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調査期間：2022年7月1日〜7月15日
調査機関：ENSPORTS（https://www.ensports.com）
調査方法：インターネット調査（クラウドワークスのアンケート）
調査対象：アルバイトで異性と出会ったことのある男女180名（男性63名、女性117名）

性別
アルバイトに出会いは期待して
いましたか？ 出会ったときの年齢 出会った当時の職業

出会った相手の当時
の年齢

出会った当時の相手
の職業 相手との年齢差 出会ったアルバイト

同時にどのくらいの
人数で働く職場でし
たか？ 出会いのきっかけを教えてください

出会ってから、どのようにお付き合い（あるいは結婚）まで発展していったのか、馴
れ初めを詳しく教えて下さい その方とは、最終的にどうなりましたか？

ご経験を元に、アルバイトで出会いをゲットするコツを教えて下さ
い

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 ファミリーレストラン 〜10人くらい

私はファミレスのホールスタッフ、彼がキッチンス
タッフでした。仕事中にはほとんど接点はありま
せんが、休憩が被り、同い年だったことがわかり
話すようになりました。

彼とは同い年で都内の大学生だったこと、学部も同じ文学部だったこともあって良
く話をするようになりました。休憩中、事務所には2人しかいなかったためメールを
交換して連絡を取り合うようになると、住んでいるところが隣駅でかなり近いことも
わかりました。そうして、次第に仕事終わりに一緒にご飯を食べるようになったり、
お互いの大学の学園祭に行くようにもなりました。交流を深めていった結果、彼か
ら告白をされ、おつきあいにまで発展しました。 1年ほど付き合いましたが別れてしまいました。

バイト先で気になる人と近づいたきっかけは、休憩中のおしゃべ
りやバイト仲間との飲み会でした。バイト仲間との時間を大事に
し、プライベートでも交流をしたり、心を開いて様々な話をしたりす
ると意外な人との共通項や接点が見つかり、お付き合いの出会
いのきっかけも生まれると思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 大学生 ±3歳
大手チェーンの居酒屋のア
ルバイト。 〜10人くらい

フリーターとして働いていた時に、大学の学費の
足しにと始めたバイトの大学生の子と職場内で
出会いました。

初期研修を担当することになったので緊張を和らげるために妥当な範囲で世間話
をしたり大学のことを聞いたりしていくうちに相手の警戒心が薄れ5回目のシフトの
時辺りで、バイト後の食事に誘い受け入れてもらえました。親元を離れての大学、
バイトもしながらはやはり大変であることなど身の上話を聞きながら、自分もフリー
ターとして未だやりたいことをできていない辛さも話していくうちにお互いの距離が
縮まり自然な流れのまま付き合うことができました。

彼女の大学卒業と就職後もしばらく付き合っていたの
ですが、やはり仕事が忙しくなり新たな目標も見出して
いたため関係が徐々に冷めていき、付き合い始めて
から三年ほどで別れました。

仕事中は仕事に集中しながらちょっとした気遣いやリラックスでき
る雰囲気を醸し出すことで、仕事の仲間から一人の異性と見ても
らえる可能性が高くなるので、好意の子に出会っても最初から気
張らず自然体で接していくことが良いと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 10代 その他 ±3歳 コンビニエンスストア 〜5人くらい

私が大学生の時にコンビニでバイトを始めまし
た。
最初は深夜勤務だったので男性ばかりでした
が、夕方に欠員が出来たのと深夜帯が多めに
なったので私が夕方へ回る事に。
夕方に勤務してみたら、私より1歳年下の専門学
校生の女性と一緒に働く事に。
これが出会いのきっかけです。

向こうの方が先輩とはいえ、私は深夜帯でバイトしていたので彼女よりバイト内容
に詳しかったんです。深夜帯は色々な業務があったので。逆に私の方が彼女に教
える事もあり、次第に仲良くなっていきました。夕方勤務が私も彼女もない日、彼
女からこの日暇だったらカラオケいかない？と誘われてました。以前からバイト仲
間同士で行く事はあったものの、この時は二人だけ。もしや？と思いつつ出掛けた
ら、彼女から告白されて付き合う事になりました。 1年付き合って別れました。

まず女性の多いアルバイト先を探す事をすすめます。
次いで少人数で仕事をするところがいいですね。
私が彼女を作ったコンビニエンスストアも2人体制なので、要は二
人きりになりやすいので。
これなら会話する機会も増えますし、距離を縮めやすくなります。

女性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳 焼肉屋のバイト 〜10人くらい

友達の誘いで紹介されたバイト先で出会いまし
た。バイト先での先輩後輩だったのですが、後々
に同じ高校だと知りました。

出会った時は先輩に凄く可愛いい彼女をいて見ているだけでしたが、次第に気持
ちが押さえられなくなりふとしたきっかけで好きだと打ち明けてしまいました。その
後１度は彼女をいるからと振られましたが、それでも同じバイトで先輩後輩として楽
しげ接していました。ある日違う先輩がバイトをやめるのでお別れ会が開かれまし
た。そのバイトの最中に先輩に呼ばれていきなりキスをされました。そして彼女と
別れて来たからと言われその後付き合う事になりました。

付き合ったあと、いろいろな事情で別れましたがお互
いに結婚してからまた出合い、今ではないためセフレ
の関係です。

恋人作りが目的でバイトするならしないほうがよいです。あくまで
も仕事は仕事。自身が一生懸命頑張っている姿を見て相手もひ
かれるのでまずは目の前の事をしっかりやることだと思います。
自ずと結果はついて来るはず。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 コメダ珈琲 〜5人くらい

大学一年生で、初めてのアルバイトに選んだの
が家の近くのコメダ珈琲でした。ちょうど4月という
こともあり、面識はない同い年の学生が3人一緒
のタイミングで働き始めました。

初めは、同期として本当に友達のような存在でした。お互い恋人がいる時もあり、
異性の意見としてどう思う⁇と相談にのってもらったり、時にはアドバイスをするな
ど、本当に信頼できる友達といった存在でした。
同期ということもあり、シフトが重なると安心して仕事ができました。また私がミスを
した時にうまくフォローしてくれたり、逆に私がフォローするなど、気を遣わず、働く
ことができたという点においても本当に一緒にいると楽だなと感じ、4年間お互いこ
とアルバイトを続け、大学を卒業するタイミングで付き合いました。

3ヶ月後、やっぱり友達のままの方がいいなお互い感
じて、別れましたが、今でも連絡するくらいの友達に戻
りました。

相手がミスをしてしまった時にうまくサポートしてあげてり、逆に助
けてもらった時に、ちゃんとありがとうっといった当たり前のような
ベースをまずはしっかり作って、徐々に関係を深めていくといいの
ではないかと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 スーパーのレジ 〜10人くらい

スーパーのレジで出会いました。私が2ヶ月先に
入り彼が2ヶ月後に帰ってきました。お互い初心
者ということで意気投合しました。

出会ってから半年位は何もありませんでした。次第に話す機会が増え私は彼に惹
かれて行っていました。一緒に話していてとても居心地が良く楽しかったです。また
彼は仕事に対しても真面目でそういった一面にも惹かれました。その時は私は付
き合ってる彼氏がいたのでまだそのバイトで出会った彼と付き合うことができませ
んでした。しかしどんどんとバイトで出会った彼と仲良くなっていき惹かれていき私
は付き合っている彼氏と別れました。そして告白して付き合うことができました。 3年半付き合って結婚しました。

あまり期待せずにバイトをする方が良いと思います。バイトでの出
会いは合コンなどと違ってじっくりと相手のことを知る機会があり
中身を見る機会が多いのでとてもお勧めです。好きな人ができた
時はすぐにアピールするのではなくまず自分を知ってもらうことが
良いと思います。仕事に一生懸命取り組んでいる姿を見せるのも
効果的だと思います。

女性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳 お好み焼き　居酒屋 〜10人くらい

私が高校生になって初めてのアルバイトでキッチ
ンを任されたとき
お相手もキッチンではじめは時間も違いあうこと
がなあったですがバイトに行く日を増やしたまた
ま時間が重なった日が初めての日でした

はじめはあいさつ程度でキッチンが前後に分かれていて接点もほとんどありませ
んでした。
お相手に彼女さんがいたこともありしゃべることもありませんでした。
初めてしゃべったのはお相手の彼女さんがお休みの時でした。笑
入り時間も上がり時間も一緒でお相手の方から初めてしゃべりかけてもらいその
日は数分話をした程度でしたが日を重ねるごとに話す時間も長くなりお相手が彼
女さんと別れる話をしていることに相談を乗り相談してくる日も増え結果お相手は
別れることになりその数日後からよく遊ぶようになりました。
一年ほどバイト仲間としてよきライバルとしてつながりがありましたがあるひお相手
から告白をされ私自身その気は全くなかったのですが一緒にいて楽しいこともあり
そのままお付き合いすることになりました

三年付き合い子供ができ若くして結婚したのですが今
では四人家族です

バイト先で必ず恋人ができるわけではないけど挨拶言葉使いを
気を付けてたらおんなじ年代関係なくいろいろな人からしゃべりか
けてもしゃべりかけてもらうことはあるし
そのまま遊びに行くこともなくはない。
けどそもそも働く場所で恋人作る場所じゃないしできても喧嘩した
日とかは周りの人にも迷惑かかるからおすすめはしない！笑
一人の人に愛そう振りまくんじゃなくてみんなに平等にしていたら
何かしら進展はあると思うよ！！

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 そのバイト先の社員 ±5歳

市内で有名な百貨店です。
家から近いので私はバイとし
ていました。 20人以上が

私の担当していた部門に彼が上司として働いて
いました。何もわからない私は、彼に仕事を習い
ました。優しく紳士で、丁寧に仕事の内容を教え
て頂きました。

出会った時に私は、なんて素敵な人なんだろうと、一目ぼれしました。仕事に行く
のが楽しくて、わからない事はすべて彼に聞きました。だから彼と一緒に居る機会
が多く、そのうち、私はプライベートな事を話す関係になりました。バレンタインデー
に仕事終わりに、こっそりとチョコを渡しました。彼は、え、もらっていいの？ってい
われたので、私の気持ちですと言って渡しました。その後彼から、今度一緒にお茶
でも行かない?と言われ、ハイって返事して喜んでついていきました。それからお付
き合いが始まりました。

2年付き合いましたが、付き合っている途中で、彼に彼
女がいる事が発覚し、ショックをうけました。初めての
恋愛でしたので、付き合いが下手だったのかもしれま
せん。こちらから身をひきました。もちろん仕事もやめ
ました。

やはり付き合いたい人と二人っきりになる時間を作ったらいいと
思います。またわからない事をすぐにその人に聞いてその人と一
緒にいる時間を増やしたらうまく行くと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 そのバイト先の社員 ±3歳 街中の居酒屋 20人以上が

料理が好きだったので、調理場の仕事を探して
いたら、アルバイトなら募集されていたので、応
募しました。採用してもらい、調理場で、1番年齢
の低かった彼が私の面倒を見る事になった所が
きっかけです。

大学生も多くアルバイトをしており、とにかく、ノリが文化祭で、仕事後に飲みに行く
事が多かったので、私も誘われて皆んなでワイワイと飲んでました。毎日のように
飲み会もあったので、当然来たり来なかったりの人がいる中、一部の人は毎回参
加していて、私も何故かほぼほぼ毎回参加で、気がつけば酔った彼のお守り役み
たくなっていました。
周りの人達によれば、酔うと私の言うことは聞くのに、他の人の言う事には耳も貸
さない為、毎回私は強制参加だったらしいです。家もたまたま近かったので、2人で
帰る事も多く、次第に付き合うようになりました。 ５年程付き合って、結婚しました。

明らかにガツガツ探してます。となると、周りも引いてしまうと思う
ので、何も考えてませんよ。のポーズは必要だと思います。
バイトといえど、お給料を貰って働いているので、仕事はキチンと
こなし、周りへの気遣いなども忘れなければ、見てくれる人は、見
てくれているので、好意を持たれると思います。
もし、自分の好みの人がいたのならば、さりげなくシフトを同じにし
てみたり、接する機会を増やして、この子自分に好意があるのか
な？くらいな雰囲気だけだせれば良いと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 その他 30代 そのバイト先の社員 ±10歳 マッサージ店です。 〜5人くらい

私が専門学生の時に、マッサージ店の事務とし
てアルバイトをしていました。その時に相手の人
が正社員として入社してきました。

相手の人が入社してきて、何回かシフトが一緒になる事が多かったです。バイト先
は皆仲が良く、お客様がいない時は雑談をしている時が多かったため、私達もよく
雑談をしていました。ある日、「私の友達が知らない人に声をかけられた」という話
をしていると、相手の人は車で私の寮まで送ってくれました。そして、何回かご飯に
連れて行ってもらう事が増えました。そして、何日かたった頃に電話がかかってき
たのです。そして電話にでると告白されました。 2年くらい付き合って別れました。

付き合う前にアルバイト先でまじめに仕事をした方がいいと思い
ます。なぜなら、仕事をまじめにしていると良い印象をもたれやす
いと思うからです。そして、余裕がある時に雑談などをして仲良く
なればいいと思います。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 フリーター ±5歳 焼肉屋 〜10人くらい

働き始めて何ヶ月かしてバイト先の人達と仲良く
なり、数人でご飯食べに行ったり遊びにいくように
なったのがきっかけです。

初めは数人で遊ぶ人のうちの一人でしたが、個人でラインをするようになりゲーム
が好きと言っていたので彼がやっているゲームを始めてそれを教えてもらうという
口実を作り、家にお邪魔したり二人だけで遊びに行くようになりました。数人で遊ぶ
ようになったのが年末ということもありお店が繁忙期だったので遅くまでバイトをし
てそこからご飯という流れが鉄板でした。お泊まりもするようになりそこからお付き
合いをするようになりました。 半年付き合って別れた

まずは遊びに行ける人を探す。そこから仲良くなって気になる人
がいればその人の趣味に興味を持つ。その趣味について気にな
ることやわからないことを聞くのを口実にして二人で遊びにいくの
がいいと思います。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 10代 高校生 ±3歳 遊園地のアルバイト 〜10人くらい

大学生になり始めてのアルバイトで遊園地バイト
をすることになり、入社したタイミングで1年ほど
前に既に入社していた彼と出会いました。

アルバイトといってもチームで動く仕事だったので、サークルのような雰囲気だった
ため、アルバイトメンバーとはすぐに仲良くなりました。ペアで洗濯機を回したり、お
茶を作ったり、いろんなメンバーと個別でプライベートの話をする機会も多く、その
中でも特に意気投合して話していて楽しかったのが彼でした。
二人で遅番に入った時に駅まで送ってくれて、その際に告白され、お付き合いをす
ることになりました。
アルバイトメンバー同士でほかにも交際しているメンバーもいたので、自然な流れ
だったと思います。 約2年ほどお付き合いして、別れました。

二人で話をする機会をいかに作るかな気がします。距離を縮める
には、共同作業を体験することや、共通点を見出すことがてっとり
早いと思います。
会話が盛り上がれば二人の距離は近づくでしょう！！

男性 期待していた 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年
個人経営のイタリアンレスト
ラン 〜10人くらい

自身がアルバイトに入る前から勤務している女性
と出会いました。同じホールであり、年齢も同じ
で、大学は異なりました。

同じ部署(ホール)であり、年齢も同じであったため、勤務初日から仲良くなりまし
た。相手方は明るく、活発な人であったためすぐに打ち解けることができました。初
めは相手方に恋人がいたため、ただの仲の良い友人という形での繋がりでした。
出会ってから半年程経過した後に相手方が恋人と別れたというのを知り、慰めも
兼ねて食事等に行くようになり、徐々に親交が深まりました。就職活動の際にも協
力して対策等を行っており、仲がより深まったタイミングで告白をし、付き合うに至
りました。 別れた

バイト先で仕事ができない認定をされると男性としての魅力の低
下につながるため、しっかりとバイトをこなした上で明るく接する。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 カー用品店 20人以上が

相手が社員だったのであまり喋る機会は無いだ
ろうと思っていたのですが、相手側から色々と話
しかけてきてくれました。

仕事中もプライベートの話など色々と話したり、仕事で分からない事があると分か
りやすく教えてくれました。昼食時もよく話していたのでたくさん相手のことが知れ
るようになりました。
面白い人だったのでそこにも惹かれました。
休日にはドライブによく連れて行ってくれて、自然とお互い惹かれるようになりまし
た。
相手が5歳年上だったので、色んな事も経験していたり知っている事もたくさんあっ
たので会う度にドキドキしていました。 半年程付き合ってお別れしました。

気になった人がいたら話しかけること！
話さないと相手のことが分からないし、相手も気にかけてくれない
ので話すのが近道だと思います。

女性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 完全に同い年 郵便局 20人以上が

郵便局のバイトで同じ課に配属された初日に、担
当の職員にその男性を紹介された時、挨拶をし
たのがきっかけでした。

お互いに高校生で歳が同じだったので、気になってはいました。私も相手の男性も
なかなかお互い話しかけられなかったのですが、少しずつ会話をする様になりまし
た。バイトが終わる日に、担当の職員が彼にアドバイスをこっそりしていたみたい
で、バイトが終わり、帰るギリギリのタイミングでしたが、連絡先を聞かれました。そ
れから何度か電話で話して、２人で映画を見に行った帰り際に、告白されました。
少し考える時間をもらい、後日、お付き合いをすることになりました。 半年ほどお付き合いしてお別れしました。

私は自分から話しかけられないほうなので、お互いに会話をして
楽しいなとかまた会いたいなと思うきっかけがあれば、恋に発展
するかもしれないです。
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女性 まったく期待していなかった 10代 フリーター 20代 大学生 ±3歳 ミニストップのコンビニ店員 〜5人くらい

彼は夜中の時間帯に働いていました。私は朝の
時間帯でした。バイトの時間交代の時にしゃべる
ようになったのごきっかけでした。

最初のうちは職場であいさつを交わす程度でしたが、しばらくしてから彼から遊び
に行こうとお誘いがありました。ご飯やカラオケにも行きました。彼は車持ちだった
ので海にも連れて行ってくれました。何回か遊んだ時に「付き合わへん？」と言わ
れたのを覚えています。でも全然タイプじゃなかったので何度も断りました。別の日
に呼ばれて、車の中で2.3時間もずっと付き合おうと言われ続け、根負けして付き
合ったのが馴れ初めになります。 1年半付き合って別れました。

笑顔であいさつは必須です。バイトのみんなで交流深めて徐々に
アピールしていけばいいと思います。2人で遊ぶようになったら絶
対行けると思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 そのバイト先の社員 ±3歳 レストランです 20人以上が

急に知らない社員さんから「こいつどう？」と声を
かけられて、その日の帰りにその「こいつ」から連
絡先を渡された。

私がレストランでバイトを初めてから２ヶ月くらい経った時。私はこのバイトが副業
だったので、週2でしか出勤しておらず、やっと自分の持ち場のメンバーの顔や名
前を覚えた頃、違う部署の全然知らない社員さんに声をかけられて「ねぇ、彼氏い
る？こいつどう？」とこれまた全然知らない方をおすすめされました。その日の帰り
に本人にもう一度呼び止められ連絡先を渡され、私も連絡して2週間後くらいに初
めてプライベートでデートをして付き合うようになりました。 結婚しました。

「彼氏欲しいんですよね～」とアピールすると良いと思います。最
初に「彼氏いる？」と聞かれましたが、私は自分の部署内では「彼
氏が欲しい」という話をしていたので、もう相手は私がフリーという
ことは知ってたと思います。自分を狙ってる人がいれば狙われや
すい様に振る舞う方が良いと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 正社員（アルバイトは副業20代 大学生 ±3歳 個別指導塾 〜5人くらい

正社員として働き始めて、塾の先生をしていた友
人から「誰か指導できる友達を紹介してほしい」と
言われたが、年齢的にも紹介できる後輩がおら
ず、自分が指導することになったことが出会いの
きっかけです。

