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御礼

8月27日に開催いたしましたDojoCon Japan 2016は、たくさんのご来場者をお迎えして、無事成功させる

ことができました。

これはひとえに、スポンサー様からご支援いただきましたお蔭だと思っております。

スタッフ一同、心から感謝いたしております。

日本全国にCoolなCoderがたくさん育つよう、引き続き CoderDojoを盛り上げて参りますので、

より一層のサポートを宜しくお願いします。

2016年11月1日

DojoConJapan実行委員長　細谷　崇



1. 支援状況の整理

2. 当日のイベント報告

3. アンケート

4. 広報

報告内容



支援状況の整理



達成率：96％
　  目標：1,900,000円
　  実績：1,826,000円

支援金



シルバー

株式会社KDDI
ウェブコミュニケーションズ

一般社団法人未踏

株式会社ロックオン

株式会社神戸デジタル・ラボ

株式会社アーテック

ゴールド

株式会社デジタルキューブ

ルネサスエレクトロニクス株式会社

ブロンズ

株式会社TAM

アールスリーインスティテュート

合同会社カフィグラ

ファーストサーバ株式会社

株式会社シェアウィズ

株式会社ドットインストール

ネクストジェネレーション株式会社

公式スポンサー様



ブース協力

株式会社ズームス

株式会社フェイスクリエイツ

ノバルス株式会社

グッズ提供

株式会社翔泳社

PCN

Github Inc

アシアル株式会社

インカインド・スポンサー様



● クラウドファウンディングの実施

下記の内容で、個人スポーサーの募集を行いました。

○ 実施サイト：FAAVO 大阪　https://faavo.jp/osaka/project/report/1395
○ 実施期間　：7月22日〜8月31日

○ 目標額　　：20万円

● クラウドファウンディングの実績

○ 2日目に目標額20万円を達成しました。その後も、募集は継続し、目標以上の支援金は、

CoderDojoの新規開設のサポートのための教材支援といたしました。

○ 最終実績

■ 最終支援金額：327,000円（144％）

■ 支援者数　　：44名

2日目で目標金額達成

個人スポンサー様

https://faavo.jp/osaka/project/report/1395


当日のイベント報告



開催日時

2016年8月27日 10：30 〜 16：30

会場

内田洋行 大阪 ユビキタス協創広場  
CANVAS

イベント概要



スピーカー
青山学院大学  社会情報学部

阿部 和広様

当日の資料
http://www.slideshare.net/KazuhiroAbe2/s
s-65429736

基調講演

子供達にプログラミングを
サポートする上で大事なポイント



スピーカー
CoderDojo Foundation
ロス・オニール様

CoderDojo ムーブメント
可能にする、かかわる、大きく広がる方法

CoderDojo Foundation 特別セッション



来場者からたくさんの質問

各種パネルディスカッション

学生の道場運営者に聞く！
チャンピオン

パネルディスカッション

有償と無償で何が違う？
プログラミング教室/コミュニティー

運営座談会

CoderDojo主宰者ならびに有料プログラミング教室の関係者を交えて、

各種パネルディスカッションを実施。来場者からもたくさん質問が出てとても有意義な時間を共有出来ました



その他のセッション

忍者達の発表
CoderDojo Kodairaの

活動について
Scrachとマインクラフト、

ドローンやロボットつなげよう

子供達も150人以上の参加者達の前で自分の作品を発表

CoderDojoの運営、子供プログラミングツール（Scratch、Arduino、Minecraft）に関する話をして頂きました。

また、CoderDojoで日頃プログラミングをしている子供達に壇上で自分の作品を発表をして貰いました。



企画内容 企画エリアも終始大盛況
企業様の協力もあり９つの企画を実施しまいた。

どの企画も終始大盛況となりました。



企画内容

CoderDojo相談カウンターCoderDojo体験 忍者ブース

BlocklyDuinoで電子工作体験

Mr（混合現実）体験！
Oculus Riftでバーチャルドローンを

飛ばそう !

