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Code Chrysalisはフルスタックエンジニア・ブートキャンプを受けることができる、東京を
基点としたアジア唯一のコーディングスクールです。 フルタイムのブートキャンププログラム
に加えて、2つの定時制プログラム(Foundations 基礎コース/  English Communication 
Intensive 英語コミュニケーション集中コース)があります。
 
私たちは学生をエンジニアリングのリーダーに育てるために、コーディング・ブートキャンプの
第三の波を創り上げていきます。 スキルを高めるためだけ ではなく、コミュニケーション
スキル、共感性、そして柔軟な自律性も育んでいくのが私たちのコースの独自性です。

CODE 
CHRYSALIS 
について



3

私たちの使命は、英語でコミュニケーションができる、製品にフォーカスした、自律性の
あるソフトウェア・エンジニアのコミュニティーを育むことにより、日本のテクノロジー業界
を前進させることです。 また、女性がエンジニアとして活躍できるよう、力を与え、サポート
することも目指しています

OUR MISSION 
本校の使命
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” ”
　「エンジニアを再教育する必要があると思います。
日本にかつてなかった教育を提供するCode Chrysalis
には、 非常に大きなチャンスを感じます。 
アメリカでできることが、日本でもできないはずがない。」

アドバイザー
からの一言

出井 伸之 
Quantum Leaps創設者兼CEO／ソニー元CEO・会長
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カニ・ムニダサ｜Kani Munidasa
共同創設者・CEO

EMC(現在はDell EMC)、Greenplum、Pivotal 
Labsのエグゼクティブとして、業界のリーダーが
ソフトウェアを構築する方法を変え、顧客の成功
を推進。

さまざまな地域で、業界の壁を超えて事業の革新を
サポートしてきた。 日本生まれ、スリランカ育ちのカ
ニは、東京農工大の機械工学科を卒業、ロボット工学
を専攻。 

日本とアメリカで18年働いた後、Pivotalを退職後、
教育にかける情熱を追求するためにHack Reactor
に移る。 2017年、サンフランシスコから東京に引っ越
し、Code Chrysalisを共同設立。

ヤン・ファン｜Yan Fan
共同創設者・CTO 

中国生まれ、アメリカのシアトル育ち。経済学と
アラブ語の学位をDartmouth College で取得。 

卒業後はシンガポールに移り、世界最大手の穀物商社
である Bungeにてアジアのバイオエタノール市場の
構築に従事。 テクノロジー分野に進路変更し、シリコン
バレーの大手機械学習スタートアップであるAyasdiの
ソフトウェアエンジニア、そしてHack Reactor
準備コースのインストラクターを務めた。

Code Chrysalisはヤンにとって二度目のブートキャン
プへの参画。2016年にもヨルダンの難民を助けるため
にコーディングスクールを共同創立し、CTOに就任して
いる。

OUR TEAM 
LEADERS
チームリーダー
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価値とビジョンを共有する企業や組織のパートナーとなることができ、光栄に思います。

OUR 
PARTNERS
パートナー
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スキル向上 

再教育 

新人研修

貴社のチームの長所をベンチマークし、成長のチャンスを設定。トレーニングの成果を測定します。

事業を前に進めるための新人研修があります。 構造化された研修プログラムを利用することで、新卒採用者
の生産性をすばやく向上させ、上級エンジニアの遅れを削減します。  

非技術系スタッフの潜在能力を生かし、ソフトウェアエンジニアリング、または開発チームの生産的なメンバー
に再教育します 。

技術系スタッフの知識を更新し、チームと会社の目標にカスタマイズされた、最新の知識とエンジニアリング
スキルを持ったインパクトのあるエンジニアに変身させます。

ソフトウェア開発チームに最適

コンピューター科学の卒業生、およびその他のブートキャンプの卒業生に最適

非技術系のスタッフに最適

経験を積んだエンジニアに最適

評価

企業サポート
企業顧客のためのサービス

私たちは成果主義に基づくアプローチ、情熱を持ったインストラクター、シリコンバレーのマインド、必要不可欠
なソフトスキルを組み合わせることで、技術教育の空間を革新していきます。 現在本校ではサービスを拡大し、
確実な成果をもたらす、カスタマイズされた企業トレーニングを提供しています。
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チームコミュニケーション 

コミュニティーの構築とエンジニアの活動 

私たちの英語コミュニケーション講座は他社のものと全く異なり、高品質のコミュニケーション、
社会関係と自信を築くことにフォーカスしています。

本校は技術者と起業家から成る、活気あふれるコミュニティーです。 
ビジョンを共にする主催者との協力のもと、毎週無料、もしくはロープライスの
教育イベントを行い、サポート体制の手厚いオープンな環境を日本にもたらしていきます。

日本語ネイティブの方に最適

2550 + Followers 1700 + Followers
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PROGRAMS
プログラム



THE IMMERSIVE

CONTINUE TO NEXT PAGE

PART I - フルスタック (教室)

フルスタックエンジニア・ブートキャンプ

The Immersive(ザ・イマーシブ)は、フルタイムの高度なプログラムであり、自律性を持った柔軟性のあるソフト
ウェアエンジニアを育てることにフォーカスを置いていま す。 精密なカリキュラムは業界の要望に沿い、より効率
よく、インパクトを与えるために最適化されています。

入学したすべての生徒は、2ヶ月準備コースを行います。準備コースは一連のプロジェクトや課題で構成され、
すべての生徒が基本的な知識を備えるためにあります。 

カバーされているトピック: JavaScript 応用編 、再帰、オブジェクト指向プログラミング、git、基本的なデー
タ構造、単体テスト、HTML、CSS、基本的なコマンドラインなど。 

