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本心、本音をうまく伝えれない 

自分の本音を話すことができません… 
この相談は、恋愛相談の中でもよく来るお悩み相談だったりします。 

なので今回、 
心の仕組みを通して 
なぜ本心、本音を伝えることができないのか? 
というのを解説をしていきます。 

（言いたいことがあるのに…） 
（本音、本心はあるのに…） 

でも、それを言おうとすると 
言葉が詰まって、すごく苦しくて 
涙がでて泣いてしまう方は本当に多いと思います。 

中には 
『私はそれ関係ないからいいや！』 
と思う方もいると思いますが、 

このようなトラブルというのは 
あなたの未来の子供、 
これから旦那さんなる男性 

などに対して 
急に起きる現象でもあります。 

だからこそ、子供の笑顔だったり 
頑張る女性の幸せにも繋がるので 

ぜひ、最後まで見ていってもらえたら嬉しいです。 
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涙がでるパターンは２つ 

涙がでたり声も震えてしまう人は 
実はパターンが２種類あります。 

１つは、 
涙を使って相手をコントロール、支配するタイプ 

泣くことによって 
メリットを感じて行動するタイプです。 

実はこのような下心を無意識に持っている人もいます。 

そのような人のパターンというのは 
これまでyoutubeではたくさん解説してきたので 

今回の内容は２つ目の 
自分を抑制してしまうタイプ 

このようなタイプの方に向けてお話をしていきます。 

最初に言っておくと 

・これは病気ではないです。 
・あなたのメンタルが弱いは関係ない 
・精神的な病気でもない 
とか言う内容でもないのでご安心ください。 

なので、最初に約束をしてほしいですが 
もう自分を責めなくて大丈夫です。 

あなたは１ミリも悪くないし 
改善方法を知って、今よりも心が軽くなってもらえたら嬉しいです。 

しっかりメカニズムも紹介していきますね。 
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なぜ涙がでるのか？ 

その理由としての一番の原因は我慢です。 

『我慢→感情がたまる→言語化できない→こんな自分が惨め、悔しい』 

いわゆる、自己否定の一種を無意識にやってます。 

例えば 
・嫌われたくない、我慢してる 
・空気を読んでる、伝え方がわからない、気遣いで言えない 

という方も多いと思います。 

他には、 
プライドが高い、自分は価値がないと思っている 
という劣等感に繋がったりして 

・自分が傷つきたくない 
・自分を守りたい 

そのように、 
自分は守らないといけなくらい 
弱くて価値がないの人間、、、 

という前提があるので 
我慢が始まって理してしまいます。 
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最初に結論を伝えておくと 

言いたいこと言う＝恐れ 

この構造があるから 
結果的に涙がでる、という仕組みです。 

例えば、 
『言いたいことを言う』ということでも 

・拒絶される 
・喧嘩になる 
・言い合いになる 
・離れていく 
・間違った発言を自分がしてしまうかも・・ 

なぜなら、 
・自分が正しいか分からない・・ 
・自分は本当に正しいのか・・？ 
・言ったところで伝わらなかったら怖い 

など、色んなことが 
一瞬のうちの脳裏によぎってしまった結果、 
恐れを感じてしまい行動ができなくなってしまう。 

という構造だったりします。 

そのような恐れによって 
人は行動ができなくなるのが 
心の仕組みということです。 
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・自分の言いたいことをいうと嫌われるかもしれない。 
・自分の本心を伝えて拒絶されるのが怖い。 
・自分の本心を伝えて相手を怒らせたり、 
・悩ませたりしてめんどくさいと感じさせるかもしれない。 

このような思考がよぎったことはありますか？ 
この前提を持ってしまっているのが我慢や遠慮の原因です。 

※このめんどくさいというのも 
他人と衝突するのが嫌だという「恐れの裏返し」ですね。 

例えば、 
『無意識に自分のことを自分は頑張らないと価値がない！』 
と思ってる人がいたとします。 

そのような人は、誰かの期待に応えないと 
自分は評価されないと思い込んでしまうので 

その期待を裏切る＝自分に価値がなくなる 

という価値観に繋がってしまい 
「今よりも愛されなくなるのでは？？」 
という恐れを感じてしまいます。 
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他には 
「親の期待に応えない私は価値がない」 
という前提を持ってしまうと 

