
未経験からプログラマーになり 
月収100万円を達成するまでの道のり 



はじめに 

まずは理解しておいてほしいのですが、僕がこの
LINEマガジンで何かを販売することはありません。 

情報商材を売ることもありませんし、僕がお金をあな
たに要求することもありません。 

たま～に情報商材を売っていると勘違いされるのです
が、めちゃくちゃ完全無料でこの活動を行っていま
す。笑 

ただ、完全無料でこちらのLINEは運営しています
し、一つのマガジンは５分ほどで読めるので必ず毎日
読むようにしてほしいです。 

まず、簡単に僕の自己紹介から 

LINEマガジン運営者の 
だいきと申します。 



元々営業のサラリーマンをしながら 
24歳で未経験からプログラミング学習を開始しまし
た。 

転職後1年ほどで本業と副業の収益を合わせて月の収
益が100万円を超えて、リモートワークということも
あり今では割とお金と時間に自由な生活を送ることが
できています。 

現在のこのLINEマガジンの購読者もやがて2万人を超
えまして、２万人以上の方にプログラミング学習のア
ドバイスや転職についての相談を受けたりしていま
す。 

実際に僕のアドバイスで転職成功した方は累計4000
人以上を超えまして、色々な人の人生を変えるお手伝
いしていて、この活動が大好きなわけです。笑 

ちなみに、プログラミングを始める前は 

・人間関係のストレスがヤバくて満員電車で号泣する 



・時間もお金もなく休みの日に漫画を読むだけの無気
力人間 
・旅行にも行けず趣味もなく１K７畳のアパートにコ
ンビニ弁当の生活 
・上司と取引先の板挟みになりサービス残業休日出勤
が当然になる 
・コンプレックスの塊で自信がなく自己肯定感が低い 

と、かなり自分のことも仕事も辛い時期もありまし
た。ここら辺の話は後日詳しく話そうと思うのです
が、本当に今では信じれないほどの劣等感の塊でし
た。 

ですが、プログラミングを始めて転職してからは、 

・リモートワークのため満員電車と人間関係のストレ
スがなくなる 
・お金と時間に余裕ができ、PCを持って旅行に行き
ながら仕事をする 
・月収100万円前後を継続して稼ぐことができるよう
になる 



・旅行など好きなことにお金を使うことができ、そこ
そこ良い家に住む 
・両親や周囲の人に美味しいご飯などをご馳走できる
ようになる 

と、自分にも自信が持てるようになり、人生が180度
変わってめちゃくちゃハッピーな生活を送ることがで
きています。 
 

平日の昼間からビールを飲みながら友達とBBQをした
り、まったり時間を気にせず京都を１週間観光した
り、沖縄の海が一望できるホテルを連泊で借りて海を
見ながら仕事をしたり、会社員の時では絶対に行けな



かった美味しい料理を食べに行ったり。本当に最高で
す。 

ただ先ほども言った通り、元々はただの会社員でやる
せない気持ちを持っていました。 

満員電車やサービス残業などを定年まで40年以上続
けると想像するだけで気が狂いそうになりましたし、
自分の上司の年収を聞くと、全く自分の人生に夢を持
つことができませんでした。 

俺はこんなに辛い思いを40歳まで続けて、やっとそ
の年収か… 
と、わかりやすく絶望していました。 

おそらく、僕と同じ考えで会社に期待ができず、無気
力で何となく過ごしてしまっている人は少なくないは
ずです。 



そんな僕が未経験からプログラミングを始め、転職し
て月収100万円を達成することができたわけですか
ら、正しい知識と正しい手順を行えば、あなたも僕の
ようになることは可能です。 

そんな手順をこのLINEマガジンでは細かく解説して
いきます。 

僕がLINEマガジンを使って情報発信している目的も 

・転職したいけど道筋がわからない人の手助けをした
い 
・過去の自分が失敗したようなミスをして欲しくない 
・プログラマーは素晴らしい職業だから挫折して諦め
る人を減らしたい 
・嘘の情報に惑わされる人や情報商材を買って失敗す
る人を減らしたい 

という思いから活動を始めて、今に至っています。 



20代～30代の収入の格差はもっと広がる 

実際に、僕は今の社会の仕組みや収入の格差について
違和感を感じていて、今後20代～30代の若者の収入
の格差は絶対に広がると思っています。 

簡単にいうと、高収入の人は時
間もお金も手にして裕福になっ
ていくし、収入が低い人は年収
が上がることなく、そのままの
年収をキープし続けるしかなく
なるということです。 