このコースの前半は、5つのコアコンポーネント(コンピュータ科学および JavaScript 応用編 、
サーバーサイド、クライアントサイド、継続的デリバリ、プロダクト/プロジェクトマネジメント)
で構成されます。 生徒は新しい技術を学習し、一連のソロプロジェクトを完成させます。 

カリキュラム詳細

準備コース (通信教育) 4-8週間

６週間
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PART I - フルスタック (教室)

複数のInstagramのクローン
メモをとるためのアプリ
Slackのクローン
トラック移動を追跡するアプリ
レストランとトラックの停留所を検索、フィルタリングするアプリ
任意の3つのアプリ
その他

コンピュータ科学および JavaScript応用編
データ構造応用編、関数型プログラミングとオブジェクト指向プログラミング、データモデリング、
アルゴリズムデザイン、計算複雑性の分析、 継承パターン、イベント ループおよびJavaScriptの
非同期の扱い方 

サーバーサイド
Node.js、Express.js、APIデザイン、スキーマデザイン、
データベース(Postgres, Redis)、Kafka、GraphQL 

クライアントサイド 
モダンなフレームワーク・アーキテクチャ、React、Redux、VueJS、仮想DOM、HTML、CSS 

継続的デリバリ 
展開、ビルドツール、Heroku、Docker

プロダクト/プロジェクトマネジメント 
プロトタイピング、チームコミュニケーション、リーンスタートアップ、アジャイル、
エクストリーム・プログラミング

CONTINUED FROM PREV  PAGE

カリキュラム内で制作するソフト



PART II - プロジェクトと成果 (教室)

6週間コースの後半は、 前半を通した理解をさらに深め 、自信と自律性を構築するプロジェクトに焦点を
当てます。 授業は実際のソフトウェアエンジニアのチームにいることを想定して行われ、アジャイルの練習
が行われます。 就職、会社への復帰、あるいは起業。さまざまな卒業後の進路に備えます。 

テクニカルトーク  
希望のトピックについて、1時間のプレゼンテーションをします。 

多言語プロジェクト   
一週間で新しいプログラミング言語を学習し、アプリを構築します。

卒業プロジェクト 
3週間かけて卒業プロジェクトを制作します。

生徒の出身会社の例: 

６週間
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FOUNDATIONS
Javascriptを用いたコーディング基礎コース

「Foundations」は、コーディングを初めて学ぶ人のための4週間の定時制準備コースです。当校では、「たった1ヶ月
でフルスタックWebアプリケーションを作れるようにになる」と約束する初心者向けコーディングコースに通っても、
持続可能なキャリアを切り開くことができるとは思っていません。当校のコースは、やりがいのある進路を求める
初心者のために構成されています。 

Foundationsでは、プログラミングの基本的な概念をしっかりと理解し、エンジニアの ように考え、成長することを
目指します。コードを使ってロジック作成ができるようになり、ソフトウェアエンジニアとしての自立性と成長マインドセット
を養うことができます。 

このプログラムで学ぶこと 

開発環境

プリミティブ型

条件と比較

関数

再帰 

Week 1
変数

基本的なテスト駆動開発

whileループと
forループ

オブジェクトと配列

擬似コーディング

Week 2
データモデリング

高階関数

オブジェクトと配列の応用

アルゴリズム 

Week 3
カリー化

関数型プログラミング

スコープとクロージャー

インスタンス

Week 4



最新のスケジュール一覧などの詳細については、次のウェブサイトをご覧ください: 
https://www.codechrysalis.io/foundations 
このコースは元麻布の教室で行われます。 貴社での出張教室のカスタマイズも可能です。

プログラム詳細

生徒の出身会社の例: 
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ENGLISH 
COMMUNICATION 
INTENSIVE (ECI)
英語コミュニケーション集中コース

この定時制コースは、英語の能力とコミュニケーションスキルを本格的に向上させ、自信 をつけたい方のために
あります。 成長マインド、努力と進歩に焦点を当てた教育メソッドを利用しています。 本校の他のコース受講への
ステップアップとしても、個人、専門職の目標達成のためにも受講すること ができます。 自己表現やアウトプットに
強い、バランスのとれた自然な英会話を重視しています。 

TOEICのスコアや年齢などは関係ありません。 テストのスコアはコミュニケー ション能力を表すものではないですし、
英語のスキルはいつからでも向上します。 唯一の入学資格は、4週間のプログラムを終了するコミットメント、
強いモチベーション、そして向上心です。

私たちの教育理念をもとに開発されたこのコースは、ダーバーシティのある環境、英語のみの環境、
あるいは多言語環境で能力が発揮できるようになることにフォーカスを置いています。

さまざまなトピックに基づくアクティビティーを通して、生徒たちは次のような
シナリオにおいて英語でコミュニケーションができるようになります。

ディスカッション(ペア、グループ) 
一対一のビデオ会議でのミーティング 
人前でプレゼンテーションをする(その場での発表、準備されたプレゼンテーション)
本格的な英語の教材(TEDでのスピーチ、 音楽および時事ニュースの記事など)を用いた相互交流
チームでの討論
フィードバックとアドバイスの交換、自己評価
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所在地 / 東京都港区南麻布(六本木ヒルズ近く) 

期間 / 8週間、70時間を超える授業時間 

形式 / グループレッスンおよびSkypeでの個人レッスン

最新のスケジュール一覧などの詳細については、次のウェブサイトをご覧ください: 
https://www.codechrysalis.io/english 

このコースは元麻布の教室で行われます。 貴社での出張教室のカスタマイズも可能です。 

PROGRAM DETAILS

生徒の出身会社の例: 
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Code Chrysalisが貴社のためにお役に立てる方法についてはご連絡ください。 
Email: partners@codechrysalis.io

www.codechrysalis.io

HOW TO 
GET STARTED 
まずはじめに


