
口下手で無口な２２歳が人気者になる 
3つの瞬間会話マスター術 

こんにちは、ウィングです。 

「人に好かれるコミュニケーションマスター術」 

を購入いただきまして、ありがとうございます。 

告白してもないのに玉砕 

今でも忘れられないのですが、私は小学生の頃、 

「おまえ、〇〇ちゃんのこと好きなんだって？」と 

どこからかバレて、告白もしてないのにフラれました。 

それ以降、彼女ができても 

「何を話せばいいのかな…」と 

緊張からくる上がり症で沈黙が続いたり、 

無口になり自分から 

大した話題も切り出す事ができませんでした。 

こういう繊細な感覚は 

生まれ持って話が上手な人には 

理解できない悩みだと思います。 



しかし、今では100人の前で話をできるほど 

話すのが上手になりましたし、 

人前でも緊張しなくなりました。 

これは完全に努力によるものです。 

地道に努力したからこそ、 

他の人でも再現できるような 

ノウハウに仕上がりました。 

そして3つの重要なポイント『だけ』に絞りました。 

人と話すときに 

たくさんのポイントがあると、 

混乱すると思います。 

しかし3つだけなら、暗記できますし、 

再現性が高くなるはずです。 

口下手やあがり症、人見知りは、 

恋愛・結婚・就職・転職… 

そして収入や友人関係で膨大な損をしま
す。 

今の時代は口が上手い人が 

勝つようになっています。 



しかし、実はそうではありません。 

自分は口下手だと思っている 

→失敗したくない 

→会話できない 

→自己嫌悪に陥る 

→自分は口下手だからと諦める 

と、昔の私のように 

負のスパイラルにハマってしまっている人が多いと思います。 

しかしたった3つ『だけ』 

ポイントを押さえることで 

今後二度と誰もあなたのことを、 

口下手、人見知り、あがり症、自信無さそう 

だとは思わなくなります。 

むしろ人気者になれます。 

恋人から 

「あなたといると楽しい！」 

と言われるようになります。 

もうあなたから離れられなくなります。 

学者のような難しい話や実行困難な事は一切言いません。 



つまらない一般論ではなく、 

心理学、脳科学、そして経験から生まれた 

独自のノウハウです。 

「一度で全て理解しよう。」 

と完璧主義になるのではなく、 

「レポート内容の3割だけでも出来るようにしよう！」 

という軽い気持ちで、読み進めていってください。 

そうすれば、少しずつ風向きが変わり、 

気付いたら人生が変わっていた、 

なんて事が起こるレポートになると確信しています。 



自分は人見知りで、何か喋ろうと思っても、 

口元で言葉が詰まってでてこなくなってしまったりとか、 

喋ろうと思ったら顔が赤くなってしまったりとか、 

面白い話題を振れず、 

いつも相手に合わせて返す事しかできなくて、 

「自分は人見知りだ」「会話下手だな」 

と思っている人が 

どうすれば人気者になれるのか、 

という話をしていきます。 

おそらく、今の私を見ると、 

人前でペラペラと話をしたりとかしているので 

「この人、人見知りだな」とは誰も思わないでしょうし、 

過去の私が、今の私をみたら驚愕すると思います。 

ですが、子供の頃はすごい口下手な上、人見知りで、 

初対面の人や喋ったことのない人と話す時には、 

緊張で手汗をかいてしまって 

「ゴニョゴニョ何言ってるか分からない」と言われたこともありました。 



小学校2年生の時には、友達経由で好きな子がバレて、 

私が好きだった子とその友達が私の席にやってきて 

「そういうのやめて」と告白してもいないのに振られました。 

その時も、本当は言いたいことが沢山あったのに 

何も言葉にできず、悔しくて家の隅っこで 

泣いてしまったということもあるくらい 

すごい口下手だったのです。 

そんな「口下手が治った」と 

自分で実感できるようになったのは、 

19歳くらいの時でした。 

それまでは本当にいろんな努力をしました。 

心理学の本を読んだり、雑学の本を読んだり、 

メンタリストの動画を見たりして 

どうすれば口下手が治るのかなと 

いろいろ考えていったのですが、 

まず雑学を学んでも効果を 

実感できることはありませんでしたし、 

実生活に使えて口下手が治るということに 

つながらなかったのです。 



口下手は人生の損 

19歳まで何をやっても口下手が 

治ることを実感できず、 

正直、自分は人気者になることは 

無理だと思ったこともありますが、 

やはり口下手のままでは人生損することが 

すごく多いです。 

特に、仕事・恋愛・結婚において、大きなハンデになります。 

「なんかつまらない人だな」と思われたりとか、 

出世も友人関係も良好に進めることができないですよね。 

やっぱり、口が上手い人が 

ドンドン自分をアピールして出世していくし、 

そうなれば収入が増えていきます。 

それに友達との関係も同様です。 

周りも一目置いてくれて 

友達の中でも中心的な立場になりますよね。 

恋人との関係もそうです。 



やっぱり何にも喋らない無口な人よりも、 

好きな人を笑わせることができて 

楽しい気持ちにさせてあげた方が 

モテる気がしますよね。 

口下手な状態って、 

失敗したくないとか 

恥をかきたくないという気持ちになって、 

そうなると、 

一歩踏み出して会話する事ができなくなって、 

そして会話ができなくなると 

「やっぱり自分は口下手なんだ…」 

と自己嫌悪に陥って、 

またさらに自信が失われて、 

さらに失敗したくないという気持ちが強くなって… 

という負のスパイラルにハマって 

