearVR×100台で再⽣。GearVRアプリ(Android: Java/C++) を担当・開発。ライブ映像(HLS:m3u8)を再⽣
するアプリで、OculusSDKをベースに360°カメラの映像を追従性機能（その場にいるかのように上下左右
を⾒渡せる）を持たせる。バックエンド・WebAPIはPHP,MySQLで構築。 

担当⼯程 

要件定義 設計 コーディング テスト 運⽤/保守

経験した職種・役割 

フロントエンド バックエンド インフラ UX/企画 SRE アプリ開発（iOS）

アプリ開発（Android） プロジェクトマネージャ エンジニアリングマネージャ プロダクトマネージャ

エンジニア採⽤/⼈事

あなたが実際に使っていた技術 

PHP Linux MySQL nginx Jeknkins Docker AWS SQL

https://www.youtube.com/watch?v=cyLk2qXDVg4
https://dime.jp/genre/307362/


▼継続的インテグレーション(CI)と継続的デリバリー(CD) 
端末へのデプロイをシステム化し、作業の効率化を図った（OculusStoreと異なり、勝⼿アプリのため、イ
ンストールする端末のハードウェア情報が必要であり、⼿動であったため時間がかかった。そのため、ハ

ードウェア情報を⾃動で抜き出し社内サーバへアップし、⾃動リビルドするシステムを開発した）。

 →社内ツールであったが、便利であったため、商品化される。

【錦織のテニスを、サムスン Gear VR で 360°体験！しかもリアルタイム！】 
https://iotnews.jp/archives/8821 (https://iotnews.jp/archives/8821)

auリアルタイム遠隔海外旅⾏「SYNC TRAVEL」Oculusアプリ開発

VR を活⽤したリアルタイム遠隔海外旅⾏サービス「SYNC TRAVEL」の開発。Oculus rift と現地ガイドが
持つThetaSを VRライブで接続。現地スタッフとの会話も可能。 
http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2016/10/20/2107.html
(http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2016/10/20/2107.html)

当時、360カメラ＋ロボットの開発（社内ラボ）を担当しており、昨年の先端コンテンツ展（東京ビックサ
イト）では、THETA S + Unity(Oculus) + ラジコンを展⽰していた。 
https://pbs.twimg.com/media/ClXsVv-UYAAzOKx.jpg (https://pbs.twimg.com/media/ClXsVv-
UYAAzOKx.jpg)

ほぼ遅延なし（数フレーム程度）で、ラジコンを操作可能。 
＜ラジコン本体側＞

HDMIライブ出⼒に対応した全天球カメラ（THETA Sなど）→ HDMI信号を送信機で送信 
＜コントローラー側＞

受信機でHDMI信号取得・出⼒ → PC → Oculus rift(Unity製⾃作プレイヤー）
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 プロジェクトカテゴリ、担当⼯程、役割、あなたが実際に使っていた技術のみ全体公開されます。

2008年/2年以内

＊グリー株式会社 在職時のプロジェクト

プロジェクトカテゴリ ：webサービス / ゲーム / ⾃社プロダクト

担当⼯程 

要件定義 設計 コーディング テスト 運⽤/保守 企画

経験した職種・役割 

フロントエンド バックエンド

あなたが実際に使っていた技術 

PHP Linux Apache MySQL SQL

https://iotnews.jp/archives/8821
http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2016/10/20/2107.html
https://pbs.twimg.com/media/ClXsVv-UYAAzOKx.jpg


※詳細は下記。記載可能なプロジェクトのみ（すでにサービスが終了したものなど）になりますが、ご了承
くださいませ。

グリゲー「釣り★スタ」の開発

メンバー数

4名
担当フェーズ

アジャイル開発（企画、プログラミング、テスト）

開発環境・⾔語

PHP(Ethna),Linux,Apache,MySQL
詳細

世界初のモバイルソーシャルゲーム「釣り★スタ」チームのエンジニアとして従事。アメブロモバイル

の開発経験を活かし、ソーシャルゲームの定期イベントのプログラム開発などを担当。リーダーの企画

を元に、ワイヤー、設計、プログラミング。テーブル設計を⾏う。負荷を意識し、インフラ担当ととも

にテーブル設計やSQLチューニングなどを⾏う。リリース後の反応を⾒て、実装〜成果測定を繰り返
す。ゲームポータルのグリゲーも担当。

PHP5対応

当時、PHP4からPHP5への乗り換え時期であり、PHP5対応のソースコード修正、インフラチームとPHP5
のバージョンアップ（インストール）を検討。運⽤保守の⼀部（ログ、ロードアベレージの監視等）を⾏

