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Cを選んだアナタは、もし
かして、隠れナルシスト??
今、スマホ依存の人がすご
く増えているんですが、か
なり依存してることを自党
してる人は、実は「自分大
好き」な人。少しナルシス
トの傾向があるかもしれま
せん。スマホに名前つけて
呼んでる人、います?も し、
いらしたら、ナルシスト度
はぐ―んとアップします。
スマホは 1人の世界に引き
こもることができるツール
なんですね。例えば飲み会
や会議等で、必要もないの
にスマホをいじつてしまう
のは所在のなさを表してい
て、スマホが居場所になっ
ているんですね。だから人
間関係に疲れて自分を癒し
たいときは特にスマホに依
存じやすくなります。そん
な方は、少し自分を休めて
あげる時間を作るといいか
もしれませんね。
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井戸端会議スペシャル
～男と女の許せる話、許せない話～

あなたにとつてスマホ (携帯電話)
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Q。 「友達つて○○をくれる大切な存在だよね。」

この○○に当てはまる言葉で近いものは ?
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カバーも付けて、

デコつたりして

可愛くしている

あくまで電話として

特に何もしていない 何でも話せる安心感

Aを選んだアナタは、人生
において、安心感や繋がリ
を大切にしたいと思つてい

るようです。だから、あな
たは人間関係にとても気を

使い、また、相手の話を聞
いたり、場の空気をうまく

読んで立ちまわったりする
ことが上手です。あなたと
いると、周りの人もまた安
心するでしよう。また、友

達や周りの人から相談され
ることも多いんじゃないで
しょうか 7あなたは周りの

人から尊敬、信頼される存
在なんですね。でも、つい
つい自分を犠牲にして周リ
に気を使いすぎてしまいま
すから、自分を大切にする
こともお忘れなく !

一緒に遊びに

行ける楽しき

新しい世界に

連れて行つてくれる刺激
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Aを選んだアナタは、流行
やオシャレにとても敏感女
子。 (男子であつても心は女
子 !!)スマホを着飾つた
り、可愛いケースに入れた
りしてる人は、自分自身も
着飾りたいフアッションに
こだわる人。スマホを眺め
て「かわいい～」って思う
のは、鏡を見て「かわいい
～」つて思うのと同じ心理
なんです。
でも、実際は鏡に向かつて
「可愛い～」つてやつてる人
は少ないですよね ?

だから、いわば、スマホは
あなたの心の本音を見せて
くれる存在。
あ、私だつて思つた人は鏡
に映る自分に向かつて「可
愛い～」とか「きれい～」
とか言つてあげてください。
自己嫌悪が減つて、自己肯
定感が高まります。

3を選んだアナタは、自分
を少し粗末にしてません
か??
モノはモノ、スマホはスマ
ホ、という扱いをする人は、
自分自身のこともドライな
感じで見てる存在。もしか
したら、自分のことも「人」
というよりは「モノ」とし
て扱つてるのかもしれませ
ん。だから、これは理性釣
な男性に多い傾向がありま
す !も し、スマホが多少汚
れていたり、傷ついていて
も気にならないという人
は、ちょっと自分を粗末に
し過ぎているかもしれませ
ん。それに、ちやんと動か
ない時にスマホに文句を
言つてしまう人 !こ れは自
己攻撃と同じなんですね。
もう少し自分に優しく、
労つてあげるといいかもし
れません。

Bを選んだアナタは、人生
において、喜びや楽しみを
大切にしたいと思つていま
す。そもそも楽しいことが
大好きじやないでしょう
か?また誰かと喜びを共有
することも大切にするの
で、あなたは一種のムード
メーカーになり、みんなの
盛り上げ役を買つて出るこ
とが得意になります。それ
に自分も楽しいので、人を
楽しませたり、人を喜ばせ
ることも大好きですね。
お祭り人間としてますます
楽しい時間を過ごしましょ
う。ただ、このタイプの人
はついつい楽しむことを優
先するあまり、人の気持ち
を考えなかったり、誰かに
迷惑をかけてしまったりし
やすいんですね。
時々は場の空気を意識して
みることも大切ですね。