そこの個別指導塾の塾長が優しく、先生たちとの交流が多い職場でした。塾なの
で、ほぼ夜遅くに終わるのですが、終わってからお菓子を食べながらお話したり、
終わってからみんなで食事に行ったりカラオケに行ったりしていました。そんな友
達のような付き合いの中で、いろんな先生方と話すようになり、親しくなった先生と
はラインの交換などして交流していました。そのうちの一人の先生と仲良くなって、
告白されたのがきっかけでお付き合いし始めましたが、塾内では内緒で付き合っ
ていました。 ３年付き合って別れました。

いろんな人と話をしてみること。相談であったり、他愛のないこと
で構わないけど、言葉を交わさないと付き合えるかどうかうまくい
くかどうかなんでわからないと思う。自然と一緒にいることが多く
なるとそのうち付き合ってるよ。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 ドラッグストア 〜10人くらい

自分はドラッグストアのアルバイト店員として、彼
はそのドラッグストア内にある調剤薬局の薬剤師
さんでした。

最初はとてもぶっきらぼうで怖い印象でした。さらに言えば、同期で入った女の子
はすぐに彼とも打ち解けていましたが、私は半年経っても目も合わせてもらえませ
んでした。でもある時から時間がある時に調剤薬局内の書類整理のお手伝いをし
に行くことが増え少しずつ話すようになりました。仲良くなって話を聞いてみると当
時ギャル系のメイクや格好をしていた私は向こうからしても怖い、話しかけにくい印
象だったようで、その話をしてから更に仲良くなりました。また、共通の趣味もある
ことが発覚してさらに仲が深まり、お付き合いをする流れになりました。 2年ほど付き合ってわかれました。

気になる人が現れたら、とにかく健気に仕事を頑張ることが大事
だと思います。もし私のように冷たくされてもめげずにニコニコして
いればいつか心を開いてくれたり、それに気づいてくれる人は現
れます。男性からすると健気な子がやっぱり可愛いと思うみたい
です。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 大学生 完全に同い年 カラオケ店の夜勤バイト 〜5人くらい

私はフリーターで学校に通う為のお金を稼ぐ為に
応募した家の近くのカラオケ店の夜勤バイトで出
会いました。

初めは向こうを愛想がなくてあまり私は好きではありませんでした。仕事も別のバ
イトの人達とふざけながらやってる感じで馴染めませんでした。しかし、夜勤帯は
バイトの人数も少なく週末は忙しい為、声を掛け合いながら協力しないと回らない
為、お互いの事を考えて動く事が多かったように思います。また、仕事に慣れるま
で先輩だった彼が沢山助けてくれる事があり、頼りになるなと惹かれていきまし
た。また、私は徒歩でバイトに行っていて彼は車を持っていたので、帰りに送っても
らったら、ご飯を食べて帰ったりして仲良くなったのが大きかったと思います。 4年付き合って結婚。息子が最近生まれました。

バイト中はわりと真面目に働いてあまりプライベートな話などはし
ませんでした。バイト終わりやLINEでは、バイトとは別と考えて沢
山話をしました。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 フリーター 完全に同い年
ファミリーレストランのホール
担当 〜5人くらい

私がバイトを始めた時に既にそこで働いていまし
た。ただ私よりも1ヶ月前に入ったばかりで、お店
の中ではほぼ同期でした。

同時期入店の同い年ということで、初めは仕事のことを中心に二人でよく話しをし
ていました。そんなことを繰り返している内に距離が縮まりプライベートなことも話
すようになりました。その頃にはお互いがお互いのことを気になるようになり、仕事
終わりで食事に行くようになっていました。二人共付き合っている人がいなかった
こともありその後の展開は速かったです。仕事が入っていない日で都合がつけば
会うようになりましたし、勤務シフトを合わせるようにすらしていました。この前後く
らいで私から付き合いを正式に申し込みお付き合いが始まりました。 1年付き合いましたが、最終的には別れました。

特定の異性だけでなく、その場で働いている全ての人と仲良くな
り、色々と話しをするようにする。その方が狙っている人とだけ話
すより結果的に上手くいきます。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 30代 そのバイト先の社員 ±15歳 チェーン展開のカフェ 〜5人くらい

大学4回生の時にアルバイトをしていたチェーン
店のカフェで店長をされていました。顔合わせで
初めてお会いしてとても素敵な人だと感じたこと
が印象に残ってます。

クローズ作業が初めて一緒だった際に、退勤後に飲みに誘われてから距離が縮
まりました。シフトも一緒になることが多く、退勤後や休日も一緒に過ごすようにな
りました。仕事中も忙しい時は助けてくれたり、よく褒めてくれました。仕事の際の
スマートな姿と、プライベートで見せるお茶目な姿のギャップが凄くて、最初出会っ
た時からどんどん好きな気持ちが大きくなりました。私が大学卒業と共にアルバイ
トを退職した後、向こうから告白してくれてお付き合いが始まりました。 1年付き合ったのち、別れました。

沢山シフトに入る。分からないことは聞く、メモする、一度教えても
らったことは必ず覚える、などやる気を見せる。ニコニコ楽しみな
がら仕事をする。

女性 期待していた 10代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 雑貨屋 〜5人くらい

元々そのお店の常連だった私が店の雰囲気の
良さに好感を持ちバイトに募集しました。先輩バ
イトのイケメンと同じシフトに入るうちにどんどん
好きになりました。

元々お客だったのでそのイケメンのことは前から知っていましたがあまり愛想が良
くなかったので少し距離を置いていました。バイトに入ってからもなかなか打ち解け
られず気になっていたある日、同じシフトで夜まで仕事をしていると急に気さくに話
しかけてくるようになりました。それからというもの向こうから積極的にアプローチを
してきてくれ連絡を取り合うようになって告白されました。イケメンで性格の良さも
分かったので好きになり付き合うことになりました。 2年付き合って別れてしまいました。

どんな小さい飲み会でも参加したりバイト仲間とのコミュニケー
ションをたくさんとると出会いが広がります。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 カフェ 〜5人くらい

アルバイトの採用が決まって、シフトの希望を書
いた紙を出しに行った時に働いていたのが彼でし
た。
しかし、彼からは無言で睨まれてこの人怖いとし
か思いませんでした。

彼は１つ上の先輩で、私と被った日はたまたま他の先輩が私の指導をし、彼は一
緒に働くという形でした。
彼はとても厳しく、入って間もなく仕事が出来ない私に強く当たり、正直嫌いではな
いが苦手で怖い先輩だなという印象がありました。
このカフェでは、ほとんど４年制大学の学生が働いており、４年生の卒業時期に入
ると送別会が行われます。
その幹事に私と彼が選ばれ、連絡先を交換しました。私は熱心に居酒屋を調べて
彼に報告の連絡をしたりするうちに、
彼は私に対して「意外といい子だな」と思ったそうです（付き合った後に聞きまし
た。）
そのうち、メールで仕事のこととは関係ないプライベートな話までするようになって
いきました。
そして送別会当日、初めてちゃんと話す機会が来ました。
お酒がお互い入っていたこともあり、普段ほとんど無口な彼はたくさん話しかけてく
れるようになり、
私もリラックスして本来の自分を出すことが出来ました。２次会、３次会へと進んで
いき、気が付いたら彼と私は２人になりました。
居酒屋では仕事の話でしたが、朝マックでは恋バナまでするようになりました。そ
の日がきっかけで彼からメールで「バイトのあとごはん行かない？」
と、頻繁に誘われるようになりました。頻繁に誘われるようになってから、「もしかし
てこの人私のこと気になっているのでは？」と思うようになりました。
私自身も好きまではいかないが、なんか気になるし、告白されたら断りはしないか
な～といった具合でした。
何故かバイトのシフトも頻繁にかぶるようになり、もしかしてシフトの希望合わせて
きてるのかな？と感じていました。
そしてお食事１０回目くらいのある日、焼肉屋さんに行って解散して家に帰った後
にメールが来て、今から家に行きますと言われました。
風呂に入ってしまった私は急いで化粧をして服に着替えて家の前に行きました。
（この時点でもう告白くるかー！と思っていました。笑）
そしてそのまま家の前で、「好き。付き合ってください」と言われました。「私もです。
宜しくお願いします」と返事をし、付き合うことになりました。 結婚５年目、子供がもうすぐ１歳です。

バイト先以外で会う機会を作る。
元々飲み会等しているようなところだったら積極的に参加をし、し
ていないところだったら自ら誘ったりしてそういう環境を作る。
飲み会で仲良くなって恋話まで出来る関係になる。連絡先は必ず
交換して、二人でも会えるような関係性を作っていく。

男性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳 コンビニ店員のバイト 〜5人くらい

高校1年生の時に近所のコンビニでバイトしてい
て、近くの違う高校の生徒が良く買い物に来てい
ました。
そこの高校に亜興二つ上の女の子にが買い物に
来た時によく話しかけられていたのがきっかけで
した。

バイトに入っている時には毎回必ず買物に来てくれて、その子の友達とかといっ
しょにかわいいねと自分がよく言われていました。
自分は当時女の子に免疫がなかったので、照れてありがとうございますとかしか
言えませんでした。
出会って1ヶ月ぐらいの時に携帯を持っているか聞かれて、持っていると答えたら
番号が書いてある紙を渡されてやり取りがスタートしました。
当時はLINEやe-mailなだがなくショートメールや電話でのやり取りを続けていき、
付き合う事になりました。

1年ほど付き合っていましたが、遠距離になり自然消
滅しました。

バイトも一種の出会いの場だと思いますし、自分からアピールす
るのも大事ですが、待っていても出会いがあるときはありますの
でタイミングが大事だと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 居酒屋 〜10人くらい

バイト先（居酒屋）で私が調理と接客の両方を担
当していて彼が接客を担当していて、接客の日
がかぶった時に徐々に話すようになっていった。

出会った時は私に彼氏がいたのでまったく意識していなかった。バイト先は同世代
が多く、みんな仲が良くて仕事終わりにみんなで飲む機会もたくさんあり、男性とし
て意識はしていなかったが徐々に仲良くなっていった。私がその時、お付き合いし
ていた彼氏とお別れしてすぐ２人で遊びに行こうと彼に言われ、最初は全く気持ち
がなかったので濁していたがしつこかったので行ってみたら思ったより落ち着くなと
思い、徐々に惹かれていきました。 結婚しました

ガツガツ行くと男性も困ってしまうと思うし、女性はやっぱり追いか
けられる恋愛の方が良いと思うので気長に待つしかないと思いま
す。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 フリーター ±3歳 コンビニ 〜5人くらい

大学のとき生活費を稼ぐためにコンビニでバイト
をしていました。
彼はそのバイト先で私が入る2年ぐらい前から働
いていた先輩で、そこで出会いました。

彼は2つ年上の先輩だったのですが、初めてバイトに入ってシフトが同じになったと
きからとてもフレンドリーに話しかけてくれました。彼は自然に気遣いができるとて
もやさしい人で、夕方シフトが同じになったときは帰り路が暗いからと家の近くまで
送ってくれることが多々ありました。またレジで変なお客さんに絡まれたり怒られた
りしているときは彼が間に入って守ってくれることもありました。そういう彼のやさし
さに惹かれていき、私から告白してお付き合いを始めました。 1年付き合って別れました

バイトの内容にもよると思いますが、少人数勤務でシフトが同じに
なることが多いと仲良くなるきっかけが多いなと思いました。そう
いう意味ではコンビニはお勧めだと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳
ハンバーガーのファースト
フード店 20人以上が

シフトが元彼が深夜、私が早朝で、よく出会うこと
が多かったです。その後、元彼がバイトリー
ダー、私がお客様係となり、ミーティングや控え室
で会うことも多かったです。

上記のように会うことが多くなり、業務上連絡先を交換するようになりました。その
後、バイトリーダーとお客様係だけで遊ぶことも数回あり、連絡もよくとるようになり
ました。
その流れでご飯に一緒にいくようになり、バイクに乗せて貰って夜景にいったり、買
い物にいったり、たくさん遊びを重ね、元彼から告白をされ、付き合うようになりまし
た。
でも、その元彼はバイト内で女癖が悪いと有名で、当時の店長に2時間にわたりや
めとけ、と説得されました。 1年ほど付き合って別れました。

バイト同士の飲み会や遊びがあれば参加したほうが濃い付き合
いになるしいいと思います。バイト先に溶け込むことが大切かと
思います。

女性 期待していた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 居酒屋 〜20人くらい

新しいアルバイトの子が入ると、一人指導係の先
輩が専属でつくシステムだったのですが、彼が私
の指導係になったのがきっかけでした。

居酒屋でのアルバイトは初めてで、失敗も多くよく落ち込んでいたのですが、いつ
も彼が次は大丈夫だよ、と励ましてくれていました。彼の優しさと、テキパキと仕事
をこなす姿に憧れて、だんだんと彼のことを好きになっていきました。バイトの上が
る時間がいつも同じだったので、仕事帰りに飲みに行ったりするうちに、自然と仲
が深まり、次第に二人で休日に遊びに出かけるような関係になりました。その後彼
から告白され、もちろんOKして付き合うことになりました。 今も付き合っています

新しくアルバイトを始めるのなら、人数が多いアルバイト先を選ぶ
のがおすすめです。人数が多い分だけ出会いの数も多いからで
す。
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女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 居酒屋 〜10人くらい

居酒屋のオープニングスタッフで、全員一緒にス
タートすることになり、グループを作って研修を受
けているうちに仲良くなった。

大学が多い地域だったが女子大だったのでほとんど私は異性と出会う機会がな
く、相手も工学部だったので女子がほとんどいないと言うことでした。またそこまで
陽キャラというわけではなくお互い、あまりもの同士のような感じで雑談をしている
うちに同じようなジャンルの映画が好きだと言うことがわかり、「これは見た？」「こ
れもおすすめ」と言うように話をしていくうちに「じゃあ一緒に今度映画を見に行こ
う」ということになりそこからお付き合いに至るようになりました。 2年付き合って別れた

取り敢えず「自分は相手がいません」と言うようなことをアピール
しておけば、周りの目にも止まるので、開き直って言ってしまうこ
とが大切とアドバイスします。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 ±3歳 焼肉屋 〜20人くらい

社員が少なく、アルバイトでまかなわられている
焼肉屋だったので、サークルのようなバイト先
だった。各階にわかれてその日のメンバーによっ
て店長が階を決めるので、毎回いろんな人と働
ける環境だった。

同じ曜日や同じ階で働けることが多くなって、会う頻度も増え一緒に働くにつれて
話す機会も増えて、そこから連絡を頻繁に取るようになり、2人で遊んだり大人数
で遊ぶことも増えていき、仲良くなってお付き合いをする流れになった。大学は違
えど、同じ大学のサークルのメンバーのような存在だったので、毎回バイトに行く
のが楽しくなったりして仲良くなった。同じ年のメンバーがたくさんいるので、仲良く
なるスピードも早く、恋愛に発展していった。 2年付き合って別れた。

アルバイト先によって、その人となりや性格も様々なので、バイト
先を見極め、友達感覚から仲良くなって性格を知るのが1番良い

男性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 大衆居酒屋でのアルバイト 〜10人くらい

大学2年生の時に、たまたま同じタイミングでアル
バイトを始めたのがきっかけで職場で出会い仲
良くなりました。

たまたま同じタイミングでアルバイトを始めたので、業務の研修やシフトが被ること
があり自然と会話が多くなり仲良くなりました。話していくうちに、お互いにたくさん
の共通点があることが分かりました。後に、大学と学部まで同じだったことが分か
り、一緒にいる時間が増え自然と付き合うことを視野に入れていました。元々私が
勤めていた、居酒屋は学生の街の最寄り駅に隣接していて、学生が多くカップルも
たくさんいたので、そのような環境の影響もあったと思います。 2年付き合って別れた

とにかく周囲のひととたくさんコミュニケーションを取れる環境に行
くことだと思います。それは、同僚であってもお客さんであってもコ
ミュニケーションをとり、関係値を気づいていくのが出会いをゲット
するコツだと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 テレビ局の雑用 〜5人くらい

もともと私が1年ほどバイトをしていたテレビ局
に、彼もバイトとして採用された。たまたま彼の初
日と私のシフトが被ったため、私が彼の指導役に
なり、一緒に行動するうちに自然と打ち解けた。

2人体制のバイトだったため、シフトが被った日は空き時間に雑談をすることが多
く、お互いの趣味や価値観などを知っていった。バイト終わりに彼からご飯に誘わ
れるようになり、だんだんバイトに関係なく休日などもご飯に行くようになった。
ある日、大学生にしてはだいぶ奮発したお店の食事に誘われ、お酒を飲みながら
恋愛トークになった。ちょっとさぐりを入れられているような会話が続いたが店では
告白されず、帰り道に公園に寄り道した際に付き合って欲しいと告白された。 1年ほど付き合ったが別れた

誰とでも積極的に挨拶や会話をして、｢明るい｣｢親しみやすい｣雰
囲気をつくっておくことが大切。
休憩時間などはスマホを触っているよりも(ウザがられない程度
に)会話をした方が良い。

男性 期待していた 10代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 カー用品店 20人以上が

自分は車の整備スタッフとして配属されていまし
た。相手の方は店内の販売員でしたが、倉庫が
整備場の横にあったので商品を取りに来る時に
関わることがあったのがきっかけです。

整備場と店内との連携が大事だったので、店内のスタッフの方たちとは基本的に
仲良かったのですが、当時は皆独身ばかりの職場だったのでよく整備場のスタッ
フと店内のスタッフと仕事終わりに大勢で食事にいったり遊びに行ったりする事が
多かったのですが、その中で仲良くなり、二人で食事や遊びに行ったり、仕事終わ
りに車の中で喋ったりという事をしていき関係が発展していき、お付き合いするよう
になりました。複数の方に好意を持って頂いてましたが、お付き合いした方と一番
気があったのでその方とお付き合いしました。

３年付き合って別れました。そのころには勤務店舗も
離れていたので。

学校では異性と話す機会ってなかなかありませんが（例えば体育
は男女別、授業中は私語厳禁）アルバイト中は異性同性関係なく
連携をとったり一緒に作業したりすると思うので、その時に仲良く
なれると思います。また、仕事の都合で連絡先交換することもあ
るとおもうので昔や学校の時よりも個人的に親しくなりやすいで
す。空き時間や休憩時間に話をしたりして仲良くなってみてくださ
い！

女性 期待していた 10代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±3歳
有名な全国にある居酒屋
チェーン 〜10人くらい

私がそこでバイトをすることになり、教育かかりが
彼だったので自然と仲良くなりました。彼から可
愛いとたびたび言われて付き合うことになりまし
た。

出会ってから、付き合ったのは半年間です。それは、私が大学に専念したいと思っ
てそこをやめてしまうことになったからです。そこでバイトをしている間は、毎日会う
程好きでした。好きでたまらない人だったのです。仕事では頼りになるし、私の好
みのタイプだったのでどんどん惹かれていきました。しっかりしているところが、学
生の私にはたまらなかったですね。私のミスもカバーしてくれたりして、一緒にいる
と安心できる存在でした。 半年付き合い別れました

アルバイトでは、いい人がいないかいつもチェックすることが大事
です。出会いの場所として、いろいろなところを知ることができる
ので、オススメします。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 その他 ±3歳 カフェ 〜5人くらい

朝昼夜とシフトが分かれていて、自分は昼、相手
は夜でした。
交代の時に少しずつ話すようになって、夜の人が
いない時などには少し手伝うなどして仲良くなっ
ていきました。

一緒に働く中で趣味の話をしたり、お互いの家が近いことがわかり、仲が深まって
いったと思います。
あるとき、バイト仲間が一人辞める時、送別会を行うことがあり、そこでバイト仲間
から「いけいけ」みたいな感じのノリでデートに誘う流れになり、向こうもOKしてくれ
たのでデートに行きました。普段から仲良くしていたので楽しむことが出来、2回3
回と回数を重ね、こちらから付き合おうと告白して、無事付き合うことが出来まし
た。 2年付き合って別れた。

働いている以上気をつけなければなりませんが、清潔感はとても
大事だと思います。特に話したことがなくても印象がよいと話しか
けても相手に不快感がなく関係性を作ることが出来ると思いま
す。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 ±3歳 リサイクルショップ 〜10人くらい