ドンドン自分を追い込んでしまうようになるんです。 

なので、この口下手や人見知りは、 

かなり収入面でも友達関係でもマイナスな要素です。 



人見知りは悪ではない 

ただ、私自身、人見知りが治り、 

ペラペラと人と話ができるようになると 

「人見知りは意外と悪いものではない」 

と思うようになりました。 

よく言われるのは、ペラペラ話す人よりも 

聞き上手の人の方が人気になれる 

という話を聞いた事があるかもしれません。 

おそらく、今このレポートを読んでくれているという事は 

今までも人見知りを治すための本を読んだりとか、 

ウェブサイトを見たりして、 

「聞き上手になればいい」と思っていると思います。 

確かに聞き上手の人の方が、 

人気者になれて、しかも人から頼られるようになったり 

重宝されるようになると思います。 



ですが、聞き上手になれ 

というのはかなり抽象的です。 

「じゃあ、どう質問すればいいのか？」 

が分からないですよね。 

それに何となく聞き上手になった方が 

人から必要とされるなと理解はできたとしても、 

それは根拠もなければ証拠もなくて、 

いまいちどうすればいいか分からないから、 

今このレポートを見てくれているのだと思います。 

そんなあなたに、 

まず一番最初に伝えておきたい事があります。 

その前に一つ質問させてください。 

『口下手』の逆は何だと思いますか？ 

もしあなたが自分のことを 

口下手と思っているなら、その真逆の人です。 



どんな人だと思いますか？ 

【話すのが上手な人】 

だと思ったかもしれませんが、 

実は少し違います。 

実は、口下手の真逆というのは、 

空気が読めない人です。 

実は、空気が読めない人よりも 

口下手な人の方が断然有利で、 

空気が読めない人というのは、 

自分のことしか考えていない、考えられないのです。 

だから、人に対して質問できなかったり、 

相手が喋りたいなと思ってることを 

理解することができないので、 

口下手な人よりも 

相手の気持ちを考えることができない、ということです。 



なぜこんな話をしたのかと言うと、 

究極のコミュニケーションというのは、 

『相手のことを理解してあげる』 

ことに尽きるからです。 

ですが、空気の読めない人は、 

そんなことに気づくことができずに 

相手が疲れてるのにも気付かず 

自分のことをひたすらペラペラ話して満足してしまうのです。 

空気が読めない、 

というのは少し病気に近い部分もあって、 

心理学的な視点から言うと、 

幼い頃に親から受けた愛情に関係していて、 

自分のことをもっとアピールしたいという 

小学低学年のような子供のままだと言うことです。 

だから、口下手な人というのは、 

空気が読めない人より圧倒的に人気者になれるのです。 



嫌われたくないから口下手になっている 

というのもあると思いますが、 

少なくとも、人のことを考えてるから 

喋れなくなったり、緊張したりしてしまうのです。 

なので、今このレポートを読んでいるということは 

空気を読めないというよりは、 

口下手で無口だと言うことだと思うので、すごく改善しやすいです。 

3つの瞬間会話マスター 

口下手な人が人気者になるには 

基本的に3つの方法『しか』ないと思っています。 

実際、私自身がどういう風に 

口下手を克服してきたかというのは、 

その3つのポイントを意識できたからです。 



【人に好かれる３つの伝家の宝刀】 

其の壱： 
自分の得意フィールドに巻き込む 

其の弐： 
相手の興味ポイントだけ質問する 

其の参： 
相手以上に相手のことを理解する 

壱： 
自分の得意フィールドに巻き込むこと 

なんとなく理解はできるとは思いますが、 

ポイントは『巻き込む』ことです。 

おそらく、あなたも 

好きなこととか趣味はあると思います。 

漫画が好き、アニメが好き、映画が好き、 

釣りが趣味、ツーリングが趣味… 

なんでもいいですが、きっとあると思います。 



そして、そのフィールドであれば、 

喋ることって比較的難しくないですよね。 

もしあなたが美味しい料理屋さん知っていたら 

「オススメのお店ある？」と聞かれたら 

「ここのお店でこういう料理はおいしかったよ」 

とか思わず喋ってしまうと思います。 

服が好きだったら、 

「この色とこの色の組み合わせは相性がいいよ」 

「意外と知られてないけど、このお店は安くていい服あるよ」 

と言ってしまうと思います。 

簡単で誰にでもにできてしまう方法なのですが、 

自分の得意フィールドに持ち込むことで 

人気者になれたりします。 

よくお酒を飲んだ時にペラペラと喋りたくなること 

というのがあなたの得意フィールドなので、 

気づいたら思わず喋ってしまっていたことを 

考えるといいと思います。 

じゅあ、どうすれば自分のフィールドに 

持ち込めるかというと、 

そのテーマを議題に上げると言うことです。 



例えば、みんなといる時に 

「最近美味しい料理屋さんなかった？」 

とか 

服好きな人は「おしゃれな服ない？」 

とかってポンっと質問するだけで、 

食事の論議とか、服の論議とか、 

あなたの得意な分野の話題で盛り上がりますよね。 

これが一番簡単な方法です。 

弐： 
相手の興味ポイント『だけ』質問する。 

これが重要なポイントになってきます。 

よく、聞き上手な人が人気になるとか 

言う話は聞くと思いますが、確かにそれはその通りです。 

みんな自分のこと話したいし、 

自分のこと認めて欲しいし、 

自分のこと好きになってもらいたいので、 



聞き上手で、質問してもらえる方が 