そもそも企業自体も不景気で給
料を上げれるような状況じゃな
いですし、AIの発達によって代
替可能な職業の年収はそのまま
で、物価と税金だけが上昇し続
けるという最悪な状況になりま
す。 

だから、僕はエンジニアやフリーランスになることを
おすすめしていて、会社からの給料だけでは今後かな
り危険で、これらの職業であれば会社員をしながらで



も副業やキャリアアップなどで年収を上げながらリ
モートワークで自由な生活を手に入れることができる
からです。 

まさしく、あなたも直面したと思いますが、コロナ以
降の若年層の年収の格差やライフスタイルにわかりや
すく格差が生まれていますよね。 

リモートワークを活用して副業をする人も増えたり、
若者でも高収入の人たちがかなり増えました。 

今後はこの格差がどんどん広がっていくと僕は考えて
います。 

職業で収入は９割決まってしまう 

で、なんでこんなに格差が生まれるのかというと、 
そもそも”どの職業に就くか”これで年収の９割は決
まってしまっているからです。 

例えば、高収入なイメージの「医者や弁護士」です
が、 



もう医者や弁護士になった段階から高収入が確定して
いますよね。 

なぜかというと、資格やスキルの取得難易度が高く需
要も大きいからです。 

逆に事務員や一般営業、販売員などは供給が多く割と
誰でもできる仕事のため年収は低い傾向になります。 

このように”なんの職業に就くか”で大きく年収は決
まっていて、僕がエンジニアをお勧めしている理由
も、 

スキルの習得には少し難易度がありますが努力次第で
誰でもできて、年収も上がりやすく需要も増えている
から、今後も稼ぎ続けやすいからです。 

今から医者や弁護士になるのは難しいですが、プログ
ラマーだったら頑張れば誰でもなれるので難易度と年
収の期待値からみて、プログラマーが1番おすすめと
いうわけです。 



ただ、僕がプログラミングをお勧めする理由は他にも
いくつかあります。 
少しだけご紹介すると、シンプルに 

世の中に求められているスキルを身につけることがで
きる。 

ということです。 

あなたはプログラミングに対して、どんな印象があり
ますか？ 

「難しそう。」「自分にできるかな？」 
ってあなたも思っていると思うんですが、 

だからこそ、めちゃくちゃ価値があるスキルなんで
す。 

ほとんどの人は「難しそう。」で終わっちゃうので 
挑戦する人がそもそも多くありません。 

そして、シンプルにスキルを習得したら自分の価値を
高めることができます。 



実際に、低収入だった時の僕と今の僕は人が変わった
わけでも超優秀になったわけでもなく、 

ただ、世の中が求めている”プログラミングスキル”を
身につけただけなんですよね。 

別に僕がすごい人になったわけではなくて、世の中に
需要があるスキルを僕が身につけたから僕の年収が上
がって割と自由な生活を送ることができているという
わけです。 

スキルは選択肢を広げる 

それだけでなく、スキルがあると選択肢がめちゃく
ちゃ広がります。 

どういうことかというと、 
僕は会社の本業の収入と副業のフリーランスとしての
収入の２つを合わせて月に100万円以上を稼いでいる



わけですが、本業一本に絞ることもできるし、フリー
ランスとして完全に1人で稼いで自由に生きていく。 
という選択をすることだってできます。 

明確な需要のあるスキルがあるからこそキャリアアッ
プもしやすいですし、もし今の会社が倒産したとして
も他の会社に入るか、自分1人で稼いでいくことも可
能なのです。 

副業の幅を広げてもっと稼ぐことだってできますし、
今後さらにスキルを高めていけば、さらに収入を上げ
ることだって可能になっていきます。 

今までは”会社員”という選択肢しかなかったから給料
の不満や労働環境の不満、人間関係のストレスなどで
満員電車の中で号泣していましたが、今では1mmも
そんな不満も不安もありません。 

