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 講座の進み方について

8月2日(火) 1章 テーマ ① PDF テキストと音声データ配信。専用ページからご確認ください。 
日本時間 9:00 / ドイツ時間 1:00 を予定 

オンライン上でも見て・聞いて頂いても、ダウンロードして頂いても OKです。 

PDF テキストと音声データはアップロードが完了しましたら、毎回事務局からメールでお知らせいたします。

8月9日(火) 1章 テーマ ② PDF テキストと音声データ配信。専用ページからご確認ください。

8月16日(火) 1章 テーマ ③ PDF テキストと音声データ配信。専用ページからご確認ください。

8月23日(火) 1章 テーマ ④ PDF テキストと音声データ配信。専用ページからご確認ください。 

8月30日(火) 1章まとめ音声データ配信。専用ページからご確認ください。 

　　　　　 WORK のアウトプット用 URL をメールにて送付いたします。

「5 期生コース」の皆さん、この度はオンライン講座「台所と子育て」にご参加頂き、 

本当にありがとうございます。 

約半年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

こちらでは講座がどのように進むのかをご案内したいと思います。 

もちろん皆さんそれぞれ環境や状況も異なると思いますので、無理のない範囲、 

できる範囲で、楽しみながら、ご自身のペースで進めてくださいね。 

 

5 週間、1 章ずつ進めていきます。全部で 6 章、各章には 4 つのテーマがあります。 

例えば、1 章目 はこんな感じです。 

 

データ配信時間帯は日本時間 9:00 、ドイツ時間は夏時間 (～10月30日) は 2:00 冬時間 (10月31日～) は 1:00 に配信予定です。 
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こちらの講座では、各章の中にワークが散りばめられています。 

ワークってなんだろう？どういうことしなくちゃいけないのかな？って気になっている方も 

いらっしゃるかなと思いますので、ワークはこんな感じでご活用下さいという点を簡単に 

まとめてみました。 

講座全体を通してですが、絶対に対応しなければならないことはなく、できる範囲で、ご自身の

ペースで無理なく進めて頂けるようにと考えています。 

「そうか、そうやって使えばいいのね。宿題ってわけじゃないのね」と、なんとなく講座の 

進み方のイメージを事前につかんで頂けると嬉しいです。 

 

ワークは各テーマについて毎回必ずというわけではなく、テキストや 

音声データが届いた時に、その話を読んで聞いて、その中でワークが 

ある場合は取り組んで頂くという形になっています。 

ダウンロードしたデータをプリントアウトして頂くのも 

いいですし、お好きなノートを用意して、そちらに書いて 

頂いても、もちろんかまいません。 

 

そして、全体を通して大切なのは、課題としてのワークだけでなく、メモのワークです。 

どの章でも心に響いたことを書き記してみてくださいね。 

 

・レッスンを受けて気が付いた点 

・自分の心に響いたところ 

・ここはなんだかピンとこなかったな？ 

・ここが少し分からなかった  

・変えたいところ 

・うまくいっていると思うところ 

・子育てや暮らしで具体的にできそうなこと 

・話を聞いて思い付いた方法 

 

などあれば書き出してみましょう。

WORK について

WORK はこんな感じです
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ワークの認識とまとめ 

1. 自分への覚書という点を意識して書く 

2. 疑問や質問を書く 

3. 出された課題をやってみる 

 

知識を自分で使って活かしてみる。ワークは提出の義務はありませんが、アウトプットして 

頂ける場をご用意していますので、ご自身のペースでご活用くださいね。

大切なことはワークをこなすこと自体ではなく、ワークの取り組みを通じて、 

「ご自身のアンテナを確かめる」ことだと思っています。 

ご自分メインで書き出すことを、全体を通してやって頂きたいなと考えています。 

 

ワークをやってみて出てきたご質問などで日登美さんからの回答が欲しい方は、 

アウトプットの際に質問をご記入ください。 

(その際はアウトプット期限内にお願いいたします) 