う。

Show less

 プロジェクトカテゴリ、担当⼯程、役割、あなたが実際に使っていた技術のみ全体公開されます。

2007年/2年以上

＊株式会社サイバーエージェント 在職時のプロジェクト

プロジェクトカテゴリ ：webサービス / スマホアプリ / ⾃社プロダクト

担当⼯程 

要件定義 設計 コーディング テスト 運⽤/保守

経験した職種・役割 

フロントエンド バックエンド インフラ UX/企画 プロジェクトマネージャ

エンジニアリングマネージャ エンジニア採⽤/⼈事

あなたが実際に使っていた技術 



※詳細は下記。記載可能なプロジェクトのみ（すでにサービスが終了したものなど）になりますが、ご了承
くださいませ。

アメーバブログ（アメブロ）モバイルの開発

メンバー数

5名
担当フェーズ

設計、プログラミング、テスト、運⽤保守

開発環境・⾔語

Java(Struts/Velocity/Seasar2)、Linux(CentOS)、Apache、Tomcat、Oracle
業務詳細

社⻑直轄部署のアメブロモバイルチームにエンジニア（リーダー）として参加。

エンジニアチームのリーダーを任される。メイン⾔語はJava。フレームワーク（Struts）を導⼊。MVCを
メンバーに教えながら、開発を進める。サービスの成⻑は、⽉間3千万PVから約1年で4億PVまで伸びる
（当時）。リリース後、インフラ担当と負荷監視。OracleからMySQLへ移⾏、冗⻑化を進め、並⾏しSQL
のチューニング。負荷テストはJMeter。 
 →⾼負荷でサービス停⽌になるような状況は無し

アメーバプロフィールの開発

モバイルのフォト投稿機能を強化（Instagramのようなサービス）。既存フォトサービスの開発グループに
相談し、他サービスとの連携が簡単になるようにAPIサーバーを構築。芸能⼈のプロモーション広告にも利
⽤される。⽉間PVは1500万を超え、イベント後の⼀時的な⾼負荷→冗⻑化を進め、並⾏しSQLのチューニ
ング。負荷テストはJMeter。

アメブロ広告管理システム

リリース直後で、広告管理が⼿作業となっていたため、システム化。ブラウザから、営業の⼊稿担当者が

広告を管理できるように開発。機能は、⼊稿管理、表⽰確率設定、クリック数管理、アクセス解析など。

Show less

 プロジェクトカテゴリ、担当⼯程、役割、あなたが実際に使っていた技術のみ全体公開されます。

2005年/2年以上

＊エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 在職時のプロジェクト

プロジェクトカテゴリ ：業務システム / 受託開発

MySQL Linux SQL

担当⼯程 



業務詳細（詳細は下記）

NEC(常駐先)：図書館向けWebシステム開発

メンバー数

20名
担当フェーズ

プログラミング、テスト

開発環境・⾔語

Java(JSP/EJB), JavaScript, Linux(RedHat), Tomcat, MySQL
業務詳細

NEC(株)に常駐し、全国の図書館向けWebシステムを開発。パケット定額制のない当時としては、まだ
珍しい携帯電話向けのWebシステム。担当業務は、機能開発（ログイン、検索、予約など）、運⽤保守
（担当の図書館に出向きサーバー構築）、独⾃フレームワークを作成してのアーキテクチャの検討・設

計作業など。

NTTデータ(常駐先)：会計検査院⽤Webシステム開発

メンバー数

100名
担当フェーズ

詳細設計、プログラミング、テスト、

開発環境・⾔語

Java(J2EE), JavaScript, Windows2000, Solaris, Web Logic, Oracle
業務詳細

(株)NTTデータに常駐し、霞が関にて会計検査員向けWebシステム（イントラネット）を開発。会計検
査院が⾏う経理処理（国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しいかをチェック）を

システム化。開発2年、テスト1年の⼤規模開発。他に、独⾃フレームワークを作成してのアーキテク
チャの検討・設計作業を⾏うチームに参加。まだJavaの経験者が少ない頃だったので、社内30名ほど
に指導を⾏う。

⽇⽴製作所(常駐先)：資材管理Webシステム開発

メンバー数

30名

設計 コーディング テスト 要件定義

経験した職種・役割 

フロントエンド バックエンド UX/企画 エンジニアリングマネージャ エンジニア採⽤/⼈事

あなたが実際に使っていた技術 

JavaScript Linux MySQL SQL



担当フェーズ

プログラミング、テスト

開発環境・⾔語

Java(J2EE), JavaScript, Oracle, Solaris, JRun, HitachiCosmiNexus
業務詳細

(株)⽇⽴製作所に常駐し、Web系システム（イントラネット）を開発。機能は、全国の⽀店に配置され
ている各機器の故障受付、進捗確認など。開発、テストで約1年。

Show less

フィードバック⼀覧を⾒る (/user/redpen)

登録されていません

こちらで作成した内容はサイト内ならびに、企業には公開されません。

あなたが⾒てもらいたいアウトプットと、その内容や⾒てほしい事柄について教えてください。

未⼊⼒です

1 個⽬

履歴書

アウトプット

GitHubアカウント
未⼊⼒です

Qiitaアカウント
未⼊⼒です

SpeakerDeckアカウント
未⼊⼒です

SlideShareアカウント
未⼊⼒です

その他URL
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51650
(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51650)

マネージメント能⼒

あなたは何をマネージメントしていましたか？

https://job-draft.jp/user/redpen
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51650


