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U-22プログラミング・コンテストとは…

1980年〜2013年 主催︓経済産業省
� 1980年〜1999年︓全国⾼校⽣プログラミング・コンテスト
� 2000年〜2004年︓全国⾼校⽣・専門学校⽣プログラミング・コンテスト
� 2005年〜2013年︓U-20プログラミング・コンテスト

2014年〜 U-22プログラミング・コンテスト
主催︓U-22プログラミング・コンテスト実⾏委員会（協賛企業で組織）
事務局︓U-22プログラミング・コンテスト運営事務局

（一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）内）

次代を担うIT人材の発掘・育成を目的に1980年にスタートした
22歳以下対象の作品提出型プログラミングコンテスト



SAJとは
正式名称︓一般社団法人ソフトウェア協会
（Software Association of Japan）

SAJは自社で市場ニーズを分析し、企画、開発、商品化した既成
ソフトウェア（企画開発型ソフトウェア）を販売、あるいはそ
れを利⽤したサービスを提供している企業を中⼼とした団体で
す。（加盟企業数︓約680社・団体（2022年1月時点））

会⻑︓荻原紀男
(株)豆蔵K2TOPホールディングス代表取締役社⻑



U-22プログラミング・コンテスト 2021

学校 ジャンル
小学⽣ 6作品 AI 18作品
中学⽣ 26作品 IoT 14作品
⾼校⽣ 47作品 セキュリティ 4作品
⾼等専門学校⽣ 4作品 プログラミング言語 8作品
専門学校⽣ 263作品 ユーティリティ 87作品
大学⽣ 25作品 学習＆教育 53作品
その他 3作品 コミュニケーション 26作品

ゲーム 134作品
その他 30作品

応募総数︓374作品（個人107作品／団体267作品）
参加者総数︓1,323名



審査のポイント

� プロダクト
有⽤性や芸術性等、ビジネスの可能性も期待できる完成度の⾼い作品を評価します。

� テクノロジー
実装や機能性等、技術的に優れた作品を評価します。

� アイデア
独創性や将来性等、アイデアに優れた作品を評価します。

総合だけでなく様々な観点で作品を審査します。



最終審査会の様子（2021年）

審査員＝都内会場へ集合（一部オンライン）

入選者＝オンライン（zoom）でプレゼン
質疑応答︓会場×オンライン

表彰式結果発表質疑応答︓オンライン×オンライン



最終審査会の様子（2019年）於︓秋葉原コンベンションホール



最終審査会の様子︓ダイジェストVTR

2021年
応募者＝オンライン

2019年
応募者＝現地会場



2021年結果と各賞
経済産業大⾂賞︓賞⾦50万円

商務情報政策局⻑賞︓賞⾦5万円

受賞ｶﾃｺﾞﾘ 作品名 制作者名 学校 ジャンル
総合 Chokoku CAD 船橋 一汰 一宮市⽴大和中学校 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ
プロダクト ヒトコエ m× HAL名古屋 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ
テクノロジー Kirl 大塚 真太朗 九州工業大学 言語
アイデア 次世代の音声フォーマット ⿊⽥ 和暉 広島大学 その他

受賞ｶﾃｺﾞﾘ 作品名 制作者名 学校 ジャンル
プロダクト Kanade 松本 大智 慶應義塾志木⾼等学校 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ
プロダクト In a Maze tresE 新潟コンピュータ専門学校 ゲーム
テクノロジー HeartRecorder 寺⽥ 縁・後藤 雅弥 熊本県⽴大学 学習&教育