5 期生コースでは、日登美さんへの個別のご質問はできかねますので、ご注意ください。 

アウトプット期限内に頂いたご質問やテーマは、コミュニティの方で匿名でみなさんと 

シェアさせて頂く形となっています。予めご了承ください。
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ワークのアウトプットをして頂ける場として各章の終わりにオンライン上で入力頂けるフォーム

をご用意しています。 

こちらの提出は自由ですが、書き出すことでよりワークの理解が深まるので、おすすめです。 

各章の終わりに事務局からメールにて URL をお送りいたしますので、 

そちらにアクセス頂き、ご入力ください。 

 

こちらのフォームは全て匿名です。 

提出の期限を 2 週間と一旦区切らせて頂いておりますが、 

それまでに頂いた内容に関しては、全て日登美さんの方で 

目を通します。 

期限を過ぎても、各章のアウトプットフォーム自体は 

講座の受講期間内はいつでもご利用頂けます。 

ご自身のペースでご活用頂けましたら嬉しいです。 

アウトプットについて

フォームはこんな感じです
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ご質問について

講座内容でのご不明点、ご質問などは WORK のアウトプットフォームへご記入ください。 

フォームは全て匿名です。提出の期限を 2 週間と一旦区切らせて頂いておりますが、 

それまでに頂いた内容に関しては、全て日登美さんの方で目を通します。 

 

アウトプット期限内に頂いたご質問は、コミュニティの投稿、インスタライブで匿名で 

みなさんとシェアさせて頂く予定です。 

また頂いた全ての質問にはお答えできない場合もございます。 

コミュニティの投稿、インスタライブでご質問へお答えできるのは、期間内にアウトプット 

フォームよりお送り頂いた質問のみとなりますので、予めご了承ください。 

 

期限を過ぎてからのご質問、また期限内にアウトプットフォームに記載したけれど、 

ピックアップされなかったご質問に関しましては、メール info@mit-te.com にてご連絡ください。 

ただし、5 期生コースは個人的な直接のご相談はお受けすることができかねますので、 

インスタのコミュニティから個人的な DM のご送付はご遠慮頂けますようお願いいたします。 

 
講座のレッスン内容以外の事務的なことに関しましては、事務局までメールにて 

ご連絡ください。info@mit-te.com



オンライン講座「子育てと台所」

6

PDF 資料と音声データのご利用、ダウンロード、印刷の仕方

„1-1 健康と生きる力　音声データ“

„1-1 健康と生きる力　音声データ“

PDF 資料はテキストの上にクリックせずに、カーソルを 

合わせた状態で右クリック、[名前を付けてリンク先を保存] を 

選択し、お好きなところへダウンロードして保存できます。 

またカーソルを合わせた状態でテキストをクリック頂くと 

ダウンロードせず、ブラウザ上で PDF を見ることができます。 

印刷は PDF を開いた状態で、Windows は „control + P“ 

Mac であれば、“command + P„で印刷ができます。

音声データも同様にテキスト (※ 音声バーの下にある方)  

の上にクリックせずにカーソルを合わせた状態で 

右クリック、[名前を付けてリンク先を保存] を選択し、 

お好きなところへ保存して頂くことができます。

▶ マークを押すとブラウザ上でダウンードすることなく音声を聞くことができます。

PC 画面

右クリック Mac の場合 

右クリックをするには、トラックパッドで「2本指でクリックまたはタップ」します。 

もしうまく作動しない場合は、デフォルト設定を変更されている可能性があります。 

以下の手順で設定をご確認、ご変更ください。 

1.［システム環境設定］を選択する。 

2.［トラックパッド］を選択する。 

3. ［ポイントとクリック］というラベルの付いたタブをクリックする。 

4.［副ボタンのクリック］の下にあるドロップダウンメニューを展開する。［2本指でクリック］を選ぶ。 

設定画面を閉じる

音声データのダウンロードについて、解説動画もご用意しております。(Mac のみ)

