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FileMaker 
Developer 
Conference 
DevCon は毎年開かれる開発者会議です。
網羅的な内容のセッション、非常に興味
深いミーティング、対面での相談会などが
あり、大勢の FileMaker, Inc. のスタッフ
や経験豊かな FileMaker プラットフォーム
の開発者とネットワークを築くよい機会
になります。世界中から 1,500 人以上の 
FileMaker 関係者が集まる唯一無二の貴重
なイベントです。
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ようこそ
 
この eBook は、2017 年に開催された 
FileMaker Developer Conference での 
Molly Connolly 氏によるプレゼンテー
ション「How to Train a Junior Developer」
(英語) に基づいています。 

Connolly 氏は Thorsen Consulting の経営
者、および FileMaker の開発者であり、
他の FileMaker 開発者に効果的なビジ
ネスの運営、および拡大の方法に関す
るアドバイザリーサービスを提供して
います。 

Connolly 氏は、FileMaker Community の
活発なメンバーで、FileMaker Community 
への顕著な貢献に対する  F i leMaker 
Business Alliance パートナーの受賞者
です。
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01
新人開発者

新人開発者採用の検討の際に考慮するべき
重要な質問

新人開発者は自社に適しているか？ 

新人開発者に何を期待するか？ 

新人開発者をどのように募集するか？ 

新人開発者にどの程度支払うか？
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新人開発者は自社に適して
いるか？
忙しすぎて現状では続けるのが難し
くなっていませんか？働きたい時間、
働くべき時間を越えて働いていません
か？  

この場合、新人開発者を採用する適
切な時ではないでしょう。 

新人開発者には指導とトレーニング
が必要であり、即戦力にはならない
でしょう。 

もし人材の育成に投資できる時間が
あるなら、新人開発者を採用すべき
時です。 

新人開発者の採用にあたって
検討すべき内容

どの程度のゆとりがあるか？  

育成計画はどのようなものか？ 

キャッシュフローの状態はどうか？

どんな専門知識を必要としているか？
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新人開発者に何を期待する
か？
新人開発者を探すときに重要なのは、
FileMaker スキルを持っているかではな
く、コミュニケーション能力が高く、ソー
シャルスキルに優れていることです。 

質問することを恐れず、一緒に課題を克服
できる人を採用したいと考えるでしょう。   

探究心が強く、自身の技術的経験につい
て謙虚な見方をする人を探しましょう。
新人開発者を採用する時には、好奇心が
あり、問題解決能力のある人であること
が重要です。 

テクニカルスキルが優れていても、ソーシャ
ルスキルが伴わないと、ほとんどの場合は
新人開発者の役に立ちません。 

新人開発者が持つべき重要な資質 –
ソーシャルスキルは必須

素晴らしいコミュニケーション能力およびソーシャ
ルスキルを持っている

質問することを恐れない

自身の技術的経験について謙虚な見方をしている

カスタマーサービスの経験がある

技術的な問題を解決する実例を挙げられる
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新人開発者をどのように
募集するか？
新人開発者に何を期待するかを把握
したなら、大学新卒者以外にも対象
を広げるようにしましょう。 

求人サービスや人材サービスを使用
することももちろんできますが、既
にいる社員のことも考慮に入れましょ
う。ヘルプデスクの社員または事務
補助員は素晴らしい候補者となるか
もしれません。 

さらに、第二のキャリアを始める人
も素晴らしい選択肢となる場合が多
くあります。FileMaker スキルを持た
ないスペシャリスト職の人も、素晴
らしい新人開発者となることができ
ます。 

新人開発者の募集方法 –  
新卒者以外も対象に

自社の社員の中から成長

紹介、推薦

地元の求人広告

就職説明会

Genius Bar

第二のキャリア

ヘッドハンティング
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新人開発者にどの程度支
払うか？

新人開発者の処遇は、給与、ボーナ
ス、専門能力の開発やその他の特典
を含むパッケージ次第です。 

FileMaker 資格認定の取得を、ボーナ
スの支給や大幅な昇給に関連付けま
しょう。 

FileMaker 資格認定を取得した時に 
インセンティブを

年収 40,000-50,000 ドル

FileMaker 資格認定に応じた昇給 (5,000 ドル)

