
こんにちは！外国人留学生専門の就職エージェントConnect Jobです。
今回はConnect Job主催【CodeChallenge 2023】のお知らせです。

【CodeChallenge 2023 】Connect Job限定イベント
*English below

自分のプログラミングスキルを試しませんか?コードチャレンジを通じて自分の実力を図りましょ
う！

コードチャレンジでは、プログラミングテスト「Codility」を受験して、プログラミングの実力をチェッ
クできます！

Codilityは、世界中の優秀な人材を発掘するために開発されたオンラインプログラミングテストで
す。このイベントでは、自分の好きなプログラミング言語で競うことができるので、ベストコンディ

ションで臨むことができます。

▼対象:
・フロントエンドもしくはバックエンドのスキルを持っている方

・日本企業への就職に興味がある方

＊参加のためには、Connect Jobへの登録が必須です。

▼参加費: 無料

★参加のメリット

・高得点者はConnect Jobを通じて企業からスカウトを受けるチャンスや賞品がもらえる！
・世界でも有名なIT企業の採用でも使われているプログラミングテストを無料で受験！
・自身のスキルチェックができる！

- Codilityとは？
1,500社以上の企業でエンジニアのスクリーニングに利用されているコーディングテストです。マ
イクロソフト、アマゾン、デロイト、インテルなど、世界的に有名なIT企業が採用活動で活用してい
るテストです。

[テスト構成]
▼Round1
2tasks
▼Round2
1task

[ルール]
・Round 1: 2023年2月13日(月)8:00~ 2023年2月19日(日)23時59分（日本時間）
・Round２:2023年2月21日(火)8:00~ 2023年2月26日(日)23時59分（日本時間）
・コードチャレンジに参加するためには, Round１,2 の両方に参加する必要があります。

[賞金]
1位：35,000円
2位：10,000円
3位：5,000円
*フロントエンド/バックエンド、各部門ごとに順位を決定します。



*Round2終了後、1週間以内に結果をご連絡いたします。

[Application Deadline]
2023年2月9日(木)23時59分（日本時間）

▼詳細・参加方法はこちら▼
http://bit.ly/3HOxTjz

ご参加をお待ちしております！

CodeChallenge 2023
Check your programming skills through “ CodeChallenge 2023”！

Codility is an online programming test designed to find the best talents around the globe.
This event allows you to compete with any programming language you would like, so you
can be on your best condition to win.

▼Target:
-Those who have skills in Front End, Back End
-Those who are interested in working in a Japanese company
*Connect Job registrants Only!

▼Test Fee: Free

【Benefits of joining the event】
・High score candidate will have a chance to be scouted by Japanese major companies
through Connect Job and win a prize.
・You can take Codility test (which is used in world-major IT companies) for free.
・Can be used as your own skill level check!

【What is Codility】
It is an online code test which has been used by over 1,500 companies to screen engineers.
Many world-famous tech company such as Microsoft, Amazon, Deloitte, Intel and so on is
using this test in their recruiting process.

[Contents]
▼Round1
2tasks
▼Round2
1task

[Rules]
・The first round: Feb 13th at 08:00am - Feb 19th at 11:59pm (JST)
・The second round: Feb 21st at 08:00am - Feb 26th at 11:59pm (JST)
*To complete the code challenge, you must participate both 1st & 2nd round.

[Prize]
First prize in each position: ￥35,000

http://bit.ly/3HOxTjz


Second Prize in each position: ￥10,000
Third Prize in each position: ￥5,000
(Backend, Frontend)
*We will inform the result within a week after the second round ends.

[Application Deadline]
2022/02/09 23:59(JST)

▼Details・Application▼
http://bit.ly/3HOxTjz

We are looking forward to your participation!

http://bit.ly/3HOxTjz