左の QR コードを読み込んで頂くか、下記 URL へアクセスしてください。 

https://drive.google.com/file/d/1jJL7gQZqFUZIS8DQ_VijsDnSQGVNK_nZ/view

https://drive.google.com/file/d/1jJL7gQZqFUZIS8DQ_VijsDnSQGVNK_nZ/view
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こちらのマークをクリックして、お好きなところへ保存頂けます。

印刷もこちらのマークをクリックすると選択肢に印刷が選べる 

ようになっています。

テキストをクリックすると 

ダウンロードすることなく

PDF が開きます。

„1-1 健康と生きる力　音声データ“

„1-1 健康と生きる力　音声データ“

音声データをダウンロードされたい方はこちらのテキスト  

(※ 音声バーの下にある方) を長押しするとウィンドウが開き、 

選択肢にダウンロードする項目が出てきます。 

※iPhone の場合、ご利用のアプリによって URL リンクをコピーするだけになって 

いる場合もあります。データがダウンロードされているかどうかご注意ください。

▶ マークを押すとダウンロードすることなく、そのまま携帯で 

音声を聞くことができます。

„1-1 健康と生きる力　音声データ“

„1-1 健康と生きる力　音声データ“

ご注意 

データのダウンロード期日は 2023年2月28日(ドイツ時間中) です。それ以降は専用ページにアクセスできなくなります。 
またいかなる理由であっても、上記期限以降はデータをお渡しすることができかねますので、データが必要な方は都度 
ダウンロード頂けますようお願いいたします。(※ 期限以降のデータの配布は有償となります。予めご了承ください) 

全てのデータを携帯に直接ダウンロードされる場合は、かなり容量が大きいため、携帯のストレージを圧迫してしまう可能性が 
あります。PC でのダウンロードをおすすめします。携帯からデータをダウンロードされる場合は、dropbox、google drive 等の 
外部クラウドサービスをご利用頂くことをおすすめいたします。

携帯 画面 (例は iPhone の画面です)

お使いの端末とOS、ご利用になっているブラウザ (Safari、Chrome など) で操作が異なります。 

ご自身の端末での使い方がお分かりにならない方は、お使いの端末 (携帯、PC、タブレット) 、OS (Windows、Mac)、 

ブラウザをご記入の上、事務局までメールにてご連絡ください。
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オンライン講座専用ページのご利用とログインについて

５期生としてメンバー登録をされた方のみがアクセスできるページとなっております。 

 

① 下記の 5 期生の方専用ページ URL をクリックください。 

https://mit-te.com/daidokorotokosodate_5_s/ 

② 下記の下記の画面が出てきますので、真ん中のところにある「ログイン」をクリック 

     してください。

④ その後、5 期生専用ページへと移動します。

③ メンバーログイン画面へ移動しますので、ご自身でご登録された「ユーザ名もしくはメール

アドレス」並びに「パスワード」を入力頂き、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

https://mit-te.com/daidokorotokosodate_5_s/
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③ 専用ページへ移動します。 

 

それでもうまくアクセス出来ない場合にはお手数ですが、事務局までメールにてご連絡 

ください。info@mit-te.com

上手くログイン頂けない場合、ログインした後に専用ページへ移動せず、 

下記のようにトップページやログイン情報画面が出る場合

① ログイン後に出てきたトップページやログイン情報画面を、そのまま閉じずに開いたままに 

しておいてください。

② 再度メールに戻って、専用ページの URL をクリックしてください。
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Mitte メンバー　ログインパスワード変更の方法について

① ログイン後、「プロフィールを編集」をクリック

②「パスワード」と「パスワードを再入力」を入力後、一番下の「更新」をクリック

③ 無事に更新されると下記の画面へ移動します。

ログイン時のパスワードを変更されたい方は下記の手順に沿ってご変更ください。

PC 画面

5 期生の方
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① 左上のメニューをタップしてください。 ② ログインのアイコンをタップしてください

携帯 (画面は iPhone の画面です)

