
ココナラお客様とのやりとり 

●●さま、  
ありがとうございます。 とても嬉しく思います。  
教材添付致します。  
わからないことや他に聞きたいことがありましたら 
いつでも、何度でも聞いてください。 
ありがとうございます。  

=============================================== 
とても素敵な内容でした。 
購入して、よかったです。 
あと、 ひとつ質問したいのですが、おどおどしてしまうテンパる、反応が遅いことに関
して、なにか改善 するためにアドバイスがもしあればいただきたいです>_<  
===============================================  

●●さま、 
質問ありがとうございます。 
反応が遅い、パニックになる というのは、いくつか要因が考えられると思います。  

1：完璧主義になりすぎて考えすぎてしまう →そもそも完璧なんて存在しないので 50点
でOKの感覚でスピードを重視する訓練をする 

2：パワーバランス 全てにおいてパニックになるようであれば 
また方法が変わってきますが、例えば 家族だと普通に話せるけど、 
仕事だと... のように相手によって変わるのであれば 
反応が遅い、パニックになるは本質ではなく 
そもそも相手への恐怖などが原因の可能性があります。  

そうなると、相手や会社への恐怖の原因を 
探す必要がでてきますが 
これはコミュニケーションというよりは、 

「インナーチャイルド」など 



深い深層心理を学ぶ必要があると思います。  

他にもいろいろと要因があるのですが ポイントは、 
原因を細かく具体的に特定することです。  

何でも細かく分解すれば解決策は、 
意外と無料のネットに転がっていたりします。  

しかし、私達は細かく具体的にしないので 
大きく抽象的に捉えてしまっています。  

例えば、 

結婚できない 

も抽象的すぎて、 

・そもそも出会いがないのか?  
・出会う場所にいっているのか?  
・続かないのか?  
・理想が高すぎるのか?  

など、細かくすれば解決策が見えてきます。  

よろしければ、もう少し具体的に分解してみて 
わからなければ質問いただけると 
具体的な回答ができると思います。  

ありがとうございます。 

=============================================== 
お返事遅くなりました。 
とても納得できる回答で、ありがとうございます。  
具体的にして解決策をさがす。←とても勉強になりました! 

以上かいていただいたことをみていくと、 
私は昔は1番も2番もあてはまっていましたが 
最近はたくさん本などを読んで実践していく中で、 



1番は克服できてきているようにおもいます。  

2番のパワーバランスが問題のような気がします。  
相手によってすごく話せなくなったりします。 
今まさにその問題で悩んでおり、プロポーズしてもらった交際相手の家族や 
お嫁さんが自分が出せないような相手とゆうかそのように感じています。  

テキパキハキハキした人には、おどおどしてしまいます>_<  

それからあまり人の話を聞いて笑わないとゆうか 
すぐに気が散って1人でいたくなります。 

ひとに関心があまりもてないです。 
もとうとしても、疲れてきてしまいます。 

きくことや、きいてリアクションをとることが 
話すよりも大事な気がするので、致命傷かなとおも います。>_< 

自然と楽しく人の話が聞ける人がうらやましいです>_< 

みなさん努力してきいているのでしょうか。  

家では母親がやさしかったので、わがままに、 
まわりに気を使うくせがなく育ったとゆうか、 
相手の話をきいて楽しむことができず、テクニックとして、 
リアクションをとってその場をやり過ごすことができるのですが、 
なかなか仲良くなるまではいかないです。。。 

笑いも嘘笑いがつづかないとゆうか、 今まで部活でもバイトでも、 
その時間以外にアソブとゆうのができず、冗談もうまくかえせず、 
飲みも一度行って後は誘われなくなりました>_<  

大学卒業間近で就職するかで悩んでいた 
そのころ、フリーランスで働くひとに憧れていましたが、 
私は人間力?がないから人脈つくれなければフリーランスは 
向いてないと会社員の道を選びました。 