Cを選んだアナタは、好奇
心が強く、色々な場所を探
検して、自分の世界を広げ
るのが大好きなようです。
刺激が大好きで、いつも新
しい場所に出かけたり、新
たなことにチャレンジした
りしてませんか。旅が好き
で、多趣味なところもある
でしょう。あちこちに友達
がいて、あまり1人でいる
こともないのかもしれませ
ん。また知的好奇心が強く、
研究熱心なので、様々な知
識や情報も持つていて、物
知り博士なところもありま
す。ただ、様々なものに興
味を持ちすぎて飽きつぼく、
また、周りを振り回しやす
いところもあります。時に
はじつくりと落ち着いた時
間を楽しむのも面白いと思
います。
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ものは何 ?      Q・ もし、

―

2人で写つている写真

Cを選んだアナタは、「感
覚派」。
写真を通じてその時の思
い出や感覚に触れられる
ので、「感覚派」の人は写
真などの 2人が一緒にい
たときの気持ちを思い出
せるものが手放せません。
これは男女ともに見られ
ます。
感覚派の人は失恋すると
そのぬくもりや感触がな
くなるのですごく恋人の
不在を感じて寂しくなり、
その恋に執着しやすくな
る傾向があります。
だから、写真を握り締め
てその声や肌の感覚を思
い出して夜な夜な泣いて
しまう、、、なんてことが
起こります。

K―m秋 おひるま協同組合

井戸端会議スペシヤル
～男と女の許せる話、許せない話～
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Q.昔の恋人からもらつたものでなかなか捨てられない

K―m秋 おひるま協同組合

井戸端会議スペシヤル
～男と女の許せる話、許せない話～

今あなたが浮気しちやうとしたらどんな相手だと思う?
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手紙やメール

Aを選んだアナタは、「聴

覚派」。
「聴党派」の人は、恋人か

らもらつた「言葉」が忘

れられません。
だから、付き合つている

間も手紙やメールは大切
に保存して時々読み返し

たりしますし、別れた後
も大切な恋の証としてな

かなか捨てられません。
メールを削除する、とい

うことは、その恋が無かつ

たものになつてしまうよ

うな思いを抱くからです。
これは特に女性に多い傾

向があると思います。

3を選んだアナタは、「視
覚派」。
「視覚派」の愛情表現を
する人は「モノ」で愛情
を感じますし、伝えます。
何かとプレゼントを買つ
てくれたり、景色のいい
レストランに連れて行つ
てくれるタイプの人は
「視覚派」ですね。また、
何をもらつたかの金額で
愛情を測ることもありま
すね。
これは一般的に男性に多
いです。このタイプの人
は恋人からもらつた「モ
ノ」に執着します。もつ
たいないような気もする
のでなかなか手放せませ
ん。

Aを選んだアナタは、今
パートナーと一緒にいて
も不安を感じたり、振り
回されてしんどかつたり、
ケンカばかりで疲れてし
まつたりしていません
か ?

そんな時には優しくて穏
やかな人に心を惹かれる
もの。「安心感」が欲しく
なります。
少し心を休める時間を作
るといいかもしれません
ね。自然の中に出かけた
り、久しく会つてない友
達とランチに行つたり、
ショッピングや旅行に出
かけたり、気分転換も効
果的でしよう。

3を選んだアナタは、今
のパートナーとの関係に
とても「退屈」してるみ
たいです。あまり笑つて
ないのかもしれないし、
楽しくなかつたりしてま
せんか。
そんな時は刺激を求めて
他の異性が魅力的に見え
てきます。
だから、何か新しいこと
を始めるといいでしよ
う。習い事だつたり、仕
事だつたり、あるいは、
入つたことのない店を開
拓するのもいいです。旅
行先も東京などの都会が
いいですね。
とても刺激を受けられて
心がワクワクしてくると
思います。

Cを選んだアナタは、そ
のまんまです !

ただエッチが無かつたり
不満があるだけでなく、
パートナーとの関係に行
き詰まりを感じているの
かもしれません。
自分が女 (男)であるこ
とをちゃんと感じたいの
かもしれませんね。こう
いう時は意識的にオシヤ
レにお金をかけるといい
です。
今まで我慢していた服や
アクセサリにお金をかけ
たり、流行の服を買つて
みたりすると気持ちが晴
れてきます。

優しくて、穏やかな
一緒にいて
安心できる人

くて、楽しくて

刺激をいっぱい
くれる人

とてもセクシーで

エッチがうまい人
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