自分がリサイクルショップで働き始めたときに、2
カ月前から勤務していた1歳上の先輩と、よくシフ
トが一緒になっていました。

私はレジ業務が苦手だったので、バイトを始めてばかりの頃はいつもフォローして
もらい、時には怒られもしていました。当時は内心きっとうんざりされていたと思い
ます。
半年くらい経過して私が仕事に慣れてくると、先輩とも積極的にコミュニケーション
がとれるようになり、帰り道に連絡先を交換しました。
お互い大学生で、メールで悩み相談などをするうちに気になる存在になっていき、
バイトの帰りに食事に行く関係になり、その数カ月後には私から告白して付き合う
ことになりました。 半年付き合って別れた

割と相手との距離が縮まりやすい環境だと思うので、ごく自然に
連絡先を交換して、バイトの前後にこまめにやりとりをするといい
と思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±3歳 居酒屋 〜5人くらい

相手側が新卒の社員として私の働いていた店舗
に配属になり、簡単な作業の指導を通して話すよ
うになりました。

休みの日にほかのアルバイトの方を含めて遊びに行ったり、食事をする中になり
ました。その中で何度か食事に誘われるようになり、都合が合う限りはそれにこた
えていました。私から誘うこともあり向こうの家にお邪魔することもありました。次第
に私のほうが好意を持つようになりましたが、付き合うつもりはあまりなかったので
そういった話はしませんでした。
事情により私がアルバイトをやめることを決め、そのことを伝えると「これからも一
緒にいたい」と言ってくれ、そのまま付き合うことになりました。 今も付き合っている

まず仕事にしっかりと取り組むことが大前提だと思います。
バイトを始めた理由が恋人を作りたいから、というものであったと
して、勤務態度がいい加減な人と付き合いたい人はいないでしょ
う。
そのほかは、自分からバイト仲間に積極的に声をかけることが大
切です。
仲良くなれば気になる人を含めて遊びに行く機会ができ、距離が
縮まる可能性が高くなると思います。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳
コンサート会場での観客誘
導・チケットもぎり 20人以上が

あるアーティストのコンサート会場誘導業務を行
う際に出会いました。
アルバイト当日ランダムに持ち場が決まる中、た
またま同じエリアでした。
主に開演前と終演後がメイン業務の時間となり、
それ以外は待機時間としてエリア毎に集まって休
憩している時間があったため、そこで会話したこ
とがきっかけです。

そもそも、好きなアーティストのコンサートに少しでも関わりたくてこちらのアルバイ
トに入ったところ、彼も同じ動機だったため初対面から話が弾みました。
関連するアーティストや音楽の趣味が一致したため、お互いのおすすめを紹介す
るため連絡先を交換しました。その後のどのコンサートのアルバイト（単発のため）
に応募したかなど共有しているうちに、今度は一緒に好きなアーティストのコン
サートに行こうという話になり、交際へつながりました。 1年ほど交際してお別れしました。

自分の好きなものに関連するアルバイトを始めることがおすす
め。
コーヒー好きならおしゃれなカフェ、洋服好きならアパレルなど。
はじめから共通の話題や趣味が合うので、自然とプライベートで
も仲良くなりやすい。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 大学生 ±3歳 マクドナルド 〜10人くらい

私が先に勤務していて、何年か後にアルバイトで
勤務していました。最初はお互い話などもなく、バ
イト終わりに皆で飲みに行くときもあまりせってん
はありませんでした。

出会ってから、しばらくはお互い仕事仲間とというより、もし少しよそよそしい感じで
した、実際に世間話等もしていたか、わからないくらいでした。実際に付き合うきっ
かけが、共通の趣味があったことです、たまたま飲みに行った席で、自分の趣味
の話や理想や今後の展開を話していくうちに、彼女の方から、自分に興味を持ち
始めた感じでした、その後向こうからアプローチが多くなり、次第に二人で遊びに
行く機会がふえ、お互い意識しお付き合いに発展しました。 2年程で、彼女が上京の為別れた。

仕事中も、普段から話をしてみたりした方がいいと思う。最初は仕
事の話、打ち解けてきたらプライベートな話と徐々に間を縮めて
いく。

女性 まったく期待していなかった 20代 その他 20代 別の会社の正社員（副業でアルバイトにきていた人±3歳 地元のガールズバー 〜5人くらい

彼は隣のシュウマイ屋さんでバイトをしている人
でした。シュウマイ屋さんの方が先に終わるので
終わった後ちょっとだけ飲みにきていました。
その時に初めて出会って、話をし、バイトの店先
でお客さんを送った時など顔が合えば話や挨拶
をする仲になりました。
その後、一緒に食事にいくようになって告白され
ました。

最初は数回、笑顔で挨拶する程度でした。
何かのきっかけで私のバイトの後、シュウマイ屋さんのスタッフと私で飲みにいくこ
とになりました。きっとこの時には彼が店長などに私のことを好きだと打ち明けてお
り、店長も協力して関係を深めさせてあげよう、みたいな流れだったと思います。
そこから2人で出かけるようになって、三度目の飲みの後にキスをされて告白され
ました。
実は私も最初から好みの人だったので、その告白は天にも昇るような心地で嬉し
かったです。

数年付き合って自然消滅です。彼が途中で仕事で遠
方に行ってしまいました。

できるだけガツガツしないことだと思います。
それ目当てよりも他のことに打ち込んでいる時の方が告白されや
すいです。
バイトでもいいし、他に何かをちゃんと一生懸命している、そうして
いると自然と恋愛は始まると思います。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 個別指導の塾講師 20人以上が

ある受験生（以下A）の数学を私が、物理を彼が
担当しており、どのタイミングで赤本に入るかなど
の年間の授業計画を相談することをきっかけに
はなすようになりました。

私は平均的な恋愛経験はありましたが、彼は全く恋愛経験がありませんでした。
初めは一切恋愛的な意味で興味はありませんでした。しかし彼のバイトに対する
姿勢や受験生の人生がかかっていることに対する責任感の強さを尊敬しました。
いかに自分が愚かだったかと気付かされ、彼と話すことで自分の成長を感じること
が出来ました。そこから私が彼のことを好きになりました。彼は恋愛的な意味で好
かれることがありえないと考えていたので、1度告白しました。ですがその時に返事
は貰わず、考えて欲しいと伝えました。その後数回デートをかさね、彼に告白され
付き合いました。 今も付き合っています。

アルバイトに一生懸命取り組むことが必要です。そうすれば相手
に良い印象を与えることができます。初めに良い印象がある事で
交際にまで持っていきやすくなります。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 フリーター ±3歳 マクドナルド(飲食店) 〜20人くらい

一緒に勤務していた友達からご飯のお誘いを受
け、私、女の子の友達二人と初対面の男性二人
もいて、五人でバイキング形式の食事をしながら
雑談をしていました。

食事の時に出会った男性一人が私に話しかけてくれて、line交換をして、時間が空
いた時や夜に公園で会ったり、私のお家で一緒にゲームをしたりしていて、その人
は出会った時から私に惹かれていたみたいで、出会ってから連絡をまめにとってく
れて、職場でも私が主に厨房で彼がドライブスルーの接客のほうでポジションが少
し離れていても、ちょこちょこ気にかけてくれて、話に来てくれたり水分補給のため
にお水をついで持ってきてくれたり気遣ってくれて私も彼に惹かれていって、ある
時、実家の私の部屋で仕事終わりに雑談していた時、『俺と付き合ってください』と
告白されて、お付き合いすることになりました。 今も付き合っている

自分のほうから積極的に挨拶したり、天気の話題、仕事のこと、
趣味とか聞きやすそうな話題から相手とお話して仲を深めようと
したり、新人さんもたくさん入ってくるからみんなに話しかけるよう
にするといいよ！とアドバイスをする。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 フリーター ±3歳 日本食レストランバー 〜10人くらい

私が大学生の時アルバイトで大阪にあるレストラ
ンバーで働いていた時に、フリーターで既に働い
ていた２歳年上の女性と出会い、付き合うことに
なりました。

出会ってから、最初は中々会話も出来なかったのですが、次第に仕事の話を良く
するようになりました。相手が先輩にあたるため色々と指導もかねて話をしている
うちに自然と仲良くなりました。さらに１か月後次第に仲良くなり相性も合うなあと
思った次第です。その後ラインの交換を行い、１回プライベートでご飯でも行かな
いかという話になりました。２人きりで楽しい時間を何回か過ごしました。そのうち
に付き合おうかと私の方から申し出ました。 ４年付き合って別々の道に行きました。

男女が共にいるようなアルバイトが良いと思います。仕事の流れ
から好きになったり、好かれたりするものです。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 フリーター ±3歳 ドラックストア 〜5人くらい

そこのバイト先は、ドラックストアといっても小さい
店舗のため２人勤務が通常となっていました。私
がバイトに入る時は、たいてい彼女と一緒のシフ
トが多かったのです。自然と仲良くなっていった
感じでした。

バイト先で、身近な存在となり打ち解けるものもあってバイト以外でも会うことが増
えてきました。彼女のほうが年上でバイト先での勤務歴も長いので、仕事の相談な
どに乗ってもらっていました。そこから仲良くなり外でも会うことになりデートを重ね
て行きました。共通のスポーツ観戦という趣味もあり意気投合していき付き合い始
めたのです。同じバイト先だとプライベートで会える日が限られてしまうので、私は
バイトを辞めて彼女を優先しました。 ２年程付き合って振られました

バイトの職種にもよると思います。女性の多いいとこでも仕事内
容で話をする暇がなかったりすると駄目なので、私のように２人
勤務になれるようなバイトを探すのがポイントかと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 少し高級な居酒屋 〜5人くらい

はじめての飲食系のバイトでした。私はホールで
相手はキッチン担当でした。
相手が社員さんということもあり、仕事を教えてく
れていました。

はじめは、ただただ話しやすい方だなという印象でした。
私には上の兄弟がいないので、お兄ちゃんみたいな存在でした。大学の愚痴をき
いてもらったり、お互いの趣味についてお話していました。
バイト先の居酒屋は0時までやっていたので、そのあとに締め作業をしていたので
すが、締め作業が終わってから二人で映画を見たり、海に行ったりすることが増え
ました。このように２人でいる時間が増えていったのをきっかけにお互い好きにな
り、付き合うことになりました。 今はわかれています

バイト先で仕事を教えてもらう関係性になることが第一歩だと思
います。
お互い話しやすい関係になれば、友達感覚で遊びに行くことがで
きると思うので、複数人で遊ぶことからはじめて、徐々に二人で遊
ぶようにしてみたらいいのではないでしょうか。
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女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 そのバイト先の社員 完全に同い年 ホテルのフロント 〜5人くらい

私がバイトで入ったところの正社員でした。
私はフロントだけしか受け持っていなかったので
すが、彼は正社員なのでフロントも裏方もすべて
の業務に携わっていました。
彼がフロントの時に積極的に話しかけてきてくれ
たので好意をもちました。

彼は正社員なのでバイトのシフトの管理など彼がしていました。
私のシフトも彼が調整してくれて、私と彼の休みがよく重なるようになっていまし
た。
そんな時彼から、休みがかぶってるから今度二人でどこかいかない？とデートの
お誘いがあったのｄ
彼とデートを何回か繰り返してお付き合いするようになりました。
あとから聞いた話ですがシフトはわざと私と彼の休みが重なるように調整していた
みたいです。
最初に会った時から彼は私に好意を寄せていました。 いまの旦那です。

欲を出さないようにしていた方がいいと思います。
欲を出してしまうと「こいつバイトに男探しに来てるな・・・」とおもわ
れ引かれてしまうので
私は仕事をしたくてバイトしているだけですよ～みたいな顔をして
いた方が案外男の人は寄ってきます。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 大学生 ±3歳 通信販売のコールセンター 20人以上が

コールセンターがチームごとに分かれて着席する
決まりで、同じチームに配属され隣の席になった
ことがきっかけです。

同じチームに配属されましたが自分が人見知りの為、あまり仲のいい人がいませ
んでした。そんな中、3か月遅れで新人のアルバイトとして彼が入ってきました。彼
の方が年下でしたが、年が近いのでよく話すようになりました。また、職場での飲
み会も多かったので全体的に仲良くなっていき、お昼を一緒に食べたり一緒に帰っ
たりするようになりました。相手が大学生だったので就活しており、就職した際にも
職場みんなでお祝いしました。そのお祝いの帰り道、近くの駅まで送ってくれてい
るときに告白されてお付き合いするに至りました。

１年ほど付き合って相手が転勤するに伴って別れまし
た。

まずは接点を持つことだと思います。接点があれば仲良くなるの
は早いので、そのあとはみんなでご飯に行った後に２人ご飯にい
くなど段階を踏んで仲良くなっていくといいと思います。

男性 期待していた 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 ファーストフード店 〜5人くらい

同じ勤務先であるファーストフード店のアルバイト
の先輩で、同じ時間帯でシフトに入る事になった
のがきっかけ。

初めはただの仲の良い先輩という感じだった。
その先輩も自分も基本的に深夜の時間帯に入る事が多く、その時間帯はお客さん
も少なく、一緒に働く人数も3人とかだったので話す時間が自然と多くなり、徐々に
仲良くなって行った。
自分の通勤は基本的にバイクで、その先輩は車だった。雨の日や雪の日はバイク
では無く、歩いて出勤しており、帰りは家まで送ってくれたりしていた。
とある日、その先輩がしばらく家を空ける為、ペットのハムスターを数日預かって欲
しいと頼まれ、一人暮らしだった自分は快諾。
ハムスターを預ける為、これまでは家の前までしか来た事が無かったが、その日
は初めて家に上がり、その時に告白されて付き合う事になった。 4年ほど付き合って遠距離になり、別れた

まずは、同世代や独身の女の子が多いバイト先を選ぶ事が最優
先。
居酒屋や、ファーストフード店は明るい子が多いと思うので積極
的に行けると可能性高いと思う。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 ミスド 〜5人くらい

バイト始めた当初は、お相手と同じ時間帯では無
かったですが、お相手の方の都合で同じ時間帯
で仕事をするようになり、そうなると当然会話もす
るようになりお互いのことを知るようになりまし
た。特に閉店後の作業も一緒だったので、お客様
がいない状態で、なおかつ他の同僚もあまりいな
い状態で会話ができる時間が多かったので話が
良く盛り上がりました。

実際に二人でデートするきっかけとなったのは、たまたま話の中でお互いに共通
の趣味があったことです。その趣味とはゲームだったのですが、結構プレイ人数も
少ないマイナーなゲームセンターのアーケードゲームだったので、一気に距離は
近くなりました。それで一度一緒にゲーセンに行こう！となって、それから食事も一
緒に行くようになりお互いをすごく意識するようになりました。初デートの時が10月
頃だったので、丁度クリスマス頃にはそろそろ告白するべき時だったので、12月24
日にはお誘いをしてプレゼントも用意して、いつも通りゲーセンいった後、イルミ
ネーションも行こうとなって、食事もして、そろそろ帰ろうとなった時に車の中で告白
しました。

最終的に結婚して妻になりました。子どもも3人でき、
ごく普通の家庭でごく普通の幸せを享受できてます。

バイト先だと、当然仕事の付き合いから始まりますが、相手に意
識してもらうには、自分の立ち位置、つまり、どちらが先輩・後輩
かによってどのようなコミュニケーションを取っていくかを意識す
れば良いと思います。例えば自分の方が先輩であれば、仕事を
きちんとするのは当然、できる人と思ってもらえるように。そして、
私の場合がそうでしたが、極力二人きりで働ける時間が多い方が
距離は近くなりやすい！「職場が同じ」はかなり人との繋がり度合
いは大きい方なので、他の同僚・バイト仲間も利用して、飲み会を
開催して、そこで何らと距離は詰めれる。どうしても気になる相手
がいたら、その人とかぶるように同じ時間帯にシフトを入れるのは
絶対！そして、飲み会を開催して普段できない話を積極的にして
いこう！

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 某大手スーパーマーケット 〜10人くらい

私が先輩で相手が後輩として入ってきたので、レ
ジ打ちや品出しなどの業務を教える事が出会い
のきっかけです。

最初のうちは、アルバイト終わったらそのまま解散していたけど、徐々に話すよう
になって、仕事終わりに店の駐車場で話すようになりました。家にお互いが帰った
あとも長電話したり、Skypeで寝るまで繋いで話し込んでいました。ある日、彼の家
で2人きりで飲み会をしようという話になりました。お酒も入っていい感じになった時
に付き合おうって言われて正式に付き合いました。その後、彼の方が他県に勉強
する為に引っ越すという話になったので、私もついて行き同棲が始まりました。 結婚して、今も続いてます。

期待してなくても縁があれば彼氏ができるし、バイト先って意外と
ライバルが多いかもしれないから大変だと思うよ。でも、少しでも
いいなっめ思う人いたら、猛アタックだね！

女性 まったく期待していなかった 20代 正社員（アルバイトは副業20代 別の会社の正社員（副業でアルバイトにきていた人±3歳 パン屋 1人勤務

相手は私の働いているパン屋の近くの会社で働
いている人でした。近所なのでよく見かけてお互
いに認識するようになり話すようになりました。

相手が休憩中にお店にくるようになり、話すようになりました。はじめから好意を示
されましたが、私は他に好きな人がいたのでずっと断っていました。そんな状態が
何ヵ月か続いたのち、相手の勤務先がかわり、会わなくなりました。それから２年く
らい経った頃に、突然相手がお店に来て(近くに仕事で来たから寄ったそうです)、
話し、久しぶりだしご飯でも行こう、となりました。その後、何度か会いお付き合い
するようになりました。 結婚した

仕事を一生懸命やるのが一番だと思います。一生懸命やってれ
ば誰かしら見ているし、素敵に見えるんじゃないかなと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 フリーター 完全に同い年 駅のジューススタンド 〜5人くらい

大学生の時にしていた駅構内にあるジューススタ
ンド(ミックスジュース屋さん)のバイトの、彼は先
輩でした。

自己紹介のとき、私は彼を「綺麗な顔だけどなんかヘラヘラしてて変わった人だな
あ」と思っていましたが、仕事を教わるなかで、とても真摯に仕事に向き合っていて
真面目な人なんだと好感度が高まっていました。一方で彼の方は最初から私の顔
がタイプだったそうで、出会って半年くらいして告白してきてくれました。それから3
年ほど仲良く付き合い、一度はすれ違いで別れましたが半年で復縁し、その時結
婚を申し込まれて出会いから5年目に結婚しました。 結婚して子どもが３人います

誰に対しても笑顔で分け隔てなく接すること。そうしたらそういう姿
を誰かしらが好意を持ってくれると思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳
居酒屋のアルバイト、私は
ホールで彼は調理でした 〜20人くらい

彼が調理を担当する居酒屋に私がアルバイトと
して働いていて知り合いました。バイトが終わって
からみんなでご飯を食べに行ったことで仲良くな
りました。

付き合い始めた時は、彼は入社2年目、私はアルバイトの新人でした。バイトが終
わってから複数で食事をすることが多く、話す機会があったのですが、なかなか恋
愛には発展しませんでした。
バイト先でお花見をしたのですが、その時にたまたま隣に座っていてじっくり話す
機会があり、連絡先を交換して二人で連絡を取るようになりました。
それから二人だけで食事に行って、話していて楽しかったのでお付き合いをするよ
うになりました。 3年くらい付き合って別れました

出会いがありそうなバイトの種類を選ぶことです。男女が複数い
るような、スタッフ通しの交流があるようなバイトが望ましいです
が、出会いを求めている！ということを一番には考えない方がい
いと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 10代 フリーター ±3歳 ファミレス 〜10人くらい

ファミレスの同じアルバイトとして同じシフトになっ
たりした。向こうが後から入ってきて出合った形に
なります。

自分の方が惚れてしまって、先輩方に同じ時間のシフトにしてもらうように頼んで、
少しずつ距離を詰めていきました。そして連絡先交換をして、毎日連絡をして、
徐々に遊ぶようになり、告白をして、付き合う事ができました。その後同棲をするよ
うになり、山あり谷ありの年数を経過していき、出会ってから10年経った頃にプロ
ポーズして結婚することができました。割と最初からじっくりと時間をかけて愛をは
ぐくんで結婚までいきつくことができました。 結婚した。

