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著作権について 
 

【教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の 
３児（年長・年少・3 ヵ月）の母のど素人女が 
在宅ネットで全国版の講師デビュー】 
 
（以下、本書と表記）は著作権法で保護されている著作物です。本書の取り 
扱いには以下の点にご注意下さい。 
 

 本書の著作権は任意団体 全国Ｗｅｂ講座講師養成協会にあります。 
 

 任意団体 全国Ｗｅｂ講座講師養成協会の書面による許可無く、本書の

一 部または全 部をあらゆるデータ蓄積手 段（印刷物 ・電子 ファイル・ビデ

オ・テープレコーダー等）により、複製、流用及び転載、転売（オークション

を含む）することを禁じます。 
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【使用許諾契約書】 
 
本契 約は、本書を購入 した個人・法 人（以下“甲”と称す）と任意団体 全国

Ｗｅｂ講 座 講師 養成 協 会（以下 “乙 ”と称 す）との間 で合意 した契 約です。本

書が甲を受け取り、パッケージを開封することによって甲はこの契約に合意し

たことになります。 
 
第一条：本契約の目的  

乙が著作権を有する本書に含まれる情報（ノウハウ・テクニック等）を本

契約に基づき甲が非独占的に使用する権利を許諾するものです。 
 

第二条：禁止事項  
本 書 に含 まれる情 報 は、著 作 権 によって保護 されています。甲は本 書

から得た情報を乙の書面による事前許可を得ずして出版、講演活動及び

電子メディアによる配信により一般公開することを禁じます。 
特に本ファイルを第三者に渡すことを硬く禁じます。 
甲 は自 らの事 業 、所 属 する会社 及 び関 連組 織 （販 売 店 ・代 理 店 等）にお

いてのみ本書に含まれる情報を使用出来るものとします。 
 

第三条：契約の解除  
甲 が本 契 約 に違 反 したと乙 が判 断 した場 合 、乙 は使 用 許 諾 契 約 書 を

解除することが出来るものとします。 
 

第四条：損害賠償  
甲 が本 契 約 の第 二 条 に違 反 した場 合 、本 契 約 の解 除 に関 わらず、甲

は乙に対し、その違 約金 として、違反 件数 と販 売価 格を乗 じたものの 10
倍の金額を支払うものとします。 

 
第五条：責任の範囲  

本書の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が

生じたとしても乙は一切の責任を負いません。
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序章 はじめに 
 
みなさん、こんにちは。  

任意団体 全国Ｗｅｂ講座講師養成協会 代表  
Ｗｅｂ講座講師養成コンサルタント 
Ｓｏｈｏママクリエーター 実務 CAD コンサルタント 

大竹 恵美 と申します 

【教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の 

３児（年長・年少・4 ヵ月）の母のど素人女が 

在宅ネットで全国版の講師デビュー】 

“本当に PC1 つで低コストでＷｅｂ講師になれるの？” 
 
“９０日ってうそくさい。。。。” 
 
そうお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが 
 
人によっては 
 

3 日～3 ヵ月で自分で企画制作してネット講師デビュー 

 
することが可能の人もいらっしゃると思います。 
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PC1 つでとありますがそんなに難しい操作は殆どありません。 
 
この本を購入してくださったあなたならまちがいなく 

講座開設のプロセスでつまずくことはありえないと思います。 

それではご一 緒になりたい自 分になる為 にそのステップを順番 に追 っていき

ましょう。 



教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の３児（年長・年少・3 ヵ月）の母のど素人女が 
在宅ネットで（ちょこっとリアルでも）全国版の講師デビュー 

 
 

 

 
 

～みんなが幸福さんになれますように（願）～ 
http://keitai155.com/autotool01/kousi/ 

http://90daysweb.seesaa.net/ 
（Ｃ）2006 ａｔｋ－ｈａｐｐｙ－Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

     

6 

著作権について 
【使用許諾契約書】 
序章 はじめに 
目次  
 

第１章 “Ｗｅｂ教室開設”という起業スタイル  
第１節 リアル教室とＷｅｂ教室の違い  

第２節 勉強方法のあれこれ  

第３節 ３つの目的 趣味、娯楽向き・実用向き・資格取得  

第４節 Ｗｅｂで勉強～e-ラーニング～  

第５節 起業スタイルとしてのＷｅｂ教室  

第 2 章“Ｗｅｂ教室開設”～立上げのステップ～“準備編”   
第６節 Ｗｅｂ教室の種類 e-ラーニングの種類  

第７節 それぞれの利点と弱点  

第８節 ライブ Web 教師に必要な初期経費 PC・回線・ソフト編  

第９節 0 円・4200 円・4980 円からはじめる教室  

第１０節 ＦＣ加入と個人開業  

第 3章 講座作成方法 

第１１節 開講講座の作成方法 ～私の場合～  

第１２節 自分にあった講座発想作成法  

第１３節 何回完結講座にしますか？  

第１４節 受講期間はどのくらいですか？  

第１５節 教材のつくりかたで必要なこと  

第１６節 初心者・初級・中級・上級  

上級者編 さらに発展するための方法  
第１７節 “Ｗｅｂ教室”はあらゆるオンライン・オフラインビジネスに

も発展出来ます！  

第１８節 リアル講座とＷｅｂ講座の 1 番違う点  

第１９節 どう講座をひろめますか 無料～小額  

第２０節 成約率ＵＰの方法  

第２１節 リピーター率 UP の方法  

第２２節 専門卒ネット講師でも、大学生涯教育センター＆専門学校の非
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常勤講師になるなり方  

第２３節 タダで雑誌掲載   

追記：誰もいわないＷｅｂSOHO の落とし穴  

 巷でまことしやかに流れるＷｅｂでお金を稼ぐということ 
 あやしい所は事前に確認して回避しましょう 
 １人で出来ても家族がいる場合は家族の協力が必要です 
 世の中の人は聖人だと信じたいのですが 

 
あとがき 

※今、レポートは前回のレポート『実践ＰＣ１つで 90 日低コス

トで全国ネットの講師養成講座』を再編集いたしました。 

今レポートは１章（加筆＆抜粋）＆2 章を掲載しております。 

第 1 章をまだご購読いただけていない方は↓ 

ht tp: //mag-zou.com/repor t_get .cgi?id=m0000183420_1 

でダウンロード（無 料）していただくか発売中の本 商品をお買

い上げいただきたく存じます。 

本レポートがあなたのお役に立てば幸いと存じます。 

一番最後にレポートをご購読してくださった方だけの 

特典をつけました。最後までお読みいただけると幸いです。
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第 1 章 “Ｗｅｂ教室開設”という起業スタイル 
 