絶対的に嬉しいのです。 

実は人気者、というのは 

話すのが上手なのではなく、 

質問するのが上手な人が多いです。 

ただ、私も様々な本を読んできましたが、 

確かに聞き上手が大事ということは書かれていても、 

「具体的にどういう質問をすればいいのか？」 

というのはあまり書かれてません。 

質問の仕方とか、コーチングとかが書いてあっても 

実生活に役に立たないと言う事がほとんどです。 

ここで大事なのは、 

ポイントだけ押さえておく 

と言う事です。 

ポイントだけ押さえておけば、 

質問が変な方向にズレないです。 

人との会話というのはサバイバルみたいなもので、 



その瞬間、その瞬間に合わせて 

パッパッと思いついていかないといけないですよね。 

でも、本には『会話の80個の秘密』なんて風に 

書かれていて、会話に集中しながら、 

同時に内容を思い出すなんて出来ないですよね。 

だから、暗記しておくものが少ないとポイントがズレないです。 

その暗記しておくものというのが、 

相手の興味ポイントだけ質問する 

と言う事です。 

では、 

「相手の興味ポイントをどう見抜くのか？」 

と言うのが重要になってきますよね。 

具体的にどうすればいいのかというのも 

話していくので、 

先に全体像だけお話ししていきます。 



参： 
相手以上に相手のことを理解する。 

ここが究極のゴールになってきます。 

なので、最終的にはここを目指して欲しいです。 

で、3つだけであれば、暗記できますよね。 

例えば、会社での会話でも 

家族との会話でも、恋人との会話でも、 

『得意フィールドに巻き込む』 

『相手の興味ポイントだけ質問する』 

『相手以上に相手のことを理解する』 

という3つだけなら、 

なんとか覚えておけますよね。 

これが7つとか8つとか出てくると 

かなりややこしくなると思います。 

なので、この3つだけは覚えてください。 



では、今から具体的に話していきます。 

其の壱： 
得意フィールドに巻き込む 

のポイントとしては、 

他の人よりも少し知識があるな 

と思えることに『気づく』ことが大事です。 

アニメでもゲームでもいいですし、 

ダイエットとか美容とか、 

私であれば、幼い頃、喘息やアトピーだった 

というアレルギーのせいもあり、 

健康について詳しかったりするので、 

そういうものでもいいです。 

自分が「これなら多少周りの人より知識ある」と 

思えること【3つ】ほど見つけることです。 

というのも、 



自分の得意なものとか好きなもの、情熱があるもの 

と言うのって、意外と分からないものなんですね。 

私が今あなたに、 

「あなたが情熱もってるものってあります？」 

って聞かれてもあまり思い浮かばないと思います。 

じゃあどうすればいいかと言うと、 

私が自分の得意なものに気付いた時にした事というのは、 

本屋さんに行くという事です。 

何も考えずフラーっと本を見ていった時に 

パッと目に留まるものって、 

自分がすごく興味ある事か、 

自分の得意なもののどちらかなんですね。 

そういうものってキーワードが飛び込んでくるんです。 

本屋さんっていう膨大な文字の数の中から、 

「あっ」と思うものにだけ目が留まるんです。 

それと言うのは、 

あなたの覚えたい事や 



目標とか夢に関わってくる事か、 

もしくはあなたの得意なもの、 

どちらかです。 

それをひたすらメモしていくんです。 

メモしておくといい理由は、 

あなたの得意フィールドが見つかると言う事と、 

もしくは 

あなたがこれから先、 

実は将来叶えたい夢だったりキーワードってものが 

見つかるので、 

目標設定とかにも役に立ちます。 

小さい本屋さんだと店員さんの目が 

気になるかもしれないですが、 

大きい本屋さんならあまり気にならないので、 

メモしていくといいです。 

こう言う風にして、 

「自分の得意フィールドはこれだ！」 

と、認識しておくことが大事です。 

だから本屋さんに行って、 

スマホとかのメモ機能を使っていいので、 



何も考えず気になるワードをメモしていくといいです。 

これだけで自分の得意フィールドがわかるので、 

こういう会話を周りの人たちとしていけばいいです。 

例えば、 

料理があなたの得意フィールドだと分かったとしたら、 

まず料理の話に興味を持つ人を見つけるのが 

手っ取り早い方法ですし、料理の質問をしてみるといいです。 

具体的には、 

「最近食べに行って美味しかった料理屋さんない？」 

「最近作ったもので美味しかったものって何？」 

と一言言えば、 

その空間は『料理』の空間になりますよね。 

料理の空間になれば、 

あなたの得意フィールドなんで問題ないし、 

あとは、 

あなたの得意フィールドが生かせるような 

コミュニティに入っていく 

と言うことです。 

例えば、今ってインターネットを使えば、 

いろんなコミュニティってありますよね。 



Facebookからコミュニティを 

探したりすることもできます。 

あなたの好きなことを 

求めている人たちがいるんで、 

そこだったらスゴイ活躍できますよね。 

だから、 

『自分の得意フィールドに巻き込む』 

に関してまとめると、 

たった一言、 

「最近面白かった映画はなに？」 

と周りにあなたの得意なフィールドの議題を上げるだけ、 

そのたった一歩の勇気を振り絞るだけで、 

そこから映画のテーマにしばらく入って 

あなたが喋れるようになります。 

そうすれば、 

「おまえ、そんな得意なことがあったのか！」 

と周りから認識されます。 

