
プログラミング教室

への誤解と実情



プログラミング教室への誤解
小学校での必修化などで注目を浴びているプログラミング教育ですが、

プログラミング教室の運営については誤解が多くあります。

教室を開講したいと検討している方はその実情を把握し、対策を講じる必要があります。

必修化で注目なので、

すぐにたくさんの生徒が

来てくれて、大きな

売上が立つようになる？

塾のように月謝も

数万円払ってもらえ、

小学校の間、中学生に

なっても通ってくれる？

ポスティングさえすれば

あとは何もしなくても

体験会に来る？

体験会に来たら

教室で何をやるか

説明するだけで

入会してくれる？

これらへの対策は？



プログラミング教室への誤解①収益面

必修化で注目なので、
すぐにたくさんの生徒が
来てくれて、大きな売上が
立つようになる？

塾のように月謝も数万円
払ってもらえ、小学校の間、
中学生になっても
通ってくれる？

あくまで習い事なので、

授業料は7000円～1万円／月で、
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程度しかいかない（開講約2年で）

生徒数が8名/売上が5万円程度で、

生徒数が70名/売上で月40万円

平均は

MAXでも

2~3年程度で通学しなくなる
（勉強や部活が最優先）



プログラミング教室への誤解②集客面
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ポスティングさえすれば
あとは何もしなくても
体験会に来る？