まず、話すことが重要だし。職場の雰囲気というか職種も重要だ
と思います。
同世代とかの異性が多そうな所じゃないと厳しいです。

男性 まったく期待していなかった 20代 正社員（アルバイトは副業20代 別の会社の正社員（副業でアルバイトにきていた人±10歳 コンビニのアルバイト 〜5人くらい

私が隙間時間に手軽にできるアルバイトを探して
いて、たまたま立ち寄ったコンビニがアルバイトを
募集していたので志願したところ、すんなり採用
してもらい翌週からアルバイトに入る事になりまし
た。そこで新人教育をしていた女性と話をしてい
るうちに、仲良くなりました。

仲良くしていくうちに、私の方からお付き合いを申し込みました。お互いにシフトが
合う日は仕事終わりにご飯を食べに行く、これがローテーションになって行きまし
た。そんな日々が半年くらい経過した頃でしょうか、私から”プロポーズ”をしたの
は。そうです、隙間時間にと選んだアルバイト先に今の妻になる人がいたのです。
まさかとは自分でもかなり驚きましたし、妻も同じく、まさかアルバイト先に結婚す
る相手が来るとは思はなかった。と２人の笑い話になっています。 結婚しました。

話下手の人もいると思います。それでも、もし少しでも気になる人
がいたとしたら勇気を振り絞って声を掛けて下さい。もしかしたら
その人はあなたの結婚する相手かも知れませんよ。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 その他 ±5歳 インテリアショップ 〜10人くらい

お客様として数回来店、顔見知りになった頃に名
刺をいただきしばらくしてから連絡を取り合うよう
になりました。

第一印象は若いのにお金持ち。(インテリアショップの中では高価なお店だったの
で)
爽やかな若手社長といった感じでした。
最初食事に誘われましたが、お客様ということもあり当たり障りない言葉でお断り
していました。
しかしお店でお会いできた時はテンションが上がってしまう…彼も同じビルで仕事
をしていたのでばったり会うこともありました。
食事くらいなら大丈夫かと思い初デートへ。そこから何度か仕事後に食事をしてお
付き合いすることになりました。 1年半ほど付き合って別れた

まずは場所選びが1番大事だと思います。
職種も大事ですが、勤務地により働く人も周辺にいる人も全然違
うのでどういう人と出会いたいのか。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳

スーパーのレジをしていまし
た。相手は品出し担当でし
た。 20人以上が

お互い夜のシフトで閉店後まで残ることが多く、
帰宅前に少し話すようになり、仲良くなっていきま
した。そこからは自然な流れで付き合いました。

最初の頃は、自分にも外に付き合っていた方がいたため、バイト仲間として仲の良
い相手でしたが、次第に彼のことが好きになっていき、付き合っている相手がいる
のにもかかわらず、気持ちはどんどんバイト先の彼に持っていってしまっていまし
た。付き合っている相手とは、毎日会うこともなかったですが、バイト先の彼とは、
顔を毎日合わす日々が続き、やっぱり彼と付き合いたいと思い、当時付き合ってい
た方とお別れして、バイト先の彼と付き合うようになりました。

お互い就職をしたタイミングで、スケジュールが合わな
くなることが増え、最終的に別れました。

私の場合は、若い人があまりいないアルバイト先だったので、ライ
バルがいなかったなぁと今思います。出会える数は減ってしまい
ますが、恋愛には発展しやすいかもしれないです。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 ファミリーレストラン 〜5人くらい

飲食店が隣り合っている商業施設内の中のファミ
リーレストラン(以後A店)で私が働いており、お付
き合いした方は隣のファミリーレストラン(以後B
店)で働いている方でした。出会ったきっかけは、
彼が勤務中に両替をしてほしいと私のお店に来
た時に少し話をしたことです。

A店の方がお店が閉まるのが早いので、閉店後にバイト仲間たちと隣のB店にご
飯をよく食べに行っていました。彼がホール担当だったのでB店に行くたび、よく顔
を合わせるようになり話をよくするようになりました。そこからどんどん交友関係が
広がってB店の他のバイトの人とも仲良くなりA店とB店のバイト仲間の複数人で
遊びに行くようになりました。そこから二人で遊ぶようになり、お相手から告白され
てお付き合いに至りました。 1年付き合って別れました。

とにかく愛想良くすることです。明るくふるまっていれば話す機会
があったとき、そこから仲良くなっていけると思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 駅の売店 〜10人くらい

私がたまたま始めたバイト先に居た彼、彼の一
目惚れだったようで親切に仕事など教えてくれま
した。私はバイト先の優しい先輩という印象でし
た。

バイト仲間とゆうことで、自然と連絡先を交換したところ頻繁にメールがくるように
なりました。
最初は、「メールが好きな、暇な人なんだな」と思いながらもまめに返信していまし
た。
1週間ほどで、デートのお誘いをもらい、食事をすることに。
楽しい時間を過ごして帰宅しました。
翌日くらいに「彼女になってくれる？」とメールをもらい、特に断る理由もなかったの
で「いいよ」と返信。
出会ってから2週間ほどで付き合うことになりました。 ５年付き合って別れた

同世代の人多いバイト先を選んで、まずはみんなでワイワイ楽し
く過ごすと良いと思います！
仕事以外の交流時間が大事です。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 山の中にある少年自然の家 〜5人くらい

友人３人でバイト先に行った初日、彼女がそれよ
りも先に働き始めていました。最初は一緒に作業
をする仲間という感覚でした。

友達が彼女にいろいろと話をしていく中で、私と同じアーティストが好きということ
が分かったので、休憩時間にそのアーティストの話で盛り上がり、
次にバイト先で会ったときから、何気ない会話もたくさんできるようになりました。彼
女が別のお店（個人経営のカレー屋さん）で週１回バイトをしていることをしり、
客として、毎週通っているうちに、連絡先を交換し、一緒にドライブに行き、彼女が
ボーカルを担当しているライブに通い、何でも話せる友達以上の関係になりまし
た。 彼女が元カレとよりを戻したので、自然消滅しました。

気になる子がいたら、それとなく彼女の好きな芸能人とか、趣味と
か音楽などをリサーチして、共通の話題を見つければ、距離が縮
まると思うよ。
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男性 期待していた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 ファミリーレストラン 〜10人くらい

私が大学4年の時に始めた、ファミリーレストラン
のバイトでもともと彼女は働いていて出会いまし
た。私はキッチンで彼女はホールでしたが、休憩
時間はよく話していました。

バイトの休憩時間に他のバイト仲間と一緒にお互いの大学の話などをしていまし
た。バイト終わりに何人かでカラオケやボーリングなどに行ったり、お店の閉店後
に店長に許可を取って、お酒を買い出しに行って飲んだりもしていました。たまに
二人っきりになる事もあり、そのタイミングで連絡先を交換して、連絡も取り合うよう
になりました。そんなやり取りをしているなかで、私から告白をして付き合うことにな
りました。すぐに周りのバイト仲間にはバレました。

私が就職にあたってバイトを辞めて、社会人生活が始
まるとすれ違いが多くなり、私がフラれました。

他のバイト仲間を上手く巻き込んで、グループでもバイト以外の
時間で会う回数や時間を多く作るのが良いと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳

飲食店。大人数で利用する、
フロア貸し切りタイプ。結婚
式の二次会や忘年会・成人
式などに。 〜10人くらい

私がアルバイトとして働いており、辞めた社員さ
んの入れ替わりで入社してきました。以前の社員
さんととても仲が良かったため、最初は全く興味
ありませんでした。

とにかく明るく楽しい人で、よく一緒に同じフロアを担当していました。ふつうに仲良
く働いていたのですが、周りの社員さんにおだてられて、次第に意識するよう
に。。。
とある日、「別に〇〇なら俺キスできるよ？ｗ」みたいなことを言われてノリでキスさ
れました。それから何度もみんなの目を盗み、何度もキスされました。はじめは彼
には彼女がいたので本気にしていませんでしたが、その女性とは別れて後に私と
付き合うことになりました。

元彼女と別れたと思っていましたが別れておらず、浮
気相手にされていました。後にちゃんと付き合えました
が、虚言癖がつよく、半年くらいで別れました。

素直さと笑顔が大事だと思います！かしこまっているよりも少し生
意気に会話したり、空き時間を見つけていろんな話をしてみたり
会話する頻度をあげることがまず大事だとおもいます！

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 別の会社の正社員（副業でアルバイトにきていた人±3歳 ドラッグストア 〜20人くらい

私がアルバイトしていたドラッグストアにたまに買
い物にくるお客さま。その人が働いていた会社が
ドラッグストアのすぐ近くにあった。

私がドラッグストアで働きはじめた当時は、たまに買い物に来る程度だったお客
様。それから1ヶ月後くらいに、私より先にドラッグストアで働いていた先輩が、最近
あの人よくくるようになったよね！と。確かに、週2回くらいは来ているかも‥と思っ
ていたある日、『○○さんは何歳なの？』と話しかけられる。それから、その人が買い
物に来るたびに少し話をするようになりました。
最初に話しかけられてから2ヶ月くらいして、仕事が終わり帰ろうとした時、ドラッグ
ストアに向かって手を振って歩いてくるその人が。『突然だけど、俺と付き合って下
さい。』と言われ、その人の事が気になっていた私は、『はい！』と言い付き合うこと
になりました。 ２年くらい付き合い別れました。

たくさんの方が利用するドラッグストアや雑貨屋さん、ファミレスな
どの接客業で働けば出会いは多いと思います。
相手が話しかけやすいような雰囲気でいることも大切だと思いま
す。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 海鮮居酒屋 〜5人くらい

アルバイトを始めようと思い、食べに行った際に
たまたま見つけた海鮮居酒屋バイト募集のチラ
シを見て電話をかけました。面接に行った時に働
いていたのが彼でした。

最初は先輩として色々と仕事を教えくれました。2年先輩で、バイトもベテランで
リーダー的存在の人だったので、バイトの連絡網のために自然に連絡先も交換し
ました。バイトのシフトを決める立場にあった人だったので、シフトが同じになること
が多いなと感じていましたが、彼の意図的な策略だったようです。バイト終わりにそ
の日のメンバーで遊びに行ったり、食べに行ったりすることが多かったので、どん
どんと距離が縮まり、付き合うことになりました。 彼の大学卒業と共に別れました。

居酒屋や飲食などバイトメンバー同士のコミュニケーションが不
可欠なバイトを選ぶと、自然と距離を縮めることができるも思いま
す。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 大学生 ±3歳 ベーカリー 〜5人くらい

自分が働いていたベーカリーにアルバイトで入っ
てきた。シフトが重なることが多かった。一緒に働
きながら少しずつ距離が近づいていった。

勤務中に世間話程度の会話をするところから始まった。
お互いにお酒を飲むのが好きであることがわかったので、休みが同じ日に約束を
して飲みに行った。
そこで意気投合しお互いに相手がいなかったこともあって付き合うようになった。
その頃自分はフリーターで相手は大学生。
相手は普段、学校とアルバイトをこなす日々で忙しそうだったがたまに休みが合う
時にどこかへ出かけるなどのデートをしていた。
あとは一緒のシフトに入った時が半分デートのような感じだった。 半年ほど付き合って別れた。

仕事を頑張る。
変な下心は抱かない。
相手だけでなくそれ以外の人ともコミュニケーションを取り良好な
関係を築くように心がける

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 遊園地のプールの売店 20人以上が

遊園地のアルバイトの説明会で出会いました。違
う学校に通っていましたが、お互いに友達同士で
アルバイトに来ていました。

アルバイト期間中は、お互いに同じ年だということで、お互いの友達も交えて仲良く
なりました。アルバイト中は相談しやすく、終わってからはみんなで一緒に帰ったり
ご飯を食べに行ったりしていました。彼は短期採用で、私は延長して雇用されまし
た。アルバイト中に彼が遊びに来て、仕事終わりに告白され、彼の方から交際を申
し込まれました。告白されるまで、彼の気持ちに私は全く気が付きませんでした。
仲良かったし、話しやすかったので、交際することになりました。 1年付き合って別れた

同じような年代の男の子も女の子もたくさんくるアルバイトを選ぶ
ことです。部活感覚で楽しいし、話しやすいので恋に発展しやす
いです。

男性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳

資格試験の受験票を受付け
取ってゴム印を押すアルバ
イト 〜10人くらい

割と難関で知られる資格試験の願書を提出しに
来た受験者に、アルバイト二人一組がカウンター
に付いて対応する仕事でしたが、同じ組の子と知
り合いました

その資格は自分の大学での専攻と関係があり、将来的には自分もその資格を
狙っていたのですが、彼女もまた別の大学で同じ専攻でしたから、話は最初から
合いました。それでいて大学が違うので、別の大学ではどういう感じで勉強をして
いるのかお互い興味津々、ついにはお互いの大学のキャンパスを訪ねて授業に
潜り込む話になり、自分の大学では授業の後に、学食や図書館を案内するうち距
離は急速に縮まりましたね。実は彼女は公立、こっちは私立で僕は彼女の大学を
落ちた経験もあり、何かと下手に出たことも幸いしたみたいです。

同じ仕事に就き懸案の資格を彼女は２回目の受験で
とりましたが、僕は何度受けても駄目でそれでも6年付
き合いましたが、就職先は別々でしたから、そちらで相
手を見つけたようです。

最初から意識して狙わないことです。狙ってしたバイトではことご
とく失敗してます。まずバイトの中身優先で仕事を探すことです。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 ±3歳 宅配ピザ屋 〜10人くらい

ピザの宅配では男性はバイクで配達で女性が厨
房でピザを作るというのが多かったです。大体み
んな男性はバイクや原付でくるので、バイト終わ
りにみんなでボーリング行ったりしていて、そこで
仲良くなりました。

ピザ屋のバイトは男性はバイクやら原付でくることが多いので、仕事終わりにボー
リングとかにみんなでよく行ってました。女の子も原付で来たりする子が多いので
一緒によく遊びに行くことがあり、そこでみんな仲良くなっていくことが多かったで
す。付き合った子は、自転車でバイト先に来ていたので、遊びに行くときにはバイク
の後ろの載せてあげていました。そこで仲良くなって、二人だけで遊びにいくように
もなり、付き合うようになりました。 1年ぐらい付き合いましたが、別れてしましました。

仕事をしっかりやることだと思います。やっぱり仕事を一生懸命し
ていて、なおかつ仕事ができると信頼もされます。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 大学生 完全に同い年 居酒屋 〜20人くらい

私がフリーターとして勤めていたら、大学生の彼
が新人バイトとして入ってきた。彼は卒業と就職
が決まっていたため短期契約だった。

彼とは勤務の被ることが多かったため、ほとんどの業務は私が指導していた。歳
が同じということもあり、お互い親近感が湧いて時間のある時はたわいもない話を
する機会も増えていった。次第に勤務の被る日はバイトが楽しみ思えるようになっ
たが、あっという間に彼の最終勤務の日が来た。その日は退勤時間も同じだった
ため一緒に店を出たら彼から連絡先を聞いてきて、後日遊ぶ約束をした。そこから
頻繁に連絡するようになり、デートを重ねて付き合うようになった。 今も付き合っている

出会いは不意に訪れます。知らないうちに誰かに魅力を感じても
らえているかもしれません。アルバイト先では誰からも話しかけや
すい雰囲気を持つことと、仕事に一生懸命に取り組むことが大切
です。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 正社員（アルバイトは副業20代 大学生 ±3歳 衣料品販売 〜10人くらい

私が正社員で、相手が大学生。
彼が先にアルバイトで働いていました。
最初はただの仲間だったが、彼の方から積極的
に遊びに誘われました。

段々みんな仲良くなっていき、私の出張先の送迎をしてくれるようになり、私が実
家暮らしだった為、家族ぐるみで仲良くなりました。1番のきっかけは実家で飼って
た大型犬が彼に噛み付いてその手当てをしたことです。でも本当は彼は、犬が大
の苦手だったのに、私にいいところを見せようと犬を触ろうとしたところ噛みつかれ
て大怪我をしたようでした。くっ付いたり離れたり、一時は婚約までしかけました
が、５年間ほどで交際は終わりました。 だらだらと5年付き合って別れた

まず最初は信頼できる仲間になる。バイト先では仕事をキチンと
こなすようになると信頼からか仲良くなれ、その後はバイト後に遊
びに行ける間柄になるので、あとは気持ちを伝えるだけ。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 30代 フリーター ±15歳
税務署の確定申告の短期ア
ルバイト 〜20人くらい

短期バイトで私が初めて入った時に、お相手は
資格勉強をしながら確定申告の時期だけバイト
をしている人で、去年もバイトをしたことがある先
輩という感じの立ち位置でした。

最初の年は関わる機会も少なく「かっこいい人だな」と思うだけで関わる機会も少
なかったのですが、2年目は「去年もいたよね」とお互い覚えていて、そこから関わ
るきっかけが増えました。2ヶ月ほどの短期間で来年2人ともいるとも限らないの
で、私が頑張って休憩時間が同じになるようにしたり積極的にご飯に誘ったりしま
した。告白も私からするつもりでしたが、私の気持ちに気づいてもらえたようで、お
相手の方から告白してもらえました！ 先日プロポーズされ、結婚する予定です。

出会いを増やしたいのなら、色々なアルバイトにチャレンジしてみ
ると良いと思います。バイト先に既に好きな人がいるのなら、バイ
トは正社員や学校と違って突然辞めることがあったりいつまでも
相手がいるとも限らないので、自分から積極的に距離を詰めると
良いと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 30代 フリーター ±10歳 書店 〜20人くらい

書店の販売職で、同じシフトに入っている先輩で
した。
仕事が丁寧で礼儀正しくて素敵な人だとほぼ一
目惚れでした。

このひとと付き合いたい！と思ったので、まずは仕事をがんばったり笑顔で挨拶し
たり、相手にとって良い印象を与える努力をしました。
好きなタイプが前田敦子みたいな人だという情報を聞き出したので、ファッションや
髪型をなるべく近づけるようにしたり、前田敦子の話を自分からふったりしました。
悩みがあるという口実で食事に誘って、自分と付き合うとどれだけ良いことがある
かというプレゼンをして、お付き合いまでこぎつけました。 2年付き合って別れた

まずはしっかりバイト先で仕事面で認めてもらえること！そのうえ
で恋愛っぽい雰囲気出していければいいと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 10代 大学生 ±3歳 イタリアン接客 〜10人くらい

私が接客アルバイトをしていたイタリアンレストラ
ンに、調理場スタッフとして彼が入ってきました。
3歳も年下でしたが、甘え上手な彼で、とても仲良
くなりました。

バイト終わりに一緒にご飯を食べに行ったり、グループで遊びに行くようになりまし
た。
最初は年下ということもあり、恋愛対象としては見られませんでした。
しかし、彼の優しさ包容力に惹かれている自分がいました。
それでも1年くらいはずっと友人関係で、仲良くしていました。
それが、ひょんなことをきっかけに、一緒に初詣に行くことになりました。
2人で遠出したのはそれが初めてでした。
一日中一緒にいて、帰りの車の中で彼が告白してくれました。 1年付き合いました。

純粋にアルバイトに真剣に取り組んでいく中で、相手が自分の良
さに気づいてくれたら良いと思います。
仕事中に「あの人良いな」と思う場合、ほとんどが仕事に熱心に
取り組んでいるだとか、そういった姿勢にあると思います。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 フリーター 10代 高校生 ±3歳 居酒屋 〜20人くらい

勤務時間が終わり更衣室にいる時にたまたま更
衣室の外で出会う事が多かったです。終わりの
時間が結構重なった感じです。

更衣室の前ですれ違う事が多くなり次第に話すようになりました。しかも、笑顔が
素敵な人だったので私から会話をしていく感じが多かったです。
ある程度仲良くなり、連絡先を聞いてそれからメールなどでも会話するようになっ
たり、プライベートで遊ぶこともありました。相手の相談にのったこともあります。
そして、いきなり電話で好きって言われました。逆告白だったので嬉しかったです。
また、家もかなり近かったので、バイトが終わると一緒に帰ることが多かったのも
恋愛に近づいた要因かと思います。 2年付き合って別れた

