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コミュニケーションが苦手と思う方へ 

初めましての方と 
なかなかうまく喋れなかったり 

うまく喋ろうと思っても空回りして 
空気が悪くなってしまったり 

そんな失敗をして 
話すことに苦手意識を持ってる方いませんか？ 

他にも、 
・そもそもどうやって会話って盛り上がるの？ 
・会話って何が正解なのか？ 
・盛り上がってるのに相手の好感度が上がらない！！！ 

このように悩んでる方もいませんか？ 

僕もビジネスだったり 
初めましての女性と話す時にめっちゃつまらない様な表情をされて 
結局、解散した後、二度と連絡がこなかったり 

盛り上がったと思ったけど次に続かなかったりと 
コミュニケーションに苦手意識を持ちながら生きてきました。 

だから、喋ることにすごくコンプレックスがあったり 
会話が詰まったり、無言の時間が苦しくなって 
無駄に盛り上げようと無茶して、逆効果になってしまったり… 

この状態が続いてしまうとやっぱり恋愛もうまくいかないし 
人間関係も堂々と楽しむ事ができないですよね・・ 



けど、もう大丈夫です！ 

今回のテーマは 
『コミュニケーションが高い女性がやってる絶対に失敗しない奥義』 
を紹介するので会話下手などの悩みが解決します。 

この方法を教えたコーチング生は 
会話に自信が持てて、接客だったり、初対面の方とも仲良くなれ 
すごく人生における自信がつきました！ 
という結果を出されています。 

「今回、紹介する内容と同じ方法が私も使えるのだろうか…」 
と悩んでしまう方もいると思います。 

ですが、こちらの無料PDFでも 
会話がうまくいかないポイントから改善方法まで、 
持っている悩みを解消する為の方法をお伝えします。 



相手が知ってる話題を中心に話す 

会話が苦手な人ほど 
自分の話をしようとする傾向があります。 

盛り上げる為にどんな会話をしていいか分からないから 

・自分〇〇好きなんだよね～ 
・〇〇のテレビ見た？ 
・最近こんなニュースあるよね 

の様に当たり障りのない会話しかできなくなってしまいます。 

そんな方に是非やって欲しいのがこの 
相手が知ってる話題を中心に話すということです。 

なのである意味自分がインタビュアー、質問者側になるということです。 

こう言うと、 
・自分が知らない会話が来た時にどうするの？ 
・盛り上がるかな・・ 

とよく悩まれますが 
ここも同じ様に『自分が知らないから教えて！』っという気持ちで 
インタビュアーになるだけで解決できます。 

こうすることで相手からしても 
自分の好きな話題に乗ってきてくれようとしているわけなので 
その人からしても嬉しいし、相手がこの話題での好きなポイントを教えてくれるわ
けです。 