もしくは、最初から 

周りが自分が得意なフィールドが 

好きな人たちのコミュニティに入っていく。 



例えば、Facebookだったら 

「映画」とカチカチと検索すれば 

映画のコミュニティが出てくるんで、 

そういうコミュニティに入っていけば 

無理なく好きなことを喋れるようになります。 

まずは、 

自分の得意フィールドに巻き込む 

ことを意識してみるといいです。 

其の弐： 
相手の興味ポイントだけ質問する 

よく、「聞き上手になれ」とか言うわけですが、 

こういう時に言われるのが、 

シャドーイングで、 

相手が頷いたら自分も頷いたりとか、 

相手が手を組んだら自分も手を組むとか、 

相手と同じような行動をすると相手は安心する 

っていう心理学です。 



確かに、そうなのですが、 

会話してる最中に、 

相手の動きに合わせるとかやってられないですよね。 

相手の動きに合わせていて 

それで的外れな質問していたら 

相手は全然、興味を示さないです。 

例えば、映画の質問にしたって、 

相手が全然映画を見ない人に 

「どんな映画が好きです？」と聞いても 

いや映画なんて大して見ないしな…と思われて終わりですよね。 

だから、大事なのは、 

相手の興味ポイントを『見抜く』 

と言う事です。 

じゃあどう言う風にして 

見抜けばいいのかって言うと、 

２つだけ、覚えておくといいと思うセオリーがあります。 



生まれ変わっても忘れたくない 

『５つの興味タイプ』 

『５つの愛情タイプ』 

まず5つの興味タイプからいきます。 

実は、人は基本的に 

『興味を持つタイプは5つしかない』と言われてます。 

まずは、 

「あなたがどのタイプなのか？」 

という事を確認してみてください。 

おそらく、これからする話って、 

あなたがどこに行っても 

人気者になれるテーマの一つになると思うので 

できたら暗記すると良いと思います。 

これから話す5つの興味タイプで、 

あなたは、どれが１番で、どれが２番か、 

と言う風に順位も決めて欲しいです。 



５つの興味タイプ 

１つ目：『人』タイプ 

これは旅行に行った時を考えてみると分かりやすいです。 

人タイプは、 

『誰』と旅行に行くのかとか、 

旅行先で『誰』と話したのか、という 

『人』に対してとか 

人とのコミュニケーションに興味があるのです。 

だから「どこに行くのか」 

とか言うことはあまり興味がなく、 

「場所よりも誰と行くかが大事」という人って意外と多いです。 

私も人タイプが2番目なので、 

誰と行くのかというのはかなり大事です。 

好きな人と旅行に行けばそれだけでハッピーだし、 

嫌いな人と一緒にいるだけで気分が下がります。 

なので、 

人に興味を持つタイプの人がいるという事です。 



２つ目：『場所』タイプ 

どんな場所に行くのかとか、 

景色がきれいな場所とか、 

そういうところに興味を持つタイプです。 

ひとり旅をしたりする人に多いのですが、 

「イギリスに行きましたよ」とか 

「ギリシャに行きましたよ」とか 

場所そのものに興味を持つ人もいます。 

場所タイプの人というのは、 

すごい沢山の景色の写真を撮ったりとか、 

同じ場所にずっと居たりする事ができます。 

なので、『人タイプ』の人が、 

『場所タイプ』の人と旅行すると 

たまにしんどくなるかもしれません。 

『場所タイプ』の人は 

同じ場所にずっといる事ができるので、 

『人タイプ』の人は、 

もう次行こうよ…となってしまったりします。 



３つ目：『アクティビティ』タイプ 

『何を』やるのか、 

という事に興味を持つタイプです。 

例えば、旅行に行った時に 

「パラグライダーをやりました！」 

「スキューバーダイビングをやりました！」 

というような、 

『行動』に興味を示す人がいるんです。 

私はこれが1番強くて、 

「そこで何をするのか？」 

というのが重要なんですよね。 

だから、 

「〇〇に行く」と言われても興味示さないんですけど、 

「そこに行くと△△ができるよ！」と言われると 

ガッとテンションが上がったりします。 

アクティビティタイプは、 

何をやるのか？どんな体験ができるか？ 

に興味を示す人です。 



４つ目：『物』タイプ 

物というのは、 

「食べ物」とか「買い物」とかもそうで、 

ショッピングや食べる事が好きな人に多いです。 

食べる事だとみんな好きなんですけど、 

特に物に固執する人です。 

旅行に行った時にも 

ショッピングをしたりだとか、 

現地の物を買ったりとか、 

『物』に興味を持つタイプです。 

５つ目：『情報』タイプ 

例えば、旅行に行った時に、 

その場所の歴史だったり、建物が何年にできたとか、 

戦争中にどうなったとか、 

そういう情報やノウハウに興味を持つタイプです。 



ノウハウコレクターって言って、 

ノウハウとか情報集めたりする人は 

この情報タイプが多いんですが、 

旅行に行く前に 

パンフレットに目を通したりとか 

そういう事をしたりする人が多いです。 

意外とこの情報タイプと旅行すると面白くて、 

何にもない建物とか見て「ふーん」と思っても、 

この情報タイプの人が 

「この建物は歴史上の誰々がこういうことやったんだよ」 

と言ってくれると、 

私は人タイプが2番目なので、 

歴史上の人物とか出てくると 

少しテンション上がるんです。 

こんな風に、 

興味タイプにしても５つ 

あって、 

みんなどれかに興味があるんです。 



これには優先順位があって、 

私も、 

1番目が『アクティビティ』何をするのかに興味があって、 