私の理想はいろんな人と関わりをもち、 
仲良くなっていきたいのですが、自分があまりもともと 
笑わなかったり生真面目だったり人柄が薄い???とゆうか、 



堅物で表情が硬くなったりして、遊んだり仲良くしたりできません。 

うまく伝えられずすみません。  
人間的におもしろくないのを改善する、人柄を磨いて、 
まわりに仲間を作っていけるようになるには、 
なにかアドバイスあれば聞きたいです>_<おねがいします>_<  
===============================================  

●●さま、 
ありがとうございます。  

>相手によってすごく話せなくなったりします。  
>あまり人の話を聞いて笑わないとゆうかすぐに気が散って1人でいたくなります。  

いろいろな話をしてくださり 
ありがとうございます。  

========================== 
人間的におもしろくないのを改善する、 人柄を磨いて、 
まわりに仲間を作っていけるようになるには、  
なにかアドバイスあれば聞きたいです>_<おねがいします>_<  
==========================  

まず元も子もない意見ですが 
人にはタイプがありますので、 
無理して面白い人間になる必要はないと思いますし 
話が上手くなる必要もないと思います。  

比較的、自分のタイプがわかるものに 
「ウェルスダイナミクス」という適性診断がありますが 
これはかなりよく出来ていると思います。 

無料で出来るのでぜひやってみて下さい。 

型にはめすぎるのもいけませんが 
大まかな方向がわかると楽になります。 



例えば、ウェルスダイナミクスの 上(ダイナモ)は 
「独自性」をもっているので イノベーションを起こしやすいです。 

逆に下(テンポ)は「流動性」を持っています。  

ちょっとややこしいですが 
独自性を持っている人のコミュニケーションと 
流動性を持っている人のコミュニケーションは 全く違ってきます。  

なので、まずご自身のタイプを知って 

『同じタイプで上手く行っている人の 
コミュニケーション力を学ぶ(真似する)』  

というのが上達が最も早いです。  

例えば、ウェルスで言えば 
上のダイナモはオリジナルで面白いことを言い 
右のブレイズは人と人をつなぎ 下のテンポは 
場所となり人を集め 

左のスチールはそもそも人と関わる事に興味がない  

という性質があります。  

もちろんですが、それぞれのタイプに優劣はなく 
すべてに成功者がいます。  

なので、もしかしたら●●さまが 
生まれ持って、そして育った環境で 
左側のスチールなのであれば 
無理して面白い人になる必要性はないと思います。  

========================== 
＞人間的におもしろくないのを改善する、 人柄を磨いて、 
　まわりに仲間を作っていけるようになるには、  
　なにかアドバイスあれば聞きたいです>_<おねがいします>_< 
========================== 



ただ、私が元々話せないタイプで 
そこから話せるようになり 

今はどちらかと言えば、 
話すのをやめて場所となり 
人を集める 

というフェーズ移動をしてきたので 
訓練してやれない事はないと思います。  

参考までに私がやった訓練は 
・面白い事を言う人になる： 
ダウンタウンの漫才を手書きすることによって 
間やテンポやたとえ話をマスターした  

・まわりに仲間を作る： 
変わりのない自分だけの特別な価値やスキルを身につける。 

私で言えば、ビジネス、健康、旅の3つについては  
嫌という程やってきたので、どこにいっても 
使える武器になりました。 

など、1日でできるものではないですが 
訓練でなんとでもなります。 

あとは逆説を常に考えると 
自分を固定化しなくなります。 

人間的におもしろくないのを改善する 

→誰に対しても、いつでもそうなのか? 