『親が求めるような人間にならないと愛されなる？？』 
という恐れを感じて、我慢がすごく始まってしまいます。 

頑張る理由は 
・親に褒めてもらいたい 
・親に愛してもらいたい 

『でも、本当はこんな人生を歩みたい！』 
『こんな仕事がしたい、こんな夢がある！』 
という本心があるけど 

・親に否定されるのが怖い 
・親の期待に背くことになるから怖い 
ということで、 
言いたいことが言えなくなったり・・ 

このように嫌われるのが怖いというのは 
表面的な理由だったりします。 

自分を表現するのに苦手意識があるではなく 
・自分は頑張らないと価値がない 
・自分は頑張らないと認められない 
という前提や思い込みを持っている結果です。 

それによって、結果的に 
・自分を雑に扱ってしまうようなパターン 
・自分よりも相手を優先してしまうパターン 
ということに繋がっていき 
我慢、遠慮を繰り返して周りから雑に扱われてしまいます。 
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ですが、中には 
自分はよく周りが見え、空気も読めて、 
嫌われるのが怖いわけじゃないけど、 
めんどくさいから意見を抑えてしまう。 

そういう方は結局、 
正論を言ってしまって誰かを傷つけたり 
それで人が離れてしまった経験があるので 
発言を控えようと思ってる人もいると思います。 

ですが、そのパターンの人は 
自分の自己重要感を満たしたい欲が強くて、 
でもそれだと周りの人間関係が崩れてしまう。 

そうなると、 
・安心、安全じゃなくなる 
・不安定な人間関係になると自分が不利になる 

だから、自分が我慢しちゃえ！ 

という安心、安全を何よりも優先して 
生きている前提だったりします。 

それがみなさんの認識できる意識では 

・なんか自分の言いたいことを言うと相手に失礼なんじゃないか？ 
・なんだか申し訳ない・・ 

という気持ちで捉えてる女性も多いと言えます。 
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心の声 

だけど、やっぱり何か言いたいし 
それでも言葉を絞り切ってでも伝えたい想いがあると思います。 

・わかってほしい！ 
・察してほしい！ 
・私の本心を受け止めて欲しい！ 

このように心の底では 
「感情的」な想いが叫んでいると思います。 

だけど、今までは我慢に我慢を繰り返して 
本人は気づいてないぐらい 
ものすごい我慢をしてきてしまった… 

その結果、誰よりも耐久力がついてしまった。 

忍耐力がある人ほど 
涙が出やすい傾向だったりします。 

『忍耐力が強い＝我慢できる人』 

忍耐力が強いので 
その分、たくさんのことを我慢しても 
精神は壊れなかったりします。 

なので、知らない内に 
我慢して、我慢して、我慢しすぎた結果、 

限界を超えて涙が出てきて泣いてしまう、 
というメカニズムだったりします。 
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ですが、そのメカニズムというのは 
自分では気づけないぐらいの無意識で起きている状況です。 

特に悲しくなくても 
自分のことを話そうと思っただけでも 
勝手に涙が出てしまう方もいたりします。 

このようにその奥底にある心の仕組みとしては 
自分自身の前提や価値観が影響をしてます。 

・自分は価値のない人間 
・私は頑張らないと価値がない 
・頑張らないと愛されない 
・期待に応えないと愛されない 

このような 
私とは◯◯である、というアイデンティティの問題。 

ここが本質的な問題でもあったりします。 

ですが、 
みなさんの認識できる意識の世界では 

・「なんか自分の言いたいことを言うと相手に失礼なんじゃないか？」 
・「なんだか申し訳ない・・」 

という気持ちで捉えてる女性も多いと言えます。 

0.1秒でもそんな気持ちが脳内によぎってしまったら 

・私は自分に自信が足りない！！ 
・私なんか愛されてないんだ！！ 

そんな気持ちがよぎって 
恐れの感情を感じてしまうようになります。 
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ですが、ここで気付いて欲しいのは 

どう思われてるか気になってしまう。 
というのを気にしてる時点で、 
・自分はこう思われたい 
・こうは思われたくない 
という裏の前提があるということですよね。 

そこも意外と無意識にやってしまうので 
言語化できずに苦しんでしまいますよね・・。 

だけど、やっぱり何か言いたい！！！ 
それでも言葉を絞り切ってでも伝えたい！！！ 
そんな想いはあると思います。 

・わかってほしい！ 
・察してほしい！ 
・私の本心を受け止めて欲しい！ 

いわゆる、「感情的」になって感情で言葉を発してる状態。 

だけど、今までは 
我慢に我慢を繰り返して、本人は気づいてないぐらい 
ものすごい我慢をしてきてしまった。 

その結果、誰よりも耐久力がついてしまった。 
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この耐久力が付いてしまう流れというのは 
自分では気づけないぐらいの無意識で起きている状況です。 