これがスキルがあると選択肢が増える理由です。 



それだけでなく、エンジニアになるとフリーランスに
なることも可能なのですが、フリーランスは最高だと
自信を持って僕は言えます。 

売上＝収入になりますし、スキルがあれば食いっぱぐ
れることがありません。 

どこで働くかも自由で旅行に行きながら仕事をして会
社員以上に稼ぐことができますし、頑張った分だけお
金を稼ぐことができます。 

特にWEBエンジニアのフリーランスなどは高単価の
案件も多いため、 
年収1000万円程度であれば普通の会社員として目指
すよりも圧倒的に達成しやすいでしょう。 

月100万円を達成するための道順 

僕はプログラマーとして、月に100万円以上の収益を
達成するようになったのは、本業の年収を上げながら



副業の収益を上げることができるようになってからで
した。 

実際にどのような手順で道のりを進んでいけばいいの
かというと、めちゃくちゃ簡単です。 

１、プログラマーとしてのスキルを身につける 
２、転職して自分の本業の年収を上げる 
３、副業を開始して副業の収入を確立する 
４、スキルを上げていって高単価の案件などを増やす 

めちゃくちゃシンプルすぎますが、本当にこの手順だ
けで月収100万円は可能になります。 

これからもわかるようにスキルを付けていくだけで年
収は勝手に上がっていくのです。 

なので、今後のLINEマガジンではそのスキルを高め
るためや最も効率の良い学習方法などについてめちゃ
くちゃ解説していきます。 

具体的に例を出すと、 



・プログラマーとして月収100万円を達成するための
具体的な方法 
・最も効率の良い学習方法と挫折しないための環境の
作り方 
・なぜ情報商材は買わない方がいいのか？具体的な理
由 
・高単価案件を受注するための副業の始め方 
・プログラミングスキル習得後の転職、副業の攻略方
法 
・10日間で70万円稼ぐフリーランスの生態 

などなど、毎日５分でサクッと読めながらも 
めちゃくちゃ勉強になる内容を配信していきます。 

今、あなたは「プログラマーってそんなにいいん
だ！」って思っている程度かもしれませんが、少しで
も転職したいと思っているのであればできるだけ早く
行動に移してください。 

というのも、もし行動せずに一年が過ぎてしまったら
一年分の上がるはずだった給料を損することになりま
す。 



例えば僕の場合の例ですが、前職の時は年収300万円
程度でした、今現在は年収1200万円です。 

実に4倍の収入の差が生まれているわけですが、普通
に考えてこれを始めるのが1年遅かったら、 
年間で900万円の損をしている計算になるわけです。 

年間900万円ですよ。。。 
普通に考えてやばいですよね。 

900万円もあったら何でもできちゃいます。 

だから、あなたは今、この瞬間に行動しないだけで
900万円を損するかもしれないと思って行動してくだ
さい。 

それに生涯年収レベルでいったら 

300万円×40年＝1億2000万円 



1200万円×40年＝4億8000万円 

と、想像を絶するほどの格差が生まれてしまいます。 

これからもわかるように、絶対に転職は１秒でも早く
から行動した方がいいのです。 

ただ、まずは挫折や効果的な学習をするために僕の
LINEマガジンを１日５分必ず読むことからスタート
させてください。 

通勤の電車や休憩中の時間にサクッと５分で読めなが
らめちゃくちゃ勉強になる内容を配信していきます。 

そして、読んだら必ず僕に感想を送ってください。 

インプットしてアウトプットすることで記憶に定着す
ることができますし、僕が直接返信するのでめちゃく
ちゃリアルなアドバイスをすることができます。 



日頃から感想を送ってくれる人には僕も絶対成功して
ほしいし、ちゃんと覚えているので。 

行動する習慣を身に付ける 

そして、絶対に理解していてほしいことは”人は先延
ばしにしてしまう生き物”だということです。 

それは僕もあなたも、無意識だと例外なく先延ばしに
してしまいます。 

「食器を洗わなきゃなぁ～」と思いながらも一度
YouTubeを開いたらダラダラと先延ばしにして翌日
洗うことになったり、「やらなきゃな～」と思ってい
た仕事も別の仕事をやっている間にギリギリまで残し
ちゃったりと、あなたもありますよね。 

これは人間はそういう生き物なので仕方がないので
す。 



ただ、それを理解していて 

「あ、先延ばしにしたらもう行動しないかもしれな
い」 

と意識するだけで先延ばしする癖を回避することがで
きます。 

転職には”賞味期限”みたいなものがあります。 

「何歳になったら遅い」みたいなことはありません
が、若ければ若い時の方が学習のスピードが速いです
し、転職する場合も若い方が有利になることがありま
す。 

ということは、先延ばしにしている暇は全くなく、 
僕のLINEマガジンを最優先に読んでほしいとまで
思っています。 



そして、必ず少しでも良いから行動する習慣を作るよ
うにしてください。僕が行動できるようになった方法
をいくつか紹介します。 

・とりあえず一歩行動してみる 

一度行動すると、次からの行動がしやすくなります。 
例えば、ジムに初めていくときは緊張などで足が1番
重くなりがちですが、2回目にいくときは割と簡単に
行けるようになります。だから行動するのを悩むんで
はなくとりあえずやってみる方が早いです。 