と考えると、意外と  

・ある人といると面白い人になれる 
・ある場面においてはがんばれる  

>相手によってすごく話せなくなったりします。 
→相手によっては逆に話したくて仕方ないことがある 



→テーマによっては会話の主導権を握れる  

>あまり人の話を聞いて笑わないとゆうか 
すぐに気が散って1人でいたくなります。 
→一人でいたくないときや機関がある 
 
→ある人の話では面白いと笑うことが多い  

こうやって逆を考えてみると 
自分の得意パターンが見えます。 

過去は自分を物語っていますので 
そういう特異パターンを磨くのが一番上達が早いです。 

自己分析になりますが まず逆説を考えてみて 
その上で、得意パターンを発見して 
そこを磨いてみるのが一番良いと思います。 

=============================================== 
お返事が遅くなりました。  
同じタイプでうまく言っている人のコミュニケーションを学ぶこと。 
また、具体的に診断方法教 えていただき、勉強になります。 
診断には金額がかかりそうなので、また出せる時にやってみたいとおもいます。  
訓練して話せないことはない。 現在の職業では、無理して話さなくてもいい職場なので
すが、じっせんがだいじだとおもい、ダブルワークになりますが今日マッサージのバイト
の面接を受けてきました。今自分に時間をさける時なので後悔ないように、 
話す場に自分を置いて、試してみようとおもいます。  
たしかに、逆説的に考えると、 一部の人には面白いと言われるし、 相手によっては逆に
話したくて仕方ないことがあります。 たしかに全部だめじゃないなと気づけました。 
自分を活かして磨くとゆうことにアンテナたてたいとおもいます。  
貴重なお話ありがとうございました。 メルマガもモチベーションが上がる内容で素敵で
した。  
すみません。 現在結婚をすべきか別れるべきか悩んでいるのですがそちらの相談乗って
いただくことは可能でしょうか。追加のお金が発生して構いませんので、いかがでしょう
か?>_<  
あと、連絡大変遅くなりすみませんでした。 
=============================================== 



●●さま、  
ありがとうございます。  
よろしければ、このチャットでこのまま相談してもらっても大丈夫です。  

=============================================== 
よろしいですか>_<ありがたいです>_< 
仕事終わって改めて相談させていただきます。  
現在27歳で、三年付き合った彼にプロポーズされました 
自分に自信がなく結婚にふみきれません。  
毎日会うほど彼自体には魅力を感じているのですが、自分のコミュニケーション能力が壊
滅的で、彼はコミュニケーション能力がたかすぎて、夫婦となった時釣り合わない気がし
て決断を先延ばしにしている状態です。悩むくらいなら別れた方が相手のためなのもわ
かっているのですが、もし、自分がコミュニケーション能力に自信がつけば、変わること
ができたら結婚してもらうことを選択したいなという気持ちがあり、別れることも決断で
きない状態です。  
長々とすみませんが、現状をお伝えします。 私は、内気で、喋り方もおさなく、すぐに
声が小さくなり、おっとりして、冗談も通じないよう な性格です。気もすごく小さいで
す。職場で難しいおばさんにはいじめられた経験もあります。自分自身がいい歳なのに、
上司の方ともうまくコミュニケーションがとれない。大人の会話や飲み のコミュニケー
ションがとれません。気の利いたことが言えません。 わたしと同じくらいのコミュニ
ケーション能力の相手なら引け目を感じず結婚を考えれたのかも知れないですが、現在付
き合って3年の彼は、いわゆる職場の人気者で、器用でコミュニティの中心人物になるよ
うなリーダーシップのあるひとです。彼の一家がそのような気質なんです。遊び上手で、
器用でテキパキで。私は彼自体はすごく自分を大事にしてくれて気があうのですが、彼の
家族のタイプが正直トラウマ級に苦手予感がします。自分のペースが1番出せない雰囲気
とゆうか。 テキパキしていて、、、、 社交的な塊のような彼の家族の雰囲気に自分が馴
染めない。自分みたいなタイプが1番歓迎されな いような気がします。ネガティヴすぎて
すみません。でも、今までの人生の経験上そう思うので す。ノリよく、しっかりしたテ
キパキのひとには、自分が出せないようなきがします。 彼の兄弟が最近結婚されたので
すが、そのお嫁さんは私とは対極で、天真爛漫なしっかりテキパキしたお嫁さんらしいで
す。彼も嫁さんはあれくらいでなきゃといいお嫁さんもらったみたいと話していました。
コミュニケーションしっかり取りに来るひとだそうで、彼の実家によく遊びに行くそうで
す。 
私もあんな風にできたら1番いいけど、、、 彼の家に一度行ったのですが、うまくはなせ
ず、沈黙で私はすごくおどおどしてしまうし気まずい時間でした。それ以降彼の実家には
行っていません。せっかく結婚するなら、相手家族との付き合いもある程度していきたい