フレックスタイム制や休暇制度

専門能力の開発

その他の特典
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02
新人開発者の
トレーニング

新人開発者のトレーニングのヒント

期待値の設定方法 

活用するべきこと 

シャドーイングの奨励 

開発者に求められるテクニカルスキル以外にも、トレーニングが必要です。
常に今よりも多くのことを達成しようと努めるべきです。そのためには、新
人開発者の優れている点を活用すること、彼らが知っていることをさらに
豊かにすること、次に何が来るか予想すること、将来の傾向を予見するこ
と、さらに多くのスキルを習得することが必要です。



3 か月評価

同僚やクライアントからの建設的な評価

6‐12 か月以内に FileMaker 資格認定試験に合格する

3 か月以内に週 25 時間分の作業費を課金できるようになる
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期待値の設定方法

ふさわしい人を見つけたら、すぐに期待
値を設定することが最も重要なことのひ
とつです。   

3 か月以内に進歩の度合いを評価するこ
とを伝えます。この期間で、会社と新人
開発者が双方ともに合っているかどうか
がわかるでしょう。   

順調に進めば、新人開発者は週 25 時間
分の作業費を課金できるほどには成長し
ているでしょう。 

うまくいかない場合は早く見極め、雇用
関係を終了させる合理的な理由を見つけ
ます。こうすることでお互いに時間を無
駄にすることなく、必ず成果を出してビ
ジネスに貢献する人材を見つけることが
できるでしょう。 

期待値を設定して双方が軌道に乗る
ために役立てる
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活用

自分がプロジェクトでやっていること
を新人開発者に引き継がせたいと思っ
ているかもしれません。しかし、新
人開発者はあなたのコーディング作業
を手伝う以上のことができます。   

新人開発者は、提案書や契約書をレ
ビューする、プレゼンテーションを
編集する、あるいは電話に応対する
ことで、継続的に学習し、能力を伸
ばすことができます。 
  

自分自身やチームのためにもっと多くの
時間を「買い取る」ため、新人開発者
を活用しましょう

物流

議事録

単調な仕事

提案書のレビューや編集

新人開発者にあらゆる種類の仕事を任せることで、企業・組織が成功する
ために必要な仕事を実行する時間を確保できます。
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シャドーイングの奨励

新人開発者を新しく採用したら、営業
会議や電話会議に同席させることが重
要です。そうすれば、本当の意味であ
なたの会社のビジネスを理解すること
ができるようになります。 

また、クライアントとの連絡窓口を担
当させましょう。会議の出席者の氏名
を記録したり、会議の決定事項を追跡
したり、次に行うべきフォローアップ
タスクのスケジュールを立てたりする
ことはできます。

シャドーイングは新人開発者が自社の
ビジネス面を学ぶのに役立つ

クライアントとの会議や電話会議に同席

会議の議事録

決定事項のフォローアップ

簡単な報告プロセスの実施
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JumpStartFM は、新人開発者のために提供できるプロジェクトのライフサイクルに
関するトレーニングプログラムです。03

構造化された
トレーニング
の実施

JumpStartFM

オンラインのクラス 

毎日のステータスレポート 

時間管理 

リサーチの仕方を教える 

リソース 

https://www.jumpstartfm.com
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毎日のステータスレポート

毎日のステータスレポートは、毎日午
後 5 時を提出期限とする簡潔な日報
です。 

新人開発者が納期を守り、自分の行っ
た業務を報告する訓練となります。   

毎日のステータスレポートは、自分の
行った業務を見直して、各タスクの効
率を判断する機会ともなります。  

簡単なタスクに費やす時間が多過ぎな
いか、あるいは複雑なタスクに費やす
時間が少なすぎないかどうかも把握で
きます。 

毎日のステータスレポートは、新人
開発者のトレーニングをサポートす
る唯一最大の方法

今日はどんなことを達成しただろうか？

どのくらい時間がかかっただろうか？

どんな助けが必要だろうか？

明日の目標は何だろうか？
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時間管理

FileMaker の作業の大半は見積時間単
位で請求されるため、新人管理者に
時間を管理する習慣を身に付けさせ
ることが重要となります。 

これは、新人開発者がタスクを順調
に進めているかどうかを見極めるた
めの重要な情報を提供するだけでは
なく、プロジェクトの見積もりの点
で新人開発者をさらに訓練すること
にもなります。 