普通の人だったら４0%ぐらいで 
『もう、むりー！やだー！』と根を上げるような人は 
我慢してこなかった、耐久性がないだけです。 

そして、我慢癖が強い人は 
『自分さえ我慢すれば・・・・』 

ということで、 
知らないうちに心の耐久性が上げてしまい 
ちょっとやそっとのことでは耐えれたりします。 

しかし、溜まり溜まった負債が消えないので 
それが崩れた瞬間にダムのように一気に自分に流れ込んでしまう。 

その結果、感情的になってしまい 
自ら大切な関係を壊してしまうパターンになります。 

なので、 
忍耐力が強い人ほど、不幸になりやすい 
という結果になりやすいと言えます。 
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なので結局、 

涙を流してしまう理由としては 

・言いたいことを言えない 
・自分の本心、本音を抑え込んでしまう 
・我慢や遠慮を繰り返してしまって感情が溢れてしまう 
という状態です。 

なので『悲しい』『怒り』という負の感情が 
普段からもう溢れる寸前だったりします。 

言わば、９９％溜まってる状態です。 

それがトドメの一撃として 
『私、お昼はカレーが食べたい！』 

という一言にすら 
涙を流してしまうという仕組みだったりします。 
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恐れを感じると我慢や遠慮をしてしまう 

さらに心の仕組みを深堀して解説していくと 

・自分は不十分だと感じる 
・愛されてないと感じる 

この２つによって 
人は恐れを感じるようになっています。 

この２つの恐れというのが 
僕たち人間の行動を止めてしまう唯一のものです。 

１つ目である 
『私は十分ではない』 

いわゆる、『私には足りてない』という状態ですね。 

例えば、 
・自分は能力が足りない 
・美しさが足りてない 
・金持ちじゃない 
・面白くない 
などなど 

『不足している』『十分じゃない』 
という意識が恐れを感じる理由でもあります。 
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もう１つが 
『自分は愛されていない』という意識です。 

この感覚も実は（引き金）トリガーとして 
人を最も深い恐れに変えてしまう要素です。 

愛というのは色んな定義だったり、 
いろんな解釈はあると思いますが、 

僕が最もわかりやすい表現をするとするなら 
『魂に必要な栄養素』だと思ってます。 

いま、恐れを感じていなても 
・恋愛も成功して、家族仲も良い！ 
・仕事も順調で最高！ 

というように 
今、恐れがないと感じていても 

人というのは、 
何かがトリガーとなって恐れのスイッチが入ります。 

・不十分だ 
・愛されていない 

というように 
何か足りないものが発生し、 
自分を守るために自己防衛する方向に進んでしまいます。 
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　　　　　　　　なぜ、そうなってしまうのか？ 

 
僕たち、人間というのは 
生まれながらにして、赤ちゃんの時代から 
他者に依存しないと生きていけない生物です。 

どんな動物でもその依存状態が必ずありますが、 
人間に比べて、すごく短いです。 

鳥であれば、卵から孵化して、 
巣立つまで１ヶ月もかからないです、 

最大級の哺乳類と言われている 
鯨でも、親子で一緒にいる期間は１年半だそうです。 

つまり、僕たち人間という生き物が 
一番、親に依存している期間が長いと言えます！ 
※長い人は50歳になっても親に依存しています。 

というように人である僕たちは 
他者に依存しなければならない期間が異常に長い。 

つまり、誰かが面倒を見てくれないと 
５歳、６歳まで生きることができないということです。 

他の動物と違って鋭い歯もない、爪もない。 

では、何があってここまで生き延びてきたのか？ 

それは、『愛』です。 
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赤ちゃんが最初にもらう愛は 
お母さんからの愛、だったりします。 

そして、愛する対象のためなら 
命を投げ出してでも、体が怪我をしようと 
全力で行動をする、という人もいるぐらい 
真に本当に愛してるならば何だってやりませんか？ 

赤ちゃんはいわば何もできない状態です。 

別に家事を手伝うわけでもない 
むしろ、すごく泣いて喚いて、うんちして・・ 

そんな状態でも 
母親からは思いっきり愛されますよね？ 

あなたが今、親と仲が良くなくても 
赤ちゃんの頃は無条件で愛されていたと思います。 

・うんちをしても 
・おむつを汚しても 
・ゲップをしても 
・夜泣きをしても 
・食べ物を吐いても 

無条件で愛されて育っていく 

が、しかし・・ 

いつしかから、 
無条件で愛されなくなってしまう子供。 

そうなると、どうなるか？ 
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最初は無条件で愛されていたのに 