2番目に『人タイプ』で誰とやるのか、 

3番目は『情報かな？』という感じです。 

だから興味一つとっても 

５つのタイプがあって、 

例えば、あなたが旅行する時をイメージしてもらえば 

分かると思うんですけど、 

あなたが人タイプで 

誰と行くのかをすごく重視しているのに、 

場所をすごい重視してる人と一緒だと、 

ずっとおんなじ場所で写真撮ったりとか、 

ずっと同じ場所で瞑想し始めちゃったりするんで、 

かなり苦痛になったりします。 

逆もまた然りで、 

アクティビティタイプの人は、 

場所タイプの人と合わなくて、 

「はやく次の行動しようよ！」と思ってしまいます。 



情報タイプの人だと、 

うんちくを語り始めちゃって、 

アクティビティタイプの人は 

「とにかく次のジェットコースター乗ろうよ」とか 

「はやくスキューバーダイビングやろうよ」 

って風になってしまいます。 

相手の興味タイプというのは、 

少し観察すれば見えます。 

なぜかというと、 

確実にそこに『時間』と『エネルギー』を注いでいるので。 

人にエネルギーを注ぐとか、 

場所にエネルギーを注ぐとかです。 

なので、相手の興味タイプが知っておくだけで、 

質問する事ってわかりますよね。 



人に興味を持つタイプには 

人について質問すればいいし、 

場所タイプの人には、 

場所についての質問をすればいいし、 

アクティビティの人には、 

アクティビティの質問をすれば良いという事です。 

なので、相手の興味タイプを見抜けるだけで 

コミュニケーションって全然変わってきますよね。 

何を質問すればいいか分かるし、 

あとは喧嘩にもなりづらいです。 

５つの興味タイプって心理学の世界では 

割とメジャーな方なんですが、 

知らない人は多くて、 

相手の興味タイプを知らないだけで、 

よく分からずイライラしてしまったりとかするんです。 

でも、相手の興味タイプがわかると、 

「あ、この人は場所タイプだから場所に居座るんだな」 

と理解できるんで、 

あんまりイライラしてこないです。 



それにバランスも取りやすいです。 

「この人は場所タイプだから、 

じゃあ10分この場所に付き合うから、 

今度は10分、私の人タイプに付き合ってもらおう！」 

とかってバランス取れたりしますよね。 

それに、まず、 

このテーマ自体が会話のネタ 

になります。 

例えば、 

私が今伝えてきたことを 

家族とか、恋人とか、 

グループで集まった人たちにシェアして、 

「あ、今回は人タイプの人が多いから人重視にして、 

でも場所タイプの人もいるから写真とかもしっかり撮ろう」 

って風すれば、 

喧嘩にもなりにくいし、コミュニケーションも取れます。 



まず、この５つの興味タイプを 

キッチリ記憶に刻み込んで欲しいです。 

そして、もう一つ、覚えて欲しい事は、 

５つの愛情タイプ 

です。 

人が愛情を表現する時とか、 

愛情を感じる時というのは 

５つのタイプがあると言われています。 

１つ目：『言葉』 

例えば、好きだよと言ってもらえて 

初めて愛情を確認できたりとか 

愛情を感じれたりするタイプの人です。 

２つ目：『ボディランゲージ』 

手を繋いだりとかキスしたりとか、 

そういうスキンシップによって、 

愛情を感じれるタイプです。 



３つ目：『時間共有』 

時間共有タイプというのは、 

喋ったりとか、スキンシップとかがなくても 

時間を共有すれば、愛情表現していると思うタイプです。 

例えば、黙ってても映画を一緒に見て 

時間共有していれば、 

愛情があると感じれるタイプです。 

４つ目：『プレゼント』 

プレゼントタイプというのは、 

物だけではないのですが、 

何かプレゼントをもらったりとか 

何かの物をもらう事で 

愛情を感じれたりとか、 

愛情を伝えたりする事が得意なタイプです。 

５つ目：『気遣い』 

ホスピタリティとも言います。 

どういう事かと言うと、 

喋ったりするのは得意じゃないけど、 

相手に対して気遣いをする事によって、 



愛情表現をしたりとか、 

愛情を感じたりするタイプです。 

最初に考えて欲しいのは、 

「自分がどの愛情タイプなのか？」 

と言う事。 

あなた自身は、どのタイプが強いのか。 

あとはあなたの周りにいる、 

恋人や家族がいるのであれば、 

「その人たちはどういうタイプなのか？」 

を考えてみると、何となく分かるものです。 

この愛情タイプもまた喧嘩の原因になり得ます。 

ただ、どれが偉いとか、 

どれが偉くないとかはなくて、 

例えば、相手が好きだよって言う 

『言葉タイプ』の人で、 



ただ、あなた自身は言葉タイプの要素はあんまりない 

『気遣いタイプ』だとしたら、 

あなたは「好きだよ」ってあんまり言わないで、 

そっと抱きしめてあげたりとか、 

疲れて帰ってきたら 

温かいコーヒーを入れてあげたりとかする事で、 

愛情を表現しているつもりなのに、 

言葉タイプの人は 

言葉で好きだよって伝えてくれないと 

愛情を感じられないので、 

「この人、全然言葉にして伝えてくれない、 

もしかして私のこと好きじゃないのかも…」 

とか思ってしまって 

喧嘩のタネになって、 

別れてしまうとかって結構あるんです。 

これもポイントで、 

相手の愛情タイプを理解しておくだけで、 

「あ、この人は言葉タイプだから、 

ちゃんと言葉で伝えてあげないといけないな」 

って風にする。 



あなたがすごい気遣いしたりとか、 

高価なプレゼントしたりとかよりも、 

「好きだよ」というたった一言が 

