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                             2022 年 4 月 19 日 

報道関係者 各位    

 

やる気スイッチグループの「プログラミング教育 HALLO®」 

必修化されたプログラミング授業を得意科目にするチャンス！ 

HALLO センター南校が 5 月 7 日（土）開校 

https://www.hallo.jp/classrooms/detail/2195/  

・無料体験レッスン、先着 20 名さま限定で入会金と初月の授業料が無料になる「新規開校キャンペーン」を実施 

・横浜市営地下鉄 センター南駅構内で「HALLO プチ体験会」を 4 月 23 日（土）・24 日（日）の 2 日間限定で開催 

 

新規開校の「HALLO センター南校」の教室（左）と HALLO レッスンの様子（イメージ） 

 

総合教育サービス事業の株式会社やる気スイッチグループ（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司、以下 やる気ス

イッチグループ）が展開する「プログラミング教育 HALLO®」（以下、HALLO）は、HALLO センター南校（神奈川・横

浜市）を 5 月 7 日（土）に開校します。 

プログラミング教育 HALLO センター南校では、開校に先立ち「HALLO プチ体験会」を 4 月 23 日（土）・24 日（日）の

2 日間限定で開催（横浜市営地下鉄 センター南駅構内）、無料体験レッスン、先着 20 名さま限定で入会金と初月の授業料

が無料になる「新規開校キャンペーン」を実施します。 

 

HALLO は、人工知能（AI）技術の研究開発で日本を代表する株式会社 Preferred Networks（以下、PFN）が開発し、第

18 回（2021 年度）日本 e-Learning 大賞を受賞したプログラミング教材 『Playgram™（プレイグラム）』と「やる気ス

イッチ」の入る指導メソッドを組み合わせた本格的なプログラミング教室です。 

 
プログラミングの基礎知識が身につくロールプレイング形式の「ミッションモード」（左）、その知識を使って作品を自由に創作する

「クリエイトモード」（中央）、大学入学共通テストの新科目「情報Ⅰ」にも対応する「アドバンスモード」（右）の 3 モードをご用意。 

https://www.hallo.jp/classrooms/detail/2195/
https://www.yarukiswitch.jp/


                                

【HALLO センター南校 概要】 

◼ 開校日：  2022 年 5 月７日（土）  

◼ 対象： 年長生～中学 3 年生  

       ※高校生で参加ご希望の方は、ご相談ください。 

◼ レッスン日時： 火曜日～金曜日 15:00～20:00、土曜日 10:00～20:00 

          ※1 回のレッスン時間 年長生～小学生：50 分間、中学生：80 分間 

◼ レッスン回数：週 1 回 

◼ レッスン形態： 講師 1 名に対し、生徒 3 名までの小集団個別指導 

     ※教室のアルコール消毒、従業員・参加者の体温計測のほか新型コロナウイルス感染対策を施した 

 うえで実施いたします。      

◼ 授業料   ：14,850 円（税込、教材費を含む） 

       ※レッスンには iPad を使用します。レンタルも可能です（レンタル料は別途）  

◼ 申込み方法： 教室で直接またはお電話（0120-74-1915）にてお申込みください。 

※お電話受付時間 10:00～18:00、日祝を除く 

◼ 申込み期間：  随時  

       ※クラスごとに定員がございます。 

ご希望日時がおありの場合には、お早めのお申込みをおすすめいたします。 

◼ 教室所在地：  神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 13-2 宮下ビル 301 号  

     横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン センター南駅より徒歩 3 分 

◼ その他： 「5 月新規開校キャンペーン」を先着 20 名さま限定で実施中。入会金（通常：22,000 円、税込）・ 

初月授業料（通常：10,890 円、税込）が無料になります。 

 

【HALLO センター南校 センター南駅での「HALLO プチ体験会」 概要】 

◼ 実施日時：  2022 年 4 月 23 日（土）・24 日（日) 12:00～18:00 

◼ 実施場所： 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン センター南駅 3 階 "すきっぷ広場"に面した出口 

付近のイベントスペース 

◼ 対象者： 年長生～中学 3 年生           

◼ 内容： プログラミング教材『Playgram』を使用したプログラミング体験と HALLO のカリキュラム紹介 

◼ 所用時間： 15 分程度 

◼ 参加費： 無料 

◼ 申込み方法： 不要。お気軽にお立ちよりください。  

◼ 参加特典： ご参加いただいた方全員に HALLO オリジナルステッカーをプレゼント。  

さらに、同日程で開催中の HALLO センター南校での「体験会」（所要時間 60 分程度）にもご参加い

ただいた先着 30 名さまにやる気スイッチオリジナルキーホルダーをプレゼントします。 

（その他日程で体験レッスンも実施中） 

 

【HALLO センター南校 「体験会」 概要】 

◼ 実施日時：  2022 年 4 月 23 日（土）・24 日（日)・29 日（金）・30（土） 

開始時間：10:00～、13:00～、16:00～ 

◼ 実施場所： HALLO センター南校（神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 13-2 宮下ビル 301 号） 

◼ 対象者： 年長生～中学 3 年生           

◼ 内容： ・「プログラミング教育 HALLO」の通常レッスン（50 分間）の体験 

       ・「プログラミング教育 HALLO」ご説明・教室のご案内 

※お子さまが体験レッスン中に保護者さまにご説明・ご案内をさせていただきます。 



                                