やはり笑顔で会話することが大事です。また、自分が先輩なら仕
事でアドバイスをしたり、相談にのることも大事です。
相手が先輩なら仕事でアドバイスを貰います。このように少しず
つ会話していく事が大事です。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 そのバイト先の社員 ±3歳 リゾートホテルのレストラン 〜20人くらい

私がレストランのサービススタッフとしてアルバイ
トで入社し、そこのレストランのキッチンスタッフ
だったのが今の夫です。

最初は別の男性のキッチンスタッフといい感じになりました(笑)
ですがその男性は結構な女たらしですぐに解消。
そのあとアタックしてきてくれたのが主人でした。主人は当時会社の社員寮に住ん
でいたので、仕事終わりに寮で年の近いスタッフたちと毎日ワイワイするのが日課
になっていました。
気づけば2人だけで出かけることも増えてきて、お付き合いに発展した流れです。
後から聞いた話、主人は最初から私のことを狙っていたようですが、私は全然気づ
いていませんでした。 結婚しました。

バイト先の男性社員は狙い目だと思います。意外と出会いがない
と嘆いている男性は多いです。なのでアルバイトで入ってくる新人
スタッフとあわよくば職場恋愛できたら...なんて考えている男性は
たくさんいます。
せっかく同じ空間で働いているので楽しく仕事ができるためにもま
ずはコミュニケーションを取ることが大事だと思います！

女性 あればいいなとは思っていた 10代 フリーター 10代 その他 完全に同い年 コンビニ 〜5人くらい

私がバイトを始めて数ヶ月後に入ってきた人でし
た。
同じ時間の勤務で私が相手に仕事を教える中で
仲良くなりました。

アルバイト先が一緒だったのは1年半ほどだったと思います。
同じ歳で同じ時間帯ということもあり、仕事上で最初は仲が良かったのですが、他
のスタッフも同年代が多く、みんなで遊ぶようになりました。
中でも唯一、同じ歳だったこともありなんとなく他の人よりもいろんなことが話せる、
話したいと思う存在ではありましたが、私がバイト先を辞めることになり、それを
きっかけに彼から告白を受けました。
私も気になっていたので告白をきっかけに付き合うようになりました。

2年ほど付き合いましたが、互いに就職し休みが被ら
ないことが増えてなんとなく自然消滅に近い状態で別
れました。

私の場合は同じ歳だったけど、年齢関係なく初めは仕事の相談
ならしやすいのではないかな。
まずはよく会話を持つこと！
そのうちに砕けた話ができるようにもなるし、あなたといやすい！
と思わせると付き合うまでの自然な流れが作りやすいです。
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女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 30代 フリーター ±15歳
税務署にて、確定申告業務
補助のアルバイトでした。 〜5人くらい

私が主に仕事をしていた部屋が兼休憩所の一つ
という扱いで、彼がそこに休憩に来ていたのが出
会ったきっかけです。

地元と趣味が同じだったこと、真面目な仕事ぶりで物腰も丁寧なことから私の方が
惹かれていきました。アルバイト終了間際に丁度同じタイミングで帰れる日が出来
たため、勢いに任せて連絡先を交換してもらい、帰りの電車内で少しお喋りをする
などして親睦を深めていきました。アルバイト終了後もスカイプなどで平均8時間会
話をするなど、気の合うところも数多くありますます惹かれていきました。
出会いから4ヶ月後、二人で地元の店に飲みに行き、そこで手紙を渡して読んでも
らい告白して無事OKを貰いました。彼は泣いて喜んでくれて、びっくりして笑ってし
まいました（笑） 今もお付き合いさせていただいています。

年齢差を気にしない事、仕事の時と休憩の時の人柄で判断する
と良いのかもしれません。お話の引き出しが多い人や趣味に一
直線な人は特に狙い目ですよ。

女性 まったく期待していなかった 10代 フリーター 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 居酒屋チェーン店 〜10人くらい

お相手は、私が新人アルバイトとして入った店舗
の店長さんです。面接は他の社員さんがしてくだ
さったので、アルバイト初日に初めて会い、新人
バイトとして挨拶をしました。

明け方まで営業する日は深夜になるとお客様もメンバーも少なくなるので、そのお
相手の方とホールで２人きりで話す機会が多くありました。また、社員さんが異動
になるときには営業明けにメンバーみんなで「お疲れ様会」をやるので、そこでも距
離が近づいていったと思います。シフト調整などの連絡を取り合うために連絡先を
交換していたので、お互いにシフトが休みの日にお相手の方から「遊びに行こう」と
よく誘っていただきました。その後はそのお相手の方も何度か異動したので遠距
離恋愛をしばらくして、最終的には同棲を挟んで結婚まで至りました。 結婚しました。

居酒屋バイトは、性別・年齢・役職に関係なく、比較的誰とでも仲
良くなれる環境だと思います。今はコロナ禍なので難しいかもしれ
ませんが、メンバー同士で営業後に飲食をする機会があったら参
加してみると良いと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 ファストフード店 〜10人くらい

お金が欲しく、たまたまその店で食べてた時にバ
イト募集のチラシをみて応募をし、私を面接した
人がそうでした。

和気あいあいとした職場で、みんなと楽しく仕事をしていました。
何度かみんなでバーベキューをしたりなんかをして距離感が近くなってきた頃
夜のシフトのあと、みんなが自転車で帰る中、私は自転車が壊れてしまっていたの
でタクシーで帰る事にしました。
タクシーを待っている間、ブラインドからタクシーが来るのを覗いて待っていると、
その人が私の後ろに立ち、私の背中に頭を付けて「疲れたよ〜」と。おつかれさま
です、とか言ったと思うんですが、心臓がバクバクしていて記憶がありません。そ
の後後ろからのハグのあと、付き合うことになりました。 1年半付き合って別れました。

バイト同士ならいいと思うけど、社員だったら止めたほうがいいか
もねとは言います。その上でアドバイスをということなら、バイト以
外でも会うことですかね。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 フリーター ±3歳 百貨店のレストラン 〜10人くらい

彼が職場の先輩で、私が仕事初日に皆の前で挨
拶をした時に一目惚れしたらしいです。その後、
彼が私の教育係になりましたが私は当時婚約者
が居たので彼のことは特に何とも思ってませんで
した。

働き始めてすぐに私が婚約者に振られ、それを知った彼が毎回仕事終わりにご飯
に連れて行ってくれてそこから仲良くなりました。付き合うようになってからは、私が
シフトを作っていたので休みを合わせてデートをしたり、休みの前の日は早番で入
り夕飯を作って彼を待ったりしました。付き合いが続くと年齢的なこともあり周囲か
ら「結婚しないの？」と言われ、それに本当にうんざりし結婚しました。プロポーズ
の言葉とかは無かったです。 5年付き合って結婚し今年で結婚7周年です。

まずはきちんと真面目に働くことだと思います。後輩への接し方も
見られて居るので、鬼のように怒らず優しく丁寧に接しましょう。

女性 まったく期待していなかった 20代 その他 20代 そのバイト先の社員 ±3歳 居酒屋 〜10人くらい

私は大学を卒業し、いったん社会人になった後で
トリマーの専門学校に入り直しました。昼間学校
に通い、夜チェーン店の居酒屋でバイトをしてい
たのですが、そのとき店長として配属されたのが
彼でした。

年齢の近いバイト仲間が多く、バイトが終わったあとみんなでよく飲みに行ってい
ました。また、バイトが休みの日にみんなで遊んだりすることも多かったです。彼と
はたまたま帰る方向が同じでよく一緒に帰っていました。みんなと別れたあと、二
人で一緒に歩きながらいろんな他愛もない話をしました。ある日いつものようにバ
イトの帰り道で二人で話していて映画の話で盛り上がり、私の住んでいたアパート
の前で立ち話をしていたときのこと。急な雷雨となり、とりあえず私のうちに入ろうと
いうことになり、そのまま一線を越えてしまいました。それをきっかけに付き合うよう
になりました。 ３年ほど付き合い結婚しました。

とりあえず一生懸命働くことだと思います。後から彼に聞いた話で
は、私がトイレ掃除とか率先してやっているのを見て、「見かけに
よらず真面目だなあ」と思って気になっていたそうです。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 某駅前の高級居酒屋 〜20人くらい

友人の紹介でアルバイトとして入社し、相手の方
は既にアルバイトとして勤務している方でした。私
の友人が先に働いていたので、その方とも仲が
良く、その流れで私も自然と話すようになりまし
た。

当初はその方は私の友人の事が好きで、私が良く相談を受けていました。しかし、
その当時友人は特定の人と付き合うというよりも「不特定多数の人と遊びたい」と
いうタイプだったので友人という立場ではありましたが、あまり勧めれないかなとい
う話をしていました。そんなある日、その方と友人は体の関係を持ったのですが、
交際には発展しなかったようで、その方は大変落ち込んでいました。私はその方に
好意を持っていたので「自分なら全てを受け入れる」と伝えました。 2年間お付き合いをさせてもらった。

バイト仲間は、交友関係の一つではありますが、学校の友達とは
どこか違うような気がします。
同じ仕事をする仲間という関係性があるので、比較的話もしやす
いと思うので、話しかける勇気がなくても自然と話す機会は絶対
にあるので、その瞬間を逃さないことだと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年
大手ハンバーガーチェーン
店 〜10人くらい

自分よりも後に入ってきて自分が教育担当となっ
て仕事内容を指導していました。話しているうち
になんとなくいいなあ、という感じになりました。

同い年ですがた立場的に自分よりも下の立場で入ってきたので、仕事を通して
色々話を聞いていました。大学は違ったのですが、一緒に遊びにいくようにもなり
付き合うことになりました。お互いに大学を卒業して社会人になってからも付き合っ
ていたので合計で5年くらいは付き合っていました。自分が転勤になり、結婚も考え
ていることは伝えましたが、彼女は仕事を続けたいとのことだったのでしばらくは遠
距離恋愛で付き合っていましたが、お互いにすれ違いが多くなり結局別れました。5年ほど付き合って別れた。

アルバイトの仕事という共通の話題があるので、仕事の大変なと
ころや楽しいところを話していけば出会いはたくさんあると思いま
す。頑張ってください。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 地元の喫茶店 〜5人くらい

私の方が先にアルバイトとして働いていて、彼が
半月くらい後で採用されてきました。ほぼ同期と
して一緒に色々仕事を習っていました。

始めは同い年でほぼ同期ということで話しやすく、友達感覚でした。でもだんだん
私の方が彼を異性として好きになり始めてしまいました。彼はなかなかイケメン
だったので彼女は当然いるものだと思い、この想いは片想いで終わらせようと決め
ていました。
ですが、ある日のバイト上がりにいつものように最寄駅まで一緒に歩いていると彼
から「実はずっと好きだったんだけど…彼氏いる？」と告白をされました。
かなりビックリして心臓バクバクでしたが、とても嬉しかったので即OKし付き合うこ
とになりました。

半年ほど付き合ったあと、彼の二股が発覚し別れまし
た。

まずは友達になってからが良いと思う、と言いたいです。
バイトの仕事中の態度や真面目さ、オンとオフでどんな差が出る
かなどよく分かってから告白なりした方が良いと思うからです。私
は割と早く恋に落ちてしまい、彼が本当はどんな人か見抜けな
かったので。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 ファミリーレストラン 〜5人くらい

レストランのホールで働くことになり、その時に働
いていたバイトの先輩で、私の教育係として知り
合いました。

教育係をしてもらっていたので同じシフトで働く時間が多く、仕事を教えてもらいな
がらお互いのことを知っていきました。優しくて楽しい先輩として接していましたが、
特に異性として意識してはいませんでした。その先輩を含むバイト仲間数人でごは
んに行くことが多く、楽しく過ごしていました。
あるとき、夜景を見に行きたいと仲間の1人が言い出し、ご飯に行った後みんなで
行くことになりました。展望台が山の上にあったため、何も見えない真っ暗な道を
上ることになりました。その時に手をつないで引っ張ってくれたのがその先輩で、初
めて異性として意識しドキドキするようになりました。その後2人でごはんに行くよう
になり、向こうから告白されてお付き合いしました。 1年付き合って別れました。

その時の彼から、仕事を覚えようと一生懸命な姿に惹かれたと
言ってもらったので、真面目に仕事をして周りの人と仲良くしたら
いいよとアドバイスすると思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 レストラン(しゃぶしゃぶ) 〜10人くらい

バイトの時間帯がかぶる日が多く、話すことが多
くなり、仲良くなっていきました。
同じキッチンでの仕事であったため、話す機会も
多かったです。

バイトの終わる時間が同じときは、途中まで一緒に帰るようになり、二人きりで話
す機会が増えていきました。
帰り道に公園のベンチに座って、少し話してから帰る時もありました。
仲良くなっていくうちに、電話をしたり、バイト以外でも食事に行くようになりました。
ある時、バイト帰りに公園でお酒を少し飲んで、帰る時に手を繋ぎました。
特にどちらかが告白するというのはありませんでしたが、その時からお付き合いが
始まったと思います。 １年ほど付き合って、別れた。

オープニングのスタッフ募集だとみんなが一緒にスタートなので、
仲良くなりやすい気がします。
人数が多いバイト先だとその分出会いをゲットしやすいと思いま
す。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 フリーター ±5歳 学習塾 〜10人くらい

私がアルバイトとして入社した後に、彼が後輩と
して入社してきました。年齢は5歳違いましたが、
丁寧に接してくれたり何度も業務についての質問
をしてきたりと積極的な所が良いなと思っていま
した。

後輩として入ってきた彼の教育係として、業務内容を教えたり質問に答えたり、仕
事内容のフォローを行なっていました。
その中で私は特に恋愛感情を持って接していませんでしたが、しばらくして私がア
ルバイト先を辞めることになった際、いままでの感謝を綴った手紙とお菓子をくれ
ました。
そのお礼を伝えるために初めてLINEを交換して、しばらく業務に関する話や世間
話を続けていく中でより仲が深まり、彼から告白してくれました。

半年ほど付き合いましたが、お互いの生活リズムがバ
ラバラでなかなか会えず、自然消滅のような形でお別
れしました。

最初から恋人を作ることを目当てにして働くのではなく、働いてい
く中で自分の姿を見てもらったり、相手の素敵な部分に気づいて
アプローチをするのが良いと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 建設コンサルタントの事務 〜20人くらい

職場のクリスマスパーティーや食事会で何度か
顔を合わせていたが、あるとき社員旅行で軽井
沢に行くときにアルバイトを連れて行ってくれて、
地元が同じということで親しくなった。

社員旅行で軽井沢に行ったとき、テニスコートでやたら話しかけてきた李、彼がテ
ニス部だったこともあり教えてくれたりして、急速に親しくなった。地元が同じでアル
バイト先では曜日が合わないこともありほとんど話もしなかったが、地元が同じで
使っている電車も同じだとわかり時々一緒に帰るよになった。人懐こい人で、ぐい
ぐい来ることもあってこちらも意識するようになっていった。ちょっとわがままで気ま
ぐれなところがあり、それまで周りにいないタイプで惹かれていった。

就職して遠距離になってしまい、いったんは結婚しよう
かというところまで進んだが、結局別れてしまった。

普段話す機会のない人とも距離が縮まることがあるので、よほど
嫌でなければ食事会やパーティなどに参加するのがおすすめ。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±3歳
高校受験がメインの個別指
導進学塾 〜5人くらい

出会いのきっかけは私が中学3年生の子たちの
授業に入っているときに同じグループ会社の塾
から、異動してくるかもということで相手が下見に
来てたことです。

出会ってすぐはそんなに仲良くなくて、仕事の関わりがある程度（相手も中3の授
業によく入ってました）でしたが、お互いお誕生日が同じ日と知り、そこから仲良く
なりました。塾の夏期講座のときはほぼ毎日顔を合わせていて、そのときに花火
大会に誘われて、相手は免許を持っていたのでドライブで花火大会にいきました。
その後もご飯に連れて行ってもらったり、バイト終わりに送ってもらったりした後に
告白されて付き合うことになりました。

最終的には半年ほどお付き合いしてましたが、喫煙者
かつ浮気性っぽいところがあったので結婚はなしと思
いお別れしました。

バイト先には仕事で行くので仕事で手を抜かないことは大前提で
すが、休憩時間や空き時間などに異性と話すとお互いが見えてく
るので出会いにつながるかなと思います！

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年
個別指導塾講師のアルバイ
トです 〜5人くらい

友人に紹介されて塾講師のアルバイトを始めた
のですが、たまたま小学校が同じだった彼とその
アルバイトで出会いました。

もともと知り合いだったということもあり、中学校受験をした彼とは本当に久しぶり
に再会したため自然と話す機会が増えていきました。仕事終わりに2人でラーメン
を食べに行ったり飲みに行ったり、仲良くなるのに時間はかかりませんでした。もと
もと知り合いで話しやすく、一緒にいて居心地がよかったのでとんとん拍子に好き
になり、家に行くまでの間柄になりました。ただ好意を持っていたのは私だけで彼
は体目当てだということがわかり、また彼がアルバイトを辞めたことがきっかけで
会うこともなくなりました。

付き合う前に体の関係を迫らせ、拒否をして付き合う
こともなく会わなくなりました。

興味のあるアルバイトには積極的に応募したほうがいいと思いま
す。大体同年代の人が集まるようなアルバイトであればなお出会
いがあると思います。仕事終わりにご飯に行ったりしていくと自然
と距離も縮まると思うのでぜひやってみてください。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 学習塾 〜10人くらい

自分は塾の講師でアルバイトに入っていて、相手
は塾の事務として半年前にすでに働いていた。
年に数回、交流会がありそこで話した。

歓迎会で初めて話した後は、スタッフルームで顔を合わせて挨拶する程度でした。
仲の良い講師陣仲間で仕事終わりに飲みに行くことがあり、その中には女性の講
師も混じっていたので事務の人も時間があるなら一緒に行こうとなって、そこで話
すようになりました。そこから、スタッフルームでも話すようになり、半年程立った
時、二人きりでご飯を食べに行くのを誘ったらOKしてくれたので、ご飯に行き、連
絡先を交換して、デートに行くようになった。 2年付き合って、浮気されて、別れた。

本人からの直接的な情報でも、友人からの間接的な情報でもい
いから、とにかく回りと交流して情報をたくさん得ることが大切。す
でに回りと付き合っている場合も多いので要注意です。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 フリーター 完全に同い年 アミューズメント施設 〜20人くらい

相手が普段入っていたシフトと自分が入っていた
シフトは違っており、会う機会は無かったが人手
不足の為に相手のシフトが変わって自分と一緒
になり、その時に知り合った。

バイトしていた部署が大きな括りで言えば同じだが細かく言えば違っていたので、
最初は休憩所で顔を合わした時に軽く会話する程度だった。ある時にバイト場が
主催する慰労会のような飲み会があり、その時に席が近くなった時に色々と話をし
て距離が縮まった。お互いの住んでいたアパートが本当にすぐ近所であった為、そ
の日は一緒に歩いて帰った。その帰り道にも話をしたり、相手がアイスを食べたい
と言ってコンビニに入りアイスを買って一緒に食べたりした。その時にお互いのア
パートからも近い場所にあるバーを見て「ここのバーが気になる」と言ったので、後
日にそのバーへ誘い飲みに行った。その帰りに相手から家へ誘われ、そこから付
き合い始めた。 半年くらい付き合って別れた

恋人を作りたいなどの下心を出さない事と頼られたいなどの格好
をつけない事だと思う。下心と格好つけは見抜かれる。肩の力を
抜いて自然体で明るく会話する事がコツのようなものではないか
と思う。



アルバイトと出会いに関する実態調査 - ENSPORTS

7

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 そのバイト先の社員 ±3歳 スーパー 〜20人くらい

私は日配(パンやヨーグルトなど)の担当で、相手
はその隣の惣菜コーナー担当で、仕事上挨拶以
外も情報共有などの交流が必要で、その時が出
会いのきっかけです。

店頭で商品の品出しを他のパートさんと少しおしゃべりをしていたところ、その話の
内容を相手は聞いていたらしく私に興味を持ったらしいです。
その後何回か仕事上の情報共有で会話し、会話の終わり際、メモを渡されました。
そのにはメールアドレスが書いてあり、その頃には私も相手に興味があったので、
メールのやり取りをするようになり、やがてそれが電話になり、ある日デートに誘わ
れて、お付き合いをはじめることになりました。 6ヶ月付き合って別れた