し、楽しめたらいいのにと思いますが、コミュニケーション能力がついていきません。そ
れとも、雰囲気が合う家族をもつ相手を探したほうがいいのでしょうか。 コミュニケー
ション能力を高めてどうにかなる問題なのかもわからないのですが、、、、相性の問題も
あるのかもしれないですが>_<  
そして、もうひとつ気になるのが、私は今まで小さい頃から反抗期のようで親にツンケン
していました。話しますが、あまり家で両親と会話がありません。話すのですがあんまり
笑ったりしないです。家族だから、一緒にいるってだけで、別にいいとは思っています
が、暗いというか、あまり話さないし、親につんけんしてるのを彼に知られるのもいやだ
なと日頃の積み重ねで、コミュ障をつちかってきたような気がします。家族でたくさん
笑ったりするの うらやましいです。朝のあいさつでさえ、気恥ずかしく、できないよう
な現状です。27歳にもなって、ほんとになさけないですが>_<  
無表情、棒読み気味になるし、笑うような雰囲気にもっていけないです。 彼の家族はよ
く話し、よく笑う家のようで、私の家族関係や雰囲気をみたらひかれるのではないかとお
もうくらいです、、、彼に挨拶に来てもらうなど想像すると憂鬱です。  
それでも、私との時間を1番に考えてくれる彼を大切な存在に感じているので、ばっさり
別れる選択もできず、結婚も自分に自信がなく絶対彼のような家では、私ではコミュニ
ケーション能力的に親戚と馴染めずしんどくなると思い結婚の覚悟ももてません。  
まとまりがなくすみません。 このような状態をみて、コミュニケーション能力をあげ
て、見方がかえられるものでしょうか。 または、そもそもタイプが違う家との結婚はや
めたほうがよいでしょうか。 なにか意見やアドバイス、いただけたら嬉しいです。  
長いので、部分的な回答だけでもありがたいです>_< 
=============================================== 