◼ 所用時間： 60 分程度 

◼ 参加費： 無料 

◼ 申込み方法： お電話（0120-74-1915 ※受付時間 10:00～18:00、日祝を除く）または 

 申込みフォーム（https://www.hallo.jp/forms/trial/2195）よりお申込みください。 

        ※各回定員がございます。定員になりました際には、別日程で「無料体験レッスン」のご案内を 

させていただきます。 

◼ 参加特典： 4 月 23 日（土）・24 日（日）の 2 日間に限り、センター南駅でのプチ体験会にご参加のうえ、 

 HALLO センター南校での体験会にもご参加いただいた先着 30 名の方に、やる気スイッチオリジナ 

ルキーホルダーをプレゼント 

◼ その他： 4 日程の「体験会」以外でも「無料体験レッスン」を実施、随時受付中です。 

お電話（0120-74-1915 ※受付時間 10:00～18:00、日祝を除く）または 

申込みフォーム（https://www.hallo.jp/forms/trial/2195）よりお申込みください。 

 

HALLO の特長のひとつは、ゲーム感覚で子どもが夢中になって取り組むことができるプログラミング教材『Playgram』。

ブロックを組み合わせる日本語のビジュアル言語からスタートし、Python でのビジュアル言語、そして実用レベルのテキ

ストコーディングまで無理なく身に付けることができる PFN が開発した”超本格派教材”。 

もうひとつの特長は、お子さまのレベルや学習ペースに合わせた一人ひとりに個別最適化されたレッスン。理解度や進度

などを把握できる学習管理システムを活用することで、効率的・効果的な指導を行います。 

レッスンでは毎回タイピング練習、さらに月に 1 度は自身が作った作品の発表を実施。問題解決力や思考力、プレゼンテ

ーション力など 21 世紀に必要とされるスキルも育みます。また、必修化された小学校や中学校のプログラミング授業に

対応しているほか、2025 年の大学入学共通テストから新科目として追加される「情報 I」にも順次対応中。プログラミン

グを早めに始めることで得意科目にでき、お子さまが自信をつけることにもつながります。年長生から受講が可能です。 

➤Playgram 公式サイト：https://playgram.jp/  

 
ビジュアル言語［日本語］（左）からビジュアル言語［Python］（中央）、テキストコーディング［Python］（右）へと 

実用レベルまで無理なくステップアップできる「ミッションモード」 

 

通塾生の保護者さまからは「周囲に先駆けて始めることで得意科目になっている」「自信が持てて友達に教えてあげられ

る積極性まで身につきました」などのお声をいただいています。自信をもって新学年を過ごせるよう、プログラミング教

育をスタートしませんか。 

➤HALLO 公式サイト：https://www.yarukiswitch.jp/pg/ 

 

ファミリー層に人気のセンター南エリアには、やる気スイッチグループの個別指導塾「スクール IE®」、知能育成（知育）

と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ®」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe®（ウィンビー）」、幼児・小学

生向けスポーツ教室「忍者ナイン®」（いずれもやる気スイッチスクエア センター南内）のほか、英語で預かる学童保育

「Kids Duo®（キッズデュオ）」、上級者向け英会話スクール「Kids Duo advanced」、バイリンガル幼児園「Kids Duo 

International センター南」も展開。幼児から小中学生・高校生まで子どもの成長を総合的に、長期的にサポートすること

で、やる気スイッチグループの想いである「一人ひとりが持つ才能を見つけ、それを伸ばす」ことに、より一層注力して

まいります。 

https://www.hallo.jp/forms/trial/2195
https://www.hallo.jp/forms/trial/2195
https://playgram.jp/
https://www.yarukiswitch.jp/pg/


                                

以上 

株式会社やる気スイッチグループ 

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクール IE®」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイル

ド・アイズ®」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe®（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo®（キッ

ズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン®」、バイリンガル幼児園「キッズデュオインターナショナル（KDI: 

Kids Duo International®）」「アイキッズスター（i Kids Star®）」の 7 つのスクールブランドを展開する総合教育サービ

ス会社として、現在国内外でおよそ 2,000 以上の教室を展開し、11 万人以上の子どもたちの学びをサポートしています。

2020 年には「プログラミング教育 HALLO®」「英語みらいラボ 能見台」「思考力ラボ」といった新しい学びのサービス

を立ち上げました。 

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもた

ちの夢と人生を応援します。公式サイト URL：https://www.yarukiswitch.jp/  

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイト URL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/  

 

プログラミング教育 HALLO® 

「プログラミング教育 HALLO®」は、人工知能（AI）技術の研究開発で日本を代表する株式会社 Preferred Networks

が開発したプログラミング教材 『Playgram™（プレイグラム）』と株式会社やる気スイッチグループ（やる気スイッチ

グループ）ならではの「やる気スイッチ」の入る指導メソッドを組み合わせた、新しいプログラミング教室として、

2020 年 8 月に誕生しました。 

Playgram は小学生をメインターゲットにした、年長生（6 歳児）から中学生まで学べる本格的なプログラミング教材

で、HALLO では、自宅学習・教室でのコーチングによる指導・成果発表を繰り返し、小さな成功体験を積み重ねながら

学びが続く学習サイクルを築きます。また、プログラミング学習を通じてプログラミングの技術や才能を伸ばすだけでな

く、問題解決力や思考力といった 21 世紀に必要とされるスキルを育み、子どもたちの未来の可能性を拡げることを目指

します。やる気スイッチグループと PFN は 2020 年 12 月に合弁会社として設立した株式会社 YP スイッチを通じて、

HALLO のフランチャイズパッケージの開発と拡販・導入支援を進めています。 

公式サイト URL：https://www.yarukiswitch.jp/pg  

 

 

 
本件に関するお問い合せ 

株式会社 やる気スイッチグループ 

広報部：須田  

TEL： 03-6845-1203 

Mail：i_suda@ysg.co.jp  

 

https://www.yarukiswitch.jp/
https://www.yarukiswitch.jp/fc/
https://www.yarukiswitch.jp/pg
mailto:i_suda@ysg.co.jp