バイト先で恋人が作りたいのか、たまたまバイト先に好きな人が
できたのかで変わります。前者ならそれは賭けが大きいからすす
めません、後者なら仕事上の交流があるならその時にプライベー
トの話を一回につき一言だけでも教えるか、聞いて話のタネを
徐々に拾い、撒いて、育てればいいと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳
個人経営のイタリアンレスト
ラン 〜5人くらい

出会いはアルバイト初日でした。もともと相手の
方が先に働いていて、アルバイト教育係の先輩と
新人という関係がきっかけで出会いました。

はじめこそはただのアルバイトの先輩と後輩という関係でした。ただ、私が飲食店
のバイト初体験だったこともあり、失敗も多く落ち込むことがありました。そんなと
き、先輩である相手の方が励ましてくれたり、時にはバイト帰りに2人でご飯を食べ
に行ったりしました。バイト帰りのご飯など相手の方との親交も深まり、次第に私は
その方のことが好きになりました。バイト以外の日にもその方と会いたいと思い、
私の方から休日の花火デートに誘い、はじめは想いを告げることは考えていな
かったのですが、気持ちが高ぶり相手の方に「好きです」と伝え、見事付き合うこと
ができました。

1年ほど付き合いましたが、残念ながらお互いの気持
ちのすれ違いで別れました。

まず積極的にアプローチしすぎないことをアドバイスします。相手
の方もあくまでも仕事をしているわけですからそちらが第一優先
です。積極的すぎると出会いを求めてアルバイトをしている人だと
思われ距離を置かれるかもしれません。一緒に仕事をする中で、
次第に親交が深まると思います。また、バイト帰りに2人で帰るの
も気軽に2人の時間が作れるのでおすすめです。漫画やドラマで
よくある光景なので、相手も意識してくれると思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 30代 フリーター ±5歳
ナイキの物流倉庫でピッキン
グのアルバイト 〜20人くらい

広い倉庫の中で台車を押しながら縦横無尽に走
り回って品物をピッキングする仕事でたびたびす
れ違ったり、品物を流す作業の時に一緒になった
りして、よく話すようになったのがきっかけです。
話しかけたのはこちらからですが。

ピークの時期と閑散期とがあって、暇な時期の仕事はかなりダラダラとしていて喋
る機会がかなりありました。お相手は最初若く見えて、すっかり年下だと思ってい
たのですが、よくよく聞いてみたら自分より4つ年上で、おまけに人妻さんでした。
それを聞いても全然かまわないくらいタイプの女性だったので、積極的に声をかけ
てデートに誘うなどしていました。夜はダメだったけど、シフト勤務の合間を縫って
ショッピングセンターなどでデートしました。恋人というか浮気相手みたいになって
しまいましたが、男女の関係にもなりました。とはいえお互い本気になったらまずい
からと、節度はわきまえてのお付き合いでした。 1年ほどで別れました。

まずは気楽に話しかけることだと思います。年齢にもよりますが、
若いうちなどは何も気にせずに気になる異性がいたら話しかけて
いくことしか仲良くなる方法はないと思います。あと、やっている仕
事をまじめにやって、頼られるようになること。仕事のできない人
はまずもてません。

女性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳 コンビニのアルバイト 〜5人くらい

ローソンでアルバイトをしていました。常連で、買
い物をしにきていました。レジで声をかけられて
来るたびに　話すようになりました。

私が働いているコンビニに常連できていました。
それからレジで、声をかけられて毎回来るたびに話をていました。
そのうちに仲良くなり、携帯の番号を聞かれました。
それから、電話もとるようになり仲良くなりました。
そこから、何度か遊ぶようになり意気投合。
親密になるようになり、付き合い出しました。
話かけられなかったら、未だに話してなかったと思います。
それから一年付き合ってから、結婚にいたりました。今では、子供2人います。 結婚した。

コンビニの定員は、話かけられやすいので　自分に合った人がい
れば恋人をゲットできるかもしれません。会話するのがおすすめ

男性 あればいいなとは思っていた 20代 高校生 10代 高校生 完全に同い年 コンビニ 〜5人くらい

お小遣いを稼ぐ為に近くのコンビニで働いていま
した。3ヶ月くらい働いた時に、同い年の別の高校
に通う女性がバイトとして入ってきたのがきっか
けです。

その女性とは、完全にシフトが被っていました。初めは挨拶や仕事の業務的な話し
かしていませんでした。
そこから、徐々に趣味や高校の話をしていく内に仲良くなりバイト以外でも会うよう
になっていきました。
趣味がゲームということで、私と完全に一緒だったのでバイト中の手が空いたとき
も、よく話していました。
そんな関係が1ヶ月続いた頃に、相手から告白されました。私も好きになっていた
のでOKし、付き合うようになりました。 2年付き合い、高校卒業後別れました。

最初は、挨拶から始める。そして少しずつ相手の趣味などを聞い
ていき、コミュニケーションをとって仲良くなっていけばいい。

女性 まったく期待していなかった 10代 フリーター 10代 大学生 完全に同い年 プール施設 〜5人くらい

始めて働いた日に自己紹介をしたらたまたま中
学校の同級生で、仲良くはなかったのでお互い
あまり話したことなかったのですが同級生という
ことでそこからすぐ意気投合しました。

バイトの終わりに毎日のようにご飯を食べにいったり、カラオケ行ったりと毎日過ご
していく中で彼だけはいつも私のことを気にかけてくれて夜遅い時はしっかり家ま
で送ってくれていい人だなと思いながらもその時は何も発展せず。ですが夏のプー
ルのバイトが終わりになるに連れて集まりも悪くなってきた頃から彼が遊びに誘っ
てくれてそこから2人でも遊ぶようになりどんどんお互いのことを理解していくうちに
惹かれあって付き合うことになりました。 6年半付き合って別れました。

とにかく仲良くなる。見た目で判断せずにいろんな人と話すこたに
よってそこから話も広がり、輪も広がるので大切です。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 10代 フリーター ±3歳
居酒屋のホールのアルバイ
ト 〜5人くらい

大学生の時に居酒屋でアルバイトをしていまし
た。
ちょうど一年経過した時にアルバイトとして入って
きたフリーターで、シフトが一緒のことが多く、年
も近いので仲良くなりました。

仕事終わりに店内のお酒１杯だけ飲ませてくれる居酒屋で、その日も軽く１杯いた
だいていました。
その子と上がり時間が同じになり、終電まで飲むことになったのでその子に付き合
う形で飲みに出かけました。
私はバイト先が自宅から近かったので歩きでしたが、その子は二駅となりから通っ
ています。
軽く飲むとは言ってもまだ若い二人なので終電の時間は過ぎてしまい、結局遅くま
で飲むことになりました。
その内、お互い眠くなったので私のアパートで寝ることに。
寝ようかと思ったところお互い気になって中々寝れず、話している内にキスをする
ことになってしまい、付き合うことになりました。 半年ほど付き合って別れました。

気軽に話せる関係性を築けば良いと思います。
相手に自分を知ってもらうためどんな内容でもいいので話すこと
が重要で、仲良くなるには自分からさらけ出すのが良いです。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳
通っていた大学の生協の売
店 〜5人くらい

シフトが同じになったことがきっかけで知り合いま
した。相手は自分より1つ下の学年で、講義では
出会えない、バイトならではの出会いだったと思
います。

もともとは同じシフトのときに話す程度だったのですが、あるとき相手が急用でシフ
トを休まなくてはいけなくなったとき自分が抱いだとしてシフトにはいったことがきっ
かけでより深くおしゃべりをすることになりました。「変わってもらったお礼です」とお
菓子をもらったのですが、それがとても高いお菓子だったため逆に申し訳なくなり
ました。その御礼として別の日にシフト後、喫茶店にさそったことがきっかけで会話
がはずみ、自然な流れて付き合うことになりました。

1年ほど付き合いがありお泊りデートをすることもあり
ましたが、自然消滅で別れてしまいました。

やはりアルバイトと言えどお仕事であるため、まずは誠実な姿勢
を見せることが大切ではないでしょうか。始めから恋人作りを目的
にたくさん話しかけたりすると、チャラチャラとした印象を与えてし
まう気がします。ありがちなアドバイスになってしまいますが、休
憩時間やシフト終わりに少しずつ話しをして、共通の趣味などを
見つけると会話が弾むと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 焼肉屋さん 〜20人くらい

オープニングスタッフとして研修で一緒になった
のが始まり。その時はみんなでワイワイしていた
ので、そのまで意識していたこともなかった。

はじめの2年くらいはアルバイト先で仲良し男女グループの一人として、毎日のよう
に遊んだり、仕事終わりに飲みに行ったり、そのグループでたくさん旅行に行った
りと楽しんでいました。自分は別の方とお付き合いをしていたのですが、ちょうど分
かれたタイミングくらいで二人で飲みに行くことがあり、そこからグループではなく
二人で遊ぶことが増えました。そうするとお互いに「良き友達」から「恋愛対象」へと
少しずつ話す内容や、デートでの距離感などが変わり、最後は自分から付き合っ
てほしいと告白しました。 2年ちょっと付き合ったあと、別れました。

とにかく彼女がほしい人に答えるなら、「女の子にはとことん優しく
してあげることです」と伝えます。優しい人がちょっとしたときに男
らしい仕草（あんまりないかもしれないけど、酔っぱらいから守っ
てくれたりとか、喧嘩の仲裁に入るとか）を見せてあげると、恋愛
に発展することもあるのかなぁと思います。
ちゃんと付き合いたいと思っている人に答えるなら「常にカッコつ
けずに、自分らしくいることです」と伝えます。
自分を作ってる人が出している「カッコよさ」はかっこ悪いです。そ
の反対で、自分らしくいる人が出している「かっこよさ」はかっこい
いなぁと思うことが多いです。
そこに対して惚れてくれる人を見つけていくことが大切だと思いま
す。あとは自分の彼女基準と照らし合わせて、選ぶべし！！笑

男性 まったく期待していなかった 20代 正社員（アルバイトは副業10代 高校生 ±3歳 飲食店（レストラン） 〜5人くらい

自分が雇われ店長で相手は専門学校に進学が
決まっている高校生でした
面接から新人研修まで自分が担当していたので
会話する事が多かったです

最初は仕事を教えながら何気ない雑談する仲でした

スタッフが自分のアパートに集まって泊まりで飲み会をよくしていたので、そこにい
つも参加している子でした
ある日の飲み会に予定していたメンバーが来れなくなり自分とその子な2人になっ
てしまい
「2人だしまた今度にしようか」
というと
「やっぱり2人じゃつまらないですか？」
と言われ
「そういう意味じゃないけど2人じゃまずくない？」
と聞いたらそのまま流れで告白され付き合い始めました 結婚しました

最初は仕事の事を話しながら仲良くなり職場以外の付き合いを
持つ事だと思いますが、前提として仕事ができるようにならないと
いけません

仕事で迷惑かけられている人に好意は抱かないと思います

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 10代 大学生 ±3歳 企業で派遣のデータ入力 20人以上が

もともと彼が先に努めていてわからないところを
教えてもらったり、作業が追い付かないときに入
力を手伝ってもらった

共通の趣味のスキー旅行にバイト仲間数人と行くことになったのがきっかけ。友だ
ち何人かで会うようになってだんだん二人でごはんに行ったり飲みに行ったりする
ようになった。バイトが終わってからスキー用品を一緒に見に行ったり買ったス
キー板を家まで運んでくれて、家でお礼に手料理をふるまったりして距離がどんど
ん近づいて行った。花火大会やコンサートに誘ったり私のほうから積極的に押して
いった。風邪気味の時にはゼリーや飲み物を差し入れて優しさアピールをしておと
した。 2年で別れた

まずは仕事を教えてもらったり教えたりして、いきなり恋愛モード
全開にしないのがおすすめ。いきなり二人で会うよりも友達数名
でごはんに行ったりして気軽に付き合えるところからスタートした
らいいと思う。

女性 まったく期待していなかった 10代 フリーター 10代 そのバイト先の社員 完全に同い年 食品製造業 〜20人くらい

クリスマスの時期になにかアルバイトをしようと
思ってケーキの製造工場でアルバイトをすること
にしたのですが、そこで同じ担当になった社員の
同い年の男性に声をかけられたことが出会いの
始まりでした。
急に仕事終わりに呼び止められて白いメモを渡さ
れたのでびっくりしたと共に、突然電話番号とライ
ンのIDが書かれたメモを渡されてどうしたらいい
のかと戸惑っていたのが正直な感想です。
それでも当時はすごく嬉しかったですし、一目惚
れされたことは初だったので何だか不思議な感
覚でした。

メモを渡されてから早速ラインをすることになり、近いうちにデートの約束をして遊
ぶことにしました。その後、何度かデートを重ねていくうちに徐々に相手に惹かれ
ていくのがわかり、むこうから告白されたのでOKを出して付き合うことになったとい
う流れです。
ただし、同じ職場で働いていたこともあり、同僚には付き合っていることを知らせな
いようにするため、仕事中は一切話さないようにしたり、お互いに干渉しないという
ルールを定めるようにしたことを覚えています。

約1年半付き合っていましたが、いつの間にか気持ち
がお互いに冷めてきてしまい、相手が職場を退職する
ことになったこともあって別れる決断を下しました。

意外と恋人を作る気満々でいると出会いはなかなか訪れず、仕
事を一生懸命頑張ろうと思っている時に急に出会いが訪れたりす
るので焦らないことが肝心です。
ただし、同じ職場に彼氏や彼女がいると気まずいことも多くありま
すし、喧嘩した時などは一緒にいることが苦痛になってしまうこと
もあるため、できればお互いを干渉しなくてすむように同じ職場は
避けた方がいいかもしれません。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 スーパーのレジ 〜10人くらい

スーパーのレジの先輩後輩として出会いました。
研修期間に仕事内容をたくさん教えてくれ、その
優しさに好きだなと思うようになりました。

バイトをしている間は、積極的になれずシフトが被れば少しお話をするような仲で、
特別連絡を取り合ったりというのは出来ずにいました。
アルバイトを辞めるときに勇気を振り絞って、LINEでご飯に連れて行ってほしいで
すとメッセージを送ると承諾を得ることができたので、そこで初めてデートに行きま
した。
先輩のプライベートなことをあまり知る機会がなかったので、そこで時間を共有す
ることでお互いのことを深く知ることができ、より好意を持ったのでそこからお付き
合いに発展しました。 数ヶ月お付き合いして別れました

まずは仕事を真面目にすることが一番大事。その中で話す機会
が少しでもあれば、笑顔で話し好印象を持ってもらえるように努力
する。バイト仲間と恋愛するので、ぐいぐいいったり周囲に迷惑を
かけることはせず、仕事を第一に考えながら、少しずつゆっくりア
ピールしていくと上手くいく気がする。
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女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±10歳 喫茶店 〜5人くらい

大学２年生の頃にしていた、喫茶店でのアルバイ
ト。私はホールで彼はキッチンでした。みんなと平
等に仲良くするような人だったのですぐに仲良く
なったことを覚えています。

帰り道が同じで、あがる時間が同じ日に一緒に帰ったりしていました。なので仲は
元々よかったけどアルバイト先でのご飯会があり、その時にさらに距離が近くなり
ました。
オールをして、朝方に２人で帰り（同じ方向だったのは私たち２人だけ）途中で朝
マックに行きました。年齢は８歳離れていて、当時の私からしたらすごく大人で優し
くて、どんどん惹かれていきました。自分から連絡先を聞いて、バイト帰りにご飯に
行くようになり、アプローチは私からしたけど、彼から付き合おっか、と言われて付
き合い始めました。 ２年付き合って別れた

もし、少しでもいいな。と思える人がいたら、待ってるんじゃなくて
自分からどんどん押すのもありだとおもうよ。ご飯に誘ったり、仲
良くなったら休日に遊びに誘ったりしてみて頑張って。

男性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±3歳 ゴルフ場のキャディー 〜20人くらい

私はゴルフ部で、半強制的に契約したゴルフ場
のキャディを格安で行う事で、バイト後に無料で
コースを利用させて貰える契約だった。そのキャ
ディのバイト中の休憩時間に出会った。

まずは、お互いに特に他愛もない会話を楽しんでいた。彼女はゴルフ場のキャディ
という事で、同年代が多くなく、若い同僚が欲しいと言っていた。それを聞いた私は
親しい同僚に立候補したいと言い、二人で食事をする約束をした。それから二人で
何度か食事を楽しむ機会があった。毎回お酒を飲んでいたが、彼女はとても弱く、
いつも早めに切り上げていた。そんな中、ある日彼女が「帰りたくない」とドラマのよ
うな発言をしてきた。これは！と思い、一夜を共にし、お付き合いが始まった。 10ヵ月ぐらい付き合って別れた。

とにかく、話しかける事。自分、もしくは相手がそのアルバイト初
心者であれば、互いに不安は必ずある。誰かに話しかけられれ
ば、気持ちが落ち着くはすだから、すぐに打ち解けられる。

女性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 完全に同い年 ホテル派遣 〜10人くらい

学校が一緒で全く話したことすらなかったが近く
にいたので知ってはいましたが、たまたま同じホ
テルの同じシフトで同じバイトだったことを知りま
した。

学校では愛想が悪く嫌なタイプだと思っていましたので関わろうともしてませんでし
たが、同じ場所で働いたときに学校で見る姿とは全然違って、めちゃくちゃ要領が
よく、動きも機敏で見直したところがあって、それを本人に伝えたら私のことが元々
気になっていたらしく、話しているうちに学校でも仲良くなり、バイト後にごはんに
いったり遊びに行ったりするようになりました。そのうちに気づいたらカップルのよう
な関係になり、付き合うことになりました。 9ヶ月付き合って別れました。

バイト先で仕事ができないひとややる気の無い人、愛想が悪い人
はとにかくかっこわるくみえるので、まず仕事のできる人になるべ
きだと思います。そして周りの人とも仲良くなれば人脈がどんどん
広がるのでいい関係になる人もできると思います。

男性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 スーパーマーケット 〜5人くらい

お相手とは新規オープンのスーパーマーケットで
会いました。店舗事務の社員さん自分は食品担
当アルバイトでした。
必要書類を提出する際び初めて会いました。

新店オープンの店だったこともありみんな仲良く、年齢も近く遊んでいました。急激
に近づいたのは、ずっと年上でいいなと思っていたので思い切って一緒にかえりま
せんか
といってみました。大学生であまり女性と関わることの少ない当時の自分せは精一
杯の行動でしたがアッサリOKしかし当日一緒に帰るために駅で待っていました
が。なかなか来ません当時は携帯電話もありません、ポケベルを鳴らしてみました
が反応なし、振られたかと思い帰宅、次のバイト時理由がわかりました。当日彼女
帰る時突然彼氏が迎えに来て帰ったとのこと、ごめんねと謝ってその後・・・その日
に別れたからこれからは一緒に帰れると言ってくれました。その日から帰れる日は
一緒にかえり徐々に仲良くなり付き合いました。 ２年半付き合いましたが別れました。

謙虚に実直に仕事をまず行うのが１番大切だと思います。アルバ
イトでも仕事しにきてるのですから。そうすれば結構人は寄ってく
ると思います。

男性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 その他 ±3歳
塾向けの教材制作のアルバ
イト 〜10人くらい

色んな教科で作業をしていたが、彼女が新しく
入ってきて、私が別の部署から異動してきて、同
じ数学を担当することになって会話が始まった。

出会ってから少しずつ会話をしていたが、仕事の話しかせずに、ひと月ぐらいが経
過して、彼女が辞めて就職することが決まり、実家に帰ることになった。またその
時に今となっては意図がよくわからないのですが、電話番号のメモをくれました。
初めてあったときから好意があったので数日後思い切って電話をして交際を申し
込んだ次第です。驚いたようすでしたが、気まぐれがどうかわからないですが一応
は承諾してくれたようでそこから付き合いが始まりました。 1年付き合って、結婚しました。