すごい愛されてる！と感じられたりするんです。 

むしろ、言葉タイプの人に 

無口でプレゼントすればするほど、 

逆に嫌われてしまうなんていう 

ジレンマに陥ることになったりするんです。 

だから、こういうタイプを理解しておくと 

良いかなと思います。 

実は、こういう人のタイプや区別って 

もっともっと沢山あるんですが、 

基本的にはこの二つを知っておけばいいかなと思います。 

相手の興味タイプと相手の愛情タイプ 

この二つさえ理解しておけば、 

「どういう質問をすればいいのかな？」 

ってことが見えてきますよね。 



そして、 

「どういう接し方をすれば相手が喜ぶのかな？」 

ということも見えてきたりしますので、 

この２つだけをしっかり覚えておけば良いと思います。 

そしてあなたが聞き上手になるというのも 

相手の興味ポイントがわかっていれば、 

そこに特化して質問してあげれば、 

相手は気持ちよく喋ることができますよね。 

なので、これが 

口下手な人が人気者になる２つ目の方法です。 

そして、３つ目。 

相手以上に相手を理解する。 

これが結局、本質の部分になってくるのですが、 

基本的に私が考えるコミュニケーションというのは、 

一番相手が喜ぶポイントというのは、 



「自分のことを理解してくれた！」 

と感じれた時なんですね。 

自分のことを理解してくれる人というのは、 

本当にかけがいのないもので、 

「この人だけは自分のことをわかってくれる！」 

という人と出会った瞬間っていうのは、 

奇跡の人間関係が生まれるんですね。 

あなた自身も経験が少しはあったと思います。 

「なんか自分のことよく分かってくれるな」 

「この人以上に自分の事わかってくれる人はいないな」 

っていう人と出会ったとしたら、 

すごいペラペラと喋るのが上手い人、よりも 

お金持ちだったりする人、よりも、 

プレゼントくれるなんて言う人、よりも 

自分の心の奥に隠していた深層心理とか 

本当に深い悩みとかを理解して 

共感してくれる人のほうが、 

おそらく人生において見たら重要だと思うんですね。 



なので、余計な事を考えるよりも、実は 

『相手のことを理解する』って事だけに 

フォーカスしていった方がいいんです。 

でも、ここがすごい難しくて、 

「じゃあどうやったら、 
相手を理解できるのか？」 

ってあまり本とかでも書かれてないんですね。 

なので、『理解』について話していきます。 

これが一番大事で、重要な内容で、 

全てのコミュニケーションの土台になってきます。 

逆にこれさえ出来れば、 

大して喋らなくても人気者になっていくんですね。 

「すごい私のこと理解してくれる！」 

と思ったら、みんなあなたと友達になりたいし、 

恋人になりたいと思ってもらう事ができるんですね。 



なので、一番大事な要素になってきます。 

『理解』について、 

あまり日本の教育で教えられる事ってないのですが、 

心理学の世界では大分研究されていて、 

理解には４段階あります。 

ここで、まず一人の 

あなたが一番大事だと思う 

家族や恋人の顔を思い浮かべながら、 

「相手に対しての理解がどのレベルにいるのか？」 

って事を意識して見て欲しいです。 

１段階目（最低レベル）： 
相手のことを理解しようとしていない 

空気が読めないと言われる人がまさにここで、 

「相手の事を知ろう！」「相手の事を理解しよう」 

とすらしていないんです。 



自分のことでいっぱいで、 

自分のことしか興味がなくて、 

自分のことだけ喋りたいから 

相手のことを理解しようとすらしてないんです。 

実はこれが人口の約30%いると言われています。 

つまり、3分の1の人は 

この最低レベルにいると言われています。 

まず相手のことを理解しようとしていない。 

『理解』って言うのがコミュニケーションの 

一番大事な武器なわけですが、 

その最も大事なことをしようとしてない 

と言う事があります。 

これが１段階目です。 

２段階目： 
理解はしている。 

けれど、それを伝えていない状態。 



どう言う状態かというと、 

「相手のことを知ろう！」 

と理解はしようとしていて、 

相手がどういう悩みを持っているのか、 

どんな目標を持っているのか、 

どんなところに住みたいのか、 

どんな事をしたいのか、 

どんな恐怖を持っているのか、 

いろんな事を理解しようとはしているんですけど、 

それを相手に伝えてなかったら、 

当然、相手はあなたが自分の事を 

理解してくれてるって気づかないですよね。 

結局相手が気付かなかったら 
意味がないんです。 

せっかく理解していたとしても。 

口下手な人というは 

この２段階目にいる人が多いです。 

相手の事を理解しようとしているけど、 

それをシェアできてない、です。 



３段階目： 

相手を理解して、 

その事を相手に伝えている。 

「今こんな事で悩んでるよね」 

「こんな事が辛いよね」 

「今こういう道に進みたいんだよね」 

と言う事をちゃんとシェアしている状態。 

こうなってくると、相手も 

「自分の事理解してくれてるんだ！」って思いますよね。 

４段階目： 
相手以上に相手の事を理解する。 

これは超能力者でもないから 

無理だよと思うかもしれないんですけど、 

実は、あなたもそうですし、私もそうですが、 

いまいち自分のことって分かってないんですよね。 



意外と自分とよく一緒にいてくれる人の方が、 

自分のことって分かってくれてるんです。 

それって言うのはいろんなところに信号が出ていて、 

例えば、喋るスピードだったり、 

喋る熱量だったりとか、目線だったりとかです。 