リアル教室とＷｅｂ教室の違い 

 
 ここでいうリアル教 室＝通学 制の教室 をさします。 
 

余 談 ですが、通学 制 の教 室 にはビジネスとして成 功 するか否 かの計 算 式 がある

そうです。 
 
＜習 い事ビジネス＞ 
収 容人数×講 習料金×１日のレッスン数×日数×回転数（成功基準 は 0.35）  
 

教 室 ですからその広 さから収 容 人 数 ・回 転 数 はおのずと決 まってきますし、それ

にともない講師数・施設維持費なども決まってきます。 
 

習いたいものがあっても費用・教室の場所・時間 割などの事情で 
雑誌を購入→資料請求して終了してしまうケースも多々存在します。 

 

Web 教室聞き慣れないかもしれませんがここ最近のネット環境の整備状況により

Web を使い勉強する方法がいくつか出てきています。 

 

Ｗｅｂ講座 ＝ｅ―ラーニングで無 料 のものから有料 のものさまざまなものが存在 し

ます。 
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勉強方法のあれこれ 

 
習い事といえば、大きく分けて３つのスタイルがあると考えられます。 
 

１）お教室があり、そこに生徒さんが通学するスタイル 

 
利点：質問がある場合、すぐに解決出来る。 
 
弱点：毎回通わないといけない・その間時間の拘束を受ける。 
 
 

２）通信教育で生徒は在宅で学習するスタイル 

 
利点：在宅学習なので気軽に始められる・通学制より価格が安い。 
 
弱点：毎回１人で学習するので意思が弱いと続 かない・講座内容によって 

は質問の回答が遅い。 
 
 

３）ネット回線の普及によるＷｅｂ講座スタイル 

 
利点：在宅学習なので気軽に始められる・通学制より価格が安い・好きな 
    時間に学習出来る・毎回１人で学習するので意思が弱いと続かない 
    通信制と違いライブ形式のＷｅｂ講座なら寂しさが少ない。 
 
弱点：ある一定のＰＣ・ネット環境がないと成立しないＷｅｂ講座もある。 
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この講 座 でお話 するのは主 に３）のネット回 線 の普 及 によるＷｅｂ講 座スタイルで

す。 
生徒側の主な利 点を書いていますが、では反 対 に、講師側の利点として、以下のメ

リットがあります。 
 

・ 講師も在宅でレッスンをすることが出来る 
・ すっぴんノーメイクでもレッスンできる 

 
これにつきるのではないでしょうか？ 

 
講師も在宅ということは今現在の私のように 
 
子育て中（年長・年少・4 ヵ月）の主婦でも子供の近くでお仕事が出来る！ 
 
旅行中でも条件さえそろえばレッスン出来る！ 
 
会社に知られずこっそり起業出来る！ 
 
などの利点がありますよね。 

 
ライブ形式のイメージはＡＥＯＮとかちょっと前の家庭教師の 
ＴＲＹのＴＶのＣＭでしようか。 
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ヘッドホーンとＷｅｂｃａｍで 
講師の顔・声を確認し、レッスンをします。 
毎回、ライブレッスンなので 
２３：００～レッスンスタートも可能です。 
Web により２４時間いつでもレッスンすることが 
出来ます。 
ちなみに私 は、講 座 の受 講 対 象 者 が社 会 人 なので主 に夜 の時 間 （２２：００～２

４：００）に講義をおこなっています。 
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３つの目的 趣味、娯楽向き・実用向き・資格取得  

 
では、講座をならいたいって思うときはどういうときでしょうか？ 

 
 独断と偏見もありますが主に、以下の３つ考えられます。  
 

１. 趣味を増やしたい・極めたい 
２. 実生活に役立たせたい 
３. 就 職 ・再 就職 ・独 立開 業したい

（資格取得） 
 
１、 であれば“ビーズ教室”・“ギター”・“ピアノ”・“俳 句”など 
趣味・娯楽性の強い内容でカルチャーセンターなどで昼間・休日などに 
開催されることがおおいのではないのでしょうか？ 
 
２、 であれば“ボールペン字”・“英会話”・“点字・点 訳”・“育食”など 
知識として覚えると同時に実生活で即応用できる要素が強い内容で 
カルチャーセンターや通信講座などで昼間・休日・在宅などで勉強され 
ることがおおいのではないのでしょうか？ 
 
３、 上記の２つと違い資格取得 するということは主にお金を稼ぐ事に趣き 
をおくものとしています。 教室・通信教育で学習 する方が多いと思います。 
 
質問です。 
あなたは今までどんな習い事をしたことがありますか？ 
 
その習い事をしようと思ったのはなぜですか？ 
 
素朴な事ですが、Web 講座を開く上で重要なこと 
なので考えてみてください。 
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Web で勉強～e-ラーニング～ 

 さきほど、勉強方法・３つの目的についてお話しました。 
 
Web で勉強したい人を考えた場合どういう人が思い浮かびますか？ 
 
例えば、 
１、会社と自宅の往復で教室に通えない。 
２、妊娠中・育児中で長時間外出が出来ない。 
３、誰にもばれずにひっそりこっそり教室に通 いたい。 
４、急に予定外の休暇が出来てしまった。 
 

など、この他にもたくさんの例が出てくると考えられますが私が約３年ネットを使用

し講師をしていった中でおおかた１～３の理由の方が多く受講されています。 
私が Web 講座としている分野が仕事と直結している分野のみを講座内容として

掲 げている事 が理 由 だと思 いますが気 軽 に・短 期 間 で・自 分 のペースで学 習 出 来

る Web 講座スタイルはこの先増えていくとこだと考えられます。 
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起業スタイルとしてのＷｅｂ教室  

 

Web 教室を１つのビジネスとして考えてみます。 

 

ネット・雑誌・TV で、独立開業の話は掲載されています。 

特に開業資金・初期の運転資金はサラリーマンの時代と違い 
自営になった場合は実際自分で売り上げをあげなければ 

いつまでたっても￥０です。（どっかのファーストフードの笑顔のようですが） 

￥０ですむだけならいいのですが、日 々の生 活 費 ・光 熱 費 など生 きていくための

諸経費は必ず必要です。 
 
なのですが、私が加盟した FC は他の PC 教室の開業資金がかかりませんでした。

しかし、次章以降の方法を使うと最初に加入した FC 以外の方法だと 
HP 作成ソフト代・プロバイダー代・月々の諸経費のみで本当に低額運営することが

可能です。 
 
ここで、コーヒータイムにしましょう。 
一 息 ・一 服 （私 はタバコは吸 いませんが知 り合 いは愛 煙 家 が多 いです）してから次

章以降におすすみください。 
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＜＜この章のまとめ＞＞ 
□ ＜リアル習い事ビジネス成功計算式＞ 
収容人数×講習料金×１日のレッスン数×日数×回転数（成功基準は０．３

５） 
□ 勉強方法は主に３種類 通学・通信添削・Web 教室  
□ 習い事をしたい時の動機は主に３種類 趣味・実用・資格取得  
□ 起業スタイルとしてのＷｅｂ教室 低資本ではじめられます 
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第２章“Ｗｅｂ教室開設”～立上げのステッ