見積もりが上手くなることは、新人
開発者だけでなく誰もが必要とする
不可欠な FileMaker スキルです。 

時間管理は、必要不可欠な見積も
りスキルを教えると同時に情報を
提供する

トレーニングに費やした労力の成果がわかる

見積もりスキルを教える

（単なる一律な「トレーニング」ではなく）実際のタスクを
トラッキングする
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リサーチの仕方を教える

新人開発者には時間があれば資料や
コンテンツのレビューをしてもらいた
いと思うことがよくあります。10 種
類の異なる質問を課題として与えれば、
新人開発者はさまざまな FileMaker 関
連リソースを使って答えを見つけ出そ
うとするでしょう。

10 種類の FileMaker に関連した
質問を新人開発者に課題として与
えます

質問に対する答えを文書化する

仕事をする

一般に公開しているフォーラムで質問をする

Google 検索したのか？



ソース 説明

lynda.com 日本版
FileMaker プラットフォームの使用方法を、初心者向けの基本から
上級者向けのテクニックまで、業界の専門家が教えるオンライン
ビデオチュートリアルで学習できます。

FileMaker フォーラム 効果的な FileMaker カスタム App の開発に関する素晴らしいアイ
デアが満載されたフォーラムがいくつもホストされています。

ISO FileMaker Magazine (英語)
FileMaker プラットフォームの学習に関するオンラインマガジン。
チュートリアル、ビデオ、サンプル技術ファイル、および便利な
開発リソースを提供します。

FileMaker Community
FileMaker, Inc. が提供するコミュニティでフィードバックを受け
たり情報を得たりすることができます。

FileMaker カスタム App アカデミー
FileMaker プラットフォームを使用してカスタム App を作成する
方法に関するビデオチュートリアルを視聴できます。スキルレベ
ルに応じて最適なチュートリアルを選択できます。

ブログ
FileMaker でカスタム App を効果的に開発する方法に関するブロ
グを 何社もの FileMaker Business Alliance パートナーが公開して
います。
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FileMaker 関連リソースリソース

新人開発者の役に立つ FileMaker 関連
リソースがたくさんあります。 

ビデオトレーニングからテクニカルブ
ログやオンラインフォーラムまで、
自分が気に入っているリソースをリス
トアップしてあげれば、新人開発者は
それぞれのリソースをよく理解して活
用することができます。 

新人開発者は学習を速く進めるのに役
立つリソースを見つけられるでしょう。

https://www.lynda.jp/filemaker-pro
https://community.filemaker.com/community/ja
http://www.filemaker.com/jp/learning/custom-app-academy/
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04
技術的なタスク
を割り当てる

将来的な開発スキルを養うために技術的
なタスクを割り当てる

品質保証とテスト 

レイアウト作業 

データ移行 

レポートとエクスポート 

カスタマサポート（一次レベル）
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品質保証

品質保証（QA）は、どの新人開発者
でも初日から行うことができる事で
す。さらには、コーディングした開
発者本人が自分で見直すことに加え
て、新鮮な目線でコードのレビュー
をしてもらえるというメリットもあ
ります。 

新人開発者は、自分で FileMaker ソ
リューションを開発するときに考慮
するべきあらゆる点を、QAを通して
学ぶことができます。 

新人開発者がどのソリューションでも
テストできる項目

タブ順

整列

異なるパスワードを使ってのログイン

ナビゲーション

印刷・出力

新人開発者にコード上でチェックするべき項目のリストを渡します。
そうすれば、彼らはテストの仕方を組み立て、何をテストしてもら
いたいのかを理解することができます。
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レイアウト作業

レイアウト設計の初期段階では、完
成したソリューションでは要求され
るレベルのピクセル単位で精緻なデ
ザインは、まだ施されていない場合
があるでしょう。 

そうしたときに、表示の作成、フィー
ルドの整列、ナビゲーションの追加
などに関連した具体的なタスクを新
人開発者に割り当てれば、新しいス
キルを学ばせると同時に、自分の時
間を節約することもできます。

簡単なタスクは新人開発者に任せて
自分の時間を節約

フォーム形式やリスト形式で表示するレイアウトを作成する

フィールドを整列させる

ナビゲーションを実装する

自分でやったほうが早いと思いがちですが、簡単なタスクは新人開発
者に任せてみましょう。
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データ移行