テクノロジー 自作言語を⽤いたプログラ
ミング授業システム ⻑尾 卓 名城大学 学習&教育

アイデア ちぎれるディスプレイ 荒巻 美南海 東京大学 ゲーム
アイデア 感染シミュレータ 鈴木 沙奈 白百合学園小学校 学習＆教育



賞名 作品名 制作者名 学校名
いい未来をつくるで賞（スマレジ）
副賞︓Knot「カスタマイズウォッチ」 感染シミュレータ 鈴木 沙奈 白百合学園小学校

SOMPO賞
副賞︓Amazonギフト券 15万円 感染シミュレータ 鈴木 沙奈 白百合学園小学校

サイボウズ賞
副賞︓賞⾦10万円 ＋
自社エンジニアが執筆した技術書セット

Shadowzilla--カゲトカゲ 小野 可為 UIA International School of Tokyo

ＯＢＣ賞
副賞︓Microsoft Surface Pro

HeartRecorder 寺⽥ 縁・後藤 雅弥 熊本県⽴大学

さくらインターネット賞
副賞︓Happy Hacking Keyboard＆⽥中邦裕
委員との懇親会（メンタリング付）

Dream Cube SUNGCC 専門学校サンテクノカレッジ

日本事務器賞
副賞︓Oculus Quest2 2セット HeartRecorder 寺⽥ 縁・後藤 雅弥 熊本県⽴大学

ピーエスシー賞
副賞︓賞⾦10万円 よそくる ezaki-lab 鳥羽商船⾼等専門学校

PCAクラウド賞
副賞︓最新MacBook 1台 複式家計簿 増⽥ 拓海 N⾼等学校

フォーラムエイト賞
副賞︓FORUM8モバイルPC＋図書カード3

万円分
ColliderGenerator CG開発研究部 日本工学院専門学校

豆蔵K2TOPホールディングス賞
副賞︓賞⾦20万円 Kanade 松本 大智 慶應義塾志木⾼等学校

SAJ賞 MotionTape MotionTape制作委員会 日本工学院八王子専門学校
視聴者賞
副賞︓図書カード1万円 Chokoku CAD 船橋 一汰 一宮市⽴大和中学校

ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
賞



スポンサー特典
（広告・プロモーション）



① リーフレット・ポスターへのロゴ掲載（共通）

区分 発送先 備考
小学校 200 過去応募・プログラミング教育先進校

等

中学校 150 過去応募校
⾼等学校 4,900 普通・商業・工業・一貫

校
⾼等専門学校 150
専門学校 300
短大・大学 1,300 理系・情報系中⼼
教育委員会 230
スクール等 70
合計 7,300



② Web社名・ロゴ掲載（共通）

2021年WebサイトPV推移

各ページ下部

TOPページ上部

TOPページ上部︓
ダイヤモンドは固定、プラチナ〜ブロンズは自動スクロール

各ページ下部︓
ダイヤモンド〜プロコン応援団固定
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配信日 配信内容 PV（PRTimesのみ）
4月1日 応募要領公開 1,860

7月1日 応募受付開始 610

9月29日 事前審査結果 714

10月14日 一次審査結果 766

11月24日 最終審査結果 977

使⽤媒体︓PRTimes（リリース時PV数） PRTimes 平均PV＝400~450／配信

リリース配信（2021年実績︓全5回）

そのほか、メディアスポンサーや個人ライターによる記事掲載

▼転載サイト例
・読売新聞オンライン
・産経ニュース
・ICT教育ニュース
・GREEニュース
・ CNET JAPAN

・ ＠DIME

・ニコニコニュース
・Infoseekニュース
・エキサイトニュース など

③

【参考︓2021年メディアスポンサー】
・日経ソフトウェア ・EdtechZine ・CodeZine

・Qiita Zine ・リセマム ・BCN

・コエテコ ・IT Leaders ・ThinkIT

・DigitalX ・VRonWEBMEDIA ・gihyo.jp

・SoftWareDesign ・WEB+DB PRESS



④ メールマガジン配信（共通）

U-22メルマガ（不定期、4月〜10月は月1回
以上／登録者数︓約750名）において、企業
紹介をはじめ、採⽤情報、インターンシッ
プなど、学⽣に関連する情報、参加可能な
イベントがあれば掲載可能です。

ダイヤモンドスポンサーは
メルマガヘッダの囲みに社名を入れさせて
いただきます。
また、文中には協賛企業一覧を掲載するほ
か、順番に企業紹介や委員紹介なども掲載
しています。

また、学⽣へ向けたお知らせ（会社説明
会・インターンシップ・各種イベント等）
をご希望の場合は、メルマガ文中に挿入可
能です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



2020年以降の減少要因
・ニコ⽣人気コメンテータ不在によ
る影響

⑤ 最終審査会LIVE配信（2016年〜2021年）

参考︓類似コンテスト 500〜2,000視聴程度

休憩時間＝協賛企業CM放映

挿み絵やエンドロールにロゴ・社名を掲載
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リーフレットは会場内設置のほか、
入賞者・関係者の資料一式にもセットで封入