いつしかからか、 
昔のように無条件じゃなくなっていった。 

『え？今まで愛されていたはずなのに、何で？？』 
と混乱状態になります。 

それは混乱しますよね？ 
前までよかったことが急にダメ！とか言われ始めて、 

その瞬間から 
子供は「私って愛されてないの。。。？」という 
恐れを感じるようになっていきます。 

誰だって以前にもらっていた愛を 
求めるようになっていきます。 

なぜなら 
他者に愛されて生きていくのが 
人間の本能だからです。 

つまり、 
・愛がなくなる 
・愛が足りなくなる 
・愛されなくなる 

というのは 
自分自身の存在の危険 
生命の危険に本能的に直結するからです。 

子供にとって 
『お母さん＝神様＝この世界そのもの』 
という前提だったりするので 

そのような経験をした瞬間、 
体に恐怖が入ってきます。 
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生存本能が危険にさらされて 
『自分はこのままだと、幸せに生きれない！』 
『自分の居場所がなくなってしまう！』 

その結果 
子供の行動は母親の愛を獲得するために 

・顔色を伺って 
・こびへつらって 
・頑張って 
・叩かれてでも 
・無視をされてでも 

愛をもう一回得るために 
自分が考えれる最大限をトライして 
必死にもがいたと思います。 

ここは忘れてる方が多いですが 
幼少期の頃はほとんど、このような経験がある方が多いです。 
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皆さんの本音は何ですか？ 

あれやこれや言ってきましたが、 

本当は？本心ではどうしたいですか？？ 

そこが一番重要です！ 

愛されたいし、仲良くしたいし 
誰かと愛を分かち合いたい。 

その本心はありますか？？ 

だからこそ、親や友達からもらえなかった愛を 
男に求めてしまってる女性が多かったりします。 

その前提で恋愛をしてるから 
多くの男女トラブルを作ってしまったりします。 

なのに、普段からめちゃくちゃ我慢して 
誰も寄り添ってくれない。 

なのに、『感情的にならないでよ？？』 
って言われたら、すごく悲しいですよね。 
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そんなすれ違いのトラブルを繰り返してしまった結果 

・自分の意見、本心がわからなくなった 
・問題意識を持てなくなった 
・大事な話をできるだけ避けようとして 
・ずっと頭の中でシュミレーションするけど、本番になると怖くて言えない 
・脳内シュミレーションの毎日 
・お風呂場で独り言にように言いたかったことを脳内でぶつける 

本気で生きることも、 
本当の自分を表現することができないから 
黙ることを貫くか、ふざけて茶化してバカを演じたり 

私さえ、、、、 

私が我慢すれば、、、、、 

私なんかが、、、、、 

でも、本当の本音は？ 

・なんでわたしばっかり！！ 
・なんでわたしだけー！！ 

そのような思いが最初はあったと思います。 

21



ですが、人間というのは 

・自分を守るために 
・戦うことに疲れてしまった 
・無難に逆らわずに生きよう・・ 

という目に見えないものに支配をされ始めてしまいます。 

いわゆる、精神奴隷ですよね。 

そのような奴隷思考が身についてしまうと 
自由になったところで 
自分を心から認めてくれる人が現れても 

このパターンに無意識にコントロールされて 
せっかくに幸せを自ら破壊してしまう。 
という傾向に陥ってしまったりします。 

このように幼少期の頃から 
・言いたいことを否定されてきた 
・抑圧されて育ってきた 
・言いたいことを言って苦労してきた 

だから、 
『めんどくさいことになるよりは自分が我慢すればいいや！』 
という思考になってしまった。 
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『自分さえ我慢すればいいんだ！』 
という行動を繰り返してしまうと 

・自分は我慢するべき女なんだ！ 
・自分は我慢しないといけないぐらい価値のない人間なんだ！ 

という 
信念や確信が作られてしまいます。 

そして、 
『私って親からも大切にされない人間・・』 

という認識がどんどん信念なっていき、 

『大切にされない＝私は価値のない人間』 

という確信が作られて、 
かなり根強く染み付いてしまいます。 

そうなると、 
ネガティブになってしまうパターンが 
どんどん作られてしまいます。 
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そう思うと、子供って楽しい感情になる達人ですよね？ 
いないいないばー、、高い高い 
そんなことをやるだけでもきゃっきゃ喜んで幸せそうですよね。 