プ～“準備編” 
Ｗｅｂ教室の種類 e-ラーニングの種類 

 
Web 学習とはｅ―ラーニングともいいます。 
 
ｅ―ラーニングといえば 

１. ビデオ録画形式のもの 

２. PDF 形式にまとめられダウンロードできるもの（一括・毎回） 

３. 通信教育のように添削機能がついているもの 

４. ライブ形式で人－人でレッスンするもの 

 
があります。 
 
私が行っているものは主に２・３・４の形 をとっています。 
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それぞれの利点と弱 点 

 
１のビデオ録画 形式 は実際 に対面でレッスンしたものをビデオ録 画しておき、Ｗｅ

ｂ上にデータ変 換しているものですが、あらかじめ録画されているものなのでレッスン

中 の生 徒 側 の質 問 には答 えられない。初 期 にセミナー録 画 するために場 所 の確

保・ビデオ設備・編集設備等初期費用などの問題が起こる事が考えられます。 
 

２の PDF 形式にまとめられダウンロードできるもの（一括・毎回）内容物によって

は筆 者 にメール・TEL などで質問 出 来 るものもありますが中 には売ることだけに目

的をおいていて質問の回答が皆無の所もあります。 
 

３の通信教育のように添削 機能がついているものは、生徒がどの位理解している

かを判断できる。生徒側は添削のたびに質問ができます。 
 

４のライブ形 式 で人 －人 でレッスンするものは、１・２の両 方 の利 点 を網 羅 してい

ます。欠点は講師・生徒のお互いの日程調整・一定のＰＣ技能が必要とされます。 
 
例）生徒の声が聞こえない 

あいてのマイクの不具合・ボリューム設定の不備  
時間になっても入室がない。 
雑音がひどい。 
モニタリングが出来ない。 
フリーズしている。 

などの現象がおこった場合に冷静に対処しなければいけません 
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ライブ Web 教師に必要な初期経費 PC・回線編 

 
肝心要な初期経費を考えていきたいと思います。 
さきほどまで 4 種類の e-ラーニングのスタイルをご紹介しました。 
Web で気軽にはじめられるますが最低限の設備投資は必要  
となります。 
テキストは書店等から求めてもよいが自身のオリジナルの場合には 

文章作成ソフトや PDF 機能のあるソフトが必要になる 

色々な e-ラーニングのスタイルがありますがオリジナル講座を作成する場合  
以下のソフトは必要だと思います。 
 
・ワープロ機能のあるソフト Word 一太郎 など 
・画像処理ができるソフト  ペイント  など 
・PDF 化できるソフト    無料～小額  
・教えるものがソフトの使い方の場合、そのソフト 無料～小額  
・メール機能のあるソフト 
・オンライン販売する場合は HP 作成ソフト代  
 
２・３・４について考えて見ましょう。 
 
２の PDF 形式では作成・編集する為のＷｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌなどのソフト 
完成後、ＰＤＦ化するためのソフトも必要です。 
Ｗｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌなどのソフトは Windows の中に標準ソフトとして初期段階から 
インストールされているのが多いと思います。 
 
ＰＤＦソフトですが有料・無料ソフトなど色々出回っていますよね。 
いまの時代、データ改ざんなど容易に出来てしまいます。 
それを防ぐためにも PDF 化・パスワード化などのセキュリティ化は 
必要だと考えます。 
 
お金をかけたくない私はまよわず『クセロＰＤＦ』を使っています。 
このレポートもＰＤＦ化したときのソフトは『クセロＰＤＦ』です。 
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無料ソフトといえど、パスワードも編集許可などの機能も使えるので 
お勧めです。 
『クセロＰＤＦ』 
h t tp : //xelo .jp /xelopdf /index .h tml  
 
３の通信教育では２でのソフトとともにメール・ＦＡＸ等のやり取りが出来る 
環境作りをしなければなりません。 
 
４のライブ形式・ライブセミナー形式の場合を選 択した際に 
講師側として必要な初期経費をお話したいと思 います。 
 
なぜかといえば、Web で気軽にはじめられるますが最低限の設備投資は必要  
となります。 
新しく PC を買う必要はあまりないと思 います。ですが、色々なソフトが 
PC の中に入っていたり、人に見られたくない方 は新しい PC をお勧 めします。 
 
CPU Intel Pentium3 500MHz 以上（最低動作 環境 ） 
    Intel Pentium3 800MHz 以上（推奨） 
メモリ 128MB 以上（最低動作環境） 
    256MB 以上（推奨） 
※環境により異なる場合があります 
空きディスク領域  20MB 以上  
ビデオ 800×600 以上  1677 万色以上表示できるビデオカード 
OS Windows98SE, WindowsME,  
    WindowsXP, Windows2000 Professional  
インターネット環境  通信速度：実際の通信速度上り下 り 512Kbps 以上  
         ADSL 以上あれば OK です。 
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周辺機器  マイク付きヘッドフォン（ヘッドセット） 
       （スピーカー、マイクの場合はハウリング等  

  が発生する場合があります。 
ヘッドセットをお勧めします） 

         
 
 
CCD カメラ  
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少人数～対面型 e-ラーニング・Web セミナーを行う場合のソフトですが、 
私はコレを使っています。↓ 
Cyber -e    
インターネットを利 用 し、複 数 のパソコン同 士 で遠 隔 操 作 や、ホワイトボードの書 込

みなどができるコミュニケーションツールです。 
ソフトのインストールは無料です。 
ソフトのインストールは講師・受講する生徒双方必要です。 
双方、ADSL 以上のネット環境とマイク付きヘッドフォン（ヘッドセット）が必ず必要で

す。CCD カメラがあればなお可（笑） P19 参照  
h t tp : //www.cyber -e.jp /    コード 12222010 （大竹恵美） 
場所・時間を問わずにご利用 いただけて、しかも 
費用は月額わずか¥4,200～¥21,000！！ 
今なら 1 ヵ月無料で使えます！！※ただし 1 回は２０分  
 
 
もしご登録・ご利用いただけた場合初期の使 い方の説明  
本部の説明がわかりづらい所がありましたらお知らせ下さい。 
私でお答えできる範囲であなたをサポートいたします。 
 
ｍａｉｌ： eg@tuchikuma.com 
 
こちらはこのシステムを使用し代表専任講師で展開している私の教室です↓ 
■e-gakko@つちくま教室 since 2003  コード 12222010 

建築の基礎から学ぶ AutoCAD 講座・中高年の為の実践ＣＡＤ講座開催中♪ 

    h t tp : //t uch i kuma.com/ 
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 0 円・960 円・4200 円・4980 円・5250 円からはじめる教室  