この時点で好感度が上がらないわけがないです。 
もちろん聞き方や質問の仕方も大事ですが 
まずは相手が知ってる話題を中心に話すという意識が大事になってきます。 



１つの話を脱線しない 

よくやりがちなのが浅い話で終わって


次の話題を振らなきゃ！


と困ってる人もいらっしゃいます。


そこは1つの話題を脱線せず深掘りするのがオススメです。


事実は１つ解釈は無限 

という言葉があるように


・その人はそれについてどのような解釈をしたのか？

・どのような価値観を持っているのか？


そこに興味を持ち、聞くことが大事です。


深く話を掘っていく方が

密度の濃い会話ができるようになります。


ここが浅いから印象にも残らない時間になってしまいます。




話を掘り下げて広げる 

では、その話を掘り下げるコツとしては 

相手の発言になぜ？どうして？という背景に疑問をもつ事です。


つまり、

その発言に至るまでのその人の経験、生きてきたの確認をすること。

過去をしっかり見て確認しようねという事です。


男性 
「やっぱカッコいい生き方をしたいよねー！」


自分 
「具体的にはどうゆうこと？」

「具体的にはどんな人のような生き方ー？」

の様な感じ。


けど、人によってはノリで喋る人もいて

具体的に話が進まない人もいます。


そんな時は仮説を作ってあげるのがオススメです。


男性 
「やっぱカッコいい生き方をしたいよねー！」


自分 
「それってキムタクみたいな？」


そう聞くと男性はそこを基準に、

それ！ or ちょっと違うかな…


という次の情報が引き出せます。

そこからまた深掘りしていくのがオススメです。




感情を掘り下げる 

相手のことをより深く理解する為に、相手の感情にも注目するのがオススメです。


感情を掘り下げる方法としては

・そうなんだ～


等だけでなく、


・それどんな気持ちだったの？

・嫌な気持ちじゃなかった～？

・苦しかった？楽しかった？


という相手の感情に目を向けて 
相手の感じた感情をさらに掘り下げていきます。 

この聞き方をすると、相手は話はたくさん出してくれます。


ここで意識すべきは


・相手はどういう人生を歩んできたのか？

・どういう人間関係を通して生きてきたのか？

・どういう価値観で生きてきたのか？


そこで何を感じて生きてきたのか？ 

そういう相手の発言の背景、過去を見てあげるのが大事になってきます。




短く伝える 

これは言葉通り『短く伝える』のが大事だという事です。 

コミュニケーションが苦手な人ほど

自分語りで10分を超えてしまう方も多くて

相手はそんなに話を聞いてられません。


けれどこの短く伝えるのが難しい方もいらっしゃいます。


なので意識して欲しいのは

この短いというのは


「字数」でなく『秒数』


を基準にするのがオススメ！


できれば10秒から30秒以内に話しきるのを意識しましょう！

なので、余計な情報を喋らない練習にもなります。


短くてシンプルな言葉だけが人の耳に残るので

ここを意識するだけでも全然変わります。




より具体的に話す 

別の表現で言うと 
『抽象度を下げる』という言い方もします。 

例えば、目の前に『液体』があるとして、この『液体』は抽象度が高い表現です。 

この液体の抽象度を下げると 
・液体→水、ジュース、お茶 
という具体的な表現になります。 

少し難しいのでここでは覚えなくていいですが 
このような感覚で会話に応用してほしいと思います。 

その為に、会話の中で具体性を出す表現として

『の』を使ってズームしていくのがオススメです。


「ラーメン美味しかったね～」

 →ラーメンの『スープ』が美味しかった


「うちの子、かわいいでしょ？」

 →うちの子の『鼻』がかわいいでしょ


「海外が好き」

 →海外の「響き」が好き


というように『の』で対象をズームする事で

『見るポイント』が変えることができ、より具体性が持てます。


それによって、こちらが何を考えてるかも

相手にしっかり伝わるようになります。


『の』を使えばより、お互いの伝えたい事の核心に迫る事ができます。




例え話で説明する 

例え話をする事で難しい話を簡単にしたり

『相手との共通認識』が生まれやすくなります。


更に、その例え話も相手が知ってる話題に合わせる事で、更に伝わりやすくなりま
す。


なので、その相手が知ってる話題を知る為にも

相手がまず何が好きなのかを確認するのも大事になってきます。


『共通の話題を使って、例え話をする。』 
ここに関しては、練習は必要だったりするので一人の時間で練習するのもオススメ
です。 



先にゴールを明確にする 

何事もゴールから逆算して進もうとすると、

自分もわかっていなかった落とし穴がわかるようになります。


意外とコミュニケーションで悩まれてる方や

話し方ちょっと苦手だなと思っている人ほど

何が分かってないかが、分かってない人が多いです。


人生も未来から現在に逆算することで

・何が抜けているか？

・どこがわかっていないか？


というのが俯瞰して見えるようになり、

これも論理的に筋道を立てて考える方法です。


関西の方も同じようにオチを考えてから話してるから

最後の着地が明確になって話が進むという流れです。 

簡潔に考えるならば 
・付き合いたいのか？ 
・次のデートに誘いたいのか？ 
・連絡先を交換したいのか？ 

そのゴールを決めてから、それが叶うための行動を考えよう！ 
という所だったりします。 

このゴールを先に明確にしていきましょうね！ 



何のために？を考える 

・自分は何のために会話してるのか？ 
・何のために目の前の男性と会ってるのか？ 
・何のために恋愛をしようとしているのか？ 

というように 
自分に向けて『何のために？』を追求する事が大事です。 

この『何のために？』を追求することにより 
自分の本心が明確になりブレることが少なくなります。 

それに相手に対しても『何のために？』を追求するのも重要です。 

ここを見落としてしまい、男性の誘いの意図を理解しないまま変な関係になってし
まう女性も多く見られます。 

しかしコミュニケーション能力の高い女性ほど

この『何のために？』を意識されてるので、ちゃんといい男性を見抜く力がありま
す。


なので相手の真意を見抜く力をつける為にも

『何のために？』をしっかり考える癖を付けていきましょう！




テンションを上げる 

コミュニケーション能力を上げたければ 
テンションを上げるのも効果的です。 

声の大きさ、体の動きを大きくするだけでも 
相手への伝わり方が断然違ってきます。 

動画内ではお伝えしてませんが 
「メラビアンの法則」というのもあり、それを見ればよりテンションをあげた方が
コミュニケーションは効果的というのがわかると思います。 