ですが、大人になるにつれて『自分は価値がないんだ・・』 
という信念、確信、思い込み、前提をたくさん作った結果、 

楽しい感情、幸せを感じる条件が難しくなり 
悲しい感情になる条件だけ簡単になってしまいました。 

このように、悲しくなる条件が、すごく容易になり 
24時間のうち、苦しい状態の時間が長くなります。 

楽しいことがあっても 
悲しくなる条件が簡単すぎるので 
あっさり悲しくなって落ち込んでしまう。 
という方も多いのではないでしょうか？？ 

自分の気持ちがずっと言えなくて 
どんどん視野が狭くなって 
周りの顔色をすごく伺うようになって・・。 

誰かの許可がないと自信を持って行動できないし 
私を肯定してくれる人がいないと不安。 

でも肯定してくれる人に嫌われたくないから 
また言いたいことを言えなくなって・・ 

そして、我慢を繰り返して 
最終的にはその人よりも 
私をわかってくれる人にまた依存して・・ 

という人生を何十年を繰り返してしまう人って 
本当にたくさんいらっしゃいます。 
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涙を流せるあなたは・・ 

捉え方次第にはなると思いますが、 
これまでの経験から忍耐力が強くなったと思います。 

それだけでも本当に頑張ってきたと思います。 

忍耐力が強いということは 
例えば、矢が体に10本刺さっても自分は平気、、、 

でも、あの子は矢が1本刺さっただけで 
ぎゃーぎゃー騒いで 
周りに同情を求めて、みんなに構ってもらって。 

※こんな状態ですよね！ 
25



辛い経験を繰り返してきた女性ほど 
『私はそんなダサい生き方しないぞ！』 

って思うけれど 
また我慢が始まって・・という経験もされた方は多いと思います。 

本当にそのような人に伝えたい。 

今までよく頑張ってきたよ！！！！ 
それだけでも偉いよ！！！！ 
今、この内容をちゃんと読み進めれてるということは 
ちゃんと自分の命を粗末に扱わなかった ということ。 

辛い思いをしてきたけど 
それでも自分の心や体を大切にしてる 

その裏返しですよね？？？ 

当たり前だという人もいるけど 

それってすごいことだよ！！ 
偉いことだよ！！！ 
もっと誇っていいんだよ！！ 

もしかしたら、 
自分の体を傷つけてしまった方もいるかもしれないけど 
それでも致命傷になるほどではない 

今、生きてるだけでも偉いんだよ。 
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涙を流せていると言うことは 
まだ自分の人生を諦めてない証拠です。 

あなたの心は 
もっと叫びたがってる証拠です！ 

あなたの頭は 
・私なんて・・ 
・私には価値がない・・ 

と思ってるかもしれませんが、 

心がモヤモヤしたり 
心が苦しくなるのであれば 

それはあなたの心が 
あなた自身に訴えかけている証拠です。 

あなたの心は、 

「違うよ！！」 

「自分はもっと最高に素敵な存在なんだよ！」 

『ダイアモンドと同じくらい価値があるんだよ』 

『それに気づいてくれよ！！！ 

って訴えてるんです。 
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最後に 

我慢しないことが一番ですが、 
我慢しない性格にすぐになれたら苦労しないですよね。 

なので、心の仕組みを通して 
我慢するようなパターンを壊して 
もう我慢しないような自分に書き換える 

そのように根本から変えて欲しいと思います。 

ですが、それをやるには 
時間もかかったり、エネルギーも必要になります。 

なので、僕はyoutube活動とは別に 
みなさんの人生を取り戻すための 
『自分革命コーチングスクール』を運営してますが 
こちらはガッツリ、直接指導をしているスクールです。 

ですがそれは別途、 
時間もお金もかかるものなので 
まずは今からできることを皆さんには 
取り組んでほしいと思います。 

まず最初の一歩としては 
・言いたいことは小出しで伝えておく 
・クッション言葉を使ってみる。 

例えば、 
「今から言うことでもしかしたら、不快にさせてしまったらごめんね」 
「すごく失礼なことを言うかもしれないから、先に謝っておくね」 

というクッションを言うことによって 
相手は受け止める心構えを作ることができるので 
あなたの話を真正面から受け止めてくれます。 
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そうやって、 
少しずつ自己開示をやっていくのがすごくオススメです。 

まずは自分を素直に表現するためにも 
愚痴る練習から始めた方がいいです。 

僕も自分の呪いを解く時は 
ジョイ君にすっごく感情爆発ライン送って解消していました(笑) 

なので、そのようにまずは 
ガンガン吐き出しまくてください。 

・親に抑圧された 
・本当は悲しい！ 
・なんで私ばっかり！！！ 

なんでもいいので 
ぜひ、あなたの人生に自分革命を起こす 
最初の一歩としてこの内容が役に立てば幸いです。 

イルティのライン＠では好き放題に愚痴りまくってOKで
す！！！ 

他では言えないような愚痴をスッキリするまで吐き出しまくっ
てくださいね！！
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