・期限を決める 

転職する期限や自分の目標を達成する期限を決めま
しょう。先延ばしにしてしまう大きな原因は期限が明
確じゃないからだったりします。 

「良いところがあったら転職したいなぁ」じゃ一生転
職せずダラダラと人生を消耗してしまいます。 



「○月○日までに転職する！」など超具体的にするこ
とで目標が明確になります。必ず具体的な期限を決め
るようにしましょう。 

・人に宣言をする 

僕は重いタスクをするときは人を巻き込んで絶対に宣
言するようにしています。 

例えば、僕はトレーニングが苦手でパーソナルトレー
ニングに通っているのになかなか継続できなかったの
ですが、友達も一緒に連れていって「週に2回は絶対
にトレーニングする！」と、友達の前で宣言すること
で何とか継続することができています。 

人に宣言することで自分の動き出す理由になります
し、それができなかったとき恥ずかしい思いをするの
で本当に達成したいことは他人にでもいいからいうこ
とで強制力が強くなります。 

・紙に直筆してスマホの壁紙にする 



実はこれがめちゃくちゃ効果があります。 

僕はプログラミング学習を本気で取り組み始めてから
目標を絶対に紙に書くようにしているのですが、これ
が最も効果が高いと思っています。 

細かく説明すると長くなるのですが、パソコンやスマ
ホで目標をメモするよりも圧倒的にペンで紙に目標を
直筆した方が達成する確率が高いと脳科学の研究など
で証明されています。 

実はこれを僕も行っていて、実際に当時の目標の紙は
こんな感じです笑 

（人に見せるつもりで書
いてないのでめちゃく
ちゃ字が汚いです笑） 

ただ、紙に書いた目標は
全て現実になっていま
す。 



マジで効果あるので絶対にやってください。 

とりあえずここら辺を意識していれば、全く行動でき
ないってことは絶対になくなるので必ずやるようにし
てください！ 

最後に 

僕のLINEマガジンは全て無料で読むことができます
が、僕も人間なので感想を毎日送ってくれる方や僕の
アドバイスを素直に聞いてくれる方を優遇したいです
し、そういう人にたくさん情報を受け取って幸せな生
活を送ってほしいと思っています。 

なので、絶対に目標を達成するために 
紙にあなたの目標を書いて僕に送ってください！ 



どんな風に書くかは僕の紙を参考にしてもらってもい
いんですが、 

１、転職を検討していれば転職する時期 
（〇〇年○月○日）という風に具体的に決める 

２、プログラミング学習を開始する日（○月○日から
スタート）など 

３、それを達成した後の理想の生活 

【例】僕の場合は、副業と合わせて月収100万円を達
成する、両親に旅行をプレゼントする、引っ越しをす
る　など　とにかく自分が達成したいこと、欲を具体
的に素直に書く（理想は叙々苑に週一で行けるように
なる。）とか具体的な方がいい。 

”目標を紙に書く” 
これだけでマジで意識がめちゃくちゃ変わります。 

「嘘だ！！」と思われるかもしれませんが騙されたと
思って一度やってみてください。笑 



僕の周りの目標を達成している人たちは絶対に全員が
やっていますし、僕がおすすめした人はほぼ全員が目
標を紙に書いて目標を達成できる等になっています。 

そして、必ず誰かにその目標を共有してください。 

先ほども言いましたが、期限を決めて人に宣言した方
が強制力が生まれます。 

最初は恥ずかしいかもしれませんが紙にも書けない目
標が叶うはずもありませんし、誰にも見せる人がいな
ければ僕に送ってください。 

その方が僕もあなたの目標に合わせてより具体的なア
ドバイスができるので達成する可能性がかなり上がり
ます。 

たかが無料のLINEマガジンですが、今まで2万人以上
にアドバイスした経験と4000人を転職成功させた経
験があるので必ずお役に立てます。 



このLINEも直接僕と関われる唯一の場所なので、
ジャンジャン活用してくれると嬉しいです。 

それでは！あなたの目標を楽しみに待っています！ 

だいき