⑥ パンフレット・ノベルティ配布（共通）

【現地会場の場合のイメージ】

【オンラインの場合のイメージ】
リーフレットは賞状・トロフィーとあわせて
入賞者に発送



（参考）作品応募にあたっての学⽣のコンテスト認知経路

Webサイト・Twitter・ポスターなど
媒体からの認知＝26％
（全体の約4分の1）

66%

15%

4%

4%

4%
3%

3%

1%

0%

応募にあたっての認知経路

先⽣
公式Webサイト
Twitter

リーフレット・ポスター
先輩・友人
その他
Webニュース
家族・親戚
LINE



スポンサー特典
（広告・プロモーション）

ダイヤモンド協賛限定



U-22プログラミング・コンテスト2022実施にあたり、
ダイヤモンドスポンサー向けオプションを⽤意
しています。

なお、本資料掲載のオプション内容は2021年に
実施したプロモーション例として掲載しております。
後日ご相談に応じて調整させていただきます。

（参考）U-22 プログラミング・コンテスト 2021

クリエイティブ
＊デザインに応じて調整させていただきます。 1

ダイヤモンドスポンサー



20

内容 プラン詳細

掲載物 静止画/リンク先URL

展開方法 トップページに広告を掲載

掲載場所 LINE NEWS内広告枠

時期 7月〜8月頃

期間 予算消化まで

掲載例 告知プラン

⑦ Webニュース媒体（LINE）広告にロゴを掲載（ダイヤモンドスポンサー限定）

内容 2021年掲載実績

インプレッション数 17,526,612

クリック数 66,822

CTR 0.38%

� 国内最大のコミュニケーションツールであるLINEに静止画広告を掲載



【バナーデザイン】

【掲載イメージ 】

⑧ Web媒体（twitter）広告バナーにロゴを掲載（ダイヤモンドスポンサー限定）

メニュー 掲載場所

Twitter広告 タイムライン内広告枠、外部媒体

内容 2021年掲載実績

インプレッション数 1,679,172

クリック数 3,201

CTR 0.19%



� ニコニコ動画のTOP ページや検索結果等ほぼ全てに掲載される「ヘッドバナー」で調整

22

内容 プラン詳細

掲載物 静止画/リンク先URL

展開方法 TOP ページ、
索結果画⾯などに掲載

掲載場所 ヘッドバナー

時期 最終審査会直前の1週間を想定

期間 1週間（最終審査会開催直前）

視認性 1400万imps

掲載例 告知プラン

⑨ 動画サイト（niconico）のバナー広告にロゴを掲載 （ダイヤモンドスポンサー限定）

※上記プランは、改めて、条件等を再度調整いたしますため、内容に変更が⽣じる
場合もございます。予めご了承ください。

内容／掲載年 2019年 2021年

インプレッション数 15,308,130 15,336,989

クリック数 1,831 1,352

CTR 0.012% 0.009%



⑩

表彰式用掲示（ダイヤモンド協賛限定） スクリーン投影（ブロンズ協賛企業以上）

最終審査会表彰式のパネル・スライドにロゴ掲載（ダイヤモンドスポンサー限定）※オンライン開催



表彰式用足元パネル

スクリーン投影

※上記プランは、デザイン等に応じて、内容に変更が⽣じる場合もございます。
予めご了承ください。

⑩ 最終審査会表彰式のパネル・スライドにロゴ掲載（ダイヤモンドスポンサー限定）※現地会場（2019年）



最終審議時間（40分前後）
に一般・学⽣を対象とした、
協賛企業による講演を実施ま
たは放映

⑪ 最終審査会特別講演（ダイヤモンドスポンサー限定）

2021年︓スマレジ

2020年︓SOMPOシステムズ



� 参加者や学校関係者などへの訴求用ツール「U-22ダイジェストVTR」にスポンサーコンテンツを挿入。
スポンサー様のイメージアップと露出強化を図ります。

掲載イメージ

26

スポンサーオリジナルコンテンツを制作︕

U-22や子供たちへの
プログラミング教育とのかかわり
などについてのインタビューを
撮影し、VTRに組み込み。
よりストーリー性のあるVTRと
して完成させます。