すみません、遅くなりました。 

私は男ですので、男性目線の見解になりますが 
お答えさせて下さい。 

まず男は、別に女性にコミュニケーション力を 
求めていないと思います。  

特に彼氏さんのタイプは 
どちらかと言えばおとなくして 
家を守ってくれるタイプの方が 
好みかもしれません。 

人の好み、特に結婚するとなると 
コミュニケーション力がどうというのは 



あまり関係ないと思います。  

一番重要だと思うのは 彼氏さんが、 

『守ってくれるタイプかどうか』 

ということです。  

やはり結婚となると、その人だけでなく 
お互いの家族と絡む機会も出てきます。  

また子供が生まれたら 
子供の親同士の交流も生まれます。 

今は昔と違うので、そこまで必要ではないですが 
上記はゼロにはならないと思います。  

その時、話が上手い人が上手に立ち回ります。  

世間も、そういう人のほうが 
すごい人と思う傾向にあります。  

となると●●さんは浮いてしまうと思います。  

このとき、彼氏さんが 
守ってくれるかどうかが一番重要だと思います。 
  
人付き合いが上手い人は周りの空気を読める分、 
 一番守らなければいけない人をおざなりにして 
周りを大事にして人気者になる傾向があります。 

ただ、ここぞという時に 
彼氏さんがあなただけを守ってくれる人かどうか？ 
それが一番重要だと思います。  

これまでの付き合いの中で 
それは見えていると思います。  

そしてもっと大事なのは 
相手がどうこうではなく 



●●さんがもう少し彼氏さんと 
オープンに情報交換をすることだと思います。  

結婚は家が絡むことですので 
事前に相手の家族にもちゃんとあった方が良いし 
自分の家族にも会ってもらった方が良いです。 

良い悪いなんてないので 
正直に全てを話した上で  
あった方が良いです。  

結婚して、付き合いが長くなると 
あとでわかることですので 
隠しても仕方がないです。  

先にオープンにすべて話して 
その上でお互いの家族と旅行にいくくらいが 
丁度よいと思います。  

あとでお互いの嫌な部分に気づいたら 
色々と面倒だと思います。  

すべてオープンに弱みもさらけだし 
それでも結婚したいと言ってくれて  

そしていちばん大事なのは 
その時に●●さんがこの人と 
ずっと一緒にいたいほど好きだと 
思えるかどうかだと思います。  

=============================================== 
いつも丁寧な回答ありがとうございます。  
兄弟との仲がつよく、お互いの彼女の話とかよくしているみたいなので、 
私のこといろいろ話して いるだろうなとおもいます。 
表面ではいいようにいってくれそうですけど、うちうちではどうかなと、でも、それは私
も同じで、母親にに私と彼氏の悩みや不安を相談したりするので、そこはお互い様なのか
なともおもい ます。  



話にあげてくださいましたが、結婚した時義家族や、私の家族や旅行に行けるような関係
をつく れる女性になりたかったんです。私の母親がそうなので。  
ですが、私は自分の家族でも、雑談や会話がすぐ途切れて、盛り上がるとか楽しい感じに
できま せん。  
きっと、素では人に興味ない。 
でずっとそれを家族にはそのままだしてきたから性格わるかった のもあります>_< 
友達とも最初は、気を使って仲良くするのですが、旅行みたいなのは、私が、 あんまり
テンションが低い?上がらないかんじなので、身の上話を定期的に集まってする友達はい
るのですが、旅行や、レジャーを一緒にする友達はいないんです。 
私は、ほんとにすぐ会話途絶えるし、おどおどで、目もあんまり合わせないしまともにコ
ミュニ ケーション取れないひとだと感じています。  
でも、それが自分だとさらけ出す覚悟が必要なんですかね。  
遊び上手なよく笑うコミュニケーション上手になりたいです。>_< 
毎日のくせや積み重ねでどうに か変わるんですかね>_<  
最後に、直感で結婚相手はわかると聞いたことがあるのですが、直感では、ありのままで
はこの 家とうまくやっていけないと感じていたのですが、直感は当たるとおもいます
か。>_<  
たくさん質問すみません。  
=============================================== 

メッセージありがとうございます。 
 
直感は判断が難しいです。  

直感には二種類あると思っていて 
1つはスピリチュアルで科学的には  
まだ解明されていない力です。  

もう1つは経験です。  

過去の経験の蓄積が 
いいよ、悪いよ 
と教えてくれていると思います。  

私は直感を冷静に見ていて 
過去にこのパターンはうまくいったな、 
うまくいかなかったな、というのを 



ある程度言語化しています。  

例えば、投資とかだと  

・権威からの紹介など 
・ドキドキ・ワクワクする  

こういうパターンの時は 
過去に失敗しているので 
このパターンが来た時は 
やめるようにしています。 

ただし、結婚がはじめてという場合は 
過去に経験がないので 
似たようなパターンから探すしかありません。  

あと、一番大切なことは 

『失敗をどう捉えるか? 』 

であって、基本的にこの世には 
失敗は1つもないというのが 
私の考えです。  

どんなに恥をかいても 
そこから立ち上がって次に進む限りは 
失敗とは呼ばず、経験や成功のネタと呼びます。 

●●さんの思う結婚の失敗とは、 

離婚でしょうか? 
他の何かでしょうか? 