④ 登録時のメールアドレスを入力後、 

「パスワードリセット」をタップください。

③「パスワードをお忘れですか？」をタップ
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⑤ 新しいパスワードが記載されたメールが 

届きます。新しいパスワードで再度ログインください。

パスワードを再度ご自身で設定されたい場合 

⑥ 再度左上のメニューからログインのアイコンをタップして、新しいパスワードでログイン 

してください。「プロフィールを編集」をタップ。 

あとは PC の画面 (1 ページ目の手順 2 以降)と同様です。

5 期⽣の⽅



オンライン講座「子育てと台所」

 
 
 
 
 
 
 

13

1・2 期生 (2021年講座ご参加のみなさん)、3・4 期生 (2022年2月講座ご参加のみなさん) の 

方との合同のクローズドコミュニティへご招待いたします。 

ここだけでしか聞けない日登美さんのプライベートな話、日登美さんの日常のお料理風景や 

講座のテキストでご紹介したレシピの作り方など不定期にライブ配信します。 

アウトプットで期限内に頂くご質問などは、こちらで匿名でみなさんとシェアして回答させて 

頂く予定です。  

 

講座の各章のテーマで学んだこと、感じたこと、考えたことや気が付いたことなどを皆さんで 

コメントして頂いたり、私はこういうことを実践してみましたよというアウトプットの場と 

してもご利用頂けたらと思っています。 

また 5 期生限定のグループチャットもご用意しています。色々な場所にお住まいの皆さんが 

繋がって、育児や台所などの情報交換の場としても、仲間との出会いの場としても楽しく 

ご活用頂けると嬉しいです。(グループチャット参加ご希望の方は、次ページをご参照ください) 

 

ご参加を条件に講座にお申込頂いておりますが、ご参加はもちろん強制ではなく、任意の自由 

参加型です。ただし、事務局からのお知らせなども含め、大切なお知らせなども全て 

こちらのコミュニティからお伝えしていきますこと、ご了承ください。 

 

 

 

インスタのクローズドコミュニティついて

下記のインスタ@mitteprivate よりフォロー申請ください。 

https://www.instagram.com/mitteprivate/  

 
なお、申請の際には恐れ入りますが、「5 期生の 〇〇 です」と 
簡単で構いませんので 併せてメッセージをお送り頂けますようお願いいたします。
(メッセージの送付方法は、次ページをご参照ください)

フォロー申請自体はいつでもして頂けますが、こちらからのフォロー承認は 
8月1日以降となります。よろしくお願いいたします。
なお、コミュニティの開始は 8月2日からとなります。

期生限定ですので、招待された方以外は見ることができません。安心してご利用ください。

https://www.instagram.com/mitteprivate/
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またご参加頂ける期間は講座開始の 2022年8月2日より講座終了後の 2023年2月21日までと

なっております。 

その後のコミュニティのご参加に関しましては、有償でのご案内となる予定ですので、 

継続してご参加頂くかどうかにつきましては、講座終了日の少し前に皆さんへ 

お尋ねいたしますね。 

なお、講座期間中のこちらのインスタコミュニティ、５期生グループチャットの途中参加、 

退会も自由です。お気軽にご参加ください。 

申請等に関しまして、ご不明な点がございましたら、事務局までメールにて 

お問い合わせください。info@mit-te.com

インスタの申請メッセージの送付方法について

申請時のメッセージ送付について 

右上の「・・・」をクリック頂き、「メッセージを送信」をクリックしてください。 

そちらに「5 期生の 〇〇 です」と簡単で構いませんので、メッセージをお送り頂けますよう 

お願いいたします。 

また、5 期生限定のグループチャットへ参加を希望される方は、併せて「5 期生のグループ

チャットへの参加も希望します」とご記載ください。
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過去のライブ配信やストーリーズの見方について

ストーリーズにアップしていた画像は 

基本的にはこちらにまとめています。

こちらをクリックいただくと 

これまでのライブ動画がまとまっています。