プロバイダー料 金 ・ＨＰソフト代 金 ・ＣＣＤカメラ・マイク付きヘッドフォン（ヘッドセット）

は含みません。 
 

まず 0 円～ 

何だと思いますか？ 
・ブログ   
・メルマガ 
・インフォトップ 
h t tp : //www.in fo top.jp / 
インフォトップでは、初期登録料、月会費など一切かかりません！ 
売上が生じたときのみ、手数料をいただきます。 
手数料もクレジット決済が 8.8％、銀行振込が 5.8％と格安です♪ 
・インフォカート  
h t tp : //www.in focar t .j p / 
１．初期登録料   ５，０００円（税込） 
２．月額利用料   無料  
３．決済代行手数料 売上代金の 9.8％（税抜 9.34％）＋100 円（税抜 96 円） 
４．決済手段    クレジット決済、銀行振込、コンビニ決済   
 
なーんだとおもいましたか？ 
ブログ・メルマガで集客するだけではなく生徒集めも出来  
セミナー告知やオリジナル教材販売などもできます。 
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960 円～ 
・インフォストア 
h t tp : //in f os tore.jp / 
申込料  5,000 円（税抜 4,762 円） 

利用料 480 円 （税抜 458 円）／月  

           利用 料は、商品数 にかかわらず、１ヶ月 あたりの料金 になります。 

決済代行手数料 

           受注 １件 あたり 売上 代金の 9.8％（税抜 9.34％）＋ 100 円 （税抜 96 円） 

アフィリエイトオプション 

     アフィリエイターに販 売協力 をしてもらうためのオプションです。 

           申込 料    5,000 円（税抜 4,762 円） 

           利用 料      480 円（税抜 458 円）／月 

利用料金とアフィリエイトオプション利用料です。 
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4200 円～ 
・Cyber -e    
インターネットを利 用 し、複 数 のパソコン同 士 で遠 隔 操 作 や、ホワイトボードの書 込

みなどができるコミュニケーションツールです。 
ADSL 以 上 のネット環 境 とマイク付 きヘッドフォン（ヘッドセット）が必 ず必 要 です。

P19 参照  
http://www.cyber-e.jp/   コード 12222010 （大竹恵美） 

場所・時間を問わずにご利用 いただけて、しかも 
費用は月額わずか¥4,200～¥21,000！！ 
今なら 1 ヵ月無料で使えます！！※ただし 1 回は２０分  
 
初期費用  ご契約料  9，450 円（税抜  9，000 円）   
月額利用料   
～１０時間  4，200 円（税抜  4，000 円）   
～４０時間  10，500 円（税抜  10，000 円）   
無制限  21，000 円 （税抜  20，000 円 ）  
オプション費用－導入研修費   
導入研修費  詳細は ht tps: //www.cyber -e.jp /in fo /pr i vacy.h tml  
お問合せください。  
オプション費用－アジェンダ月額利用料   
３アジェンダ（90 ページまで） 525 円（税抜  500 円）   
２０アジェンダ（600 ページまで） 3，150 円 （税抜  3，000 円）   
５０アジェンダ（1500 ページまで） 6，300 円（税抜  6，000 円）   
１００アジェンダ（3000 ページまで） 10，500 円（税 抜  10，000 円）  
 
こちらはこのシステムを使用し代表専任講師で展開している私の教室です↓ 
■e-gakko@つちくま教室 since 2003  コード 12222010 

建築の基礎から学ぶ AutoCAD 講座・中高年の為の実践ＣＡＤ講座開催中♪ 

    h t tp : //t uch i kuma.com/ 

もしご登録・ご利用いただけた場合初期の使 い方の説明  
本部の説明がわかりづらい所がありましたらお知らせ下さい。 



教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の３児（年長・年少・3 ヵ月）の母のど素人女が 
在宅ネットで（ちょこっとリアルでも）全国版の講師デビュー 

 
 

 

 
 

～みんなが幸福さんになれますように（願）～ 
http://keitai155.com/autotool01/kousi/ 

http://90daysweb.seesaa.net/ 
（Ｃ）2006 ａｔｋ－ｈａｐｐｙ－Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ． 

     

25 

私でお答えできる範囲であなたをサポートいたします。 
ｍａｉｌ： eg@tuchikuma.com 
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4980 円～ 
ネットで学べる !ネット講 座のナレッジサーブ  
h t tp : //www.knowledge.ne.jp / 

受講料の 70～80％がそのまま講師収入に！  

※受講料は講師が自由に設定できます 
■ライトプラン   
月額基本料  4,980 円 /月   
初期設定料※2 18,000 円   
→ 講座数限定の 無料キャンペーン中  !  ※（2006 年 12 月現在） 
受講ポイント※1 毎月 2,980 円 分進呈 !  
講師収入分受講料率  受講料の 70%  
受講者数制限  特になし 
無料講座の開設※5 講師負担  100 円 /1 受講者  で可能  
講師収入分受講料支払方法  契約者個人名義 の銀行口座に振込   
（月末締め翌々月 10 日入金） 
■スタンダードプラン 
月額基本料  9,000 円 /月  
初期設定料※2 18,000 円   
→ 講座数限定の 無料キャンペーン中  !  ※（2006 年 12 月現在） 
※12 月末のお申込分まで(延長しました！) 毎 月 4,980 円 分進呈 !  
講師収入分受講料率  受講料の 80%  
受講者数制限  特になし 
無料講座の開設※5 講師負担  100 円 /1 受講者  で可能  
講師収入分受講料支払方法  契約者個人名義 の銀行口座に振込   
（月末締め翌々月 10 日入金） 
月額基本料支払方法※6 契約者個人名義のクレジットカード払い または 
契約者個人名義の銀行口座引落  
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■ビジネスプラン  
月額基本料  30,000 円 /月   
初期設定料※12 月末のお申込分まで(延長しました！)    
 ※（2006 年 12 月現在） 
 30,000 円  
→ 講座数限定の 無料キャンペーン中  !   
講師収入分受講料率  受講料の 80%  
受講者数制限  特になし  
 講師負担  100 円 /1 受講者  で可能  
（100 受講者単位での契約となります）  
  法人名義の銀行口座に振込（個人名義も可）  
（月末締め翌々月 10 日入金）   
月額基本料支払方法  ・クレジットカード払い または銀行口座引落  または 
銀行振込（６ヶ月単位）
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5250 円  

リクエストメール  
http://unclehs.requestmail .jp/akitakakai/ 

 
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが 

メール配信システムの１つです。 

 
あらかじめ登録されているアドレスに定期的にシナリオメールを配信したり 
アンケート、注文受注、アドレス取得など色々多岐にわたり活躍してくれます。 
 
「リクエストメール」は、皆 さんも一 度は経験がある大企業 の自 動音 声応答 システム

をメールで実現したものと考えるとわかり易いと思います。 
つまり、「リクエストメール」は、 
「自動応答メールシステム」であり、 
「自動カスタマーサポートメールシステム」でもあり、 
「自動ＦＡＱメール」や 
「自動カタログメール」にもなる仕組みだと言うことです。 
従来のように一方的にメール配信するのではなく、 
お客様のニーズ・ウォンツに応 じて配信する内 容 が自動的に変化していくことができ