ですが、常にハイテンションを続けるのは辛いので 
会話の最初と最後で、いつもの1.5倍ぐらい高く出すだけでも十分相手に良い印象
で伝わります。 



聞く姿勢を作る 

「あなたの話を聞いている」という状況を態度で示すことができれば、コミュ
ニケーション以前に好感度があがります。


例えば、スマホを見ながら相手の話を聞く状況は

相手からしたら話を聞いていないように見えますよね。


その瞬間、実は相手の好感度は下がる傾向だったりします。


なので体のリアクションも含めて

「あ、この人は聞いてくれている！」

と思わせる状況を作るのもとても大事になってきます。


好感度が上がる＝信頼も高まる

という構造になっていくので、会話の時は特に意識するポイントです。


わかりやすいのが携帯で

・デート中、男性といる間は携帯はカバンにしまう

・携帯を触ってもテーブルには置かない

・会話だけに集中する


このように相手にだけ集中すれば、勝手に聞く姿勢は作れます。


何を伝えたかじゃなくて、相手に『何が伝わったか？』 
ここを意識していくのがおすすめです。




自己開示をする 

自分の失敗談、恥ずかしいと思ってるコンプレックス 
それらを敢えてバラす事で「〇〇さんもそんな辛い過去があったのか…」と 
相手に同じ人間だと認識をさせることができます。 

この人は私と同じ様な価値観だし、同じ人間なんだなと思わせるという 
『共感』を作ることがコミュニケーションでは重要です。 

いわゆる、意図的に共感を作るという行為です。 

・私は自信がないし 
・相手よりも下だから… 

とネガティブな事を考えてしまう人もいますが 
意外と相手も同じ様にネガティブに考えてるパターンが多いです。 

なので、あなたの目の前の人、これから関わる人も 
自分と同じにように会話に苦手意識があるかもしれない！ 

このような視点を持つだけでもお互いの関係値を変えることができます。 

それに自己開示がないことによって 
・この人って人の感情がない 
・なんか壁を感じる 

と、相手は感じる可能性もあるので気をつけたい項目ですね！ 



具体的にアクションする 

例えば、過去に経験があると思いますが 
「がんばれ！」と言われても、何をどう頑張ればいいか分かりませんよね。 

「がんばれ」というよりは 
・胸を張って！ 
・声を出して！ 
・顎をあげよう！ 

など、具体的に体の動きで教えた方がわかりやすいし、理解しやすいです。 
つまり『動詞』でより具体的に表現する方がいいです。 

「今日、連絡くださいね！」 
と相手に伝えるよりも、 

「ライン待ってますね！」 
「お電話待ってます！」 
の方が具体的に行動するイメージしやすいです。 

なので、 
「またラインくださいね！」と伝えるよりは 
「家に帰ったらラインくださいね！」 

の方が「いつ」ラインするという明確な目標がわかり、相手も行動しやすくなりま
す。 



相手に気付かせる 

コミュニケーション能力が高い人ほど 
相手に教えるのではなく、相手が自ら気付くように誘導する、という方が多く、ア
ドバイスをすることは少ないです。 

『アドバイスする』と言うことのように聞こえますが 
言い方を変えるなら、問題解決をすると言うことになります。 

つまり『あなたに問題があるよね』と相手に言っている前提とも言えます。 
なので相手からすれば否定されてると受け取る方もいるので 
相手によってはアドバイスをされることを不快に感じる方もいます。 

なので、アドバイスをするのでなく

相手が自ら気付くように誘導をしてあげるのが大事です。


頭ごなしに言われるよりも

自分で「あ、そっか！わかったぞ！」と自分で気付く方が満足度もあがります。


『どうしたら失敗は防げるんだろうね～』

という感じで視野を広げてあげる質問をしたり、


『こうゆう考え方もできるかもね？』

という新しい視点を与えてあげることで


『自分で答えを見つけた』という嬉しさを相手は感じて

それを導いてくれたあなたに対して好感度が上がります。




【最後に】 
たくさんの特徴を挙げていきましたが

コミュニケーション能力が高い女性は無意識にこのような事をやっている方が多い
です。


いきなり全てをマスターするのも難しいですし、これらのテクニックは練習あるの
みです。


まずは、できそうな所から１つずつ意識しながらマスターしていただけると嬉しい
です。


イルティ自身も、コミュニケーションの修行は１０年以上行っています。


なので、すぐに身につくものではないし、結局は相性だったりフィーリングだった
りするので、うまくいかないからといって、落ち込まなくても大丈夫ですからね！


実践→反省→改善 
を繰り返してコミュニケーション能力を磨いていきましょうね！