 キャラクターは全て全体公開されます。

CEO、CTO、スクラムマスター、プロジェクトオーナー、プロジェクトマネージャー、エンジニアリーダ
ー

その対象をどのような状態にする責務がありましたか？

・⽅針

・成果

・進捗

・育成

・採⽤

その状態を作るためにあなたはどのように考えましたか？その途中でどのような問題や障害があり、どう

⼯夫したのかもご記載ください。

とくになし

公開設定

⾮公開

キャラクター

直近で⼀番やりたいこと

その他

好きなスタイル

⼀⼈で黙々 みんなでワイワイ

好きな規模

⼩さい会社 ⼤きい会社

⽔とプログラミングどっちが⼤事？

⽔ プログラミング

⾃信を持って⼈より秀でていると⾔える点

学習能⼒ / 問題解決⼒ / 責任感

スキルのタイプ

ゼネラリスト スペシャリスト



 やりたいこと・やりたくないことは全て全体公開されます。

得意なフェーズ

0 → 1 10 → 100

会社を選ぶ⼀番の基準

⼀緒に働く⼈

その他の特徴

レガシーな環境を改善できる / 新しい技術はとりあえず試す / 起業/創業期のベンチャーにいた

やりたい事

⼿を動かして設計してコードを書きたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

価値あるプロダクトを作り成⻑させたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

学び続けて技術⼒でプロダクトに貢献したい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

意義があることや社会に貢献できる仕事がしたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

⼈や計画の調整・マネジメントをしたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

レガシーなシステムの保守・運⽤・改善をしたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

企画や仕様を考えるところから関わりたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

業務効率を改善して⼀緒に働く⼈のためになりたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい



 希望年収と好む⽂化は全体公開されます。

全社横断的な共通基盤作りや強化をしたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

組織や⽂化を作る・成⻑させる仕事をしたい

絶対やりたくない あまりやりたくな

い

別に普通 やりたい 絶対やりたい

やりたくない分野

SI / アダルト

その他のやりたいこと・やりたくないこと

必須：完全リモートワークOK

希望条件

希望する職種・役割

バックエンドエンジニア, エンジニアリングマネージャ

希望年収 

未⼊⼒です

好む⽂化 

リモートワークOK, ⾃社開発

基本プロフィール

経験技術

SPA / AWS / Rust

経験職種

バックエンド / フロントエンド / インフラ / ネットワーク / UX/企画 / QA / SRE / 機械学習エンジニア / デ
ータ分析 / アプリ開発（iOS） / アプリ開発（Android） / ゲームプログラマ / プロジェクトマネージャ / エ
ンジニアリングマネージャ / プロダクトマネージャ / エンジニア採⽤/⼈事 / コーポレートIT/情シス / デザ
イン

⽬指したいエンジニア像

プロダクトマネージャー / スペシャリスト / テック・リード / エンジニアリング・マネージャ / エバンジェ
リスト / フルスタック・エンジニア



エンジニアとしての経験年数

10年以上

直前または現在の所属企業

フリーランス

希望勤務地

東京都 / リモート勤務
集まる必要性がない場合は基本リモートが許可される環境が必要

電話番号

09024165307

指名禁⽌企業ワード

クロスデバイス

その他

業務委託設定

業務委託希望

業務委託に興味がある

希望⽉単価

100万円
(時給換算で約6250円)

希望可動⽇数

1〜⽇/週

その他

リモートワーク希望

希望⾯談設定

時間の希望条件

未⼊⼒

備考

リモート⾯談に限る

課外活動で⾏っていることがあれば教えてください



【加盟団体等】

◆QUREOプログラミング教室 
◆未来の学びコンソーシアム事務局（⽂部科学省「未来の学びコンソーシアム」プロジェクト推進チー

ム）承認

◆2020TDM推進（東京2020⼤会組織委員会）プロジェクト

App Store: 
https://apps.apple.com/jp/app/vteacher/id1435002381#?platform=iphone
(https://apps.apple.com/jp/app/vteacher/id1435002381#?platform=iphone)

 今後、⾝につけなければいけないと思っている技術は全体公開されます。

Rust

 エンジニアとして影響を受けた本は全体公開されます。

強いて⾔うなら「エクストリームプログラミング」※前版（2002年発⾏）

 あなたが⼀番パフォーマンスを出せる環境は全体公開されます。

厳しい、過酷、実現不可能そうな課題がある仕事

⼈柄（⾃分では⾔っていない、あくまで他⼈に⾔われることです）

 学校種別と卒業状況のみ（例. ⼤学中退、⾼校卒業など）全体公開されます。

今後、⾝につけなければいけないと思っている技術は何ですか？

エンジニアとして影響を受けた本を教えてください

あなたが⼀番パフォーマンスを出せるのはどんな環境ですか？

エンジニアとしてのあなたの強み、他⼈から評価されているポイントは何ですか？

学歴

学校名

慶應義塾

https://apps.apple.com/jp/app/vteacher/id1435002381#?platform=iphone


未⼊⼒です

学校種別 

⼤学

卒業年

未⼊⼒です

卒業種別 

中退

学部学科

未⼊⼒です

PR
未⼊⼒です

外国語スキル