るシステムです。 
 
シナリオを受 け取った人が選択できたり解除も手 軽に出来るので 
本当に便利に使っています。 
 
Web 教室・講座というよりも無料体験レポート・アドレス収集といった 
クロージング部分だったりアフター部分に 
私は使用しております。 
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この URL http://unclehs.requestmail .jp/akitakakai/ 

からリクエストメールをお申し込みの方には Hap py 特 典 として 

総額 80,000 円以上  

その 1、 
購読者 6000 人以上 まぐまぐ 殿堂入り の 
『役に立たない駄話』さんの 
< ht tp : //www.mag2.com/m/0000102745.htm > 
筆者の YOSHITAKA さんの 
メルマガ申請・運営・アフィリエイト展開・人脈開拓のメールコンサル 2 ヵ月 分  
通 常 1 ヵ月 35,000 円  
Cyber -e を使 用し人数 限定特 別メルマガセミナーへの参加  
通 常 1 回 60 分 10,000 円→5,000 円  
※継続で使用していただいている期間中  
その２、 
【（初 心 者 限 定 ）回 収 率 155％ほったらかし携 帯 オークション即 日 開 業 パッ

ク】 
～私 が実 際 に儲 けた商 品 名暴 露 します（実際 の落 札文 公 開＋梱包 に必要

なセット 1 式）～ 
定 価 25,800 円 →15,000 円 にて特 別 販 売 ただし、銀 行 振 り込 みの方 に限 りま

す。  
下 記のフォームに特 典 No を記入の上、購 入時に送られてくるメールを 
コピーしてください。  
http://my.formman.com/form/pc/KT4NIxNiCBTNNKZR/ 

ここまで特典をつけるかといえばこのツールを使ったことで 
私のネットビジネスが飛躍的にステップアップしたからです。 
 
日曜日に子供たちと公園へ遊んでいるときも Web 講師をしているときも 
リクエストメールのお陰で沢山のハウスリストを獲得  
お客様になっていただくことができました。 
育児に追われている私には鬼に金棒です。（笑） 
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ＦＣ加入と個人開業  
 
ここ最近、ネット環境の向上により色々なところで 
騒 がれ始 めているネット起 業 ・ｅ－ラーニングですが始 めるに当 たりまず考 えないと

いけない部分があります。 
ＦＣに加入し展開するか個人で地道に展開するか 
考えないといけないところだと思います。 
大規模な場所は必要としませんがＦＣ加入となると 
月々の支払いや加入料などかかります。 
しかしＦＣだとＦＣ本 部 からの紹 介 、他 のＦＣ加 入 者 からの紹 介 などの利 点 もありま

す。 
 
ちなみに私が加入しているＦＣはこの２つです。 
 
■自 宅で学んで、自宅で教えるスクール FC 【e-gakko】  
h t tp : //www.e-gakko.ne.jp /b iz/   コード 12222010 （大竹恵美）  
講師養成コースあり・試験合格者のみ実際の講 師として登録されます。 
登録後にマーケティングの講習（無料）や実際加入している講師限定の掲示板  
など 色々な職種・年齢層の人がいるので勉強になります。 
 
■ネットで学べる !ネット講 座のナレッジサーブ  
h t tp : //www.knowledge.ne.jp / 
受講料の 70～80％がそのまま講師収入に！  
※受講料は講師が自由に設定できます 
 
講座作成から講 座運営までの e-ラーニングでの講習があります。自己学習 に近 い

ので一気にやり遂げたい方にお勧めします。 
 
FC 加盟 は予 算の関 係 もあるが新 規の顧客 紹介 やマーケティング研 修など

があり勉強になることも多い FC に加盟しただけでは収入にはならないので

自分で顧客を開拓しなくてはならないので注意が必要です。  
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□ e-ラーニングの種類は主に４種類 ビデオ・PDF・添削機能・ライブ形式  
□ テキストは書店等から求めてもよいが自身のオリジナルの場合には 
文章作成ソフトや PDF 機能のあるソフトが必要になる 
□ 0 円・960 円・4200 円・4980 円・5250 円からはじめる教室 予算に合わせ

て 1 つだけではなく自分のペースにあわせて複数展開することをお勧めします 

□ FC 加盟は予算の関係もあるが新規の顧客紹介やマーケティング研修な

どがあり勉強になることも多い FC に加盟しただけでは収入にはならないの

で自分で顧客を開拓しなくてはならない 
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第３章講座作成方法  

開講講座の作成方法 ～私の場合～  

自分にあった講座発想作成法  

何回完結講座にしますか？  

受講期間はどのくらいですか？  

教材のつくりかたで必要なこと  

初心者・初級・中級・上級  

上級者編 さらに発展するための方法  
“Ｗｅｂ教室”はあらゆるオンライン・オフラインビジネスにも発展出来

ます！  

リアル講座とＷｅｂ講座の 1 番違う点  

どう講座をひろめますか 無料～小額  

おすすめ FC ご紹介  

成約率＆リピーター率 UP の方法  

専門卒ネット講師でも、大学生涯教育センター＆専門学校の非常勤講師に

なるなり方  

タダで雑誌掲載   

追記：誰もいわないＷｅｂSOHO の落とし穴  
 巷でまことしやかに流れるＷｅｂでお金を稼ぐということ 
 あやしい所は事前に確認して回避しましょう 
 １人で出来ても家族がいる場合は家族の協力が必要です 
 世の中の人は聖人だと信じたいのですが 
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最終章 あとがき 
 
 
以上のように進んでいきます。 こうご期待（苦笑） 
よろしかったら本章でまたお会いできることを楽しみにしています。 

２００７年１月３日  
 

  
無料レポートはいかがでしたでしょうか？ 
 
さて今回、『実践 90 日低コストで Web 講師養成講座』を 
内容を抜粋し再構築し、以下の情報商材を出版することになりました。 
 
タイトルは、 
 
『教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の 
３児（年長・年少・3 ヵ月）の母のど素人女が 
在宅ネットで（ちょこっとリアルでも）全国版の講師デビュー』 
 
 
あなたにも確実に出来ます！！ 
 
必ずあなたにもできるのです！！ 
教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の 
３児（年長・年少・3 ヵ月）の母のど素人女が 
在宅ネットで（ちょこっとリアルでも）全国版の講師デビュー 
する仕組みを作ってしまったと言ったら、 
あなたは信じますか？ 
まずは証拠を見てみてください！ 
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■e-gakko@つちくま教室 since 2003  コード 12222010 
建築の基礎から学ぶ AutoCAD 講座・中高年の為の実践ＣＡＤ講座開催中

♪  
    http://tuchikuma.com/ 
■CAD セルフ・キャリアカウンセリング  
  http://plaza.rakuten.co.jp/tuchikuam/ 
 
皆さんは、先生になれる人は特別な資格や試験が必要だと 
考えていませんか? 
 