パーラービーズでドット絵体験

Mabeee×ミニ四駆

パラパラアニメーションで
世界に１つだけの海を作ろう！



一般社団法人 CoderDojo Japanの調印式
CoderDojo Foundation と CoderDojo Japan による調印式が行われ、

CoderDojo の公式の日本支部「一般社団法人 CoderDojo Japan」が設立されたことを公表いたしました。

http://dojocon.coderdojo.jp/2016/09/04/coderdojo-japan-was-established.html

調印式

http://dojocon.coderdojo.jp/2016/09/04/coderdojo-japan-was-established.html
http://dojocon.coderdojo.jp/2016/09/04/coderdojo-japan-was-established.html


● 子供達に海外の文化やコミュニティーにふれ

てもらいたい。その思いから、プログラミングコ

ンテストを開催いたしました。

http://dojocon.coderdojo.jp/2016/07/29/go-gl
obal.html

● 本コンテストは、CoderDojoに参加有無関係な

く日本全国の子供対象に実施しました。

その結果、DojoCon実行委員会内部の審査に

より、子供二名をアイルランドで毎年 6月頃に

開催しているCoolest Projectsへ招待すること

となりました。

子供達に海外の文化や
コミュニティーにふれてもらいたい。

プログラミングコンテスト開催

http://dojocon.coderdojo.jp/2016/07/29/go-global.html
http://dojocon.coderdojo.jp/2016/07/29/go-global.html
http://dojocon.coderdojo.jp/2016/07/29/go-global.html


じゃんけん大会

インカインドスポンサー様より頂戴いたしました本やグッズなどは、

セッションの休憩時間に、じゃんけん大会を実施し、来場者の方々にプレゼントいたしました。

9点の書籍やグッズを頂きました



事前申し込み者数

大人：169人　子供：62人

当日来場者数

大人：135人　子供：45人

当日の来場者数

当日来場者

180名
内訳



アンケート



● 年齢

● 性別

● 住まい（都道府県 /市区町村）

● 職種

● CoderDojoを知ってたか

● どうやってDojoConJapanを
知ったか

● CoderDojoの関わり

● セッション/企画の評価

アンケート

アンケート項目

アンケート回収率

61%
83枚 ÷ 135人 × 100 = 61%



61.3%
30代+40代の

参加が半数以上

年齢



20都道府県
北は北海道、南は沖縄からの
参加がありました

都道府県



SNSやLTが

効果的

どうやってDojoConJapanを知ったか

TwitterやFacebookページ、
ITイベントでのLT（ライトニングトーク）での集
客がほとんどでした。



100%

DojoCon全体と感想

100%の参加者が良かったと回答し、
大変満足度の高いイベントになりました。

※アンケートに回答して頂いた参加者になります。



広報



公式サイトのPV

17,410PV
集計期間

2016年3月27日〜2016年8月31日

目標値

20,000PV

概要



Facebookページ
https://www.facebook.com/dojoconjapan/
いいね数：341人

Twitter
https://twitter.com/DojoConJapan
フォロワー数：334人

SNS（Facebook、Twitter）

Twitterで
トレンド入り

https://www.facebook.com/dojoconjapan/
https://www.facebook.com/dojoconjapan/
https://twitter.com/DojoConJapan
https://twitter.com/DojoConJapan


● プレスリリース
○ ValuePress！

■ タイトル：日本初！CoderDojo主催の子供プログラミングに関する大型イベント、『 DojoCon 
Japan 2016』を8月27日（土）に大阪で開催！

■ 配信日　：2016年07月12日 10時

● 新聞での記事掲載
○ 毎日新聞　８月１１日木曜朝刊（大阪版）

● 当日の取材

○ Yahoo！ キッズ

プログラミングを学ぶ「道場」のお祭りに行ってきたよ !
http://info.kids.yahoo.co.jp/archives/post_9.html

プレス、報道実績

http://info.kids.yahoo.co.jp/archives/post_9.html
http://info.kids.yahoo.co.jp/archives/post_9.html


セッションスクリーン両端でのスポンサーロゴ掲載

セッションスクリーン４パネルのうち、両端２パネルにスポンサー様のロゴを

スライド送りで掲載いたしました。



イベントによる反響



CoderDojoの新規開設

45➡62 
8月27日に開催後から11月までに

17のDojoが立ち上がりました。



■ 当日の写真

https://www.flickr.com/photos/dojoconjapan2016/

■ togetter
http://togetter.com/li/1017331

ご支援ありがとうございました。

https://www.flickr.com/photos/dojoconjapan2016/
https://www.flickr.com/photos/dojoconjapan2016/
http://togetter.com/li/1017331
http://togetter.com/li/1017331