体験会に来たら教室で
何をやるか説明するだけで
入会してくれる？

体験会でプログラミングの

教育的意義などを

保護者目線で語れないと入会しない

⚫ 校門前配布

⚫ イベント出展

⚫ ネット広告

集客には 等が必要。



プログラミング教室への誤解③運営面
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学校の勉強のように

「答えは１つ」だけ

組み方次第で

「答えは複数」
存在する

講師のプログラミングへの

深い知識と技術がカギ

プログラミング作業さえさ

せれば知識技術は身につく。

自然と保護者に誇れるよう

な結果が出てくる。

子供との接し方、保護者と

のコミュニケーションや

関係づくりがカギ

やりっぱなしでは

知識技術は定着しない

定期的な報告/発表会/

検定/コンテスト等での

「見える化」が必要。



対策①収益面

プログラミングに過度な
期待や依存をしない

• 安定的な本業を持つ

• プログラミングだけではなく算数/国語/英語/ロ

ボットなど複数講座を持ち、プログラミング教室の

収益だけに依存しないこと

• ライスワークではなくライフワークとして1年以上

での回収を見込むことが必要です。

高い付加価値を提供し、
高い料金を頂く

6

プログラミング教室1本で十分な収益を
あげるのは難しい傾向にあります。

プログラミングをただ教えるだけの教
室では高い授業料設定が難しくなって
います。高い料金設定をするには、そ
れに見合う付加価値を提供することが
必要になります。

• ワンストップで色々学べる環境を提供する

• 高頻度／柔軟に通える

• 結果を見える化する（非認知能力の向上や検定

合格／コンテスト入賞など）など

対策
①-A

対策
①-B



対策②集客面
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リアルでもネットでも
外に出て接点を持つ

未来につながる（力が得
られる）ことを訴求する

教室の外に出て人に会い、話をしたりチラシを渡したり、

イベントに出展して周知するなど、能動的な集客を行

うことも重要です。

また、HPは完成させただけで満足せず、無料・有料

問わず媒体から誘導をかけましょう。

HPの開設やチラシのポスティングな
ど、プルタイプの集客だけでは十分な
集客効果が期待できない可能性が高い
です。

プログラミングを学ぶメリットは、単
純に知識が身につくだけではありませ
ん。

プログラミングを学ぶメリットは、単純に知識が身

につくだけではありません。

プログラミング（論理思考/問題解決/創造・表現）

を通じて「自分で考える＝自分なりの答えを見つけ

る力」が身につくことをアピールすることで、教室

に通う価値を感じてもらうことが大切です。

対策
②-A

対策
②-B



対策③運営面
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答えを教えず
生徒と一緒に学ぶ

常にチェック、見える
化して保護者に伝える

講師が生徒に正解を教えるのではなく、生徒

が自分なりの答えを出すまで、（場合によっ

ては辛抱強く）見守ることが重要です。

講師は（満点回答を目指す必要はないので）

一緒に考え、試行錯誤し、学び、成長する機

会を与える存在です。

プログラミングでは正解は一つではありません。 進捗表、授業の成果物の写真や動画、お知ら

せメール等だけでなく、発表会などの場や、

検定受験／コンテスト応募などの結果報告等

で、常に定着度をチェックし、成長の

様子を伝えましょう。それにより生徒の
学習へのモチベーションもあがるとともに、

保護者からの信頼度もあがり、学習の継続に

つながります。

対策
③-A

対策
③-B



業種別に気をつけること
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PC教室学習塾

副業/定年IT企業 主婦

英会話

授業料が高いので過度売上・収益率
を期待する傾向がある。

対策
①－A

ポスティングさえすれば生徒が集ま
ると思っている傾向

対策
②ーA

受験のようにすぐに成果が出るもの
だと思い込みがち

対策
②ーB

正解が一つで教えなければいけない
という意識が強すぎる

対策
③ーA

子供への指導経験がなく、
授業料も低く設定してしまいがち

対策
①－B

折り込みチラシさえすれば
生徒が集まると思っている

対策
②ーA

ITリテラシーが低いので、授業料を
低く設定しがち

対策
①－B

ポスティングさえすれば生徒が集ま
ると思っている傾向

対策
②ーA

自宅教室が多いため、授業料を低く
設定しまいがち

対策
①－B

子供に良いきっかけさえ与えられれ
ばよいという感覚

対策
③ーA

エンジニア経験を売りに高単価を設
定できるが、しない傾向

対策
①ーB

本業があるため、集客に本腰をいれ
て取り組め（ま）ない

対策
②ーA

プログラミングを楽しんでくれれば
よいと思っている

対策
③ーB

そもそも稼ごうと思っていないため、
授業料が低い傾向にある

対策
①ーB

多忙かつ副業のため、表・外に出て
の周知が難しい

対策
②ーA

多忙で、副業感覚なので、そこまで
意識が回らない

対策
③ーB



開講までの検討ポイント
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出店場所

どこに教室を開くか、

どれだけお金をかけるか

集客への影響はほぼありません。

コストがかからないところ（自宅/公民館/

時間貸し/間借りなど）にしましょう。収益

性に影響するので、競合がいないところがい

いでしょう。段階的に場所を変えていくとい

うのもありです。

機材調達

どうやってPCなどを揃えるか、

合計いくらになるか

PCは中古でネット購入しましょう。

譲渡もいいですが、レンタル難しいでしょう。

生徒による持ち込みもありです。タブレット

は不具合があるのでAndroidの新品がいいで

しょう。

机や椅子はニトリなどで。

検討対象-1 検討対象-2

ポイント ポイント



開講までの検討ポイント
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カリキュラム

どういう時間割、講座の構成にするか

土曜日10時～19時／平日16時～19時がメ

インでしょう（日曜日もあり）。

プログラミングだけでなく、算数/国語/英

語/ロボット、本業なども含めて考えてみま

しょう。小学生以外の層も考えてもいいかも

しれません。

販促物

どういうチラシやパンフレットなどを、

どうやって作るか

チラシは子供が引き付けられるもの（例：

ゲーム作り）、パンフレットは保護者に伝わ

りやすいもの（例：考える力をつける）を作

りましょう。デザインはココナラ、印刷はラ

クスルなど、ネットを活用すれば3万程度に

抑えられるでしょう。

検討対象-3 検討対象-4

ポイント ポイント



開講までの検討ポイント
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開講・集客

いつ体験会をやるか

どう周知していくか

体験会は月でいうと2/3/7/8月の

1・2学期の前、時間でいうと通学

講座の前や同時並行でやるのもあり

でしょう。集客は校門前配布/イベ

ント出展とともに、リスティング広

告/Facebook広告で月3万程度が

いいでしょう。Googleマップやエ

キテン等の無料サイトへの登録も忘

れずに。

トレーニング

どうやって必要な知識や技術を

身につけていくか

体験会は肝なので、予行演習が欠か

せません。家族、あるいは知り合い

の子供や保護者に練習台になっても

らうのもよいでしょう。通学講座に

ついては、体験会と並行しながら学

習・実践していきましょう。

教室運営に関する情報はネットや書

籍、経験者に聞いたりして学びま

しょう。

検討対象-5 検討対象-6

スケジュール

上記をいつやっていくか

検討対象-7

ポイント

上記を日単位で２，３か月のスケ

ジュールに落とし込みましょう。

体験会を起点に逆算して組み立てて

いくといいでしょう。

ポイントポイント