確かに、保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校など 
教員資格が必要不可欠な先生家業は存在します。 
 
でも、今でもカンタンにド素人が”先生”として 
特別な資格不要で大学の臨時教員や専門学校の先生や 
Ｗｅｂでも講師として働いていることをご存知ですか？ 
 
 
しつこいようですが、私は本当に 
 
３児（年長・年少・4 ヵ月）の母のど素人女です  
 
 
日々子供達の育児に振り回されていますが(Ｔ▽Ｔ;) 
 
平日の昼間や夜や休日など私は”めぐ先生”と呼ばれたりしています。  
 
 
人ー人の温かみのある講習も行っていたのですが 
私の得意なものがＣＡＤだったため生徒さんも社会人が多く 
平日の夜が多く、喘息気味の子供ですので 
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夜中、発作が起きたりしても 
レッスンが入っていると一緒にいてあげられなくて 
子供にも寂しい思いもさせてしまいました 
がその思いと 
あるひらめきがある仕組みを作らせてしまったのです！ 
 
1 度設定してしまうとほぼほったらかしで 
毎月フルタイムの派遣さん（時給 1800 円～）の頂くお金くらい 
いただけるようになりました。  
 
専門学校卒の子育てママが出 来る位ですからあなたに出来ないはずがない

ですよね？ 
 
実際に専門学校卒ど素人が稼げてしまったのですから！ 
 
あなたにも確実に出来ます！！ 
 
必ずあなたにもできるのです！！ 
教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の 
３児（年長・年少・4 ヵ月）の母のど素人女が 
在宅ネットで（ちょこっとリアルでも）全国版の講師デビュー 
する仕組みを作ってしまったと言ったら、 
あなたは信じますか？ 
 
後はあなたの決断だけです。 
 
巷にあふれている 
 
今この瞬間にあなたがこのページを閉じても、 
今のあなたには何も変化はありません。 
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全国にあなたを先生として慕ってくれる人が増え 
感謝される事ができるのです。 
 
それもたいした時間も労力もかけずにです。 
今までと同じような生活を送ることができます。 
 
  
 
しかしその生活が急に豊かになるかといえば、あまり 
そうとは言えないと思います。 
 
  
 
ですが、このマニュアルを手にする事によって、今の 
あなたの月収をはるかに上回るお金を毎月手にし 
 
  
 
私は押し売りは絶対にしたくはありません。 
 
 
ひとつこのマニュアルにはデメリットがあります。 
それは、巷にあふれている即金ビジネスとは 
毛色が違います。 
 
 
たった１０日後には月数十万円から数百万円を稼ぎ出すなどでは 
ございませんのでご理解いただきたいと思います。 
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私は十分すぎるお金と自宅にいながら全国に沢山の生徒さん 
同じように講師をしている仲間を手にする事ができました。 
 
  
 
しかし以前の私のように在宅で副業・お仕事を探している方達は 
本当にたくさんいます。 
 
これからは、そういう方達に少しでもお手伝いする事が私の役目だ 
と感じたのです。 
 
  
 
どうかこのチャンスを是非いかしてください。 
 
あなたの成功を心よりお祈りいたしております。 
   
よくあるご質問です。 
  
質問１ 本当にネット副業初心者でも、実践は可能で 
すか？ 
  
答え 確実に出来ます！私自身がネット副業初心者であ 
り、私の友人自身もネット副業初心者なのですから、あなた 
に出来ないわけがありません。多分私よりもあなたの方  
が、ネットに関しては詳しいと思いますよ！ 
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質問２ 副業として出来ますか？またどのくらいの時間  
が必要ですか？ 
 
答え 確実に副業として実践可能です。私自身本業（子育て）があ 
りますので、副業にそこまでの時間は使えません。時間  
的に言えば、始めの２週間位は多少時間はかかると思います。 
かかると言っても１日２時間から３時間あれば十分です。 
その後は１日５分から３０分あれば出来ます。 
私は 1 回の作業で１日２５万円稼いだ日もありました。 
日給にすると５万円です。正直ビックリしました。 
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特定商取引法に関する表記   
販売責任者  大竹 恵美   
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://keitai155.com/autotool01/kousi/ 近日 UP 
        URL http://90daysweb.seesaa.net/ 
住所  千葉県我孫子市寿１－３－２７  
電話番号 /FAX  04-7184-1869 
※お電話によるご注文、お問い合わせは行っておりません。  
電子メール info@tuchikuma.com  
お申し込み方法：web サイト上にて 
商品代金以外必要料金：銀行振り込みの場合は振り込み手数料が必要  
商品引渡し方法：電子書籍（PDF ファイル）にてダウンロード配布  
商品引渡し：即日～翌日の間  
お支払い方法：銀行振り込み、クレジットカード 
返品・不良品について 
 電子書 籍の為 返品は扱っておりません不 具合が生 じた場 合は交 換いたし

ます 
＊個人情報の保護  
 当方はお客様のプライバシーを考え、サイト運営をしています。 
お客様の個人情報は厳正に管理しています。 
＊責任の有無  
 万一、当商材ノウハウをご利用されてトラブル等発生いたしても 
 当方では責任を負えませんのでご了承願います 
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マニュアルの提供価格ですが、正直悩みました。  
 
今現在でもネットビジネスで稼げない人はたくさんいます。 
 
このマニュアルさえあれば確実に稼げるので、より多くの方にご提供し 
たい気持ちが正直あります。 
 
しかしこういった驚異的なノウハウは広がりすぎたら、それはそれでラ 
イバルを増やすことになり、お互いの儲けを減らしてしまう恐れがある 
のです。 
 
そこで先行者利益というものを優先させていただきます。 
 
つまり値上げにより購入者の人数を減らしていこうという事です。 
 
はじめに買った方はメチャクチャ得をして、徐々にその人数を減らして 
いく事により、先行購入者の利益を確保するという事です。 
 
そこではじめに買っていただける方への提供価格ですが、 
このマニュアルがあれば、 

たった９０日後には在宅ネットで全国版の講師デビューする事  

ができるのですから、かなりの高額でもいいかなとも思います。 
ですがあまり高くはしたくないので 38,000 円でどうでしょうか？ 
 
38,000 円は今後の儲けを考えますと十分すぎるくらい安いと思います。 
 
しかしまだあなたは儲けていない状態なので、 
38,000 円はやはり高いと感じてしまいますか？ 
  
それでは 12，000 円でご提供いたします！（銀行振込のみ） 
（税込。ただし、振込み手数料はご自身でご負担下さい。） 
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ですがこれはあくまでも前回無料レポートを購読していただいた 
読者様限定の提供価格となります。 
※インフォカートからのご購入ですと価格は 16，800 円となります。 
  

提供期限は 2007 年１月９日といたします。 

 
提供期限後は、インフォカートからのみお申し込みとさせていただき 
 

、金額は 18,800 円にし、以後、５０本ごとに値上げします。 

 
  