Case01:インタービューシーンを挿入

Case02:インタービューシーンを挿入

すでにスポンサーの一部で
⾏っている会社訪問などを
実施し、その模様を撮影。
VTRに挿入し、拡散を図る。

※スポンサーコンテンツ部分は、別データで納品も検討。御社での事後の汎用も可能です。
※ご興味のあるスポンサー様は、別途お問合せください。

別途有償（1社限定）にて、
プログラム教育への取り組みについての
スポンサー様独自のコンテンツを制作することも。

これによりVTRをより魅⼒的なコンテンツとするともに、
希望スポンサー様のイメージアップを図ります。

「U-22最終審査会ダイジェストVTR」に委員インタビューを掲載。
若者の応援をはじめとしたメッセージを発信可能です。 有償

プラン＜ダイジェストVTRイメージ＞

ダイジェストVTR（一部有償プラン有・ご相談）（ダイヤモンドスポンサー限定）⑫



スポンサー特典
（受賞者交流等）



実⾏委員会
開催回数︓2回程度（2月・12月（＋α））／代理出席可

第1回︓2月
・コンセプトの決定
・応募条件（レギュレーション）の決定
・開催方式・各種イベントの企画・決定
・予算承認

第2回︓12月（審査委員会との合同委員会）
・開催年の振り返り（感想・改善事項等）
・次年度に向けた企画・検討

※イレギュラー発⽣時にオンラインまたは書⾯による委員会開催可能性あり。
例︓2020年5月 スケジュール・開催方法・場所（コロナ禍影響）

2021年9月 登壇方法・場所（コロナ禍影響）

⑭ 実⾏委員会への参加（ゴールド協賛以上）



審査委員会
対象︓実⾏委員との兼任または社内より技術者を選出
開催回数︓4回程度（6月・10月・11月・12月）／最終審査以外は代理可

第1回︓6月
・審査委員紹介
・開催年度のレギュレーション説明
・審査基準の決定

（9月 事前審査会（全エントリーから32~40作品を選出※任意）

第2回︓10月（一次審査会）
・32~40作品から最終審査に通過する16作品を選出

第3回︓11月（最終審査会）
・16作品から大⾂賞・局⻑賞を選出。
・スポンサー企業賞の決定（各社基準）

※12月開催は実⾏委員会との合同委員会で振り返りとなります。

⑮ 審査委員会への参加権（ゴールド協賛以上）



⑯ 企業冠賞の授与（ゴールド協賛以上）

大⾂賞・局⻑賞等確定後、企業視点により選出。
プレゼンターは実⾏委員（代表・役員クラス）または審査委員

2019年（現地会場）

2021年（オンライン）



その年の事前審査通過者（または入賞者）を対象に会社紹介やエンジニア座談会などの企画を実施可能。
企業の認知度・イメージ向上等にご活⽤ください。

⑰ 会社⾒学会の実施（ゴールド協賛以上）

2021年（オンライン・事前審査通過者）

2019年（現地会場・入賞者のみ）



� 指定校の連絡先共有

協賛企業が事前にコンタクトを希望する学校を指定し、当該校の学⽣から応募が
あった場合、審査結果に関わらず、事務局より個別に許諾確認を実施、許諾をい
ただいた応募者の連絡先について対象企業へ共有する

� 特定の応募者への連絡先共有

審査の過程でコンタクトしたい応募者がいた場合、事務局に対象者を連絡のうえ
ご相談いただくことで、事務局から応募者へ連絡し、個別に許諾を確認、許諾い
ただいた応募者の連絡先を対象企業に共有する

⑱ 応募者に対するコンタクト（ゴールド協賛以上）



⑳ 最終審査会後の懇親会参加（共通）※新型コロナウィルス終息後に実施可能

⑲ 最終審査会場における企業展示（ゴールド協賛以上） ※現地開催の場合限定



㉑ 出張ワークショップの実施（ゴールド協賛以上）

企業の特徴を⽣かしたカリキュラムをもとに、全国の専門学校・大学を中⼼にアイデアソンやハッカ
ソンのようなワークショップを実施する事が可能です。

2019年事例（現地開催）
• SOMPOシステムズ様︓AIの実装にチャレンジしよう
• フォーラムエイト様︓3次元バーチャルリアリティ プログラミング入門

2021年事例（オンライン開催）
• サイボウズ様︓ECサイトの裏側 〜⾝近な便利なツールをkintoneを使って読み解いてみよう〜



内容／ランク（⾦額税抜表記） ダイヤモンド
500万円

プラチナ
300万円

ゴールド
200万円

シルバー
100万円

ブロンズ
50万円

制作物への社名掲載
（チラシ・ポスター・Webサイト） ロゴ特大 ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 社名

U-22メルマガ広告枠の提供 ○ ○ ○ ○ ○

カタログ・ノベルティ等の配布 ○ ○ ○ ○ ○

Web広告媒体ロゴ掲載 ○ － － － －

最終審査会表彰式ロゴ掲載 ○ － － － －

最終審査会特別講演枠提供 ○ － － － －

最終審査会PPTロゴ・社名掲載 ロゴ特大 ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 社名

実⾏委員会・審査委員会への参加 ○ ○ ○ － －

企業賞の実施 ○ ○ ○ － －

最終審査会CM枠提供 ○ ○ ○ － －

会社⾒学・セミナー等の実施 ○ ○ ○ － －

応募者へのコンタクト ○ ○ ○ － －

最終審査会展示の実施 ○ ○ ○ 有償 有償

懇親会参加 5名まで 3名まで 2名まで 2名まで 1名まで

スポンサーメリット（一覧）



こんなメリットがあると良い、と
いったご要望があれば、随時ご相
談ください。



U-22プログラミング・コンテスト2022

スケジュール（予定）
� 3月 スポンサー締切
� 4月 応募要領、新年度Webサイト公開
� 6月 第1回審査委員会（審査基準決定）
� 7月 応募受付開始
� 8月 応募締切
� 9月 事前審査
� 10月 一次審査会
� 11月 最終審査会
� 12月 合同委員会（振り返り）



申込・問合せ先

U-22 プログラミング・コンテスト運営事務局
一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）

〒107-0052 
東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル
TEL︓03-6435-5991
E-mail︓u22-info@saj.or.jp

担当︓若⽣・中野