これはおそらく女性の方が得意だと思います。 

よく嘘を見抜く女の勘とか言いますよね。 

これは、 

ビフォアーアフターで違和感を一瞬で見抜くという 

脳の性質が女性の方が優れているのです。 

これは遺伝子的に脳の構造が 

そうなっているので仕方ないことです。 

だから、女性の方が、 

相手以上に相手の事を理解している人が多いんですが、 

これをちゃんと相手に伝えると言う事です。 

そうする事で、相手はハッとするんですよね。 



「あ、実は自分ってそういう人間だったのか！」 

とか 

「実はそういう恐怖があったんだ！」 

とか 

「実はそういう道に進みたかったんだ！」 

という 

自分ですら気付けなかった自分に気付くからです。 

ここまでいけば、最高です。 

ただ、この段階まで行くというのは、 

練習も必要で、 

相手の悩み、欲望、目標、理想、恐怖、夢… 

そういったものを 

１つ１つ項目に分けて理解していかないと 

なかなか出来ないのですが、 

でも、これを言われた瞬間に、 

「この人に一生ついていこう」って思うんですよね。 

だって、 

自分でも分かってない自分のことを伝えてくれて、 

新しい道に導いてくれるわけなんで、 

この人についていきたい、と思うんです。 



これは言葉だけじゃなくて、 

プレゼントとかでもそうで、 

例えば、 

プレゼントが上手い人と下手な人というのもいて、 

プレゼントが上手い人っていうのは、 

相手の気持ちを察して、 

「なんか欲しい？」って聞かれた事に答えた時に 

それを上回るプレゼントをする人っていますよね。 

その人は４段階目の 

『究極理解』という所にいて、 

本人以上に本人のことを理解している。 

それをプレゼントという形で上手にシェアしているんで、 

そういう人とは一緒にいたい！ってみんな思うんです。 

なんで、これは練習が必要になってくるんですが、 

今回のテーマである 

『口下手な人が人気者になる』という所では、 

まず、３段階目まで行くこと 



「こういうことで悩んでない？」 

「本当はこういう道に進んでみたいと思ってるんじゃない？」 

という事をふと『一言言うだけ』なんです。 

ペラペラ喋る人って言うのは、 

逆に空気が読めないって事なんで嫌われます。 

たった一言、 

相手の興味ポイント・愛情ポイントに焦点を当てて、 

そのテーマを投げかけてあげるだけで、 

あとは勝手に相手が喋るんです。 

どうしてもペラペラ喋ってる人の方が、 

人気者に見えるんですけど 

そういう人はその瞬間だけは 

人気者になってるように見えるんですけど、 

実は深い付き合いになっていなかったり、 

家では一人ぼっちで寂しかったりしてるんです。 

なので、ペラペラ喋るのが上手くなるのではなくて、 

常に相手の興味ポイントを意識して、 

ポッと一言、言ってあげるだけです。 



「最近どんな場所が面白かった？」 

「最近なんの映画見た？」 

「最近どんな遊びした？」 

ってポッと一言、 

相手の興味ポイントにマッチした 

質問をしてあげればいいです。 

しゃべり上手になる、 

というのとはまた違いますが、 

『人気者になる』と言う意味では、 

これがベストな方法だと思います。 

最後に 

まとめると、 

✅ 自分の得意フィールドに巻き込む事 

✅ 相手の興味ポイントに『だけ』質問する事 

✅ 相手以上に相手の事を理解し、相手にそれを伝える事 

です。 



もっと極論言うと、 

相手の興味ポイントをちゃんと知って、 

相手が知って欲しいと思ってる事をちゃんと理解して、 

それを『一言』言うだけです。 

「こんな事で悩んでない？」 

「最近おもしろかった映画ない？」 

って言う質問を一言放つだけで 

あとは相手が勝手に話して、 

しかも相手はあなたのことを話し上手だと思って、 

口下手だとは一切思われなくなります。 

人はみんな自分のことを喋りたいし、 

自分のことしか考えてないんです。 

本当は人見知りとか口下手って 

すごく良いことで、 

相手の事をすごくよく理解してるし、 

相手の事をすごく考えてるんです。 

でも、失敗するのが怖い。 



要はシェアするって言う一歩が 

踏み出せてないだけなので、 

真逆の空気が読めない人って言うのは、 

これはこれで解決策もあるんですが、 

その人たちよりも圧倒的にコミュニケーションで有利なんです。 

なので、 

もしかしたら自分のことを口下手で人見知りで、 

自分はダメかなと思ってるかもしれませんが、 

実は結構有利なところにいるんです。 

一番大事な、相手の事を考えるとか 

相手の事を理解するって言う所にいるんで、 

あとはちょっと勇気を出す、 

というレベルでもないですが、 

相手の興味ポイントを質問してあげる 

だけで周りから口下手だとは思われないんで。 

いつの間にか、人気者になれるんで 

ぜひチャレンジしてみて欲しいなと思います。 



私自身、すごく口下手でした。 

実はこのレポートは1万4000文字くらいあって、 

読んでくれた人は、こんなボリュームで書いていて、 

「こんだけ文章書ける人が口下手なわけない」 

と思うかもしれないですが、 

すごく色んな練習もしてきて 

失敗も恥ずかしい思いも何度もしました。 

最初にも記したのですが、 

小学校2年生の時、 

告白すらしてないのにフラれた事もあるくらい 

自己主張も苦手だったし、 

中学に上がってからも 

国語の授業の時とかに発表する機会があって、 

発表した後、友達から 

「モゴモゴして半分以上聞き取れなかった」 

と言われたこともあります。 

それくらい緊張しいで舌が回らず 