その時の先行購入者の利益を守れる金額に決めたいと思います。 
 
今なら 12，000 円です！（銀行振込のみ） 
（税込。ただし、振込み手数料はご自身でご負担下さい。） 
 
12，000 円のみ（銀行振込のみ） 
（税込。ただし、振込み手数料はご自身でご負担下さい。） 
でご提供させていただきます！ 
 
お申込みはこちら info@tuchikuma.com まで 
 
件名 『教職免許不要 無料レポートからの申し込み』 
本文 お振込み頂ける方のお名前  
   メールアドレス 
   お振込み日  
  なお、お申し込みメールより 3 日以内に口座に振込をお願いします。 
  3 日を過ぎても入金されない場合は、キャンセルとなります。 
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最後に 
教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の 
３児（年長・年少・3 ヵ月）の母のど素人女が 
在宅ネットで（ちょこっとリアルでも）全国版の講師デビュー 
  
 
実際誰でも実行可能な事も解りました。 
 
  
 
後はあなたの決断だけです。 
 
  
 
今この瞬間にあなたがこのページを閉じても、 
今のあなたには何も変化はありません。 
 
  
 
今までと同じような生活を送ることができます。 
 
  
 
しかしその生活が急に豊かになるかといえば、あまり 
そうとは言えません。 
 
  
 
ですが、このマニュアルを手にする事によって、今の 
あなたの月収をはるかに上回るお金を毎月手にする事  
ができるのです。 
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それもたいした時間も労力もかけずにです。 
 
  
 
私は押し売りは絶対にしたくはありません。 
 
ひとつこのマニュアルにはデメリットがあります。 
それは、巷にあふれている即金ビジネスとは 
毛色が違います。 
 
 
たった１０日後には月数十万円から数百万円を稼ぎ出すなどでは 
ございませんのでご理解いただきたいと思います。 
  
 
私は十分すぎるお金と自宅にいながら全国に沢山の生徒  
同じように講師をしている仲間を手にする事ができました。 
 
しかし以前の私のように在宅で副業・お仕事を探している方達は 
本当にたくさんいます。 
 
これからは、そういう方達に少しでもお手伝いする事が私の役目だ 
と感じたのです。 
 
どうかこのチャンスを是非いかしてください。 
 
あなたの成功を心よりお祈りいたしております。  
 

  大竹 恵美 
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お申込みはこちら info@tuchikuma.com まで 
 
件名 『教職免許不要 無料レポートからの申し込み』 
本文 お振込み頂ける方のお名前  
   メールアドレス 
   お振込み日  
  なお、お申し込みメールより 3 日以内に口座に振込をお願いします。 
  3 日を過ぎても入金されない場合は、キャンセルとなります。 
 
 
信じられない！？ですがすいません。 
 
私は誰にでも出来ると書きましたが、やはり例外があります。 
 
 以下３つの条件をクリアーできる人だ 
けが、確実に出来ます！ 

条件１ パソコンで文字が打てなくてはいけま 

せん。もちろん日本語です。打つ文字は本当に 
簡単なものです。 
 

 条件２ ご自分の事を振り返っていただきます。 

自慢話大変結構！！！ 
  

条件３ インターネットに繋がっているパソコンが必要です。 

無い人は、インターネットカフェでも出来ます。 
しかしインターネットカフェはいる時間だけお金がかかるので、 
そのお金はもったいないです。出来る限り、家で行いましょう！ 
 
 以上がこのマニュアルを実践できる条件となります。 
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私は専門学校卒業後、結婚前まで 
建築現場でＣＡＤオペとしてお金を稼いでいました。 
 
よく間違われるのですが。 
 
ＣＡＤオペの全てがパソコンの達人ではありません。 
 
ＣＡＤが使えるのだから、Ｗｏｒｄやエクセルも達人だろう 
といわれも上手く使えませんでした。 
 
『ネット？？ビジネスなんかできない』 
 
だったのですが、結婚・長男・次男相次いで出産で 
みるみる家計は苦しくなって 
旦那は派遣社員なので月収は泣きたくなるほど 
なので、、、また私も稼ぐしかない！！ 
 
そう思い、派遣会社に再登録していざ仕事を始めようと 
試みますがなかなか。。。。。。 
 
 
・保育園はお仕事が決定していないと預けられない 
・預けたがいいが１０日に１度は子供が病気でお休みしないといけない 
・稼いだ半分以上は２人の保育料に。。。。 
 
さぁどうでしょう？？？ 
 
まともな収入にはなりません。 
 
体も壊してしまいました。。。。。（涙） 
 
子供達のそばにいることが出来てお金を稼ぐためには 
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ネットしかない！！！ 
 
そう決意してネット・ネットビジネスに関する本を色々読みあさりました。 
 
もちろん本屋・図書館で調べ物です。 
 
数多くの情報商材にも手を出しました。。。。 
 
このネットビジネスに費やした総額は１５０万はくだらないと思います。 
 
でも先ほどにも言ったように、インターネット・ビジネスの知識が 
全くない人間が読んでも、本当に意味不明なんです・・・ 
 
オークション？ＨＰ作成？アフィリエイト？ 
 
わけわかんないよぉ 
 
『ママ、お腹すいたよ。』 
『ママ、おしっこ！』 
『ママ、にいに（長男）がここぶった（怒）』 
好きにして・・・・・・（疲）  
 
人間って、極限状態になった時に本当に奇跡的な力で 
出るものなんですよね！ 
 
私はある方法を思い浮かんだのです。↓↓ 
 
それが今回ご紹介する奇跡の方法です！ 
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「教職免許不要！？たった９０日で専門学校卒の 

３児（年長・年少・3 ヵ月）の母のど素人女が 

在宅ネットで（ちょこっとリアルでも）全国版の講師デビュー」 

 
なんです！ 
 
 
これは本当に誰にでもできます！！ 
 
専門学校卒の３児（年長・年少・4 ヵ月）の母の 
私にも出来ているのですから！ 
 
そしてパソコンど素人の友人達（高卒）にも出来ているのですから！ 
 
これほどまでに断言している情報は今までに見たことがありますか？ 
  
一般公 開に先 立ち、モニターのお客様からうれしいメールもたくさんいただき

ました！ 
本当にうれしいです！ありがとうございます！ 
たくさんありますので、一部だけご紹介させていただきますね！ 
 
★こんばんは、購入者の●●といいます。  
初心者にも、とても解りやすくヤル気を起こさせる内容です。 
早速、今からでも進めて行きたいと思っています。 
 
★大竹さん、 
質問への回答ありがとうございました。 
マニュアルを購入してさっそく実践中です。 
今はナ●●●●ー●の承認待ちです。 
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解からないことばかりなので今後とも御迷惑をおかけしますが 
宜しくお願い致します。 
 御親切な御返事にうれしくなりました。 
頑張る勇気が出てきました。 
教えを請うメールを致しますので宜しくお願い致します。 
 