まず失敗の定義をご自身で決めてから 
その上で判断したほうが良いと思います。  

===============================================  



貴重な回答ありがとうございます。 
きっと、過去の経験からくる直感だとおもいました。  
彼の兄弟のタイプは話があわなそうだと過去の経験から感じました。 
そして、私がコミュニケー ションにほんとうに自信がないので、入って関係をつくってい
けそうにないのに、兄弟のお嫁さんは、ぐいぐいはいっていけており、家族から絶賛され
ています。 
私が比較してさらにやりにくい なと勝手に感じていること>_< 
そして、離婚してでていっている彼のお母さん (彼はとても大事にしています。) 
とても苦手なタイプだったこと。  
からうまくやっていけそうにないとおもってしまって、毎日会う仲の彼と結婚をすすめた
くないと感じているんだとおもいます。  
ただ、長く付き合った彼からはなれるのがむずかしいし、彼といていまから楽しそうだな
と感じることもあります。  
失敗は、努力では乗り越えられないような相性のわるいひとと結婚することかなとおもい
ます。  
彼の家族は、彼の家族だから私だけ異質に感じても、割り切って同居するわけではないか
ら距離をおいてやっていくのもありですかね。 
仲良くなろうとするからしんどいような気がしてきました。 
もちろん仲良くできそうならそれにこしたことはないですが。 私のおどおどや、どもり
を1番誘発してしまうようなタイプに感じるので、 パワーバランス???の関係とゆうかそ
れが気になりますが>_<  
すみません。長々と最後に1つ質問させてください>_<  
パワーバランスの問題はこの前の回答で、インナーチャイルドが関係していると話してい
ただいたのですが、 相性ではなく、インナーチャイルドを癒せば、パワーバランスであ
いてにビビるとゆうことを解消できるでしょうか。  
長々とすみません。 
お時間いただき、毎回丁寧な回答をくださり、感謝します。>_<  
=============================================== 

●●さま、  

インナーチャイルドは1つの原因かもしれませんが 
これだけで解決するものでは無いと思います。 

結婚は、お互いの努力や歩み寄りは 
必要だと思います。 



ですので、うまくいくかどうかの 
最大の方法は 

彼氏さんが●●さんを 
どんな状況であっても守ってくれるタイプかどうか?  

だけだと思います。  

女性同士の見えない心理合戦は 
けっこうエグイというか例えば、  

お母さんと●●さん 
兄弟のお嫁さんと●●さん 
に大なり小なり競争やいざこざは 

生まれます。  

しかし男性はこれらに気が付かず 
話が上手い人や、愛想が良い人を 
褒める傾向があります。 

男性にはこういうのに気がつく能力がなく 
私もなかったのですが、彼女がうつ病になり 
その心理を泣きながら教えてくれたときに 
なんて自分は鈍感だったのかと反省しました。 

それから周りの男性をみたらやはり昔の私と同じように 
悪意なく、気づくこともなく 
コミュニケーション力の高い女性を 
かばう傾向にあることに気が付きました。  

●●さんの彼氏さんが 
そういう女性心理や競争に気が付き 
全部が全部とは言いませんが、 

●●さんを一番守る 

という気持ちと態度をとってくれるかどうかが  
一番大事だと思います。  



これがあれば、大抵のことは解決します。  

●●さんもまた、彼氏さんが足りない、 
かつ必要としている何かを埋めてあげる努力は 
必要だと思います。  

それさえできていれば 
パワーバランスなんて 
どうとでもなります。  

家族行事には超たまにしか参加しない 
という選択を彼氏さんがしてくれるかもしれません。 

インナーチャイルドに戻しますが、 
癒やすのも良いですがそっちに走りすぎると 
ただの自己啓発オタク、スピリチュアルオタクになります。  
相性が良い人、悪い人はいますので 
どうやっても結婚は難しいと判断したら 
他の男性を視野にいれるのも良いと思います。  

=============================================== 