滑舌よく話せないなんて事がありました。 



そんな中で、 

高校2年生くらいの時に 

ダウンタウンの松本人志さんを見て、 

「この人みたいに喋れるようになりたいな」 

と思って、 

松本さんの喋ってる漫才とかネタを 

丸々、手書きで書いたのです。 

すごい喋るので、ノート4冊分とかになったのですが、 

そうやってる間に「面白い人」とは 

認識されるようになったんですが、 

「人に好かれるようになったか？」と言うと違いました。 

どちらかと言えばいじられキャラに近くて、 

ただ笑われて終わりだったり、 

それで恋人ができるわけでもありませんでした。 

おもしろい人というのは 

特効薬みたいなもので、 

一時的に空気の雰囲気を盛り上げるだけ盛り上げて、 

あとはさよなら、みたいな捨てられるようなポジションなので、 

おもしろい人がモテるわけではないんです。 



一番大事なのは、『理解する』という、 

相手自身の分かってないことまで理解してあげれる人が、 

本当に唯一無二で、 

誰からも必要とされる人になれるので、 

雑学とかおもしろい人とかを目指すのではなくて、 

この『理解』という所を目指して、 

そして何かをたくさん覚えるとかではなくて、 

今日話した３つのポイントだけ暗記して、 

ぜひこれから、 

人とコミュニケーション取るといいかなと思います。 

実はこっから先、 
２パターンの道があります。 

少しイメージしてあなたが、 

『どちらの道に進みたいか？』を選んでください。 



1つ目の道は、 

「あー、なるほど。何となく分かったな。 

とりあえず明日やってみるかー。」 

　↓ 

翌日： 

「今日はやるきっかけがなかったしな。 

しょうがない、明日からやるか。」 

　↓ 

翌々日： 

「うーん、上手くいかないし、 

やっぱり自分には向いてないのかも…」 

　↓ 

翌々々日： 

「まあいいや、 

500円しか損してないし、もうやめた。」 

そうやってまた会話下手に悩んで、 

周りから孤立し、 

休憩時間も休み時間もいつも一人で 

人から逃げるようにコソコソ息を潜めて、 



いつも人に囲まれた人気者たちを 

横目で眺めながら、 

あなたのLINEの通知のこない惨めなスマホを 

タッチしながらゲームをする毎日に戻る。 

それが１つ目の道です。 

２つ目の道は、 

「よし！これなら出来そうだ！ 

さっそく明日から実践しよう。」 

　↓ 

翌日： 

「勇気振り絞ってみたけど 

やっぱり出来なかった…。 

ぼくが人気者なんて無理じゃないかな…」 

　↓ 

翌々日： 

「でも昨日で、 

何となくやり方は分かったし、 

今日はもう少しだけ勇気出してみよう。」 

　↓ 



翌々々日 

「あれ、なんかコツ掴めたかも…！」 

そして、少しずつ、あなたの人生が動き出し、 

1人、2人と、あなたを必要とする人ができて、 

3ヶ月後にふと気づいたら、 

あなたはいつも友達に囲まれる人気者になっている。 

そんな道を選ぶか。 

あなたは、 

１つ目の今まで通り、 

いや、これから先、自信が持てないまま、 

一生孤独で一人ぼっちの人生か、 

２つ目の道、勇気を一歩踏み出して 

一歩ずつ、今までの人生と決別して、 

人気者になり、毎日を笑顔と幸せで満たす人生。 

どちらを歩む人生にしたいですか？ 



重要なのは、 

ノウハウや知識を得る（インプット）事ではなく 

それを『実践（アウトプット）』することです。 

重要な３つのポイントだけ押さえて、 

アウトプットすることによって、 

初めて、『自分の一部』になります。 

もしも、 

あなたが１つ目の人生を変えて、 

２つ目の人生を歩んでいきたいと望むなら、 

その第一ステップとして、 

ぜひ今回のレポートの感想を 

アウトプットしてみてください。 

アウトプットしてくれたお礼に、 

本来であれば有料サポートである 

人生が変わる3分の音声を毎朝プレゼントします。 

毎日、この音声を聞く事であなたが 

挫けそうになった時にネガティブ思考を吹き飛ばし、 

劇的に1日の行動力が満ち溢れてくる話をしていきます。 



これは「え、本当に？！」とよく驚かれるのですが、 

私は現在、事業家でパソコン一台あれば、 

日本全国どこでも仕事できます。 

仕事も半自動化して、 

時に色んな遊びをし自分らしい人生を送っています。 

 

今回のノウハウもそうですが、 



精神的、経済的、肉体的に成功するためには 

実は『ちょっとしたコツ』だけです 

そのコツを『3分の音声 ×31日』でまとめた 

音声を毎朝プレゼントします。 

ただ何も考えずに毎朝音声を聞くだけで 

あなたの脳や遺伝子が勝手に活性化され 

お金や人間関係が上手く回るようになります。 

高額セミナーに参加してくれた人だけに 

限定して配った特別な音声配布です。 

アウトプットしてくれた 

人生を変える意思のある人に 

プレゼントしたいと思っています。 

アウトプットする感想は 

どんなに短くても大丈夫です。 

大事な事は、聞いた内容を 

あなたの言葉で外に出す事です。 



ぜひ以下のフォームをクリックして、 

『3分の音声 ×31日』の 

人生を変える音声を手に入れてください。 

アウトプットして特別な音声を手に入れる： 

→ https://next-luxiel.com/p/r/YrpSGwC9 

あなたの人生を少しでもより良くする 

お手伝いができたら本当に嬉しいです。 

長い文章を最後まで見ていただいて、 

ありがとうございました。 

ウィング

https://next-luxiel.com/p/r/YrpSGwC9