★お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございました。  
先ほど帰宅し、早速注文させて頂きました。 
明日振り込みいたします。 
早くマニュアルを見て、早く実際の作業をするのをわくわくしな 
がら待 っています。これから、いろいろお世 話になると思 いますが、末永 いお

付き合い、よろしくお願いいたします。 
  
お申込みはこちら info@tuchikuma.com まで 
件名 『教職免許不要 無料レポートからの申し込み』 
本文 お振込み頂ける方のお名前  
   メールアドレス 
   お振込み日  
  なお、お申し込みメールより 3 日以内に口座に振込をお願いします。 
  3 日を過ぎても入金されない場合は、キャンセルとなります。 
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著者プロフィール  
大竹 恵美 （Mｅｇｕｍｉ Oｈａｔａｋｅ）  
任意団体 全国Ｗｅｂ講座講師養成協会 代表  
ｅ－ｇａｋｋｏ＠つちくま教室 代表 権 専任講師  
Ｗｅｂ講座講師養成コンサルタント            

Ｓｏｈｏママクリエーター 実務 CAD コンサルタント 
1975年  千葉県市川市生まれ。 
 幼少の頃は九州の大分県で育つ。 
幼き頃より母親が在宅で設計業を営んでいる姿を見て 
高校卒業後、自身も設計業に就くべく 
母の母校の中央工学校 建築設備設計科を卒業した。 
卒業後、母の勧めで工務店に就職するも体調を崩し年末に退社し、 
翌年春より家業の(有 )大田設計を手伝う。 
家業では主に手描き及び CAD で電気・衛生・空調の基本設計・施工図・

竣工図の設計作図・修正・データ変換（他 CAD から AutoCAD に変換）に

携わりました。スーパー・病院 ・学 校・体 育 館・マンション・アパート・文化 会

館・神社の社務所・国会議員施設・ホテル・店舗つき複合ビルなどてがけて

いました。 
結婚 前 も現 在 も設 計のお仕事 している時の私のあだ名は“電気 の神 様の

孫娘”です。。。（苦笑） 
“25 歳【2000 年】までに結婚して子供を出産する！！” 
を高校のころより決めていて（苦笑）周囲に言い続けて。。。 
門限午後 9 時の（俗に言う“箱入り娘”）だったにも関わらず 
25 歳 0 ヵ月…妊娠発覚  
妊娠発覚と同時に流産の危機に遭遇し、 
自宅安静の日々を約 2 ヵ月すごす。。。 

当然、仕事を続けられなくなり読書・家事・ネットの日々を送る 
ネット上 でそれまで知 らなかった近 所 の情報 ・年 齢 年 代の違 うプレママ友 が

出来少しずつ世界観が変わる 
→25 歳 1 ヵ月…入籍  
→25 歳 3 ヵ月…結婚式  
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→25 歳 8 ヵ月…破水後、48 時間かかり帝王出産で無事長男を出産  
           （体重：3528ｇ・身長：52.0ｃｍ） 
実家族・親戚・友人等、周囲を十分驚かしました（苦笑） 
その後少しずつネット・メールを使いママ友を増やしてゆくも 
自分が専業主婦・子育てに向いていないことが発覚。。。。（＞＜：） 
家族と要相談した結果、長男を近所の市立保育園に預け 
家業の手伝いに戻ることに決定。 
※但し、子供の事が仕事よりも最優先にすることを約束とする。 
 
預け先も決まり、仕事を始めた矢先、2002 年に二男を妊娠・出産。 
妊娠中、出産後、子供がいても在宅で始められる仕事形態として、Ｗｅｂに

よる“ｅ―ラーニング”をしり、講師養成講座を受講し講師の資格を取得する。 
 
ＣＡＤ歴が長いためＣＡＤ関連のＷｅｂ講座を多数開講し、生徒＆担当講師

育成を行う。 
 
全国の年齢性別・業種を超えたｅ―ラーニング講師仲間が出来、今までの

自分の世界観がまた１つ大きく変わったその時に“セルフ・キャリアカウンセリ

ング”・“コーチング”に出会う 
 
実家の家業の仕事に戻れると思った矢先、 
2004 年 11 月に“急性腎盂腎炎”になり、1 週間生死の境をさまよう 

退院後、それまでの仕事（長時間の労働）が出来なくなり 
入院中に子供たちとの時間ももう少し長く取りたいとの事で 
ｅ－ｂｏｏｋ作成・販売に携わることになる。 
 
現在、年長・年少・4 ヵ月の元気な男の子のママ 
日本でも外国でも通用する AutoCAD データ使いになるべく 
奮闘しています。（＾＾；） 

 
ＰＣ歴は 14 年・ネット歴は 9 年  

情報商売歴は約 8 年（2007 年 1 月現在） 
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趣味は 
・ メール 
・ 茶道（宗編流時習軒 初伝） 
・ 美味しいお菓子  
・ 占い（タロット占い当たる確率は・・・6 割強（苦笑）） 

  
最近のはまりものはブログ・携帯オークション 
 

 
目標とモットー 
 “幸福（しあわせ）さんになること” 
 “一期一会（いちごいちえ）” 
 世界中、沢山の人たちがいるなかでご縁があったみなさんに 
少しでも幸福さんになれるよう少しでもお手伝いが出来たら幸いです。 
 
物事を達成する為に必要なことは知識を入手することではなく 
それをあなた自身で使いこなせるようになる能力の獲得です。 
 しかしながら、残念なことに 
あなたの能力はあなたにしか向上させることが出来ません。 
私たちはあなたが望む形の“幸福（しあわせ）さんになること”に 
一生懸命なあなたのサポーターとして一生懸命応援いたします。 
ご不明な点・ご相談・ご意見・ご感想などは随時受け付けておりますので 
なんなりとご連絡頂ければと存じます。 
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■携帯オークションのブログ（無料メール講座もあり） 

 http://keitaikakumei155.seesaa.net/ 

■e-gakko@つちくま教室 since 2003 講師コード 12222010 

建築の基礎から学ぶ AutoCAD 講座・中高年の為の実践ＣＡＤ講座開催中♪ 

    http://tuchikuma.com/    

■CAD セルフ・キャリアカウンセリング  

  http://plaza.rakuten.co.jp/tuchikuam/  

■マガジン ID        0000199887 

マガジンタイトル  中高年のためのやさしく学ぶ PC・CAD 講座  

■マガジン ID        0000183420  

マガジンタイトル  実践 90 日低コストで全国ネットの講師養成講座  

■まぐぞうより無料レポート：実践 90 日低コストで Web 講師養成講座  

http://mag-zou.com/report_get.cgi?id=m0000183420_1 
任意団体 全国Ｗｅｂ講座講師養成協会 代表  

Ｗｅｂ講座講師養成コンサルタント 

Ｓｏｈｏママクリエーター 実務 CAD コンサルタント 

 

大竹 恵美 

 
ｍａｉｌ： eg@tuchikuma.com 

 