データ移行プロジェクトは、新人
開発者が複数の異なるデータソース
について詳細に学べる絶好の機会に
なります。 

新人開発者は、重複レコードの削
除、小計レポートの作成、不整合
なデータの修正などを行うことが
できます。 

データの移行やクリーンアップを実
行することで、クライアントの満足
度をさらに高めることにも繋がり
ます。 

データ移行は、新人開発者がデータにつ
いて詳しく理解するのに役立ちます

Left、Right、Trim、Replace 関数を教える

重複したレコードの発見方法を示す

重複排除するスクリプトの作り方を教える

不整合なデータを発見するために小計レポートの
表示を作成する

データを統一するためのキー作成
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レポート

レポート作成は時間がかかるため、
通常はプロジェクト後半に完了する
分野です。 

スクリプト、検索、ソート、エクス
ポートなど、新人開発者は他のプロ
ジェクトでも使える専門的な技術を
覚えることができるでしょう。 

レポートを作成することですべて
をまとめられる方法を新人開発者
に教えます

リスト形式

計算および集計フィールドを含む小計レポート

検索、ソート、およびエクスポートのスクリプト

自分でレポートを作成できるように、新人開発者に６種類の異な
るサンプルレポートを与えます。 
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インポートとエクスポート

クライアントの既存システムからクリーン
な状態のデータを取り出すことが困難
な場合があります。 

そんなときは取り出したデータを 
FileMaker Pro にインポートする前に、
データをクリーンアップするタスクを
新人開発者にやってもらいましょう。 

さらに、インポートの検証やエクスポー
トを自動化するスクリプトなど、もっ
と踏み込んだことまで実施するよう促
すのも良いでしょう。 

正しいデータを入力できれば 
正しいデータが出力できます

クリーンな状態のデータをインポートする

合致しているデータをインポートする

レポートデータをエクスポートする

スクリプトでエクスポートを自動化する
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一次レベルのカスタマ 
サポートを提供

新人開発者は、既存のクライアントに一
次レベルのカスタマサポートを提供する
担当者として最適な場合があります。 

たとえ技術的な回答を知らなくても、少
なくとも次のようなことができるからで
す：電話に応対する、スクリーンショッ
トのような追加の詳細情報を送ってもら
う、ユーザについての詳細を把握する、
発生頻度を調べる等。 

新人開発者が迅速な対応をすれば、高
品質なカスタマサポートを提供できるで
しょう。 

新人開発者が一次レベルのカスタマ
サポートを提供できれば大きな戦力に
なります

テクニカルリクエストの一覧を管理する

情報の収集方法と分析方法を教える

タスクを実行する方法や助けを求める方法を教える
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05
まとめ

適性のある人材を採用する 

期待値を定義しておく 

明確な指示を与える 

頻繁にフィードバックを提供する 

進歩の度合いを監視する

新人開発者の採用は正しかったか知るには
次の点を覚えておけば、新人開発者を迎えるという決定が正しかったかどうか
を 3 か月程度で把握できるでしょう。
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計画

カスタム App を開発する
ための最初のステップです

作成

カスタム App の 
構築を始めましょう

展開

作成したカスタム App を
チームで共有しましょう

プロジェクトを計画し、カスタム App を作成し、チームに
カスタム App を展開するために役立つガイド：

Molly Connolly 氏の DevCon プレゼンテーションをすべて見る

06 How to Train a Junior Developer (英語)

次のステップ

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8312
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FileMaker.com の「ラーニングセンター」ページでは、「カスタム App アカデミー」ビ
デオチュートリアル、Web セミナー、イベントセッションの録画ビデオ、eBook など
の学習用リソースを提供しています。 
filemaker.com/jp/learning/

公式サイトの FileMaker Community では、他の FileMaker ユーザや専門家と交流する
ことができます。質問の回答を得たり、ビデオを見たり、テクニカルブリーフ、ハウツー
記事、ホワイトペーパーなどにアクセスしたりできます。 
community.filemaker.com/

FileMaker.com の「サポート」サイトでは、製品マニュアル、ナレッジベースの記事、
購入を決める際のサポート情報、インストールガイドを提供しています： 
www.filemaker.com/jp/support/

オンラインの学習、トレーニング、コミュニティリソースを探す 

FileMaker プラットフォームを使用し
たカスタム App を開発する方法を学
習するのに役立つさまざまなリソー
スをご利用ください。

http://www.filemaker.com/jp/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/jp/support/