バイトでも仕事はまじめに誠実にこなせば、それを見ている人が
います。お互いに信頼関係を築ければ恋愛に発展することも
多々あると思います。

女性 期待していた 10代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 ドラッグストア 〜10人くらい

大学生の頃、私がアルバイトしていた店舗に彼
が年に数回ある社員の移動先として別店舗から
来たのがきっかけでした。

最初は優しくて仕事がバリバリできる年上のお兄さんという感じで恋愛対象として
意識はしていませんでした。
でも、仕事をしていくうちに優しい人柄と何かあったときのフォローなど男らしさを感
じる一面にいつの間にか惹かれていました。
そんなある日、後輩が大型ショッピングモールに行きたいと行って彼を含めた4人
で遊びに行くことになりました。
お店で商品を見ていると後輩が「2人（私と彼）お似合いですね。」と言ってきまし
た。私は既に彼のことが好きだったので嬉し恥ずかしい気持ちでしたが、後に聞い
た話では彼はその発言で私のことを意識するようになったみたいです。
それから数日後に水族館デートに誘われて告白されてお付き合いしました。 半年くらいで別れました。

従業員が多そうなバイト先を選んだり、バイト終わりや休日にみ
んなで遊びに行ったりすると自然と距離が縮まって恋の始まりに
なると思うよ。 とアドバイスします。

女性 まったく期待していなかった 20代 正社員（アルバイトは副業20代 大学生 完全に同い年
血液検査などを行う検査セ
ンター 20人以上が

彼が後から入ってきて、シフト制ということもあり、
同じ業務をしているアルバイト仲間というだけで、
1年くらい全く話したことがありませんでした。

ある日、バイト同士の飲み会が開催され、近くの席になり、初めて話すことになりま
した。バイト先で見る姿とは真逆で話してて楽しかったので、飲み会後に彼の連絡
先を知っている方に教えてもらいました。この時点でも全く好意はなく、ただただ楽
しかったと、お礼を伝えたかっただけです。それをきっかけにメールのやり取りが始
まり、バイト先でもいろんな話をするようになっていきました。私が本業とバイトを掛
け持ちしながら生活していることを知り、支えてあげたくなったそうです。 4年くらい付き合って別れた

私の場合、バイト先で恋人を作る・作りたい、と思ったことは一度
もありませんでした。ただ、なぜか出会ってしまったので、「アルバ
イト先とは違った、あなた本来の自然な姿を見せることが出来た
ら、幸せが舞い込んでくるかもね！」と、アドバイスすると思いま
す。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 フリーター ±3歳 倉庫バイト 〜20人くらい

バイト後の飲み会で仲良くなり、メール交換をして
プライベートなやりとりをするようになったのが
きっかけです。

メールで毎晩やりとりをするようになり、お互いに好きな映画を一緒に観に行こうと
いう流れでデートを繰り返していき、そんな生活が半年ほど続いたある日、私の方
から告白して付き合うことになりました。職場恋愛ということで職場には内緒にして
いました。
それから半年後くらいに一人暮らしを始めたのですが、どうしても一緒に住みたい
ということになり、気がついたら同棲することになっていました。
バイトをやめて就職が決まった頃、彼女にプロポーズをして結婚しました。 2年以上付き合ってから結婚しました。

どんなにコミュ障でもあいさつだけは絶対にした方がいいです。
そしてバイト先での飲み会には絶対に参加するべきです。

女性 まったく期待していなかった 10代 フリーター 20代 大学生 ±3歳 カラオケ店 〜5人くらい

カラオケ屋でアルバイトをしていた時の先輩でし
た。最初は日勤でしたが人が少なかったため夜
勤に変えた時に出会いました。

バイトメンバーはみんな仲が良く仕事終わりに遊びに行ったりご飯を食べに行くの
が毎日のようにありました。そのうち、かっこよくてスリム体系な彼の事が気になる
ようになり、私の方から誘ったりアプローチをして口説き落としてお付き合いしまし
た。他のバイトメンバーも彼の事が好きな子が何人か居ましたが隠していたので知
らんぷりで先を越させてもらいました。しかも、彼には一緒に暮らす彼女が居たの
ですが略奪してしまいました。

1年半付き合って地元に帰るというのでお別れしまし
た。

別れたら気まずくなるとか考えずに欲望のまま遊んだりデートに
誘ったらいいと思います。バイトなので短期だけかもしれないので
ぼやぼやしていると逃します。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 フリーター ±3歳 介護施設 〜10人くらい

同じ介護施設に後輩として相手が入社してきた
のが出会いでした。話すようになったのは、相手
の歓迎会と称した飲み会での時です。

相手は同じ施設内で働いていたものの配属された部署は違っていたので、仕事の
現場で一緒になる事はありませんでした。しかし職場全体がいわゆる“呑みニケー
ション”文化なので、規模の大きさはあれどちょくちょく飲み会が主催されており、そ
の場でちょくちょく話すようになりました。急接近したのは社員旅行の時で、グルー
プになって色々と回った際に意気投合し、旅行から帰ってすぐにプライベートで２人
で遊びに行った時に告白されて付き合うようになりました。 半年ほど付き合って別れました

気になる人が出来てもあまりガツガツいかないように。相手から
の印象が悪くなかったとしても、まだお互いを知らない状況だと相
手が「バイト先でトラブルを起こしたくない」という気持ちになって
下手をすれば避けられてしまうかもしれません。なので慌てず職
場での飲み会など他の同僚もいる場で、あくまでも自然に職場の
同僚として接する事から始めて下さい。

男性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳

コンビニアルバイト(シフト：自
身は土日の18時～22時、相
手は土日祝の17時～22時) 〜5人くらい

私は彼女より三か月前から勤務しており、
希望シフトが同様の時間帯であったことから指導
役として配属された。

当初はレジ打ち、清掃業務等をOJTするところから始まった。
徐々に彼女が業務を覚えていったため、基本的な業務を分担するようになり、
レジ打ちの応援や発注業務を協力して行うようになった。
普段から調子の良い女性であったため、フライヤーの揚げたて等の呼びかけを声
高らかに行っていた所から
私も真似してみたところ、普段寡黙だった私とのギャップに驚きつつも、以前より明
るく接してくれた。
帰りの時間が重なるため、買い物に付き合ったり、夜道を送って行くなど
何気ないアプローチを重ねた結果、シフト終わりに彼女から告白を貰った。勿論
OKした。

彼女が遠方の大学に進学するとのことで、残念ながら
別れてしまったが、LINEでの連絡は現在も続いてい
る。

とにかく明るく振舞う事をお勧めしたい。
男女問わず、明るく楽しく業務に当たっている人は魅力的に映る
ものである。
また、それが自分の自信に繋がるところもあるので、是非意識し
てみてほしい。

男性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳
パスタ料理店のウェイター兼
調理補助 〜5人くらい

親の知り合いから人が足りないから手伝いで
入ったのですが、かなりきちんとしたお店で料理
長も某ホテルで修行した方でウェイター、ウエイト
レスのみなさんもお店でしっかり学びホテルや空
港サービス業に就かれるようだったのですが、私
はそんな気もなく一番年下だったので可愛いがら
れていました。１ヶ月くらいたった時某空港に内定
をもらっている３つ上のお姉さんから二人で飲み
に誘われてすぐ付き合う事になりました。

大体はアルバイト終わった後だったのですが、３ヶ月ほどした時に、家の鍵をわた
されて月の半分くらいは彼女の家に泊まるようになり、半年くらいで完全に一緒に
住む様になりました。趣味がジムトレーニングだった事もあり二人でジムに行って、
ご飯食べに行ったり、たまに近場の温泉に泊まりに行ったりしてしっかりと未来を
考えてお付き合いをして、彼女の親御さんと私の両親にも紹介してほとんど結婚
する用意に順調だったのですが、私の親が多額の借金を抱えてしまい彼女と結婚
する費用も生活費も無理で親の借金を返すのに３年かかりました。その間逢うこと
もあったのですが彼女の親御さんから反対されてしまい、お付き合いも解消致しま
した。

お付き合いを解消してからは一度逢いましたが１日遊
んでお泊まりして二人で覚悟を決めて別れました。
中々離れられなかったですが、彼女が泣き止むまで
待って見送りしてそれからは一度も会っていません。

私自身、バイトもプロの仕事をしないといけないと思っていますか
らアドバイスは難しいですね。ただ、一生懸命働いていれば見てく
れている人は必ずいるし、ちゃんと仕事しない人には魅力はない
と思います。清潔でしっかり仕事して協調性を持っていればこん
なことも有るかもしれません！

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 銀座にある飲食店 20人以上が

彼女の方が先にアルバイトをしていて自分の方
が後から入り、料理の提供や片付けなどの教育
係として彼女が付いた。そこで色々な話をするよ
うになった。

当時私の方は、大学3年生で彼女は短大1年生であった。アルバイト先では後から
入ったこともあり自身は後輩で彼女の方が私の教育係として色々と教えて貰って
いた。大学生が多くいるアルバイト先で、彼女の方は仲良しの女子グループ5人組
の一人でいた。当時5人の中の一人の友達と私は非常に良くしゃべるようになり、
後に彼女になる子を交えてアルバイト中は良く話していた。たまたまアルバイト帰
りに最寄り駅で彼女おり、家も隣の駅であることがわかりそこからはアルバイトの
後は毎回一緒に帰る様になり仲良くなり付き合うようになった。

お互い就職も決まり社会人1年目は付き合っていた
が、仕事が忙しくすれ違う様になり別れてしまいまし
た。

気になる事シフトが一緒になる様に社員の方にお願いする。私の
場合は、社員の方が好きな子いるなど聞いてきてきてくれた為、
社員と仲良くなり融通を利いてもらう事。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 そのバイト先の社員 完全に同い年 地元のスーパーのレジ部門 〜10人くらい

私が大学2年生の時、アルバイトを始めようと地
元のスーパーの面接を受け、採用して頂きまし
た。採用後に配属されたレジ部門にて、その後お
付き合いする同い年の社員の女性と出会いまし
た。

アルバイトを始めてすぐ、レジの業務を教えてもらった時が最初のやり取りでした。
一通り業務を教えてもらった後に雑談をしたところ、同い年であることが発覚し、話
しやすい関係になりました。その後は、担当するレジが隣同士になった際や休憩
時間等に会話を重ね、退勤後に３回ほどご飯を食べに行く仲になりました。3回目
のご飯へ行った際に、2人で出かける約束を取り付け、２回デートをした後に私か
ら告白をし、お付き合いすることになりました。

３年付き合いましたが、彼女が九州へ転勤になりなか
なか会える時間が作れず、別れました。

気になった人がいれば、まずは少しずつ雑談などを交わし、話し
やすい関係を作ることが大切かと思います。バイトの業務の最低
限な会話しかしない状態だと、パーソナルな部分は掴みにくいと
思うので、たまには雑談などを交わして少しずつお互いの情報を
交換していけば、次第に打ち解けられるようになると思います。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳
ファーストフード（マクドナル
ド） 〜10人くらい

高校生になり、生まれて始めたアルバイトをした
のがマクドナルトでした。
マクドナルトは学生が多く、特に高校生が多かっ
た印象です。
先に私がバイトしていましたが、その子は数カ月
後にバイトとして働き始めたのが出会いのきっか
けです。

バイトの休憩時間は休憩室があるので、そこでバイト仲間で雑談をするような楽し
い職場でした。
高校生の男女ばかりですし、話は盛り上がります。
ある日、私がバイトを終えて駅に向かっていると、後から追いかけてきてくれて、
「一緒に帰ろう」と声をかけてくれました。
それから、特別な異性として意識するようになり、プライベートで会うことが増えまし
た。
多感な時期ですし、そこからはデートを数回重ねたら、すぐにお付き合いまで発展
しました。 半年ほどお付き合いしたのち、別れました。

まずはお付き合いしたい相手の年齢層がよく働く職場がいいと思
います。
あまりに年齢が離れた職場ではお互い恋愛対象になりにくいで
す。
あとは、働いている人が会話をすることができる環境が良いで
す。
働いたらすぐに帰ってしまう職場だとプライベートな話をする時間
がありません。
もしくは仕事中に従業員同士が会話をするような仕事もいいと思
います。
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女性 まったく期待していなかった 10代 その他 10代 大学生 完全に同い年
小・中学校に教科書を卸す
会社 〜5人くらい

短期の教科書を学校に納品するバイト先で全く
しゃべらない人だった。この人とは合わないと第
一印象感じました。

短期バイト、しかも働く部署が違う為、普段挨拶以外は交流がなく、懇親会（飲み
会）で初めて会話。その時、自分はバイトリーダーと結構いい仲になっていたが、
飲み会でバイトリーダー酔いつぶれ自宅までその人と送っていって終電逃し朝ま
でファミレスに。その後バイトリーダーから告白されたことを相談するとやめた方が
いいといっておきながら自分は告白せず、ずるずる友達関係が続きほかのバイト
先で新しい人ができ付き合って別れてを繰り返していた時、出会いから4年ぐらい
たっていきなり電話がきて社会人になっていた彼から旅行に誘われ、就職したし付
き合う？と付き合ってた人がいなかったのでそのままOKした。そこから結婚まで
10年はかかりました。 結婚して今は子供2人います。

バイト先での出会いをあまり求めてバイトすると仕事がおろそか
になり自然と関係もダメになってくるかと感じるので仕事をしてい
たら自然と仲良くなれた人にすべきです。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 フリーター ±10歳 居酒屋 〜10人くらい

私は大学時代に居酒屋でバイトをしていました。
その頃バイト先でバイトを募集していて、面接した
後店長が履歴書をその辺に置いていて、
なんとなく見たら履歴書に書いてあった名前が私
の名前の漢字と読み方が全く同じでかなり印象
に残りました。
その人が面接に受かり、すぐに私から「同じ名前
なんですよ～」と声を掛けたのが始まりでした。

名前が同じとういうだけで、年の差はありましたがお互い特別な関係になっていま
した。
２人で出かけたりとかは無いにしても、バイト中２人で会話する時間が増えていき
ました。
ある時、同じバイト先の女の子がみんなに手作りのお菓子を作って配っていまし
た。
それを見て私は「こうやって点数稼ぐ感じする子嫌いなんだよねえ」と言ったら、
「そういうこと言わないの！」と、彼の両手で私のほっぺを挟んできました。
変な顔をさせられてるのが恥ずかしくて、でも振りほどけずにいたら急にキスされ
たのです。
何が起こったのかわからず、逃げるようにその場から去りました。
でも、キスをされた意味が知りたくて後日「なんでキスしたの？」と聞いてみたら、
「好きな子が意地悪なこと言うから口ふさいじゃった」と言われました。
私もその言葉がうれしく、付き合うことになりました。
付き合ってから2週間くらいで半同棲をすることになりました。 1年半付き合って別れました。

仕事の合間のちょっとした時間の会話で、相手がどんな人かわか
るし、バイトの後にご飯行ったりできるから、壁をつくらずいろんな
人と自分から会話してみるといいよ！

男性 まったく期待していなかった 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 BAR 〜5人くらい

BARでアルバイトをしたいと思い面接に行き、そ
のBARでの初日に色々教えてくれた教育係の様
な人でした。

BARで色々とやり方を教えてもらい、お互い大学生ということもあり、すぐに打ち解
けました。一週間くらい働いて連絡先を交換しました。シフトが被ることが多く、大
学はお互い違いだしたが、勉強している内容が少し一緒なところもあり、バイト前
にカフェに行き一週間に勉強しまたりしていました。それからバイト終わりにもご飯
に行く様にもなり半年くらいして、バイトメンバーで海に行くことがあり、その時に告
白してOKを貰いました。 結婚した

まずは共通点を見つければ話しをする上で早いと思います。中々
共通点がない時には逆に、相手の好きな物を聞きそれの良さを
理解して興味を示せばいいと思います。

女性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳
高級中華料理店のおはこび
さんをやっていました。 〜10人くらい

バイト同士の自己紹介。酔っぱらいに絡まれてい
た時に助けてくれた。それから挨拶をするように
なった。最初は

友達がそのこと映￥映画に行くって言ってて私もそれ見たかったんだよねって言っ
たら急に男の子が誘ってきた。だから〇〇ちゃんと行くんじゃなかったの嬉しそうに
言ってたよ．そしたらほんとは私を誘いたかったんだけど自信がなくて○○ちゃんに
私の好みを聞き出すのに誘った私が好きなら一緒にみますかと誘ってきたから○○
ちゃんに悪いよって言ったけど結局一緒に映画に行った。待ち合わしてるときもナ
ンパされて困り果ててたら彼が走ってきてくれた。 １年付き合って別れた。

挨拶をして普通に話していけば仲良くはなると思う。相手のこと聞
いたり本人に趣味とか休みの日は何してるのか聞く

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 学生限定の試験解答採点 20人以上が

学生限定のバイトだったため、同世代の人が沢
山おり、自分の好きな時間に働くスタイルだった
ため、いつも似たような時間に一緒になる人がお
り、休憩時間に仲良くなりました。

同じような時間帯で働くようになり、休憩時間が一緒になったり、同じチーム内で業
務相談をするようになり、次第に仲良くなって行きました。一ヶ月ほどで連絡先を交
換して、たまにプライベートでもメールするようになりました。2ヶ月くらい経ち、バイ
ト上がりの時間が重なった時に、休憩時間中に会話していた内容の延長で、レ
ジャー施設に行きたいという話になり一緒に遊びに行かない？と誘われました。そ
の後バイト後に食事やお茶をしに行くようになり、半年くらいでお付き合いすること
になりました。 2年付き合って就職を機に別れました。

相手に自分を知ってもらおうとするよりも、自分が相手に興味を
持って、色々なことを質問したり話の聞き役になるといいと思いま
す。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳
ファミリーレストラン「ジョイフ
ル Joyfull」 〜10人くらい

同じアルバイトきっかけで出会ったが、ホールと
キッチンで担当が違い、勤務する時間帯も異なっ
ていたので最初はあまり会う機会がなかった。
アルバイト内の大学生のみで集まった歓迎会で、
はじめてきちんと会話した。

出会ってすぐの当時、まだむこうはお付き合いしている人がいた。遠距離恋愛でな
かなか会えなかったので、恋人の代わりに相談ごとを頻繁に聞いていた。
そのうち相談とは関係なく遊びに行ったり、ご飯を一緒にしたり、飲みに行ったり、
会う回数が増えてきた。
共通の趣味があったので一緒に行ったことをきっかけに、むこうから付き合わない
かと提案があった。一旦保留にし、むこうの恋人関係を整理しおえてから改めて付
きあうことになった。 1年ほど付きあって別れた。

すこしでも「なんかいいな」と感じたなら、まずはさりげなく連絡先
を聞き出す。連絡先を知らないと、その後発展に持っていきづら
い。
連絡先を聞くときは、分かりやすく"狙っている感"を出さない方が
安心感を持ってもらいやすい。
気になる人がいないなら、いつバイト先で出会ってもいいよう、見
た目への清潔感をもたせておくこと。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 10代 フリーター 完全に同い年 スナック 〜10人くらい

元々違うスナックで働いていたんですが、あまり
合わなくて求人サイトでみたお店に電話をかけた
時に対応し、オーナーとの面接を取り持ってくれ
たのが始まりでした。出勤初日にお店のことを教
えてくれました。

年齢が同い年ということもあって初日から意気投合しすぐに仲良くなりました。仕事
中もよく気にかけてくれたり、仕事が終われば送迎をしてくれたりしていました。働
き始めて2ヶ月ほどたった頃、仕事が終わると電話がかかってきて「職場でちょっと
しんどいことがあったから今から話しに行ってもいい？」と言われ、1人暮らしをして
いた私の部屋に来ました。内容は大したことではなかったので、ただ話がしたかっ
ただけなのか。と思いよなよな喋り続けたのがきっかけで、仕事終わりにご飯に行
くようになり、付き合うようになりました。 半年付き合って、子どもができて、結婚して１２年。

世代が一緒の人を見つける、もしくは、共通の趣味がある人を見
つけてとにかく喋りまくって仲良くなるところから始めればいいと
思います。

男性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳 和食ファミリーレストラン 〜20人くらい

調理のアルバイトをした際に、自分の担当とは別
でしたが、隣の担当として働いていたので少しず
つ話すようになりました。

仕事で相手から依頼される事があり、それを引き受けていくうちに、だんだんと話
す機会が増えていきました。そして興味や趣味の話をしていくうちに、共通の趣味
であるスノーボードの話になりました。経験は少ないながらも、共通の趣味だった
ので話が弾み、最終的には一緒に行く約束をするまでに至りました。一緒にスノー
ボードで滑り、帰りの新幹線の中で楽しかった思い出などを話していると、だんだ
んと良いムードになり、そこで付き合うようになりました。 ２年お付き合いし、別れました。

先ずは気になる人と接点を持つことをアドバイスします。そして少
しずつ話す機会を増やし、共通の話題を見つけ、アルバイト先以
外で会う約束をするようにアドバイスしむす。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 中学生向けの学習塾の講師 〜5人くらい

同じ日にシフトに入る機会が多くて、授業の合間
などに同じバンドが好きだったことがきっかけで
仲良くなりました。

その後は２人で何度かバイト終わりに近所のファミリーレストランで夕ご飯を食べ
たり、バンドのライブに行ったりする友達として半年くらい過ごしました。その後、彼
の方からクリスマスに地元の遊園地のイルミネーションに誘われて、その時に彼の
方から告白されて付き合うことになりました。付き合ってからはバイト終わりにたま
にご飯や飲みに行ったり、私がバイトメンバーのシフトを作成していたので彼と同じ
日に組んだりして同じシフトでバイトをしていました。

2年たって大学卒業と同時にバイトも引退し、自然消
滅的に別れました。

共通の趣味などから仲良くなることが多いと思うので、バイト先の
人と仕事以外の会話も積極的にして行くべきだと思います。もし
良いなと思った方がいたら、積極的にプライベートの話をして、共
通の話題作りから始めていくことをお勧めします。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 コンビニ 〜5人くらい

同年代の人が少なく、シフトが被るたびにバイト
終わりに話していたことがきっかけでした。また共
通の趣味がゲームということもあり意気投合しま
した。

何度かシフトが被った後にLINEを交換しました。そこからはバイトだけでなく電話
するなど、プライベートな時間で話す機会が増えました。LINEを交換して一ヶ月く
らいした時に僕から、映画デートに誘いました。そしてそのデータから2週間くらい
にハーバーランドでのデートに誘い、昼ごろからずっと遊んで、帰り際に告白して
付き合いました。お互い共通の趣味がゲームということと、おうちが近いということ
から付き合いたての時はほぼ毎日彼女が僕の家に来ていました。 わかれました。

気になる子、好きな子がいるなら少しずつ距離を詰めて、ラインを
交換するところからだと思います。その後は積極的に行くべきで
す。元カノは大学が違ったため、バイトの時しか会えなかったので
結構ガツガツ行きました。やっぱり意識させるためには、積極的
になるのが1番だと思います。

男性 まったく期待していなかった 20代 大学生 30代 別の会社の正社員（副業でアルバイトにきていた人±10歳 ホテルのウェイター 〜20人くらい

シフトが一緒の時が多く、休憩時間も同じことが
多かったので話をすることが多かった。趣味がス
ノーボールと同じだったのでゲレンデの話で盛り
上がった

冬も近くなり、そろそろスノーボードのシーズンだなーと思っていたところ、相手が
バイトを辞めることが分かった。
せっかくなので一緒に滑りに行きませんか？と誘ったところいい返事がもらえまし
た。

最初はバイト先の友人たちを含めた5人で行きましたが、
「次は、二人で行かない？」
と言われ、これは脈あるぞ！と思いました。

最初にスノーボードに行った翌週の週末に二人で出かけました。
その後数回ゲレンデデートを重ね、付き合うことになりました。 2年ちょっと付き合いました。

コツこいうとあざとく感じますが、バイトでも本職でも丁寧な所作は
受けがいいみたいです。あとは行き過ぎない気遣いが評価を上
げるみたいですね。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 フリーター 完全に同い年 地元のカフェ 〜5人くらい

先輩（自分）後輩（相手）の関係でした。忙しさの
なかでも、仕事を教える機会や、勤務時間帯に
よっては2人になることもあり何気ない会話のな
かからいい子だなと思い食事に誘うようになっ
た。

当初、職場は女性が多く、あまり意識はしていなかったが、仕事をおしえながら、ま
た、勤務時間帯によっては2人になることもあり、世間話、日常会話から、お互いの
プライベートな話をする機会が増え、その中で引かれていった部分はあります。勤
務時間がお互い閉店までいることが多く、仕事終わりにファミレスで食事をし、連絡
先を交換する仲になると、次第に休みの日にも一緒に出掛けたりするようになっ
た。はっきり付き合う話をした記憶はないけど、一緒にいる時間が長くなり気づけ
ばお互い連絡しあう仲になって付き合っていた状態になっていた。 ２年ほどお付き合いし、別れました。

恋人を作る意識をもつより、まずは、仕事仲間としてお互い認め
合うことがいいと思う。ある程度いい関係ができたときは、仕事以
外で2人になる時間を作ることができれば、おのずと付き合える環
境になっていると思う。

女性 期待していた 10代 大学生 20代 そのバイト先の社員 ±5歳 コメダ珈琲 〜5人くらい

その店舗の社員で私がアルバイトとして面接に
行った初日に面接官だった人がその人で、見た
目がタイプだったので一目惚れした。

入って3ヶ月経ったころに遅い時間に二人で閉め作業を行う日が多くなり、家の方
向が同じだったことからよく一緒に歩いて帰っていた。私の家の方が少し遠かった
のですが、いつも暗いからといって家まで送ってから自分の家に帰ってくれてい
た。そこで色々とプライベートな話をするうちに、今度後はいい一緒に行こうと誘わ
れて休みの日によく会うようになった。相手がシフト管理をしていたので私と休み
の日を合わせてくれて1日デートをした日に告白されて付き合った。 ２年付き合って別れた。

バイトのシフトに入りまくってできるだけ接触回数を増やす。一緒
に仕事をしていると話す機会も増えるのでたくさん会いましょう。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 高校生 ±3歳 サイゼリヤ 〜10人くらい

自分よりも後に相手の方がアルバイトとして入社
して、同じ時間帯に働くようになってから相手を知
りました。

時間帯が朝の仕込み時間ということもあり話す時間が比較的多く、相手のことをよ
く知ることができました。
話していて楽しく、年の差もいい意味で感じなかったので、思い切って自分からご
飯に誘いました。
その後は相手も少し自分のことを気に入ってくれたのか、デートに誘ったところOk
をもらえました。
デート中もやはり楽しく、この人と付き合いたいという気持ちが増していきました。
２回目のデートで自分の方から告白し、お付き合いすることになりました。 半年くらいして別れることになりました。

とにかく同じ時間帯にシフトに入ることです。
接点を持たないと何も始まらないので、まずは相手がいつシフト
に入っているのか知ることが大切だと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 教科書販売 〜10人くらい

友だちに誘われて、小さな町の書店が請け負っ
ている、大学や高校への教科書販売のアルバイ
トに行ったところ、彼女は、自分の友だちの彼女
の友だちとして、誘われて来ていました。

友だちの彼女の友だち、ということで、すぐに仲良くなって、バイト終わりに4人でご
飯を食べに行ったりしました。また、そこのバイトは男子校にも女子校にも販売に
行くので、基本的に男女ペアで動くようになっていて、自分は彼女とペアを組んで
いたので、自然と仲良くなり、空き時間に話をしたりしていました。休みの日も同じ
なので、自然と出かけたりもするようになりました。そのバイトは短期だったので、
終わる時期に、自分から告白して付き合うようになりました。

2年付き合って、自分が就職で離れてしまったので、そ
こで別れました。

初めからガツガツ言っていると、バイト先の先輩や同僚から良く思
われないので、まずは、全体の人間関係になじんでいってから、
徐々にアプローチをした方が良いと思う。
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男性 まったく期待していなかった 10代 大学生 10代 高校生 ±3歳 コンビニ 〜5人くらい

シフトが被って毎週一緒にバイトするようになりま
した。よく聞けば中学の後輩で共通の知り合いも
数人いました。

シフトが同じなのであがり時間も同じ、帰る方向も同じなのでよく送って帰っていま
した。そんな感じで仲良くしていた時に一緒に帰り道で恋愛相談に乗ることも多くな
りそのまま告白されました。その当時私には恋人がいたため断りましたが内緒で
キスやセックスなどをする関係になりました。シフトが同じ日は帰りに公園や私の
車やホテルなどでセックスをして帰るのが当たり前のようになっていました。バイト
先でこっそりとしたのはいい思い出です。 相手が進学のため遠方に行ったので終わりました。

共通の話題や、帰り道で話してプライベートな時間を共有すること
で親密になれると思います。そこからは押しで何とかなると思いま
す。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 フリーター ±10歳 ホテルの配膳 〜10人くらい

ホテルの配膳のバイトで、同じ会場でリーダーを
されていました。新人で入ったばかりの時にペア
で教育係として指導してくれていました。

シフトのことや懇親会のことなどで連絡を取る様になって、何人かでご飯に行くよう
になりました。好意を持ってくれていたようで、二人でもバイト終わりにご飯に行くよ
うになりました。バイト後、家が遠かったので車で送ってもらうようになり、彼氏がい
ないことを伝えたり好きなタイプや趣味など仕事以外のことを話してどんどん仲良
くなりました。バイトの日以外でも会うようになって、何度かふたりで会ううちに告白
してもらい、付き合うことになりました。 2年で別れました。

歳上を落とすにはとにかく甘え上手になること、あとはどんなにし
んどい時も常に笑顔でいるようにしました。美人な方ではないけ
ど、これだけで結構モテました。

女性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 大学生 ±3歳 居酒屋 〜10人くらい

私が高一の時、初めてのアルバイトで敬語すら
ちゃん話せないような子で、私の教育係になって
くれた大学生でした。

入店してから私は、店長に怒られる日々が続いていました。敬語話せない、お酒
わからないからオーダー間違える、お会計間違える。怒られて当たり前にのです
が、泣いてる私に、バイト終わり甘いものでも食べに行くか？と誘ってくれました。
そこで泣きながら愚痴を聞いてもらい、高一でよく頑張ってるって。俺は分かってる
から、おいでってハグを求められ、抱きつきキス。俺と付き合ってよ。と言われ、私
は頷き、付き合い始めました。

2年付き合い、彼の就活と、私の受験が重なり会えなく
なり別れました。

恋人を作ろうって狙ってバイトを探したりしないことですね。純粋
にバイトを頑張ってたら、それを見てる人は見てるし、あくまでも
縁というか、出会いも運命だから。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 イタリアン 〜5人くらい

ホールで被った。色々と仕事内容を教えてもらっ
た。また、シフトを被る機会が多くて、私にたくさん
教えたくれたた

まず、バイト中にたくさん話した。最初は、バイトの内容だけだったが、途中からプ
ライベートのことも話すようになり、ご飯に誘われた。その後、シフト中にもたくさん
話し、ご飯にも何回か言った。バイトが同じなため、付き合ってしまうと気まずいか
と思い、少し躊躇ったが、結果的に向こうから告白してくれて付き合った。後から聞
いた話だと、さいしょにあったときから、話しやすいとおもってくれていたらしい。私
も、イケメンだと思っていた。 今も付き合ってる

まず、たくさんシフトに入ることが必要。あとは、職種。チェーン店
など、多くの同じ世代が働くところがより一層いい。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 携帯販売の派遣 〜5人くらい

友達がやっていた派遣のアルバイトに誘われて
事前の研修に参加したら、研修の講師を担当し
ていたのが彼でした。

アルバイトの事前研修に参加した後、アルバイトの先輩に研修を担当していた人
の中で誰がタイプか聞かれて彼の名前を言いました。そのことが彼にも伝わって
いたのですが、彼も私のことを好意的に思っていてくれたようです。それを知った
他のアルバイト仲間が、私と彼が同じイベントに派遣されるように調整したり、複数
人でのご飯を計画してくれたりして彼とも仲良くなりました。その後彼から連絡が来
るようになり何回かご飯に行ったりした後告白されて付き合いました。 一年付き合って別れた。

アルバイト仲間に協力してもらうのがオススメです。好みの人が
いたら好きなタイプを聞いてもらったり、複数人での遊ぶ予定を計
画してもらったりすると近づけると思います！

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 フリーター ±5歳 喫茶店 〜5人くらい

メンバー全体の教育係をしており、教えてもらう
機会が多かった。また、シフトの時間が一緒にな
ることが多かったため帰りに一緒にご飯に行く機
会も多かった。

当初は、頼もしいリーダー格の明るい男性という印象だった。アルバイトメンバー
全員に優しく、理不尽な店長やお客さんのクレームにも上手く対応しており、尊敬
できる存在だった。喫茶店で軽食を作る業務もあり、包丁使いなど慣れていなかっ
た私は悪戦苦闘したが、何度も練習に付き合ってくれた。シフトもよく被っていたの
で、長時間接するうちに尊敬から恋愛として好きだという感情に変わっていった。
勤務後に一緒に食事を行く頻度が高くなり、そこで距離を縮めた結果、お互い好意
を持っていることがわかり、彼から告白されて付き合うようになった。 １年付き合って別れた

あくまでも仕事をする場であるから、最初から出会いを求めてい
るような姿勢を見せてはダメ。まずは仕事をきちんと覚えて、余裕
ができたらじっくり恋愛対象になれる異性を探すこと。そして仕事
仲間として仲良くなり、業務時間中は業務らしいコミュニケーショ
ンをとり、業務外や休憩時間に雑談をして徐々に距離を縮めてい
く。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 フリーター 完全に同い年 少年自然の家 〜20人くらい

出会いは高校の同級生だったが当時は全然お
互いを意識してなく数年後アルバイト初日に玄関
ホールで再会した。

出会いは高校の同級生ということもありお互い面識はあったが高校時代ほとんど
話したことがなく最初はぎくしゃくした感じでした。
少年自然の家なので夏場限定のアルバイトだったのですが、キャンプファイヤーの
薪割りとか海でのカヌー補助、ライフセーバー的なことや色々共同作業をしていく
中で
バイト全体で仲良くなっていき飲み会をするなど発展していきバイト期間の中ごろ
から相手のことが気になりだし徐々にアピールするようになっていきました。 4年付き合って別れた

自分的にはやはり話す機会とかを増やすほうがいいと思うので
みんなで仲良くなって遊びにいくなどバイト以外でもつながること
が大事かなとおもいました。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳
デパートのクリスマスおも
ちゃ売り場 〜10人くらい

クリスマス時期のおもちゃ売り場のプレゼント包
装のバイトということで、必然的にフリーの人たち
が集まっていました。バイト後の飲み会がきっか
けです。

デパートのおもちゃ売り場のプレゼント包装のバイトで若い人が10人くらい集まっ
て働いていました。クリスマス時期ということもあり、フリーの人ばかりというのが暗
黙の了解で、バイト後は飲みに行ったりしていわゆる合コンのような感じでした。最
初はみんなでワイワイ飲んでいましたが、ちらほら連絡先を交換しだす人たちが現
れて…。私もちょうど感じ良さそうだなと思っていた男性から連絡先の交換を持ち
かけられたので、思い切って交換。それから短期バイト終了後に初デートすること
になり交際が始まりました。 2年ほどお付き合いして別れました。

まずは仕事を一生懸命やって、仕事中によくコミュニケーションを
取るのがいいと思います。一生懸命な姿は相手にも好感を持た
れるでしょうし、よくコミュニケーションをとればお互いの性格など
もわかるようになり、自然と交際に発展すると思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 40代 そのバイト先の社員 ±10歳 コンビニ 〜5人くらい

私がフリーターのときのバイト先の社員の方で
す。最初は色々なことを教わり、忙しい中でも良く
接してくれました。

私のバイト先の社員の方で、色々なことを教わり、良く接してくれました。最初は全
くそんな気はなかったのですが、真面目に働く姿や、皆に優しく接する姿を見てだ
んだんと惹かれていきました。ある日、仕事もお互い遅くなったので、乾杯しようと
言われ、終電まで飲みに行ったのが最初のきっかけです。かなり動き回る仕事な
ので、お酒も美味しく、次第に毎日飲みに行くことになりました。そんな感じで自然
と仲良くなり、告白され付き合いました。 結婚しました

まず仕事を真剣に取り組むことではないでしょうか？あくまで仕事
ですし、お金も発生します。社員からの信頼も得る必要があると
思います。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 10代 大学生 ±3歳 コンビニ 〜5人くらい

大学生になり、初めて選んだバイトがコンビニで
した。
彼は大学生2回生だったと思います。
2人１組で入るシフトだったため、バイト先での先
輩でした。

出会いはコンビニの研修中、たまたま１つ上の彼とシフトが被ったときでした。
バイトの先輩なので、後輩の私に色々と教えてくれました。
バイト仲間として連絡先を交換、色々とメールしてるうちにデートに誘われ、あれよ
あれよという間に付き合いました。
一緒に野球観戦にいったり何度かおうちデートしたり、、付き合っている当時、バイ
ト先の方は誰も私達が付き合っていることを知らなかったので、そのドキドキもあり
一人で舞い上がっていました。

3ヶ月付き合って急に振られました、理由はまだわかり
ません。

とにかく連絡先を交換しないと進まないので、連絡先を交換しよ
う。
その後お礼のメールとか色々繋がれるから、そこから始めよう、と
アドバイスします。

女性 期待していた 20代 フリーター 30代 そのバイト先の社員 ±10歳 派遣事務 20人以上が

私が派遣された会社の正社員が彼でした。私の
業務内容が上司である彼の書類を作成する担当
だったので、周りの社員よりもコミニケーションを
よくとっていました。

初めは書類作りに関して作成側＆依頼側といった上司と部下の関係でしたが、あ
る日彼が私の仕事を評価してくれたことをきっかけに、私も嬉しくなり彼のために頑
張りたいと思うようになりました。席が近かったこともありプライベートの会話が増
え、仕事終わりに食事をする仲になりました。その際に映画好きという共通点を知
り、おすすめの映画を教え合ったり貸し借りするようになりました。話していてとて
も楽しく、数回遊んだ頃に告白されお付き合いに至りました。 1年付き合って別れた

アルバイトという立場を気にせず、しっかりとまわりの会社の方と
コミニケーションを取ることです。自分のことを見てくれている人は
たくさんいると思うので、気になった方がいたら積極的にアプロー
チすることが大切です。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 市街地のバーレストラン 〜10人くらい

私が2年ほど働いていたところに新人アルバイト
として入店してきた。たまたま同じ大学に通って
いること、最寄駅が同じであることがわかり、業務
中以外も仲良くするようになった。

私は当時付き合っている人がいたが、向こうは一目惚れだったようで、かなりアプ
ローチを受けた。私も初対面で「この人とは何かある」と感じていたし、付き合って
いた人とも上手くいっていなかったことから、少しずつ気持ちが動くようになった。
当時私は付き合っていた人からモラハラを受けており、バイト先の人たちには相談
に乗ってもらっていた。一目惚れの相手も例外ではなく、付き合っていた人と別
れ、そのことを一目惚れの相手に報告した1〜2週間後に告白され、付き合うこと
になった。 1年半付き合って別れた

まずは同世代（もしくは自分が恋人になってほしいと思う性別・年
代）の人が多く集まる職場を選ぶ。そして来るもの拒まず、変化を
恐れない。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 30代 そのバイト先の社員 ±10歳 ネット通販の入力業務 20人以上が

アルバイト先にいた6人くらいの上司の中の1人
で、はじめに研修などで色々と教えてくれる役割
の人でした。

お仕事を教えてもらっているうちに、仲良くなっていきました。とは言っても業務外
では話さない程度の間柄で、そのうちに私がその職場を離れることになりました。
最終日に向こうからLINEを教えて欲しいと言われ、意識するようになりました。そ
れから１ヶ月後くらいにまたその職場に戻ることになり、今度は私からアプローチし
てお昼ご飯に誘ったり、積極的に話しかけたりするようになりました。そして初めて
外でデートした際にこちらから告白し、付き合うことになりました。 結婚した

仲良くなってからLINEを交換したり、お昼ご飯に誘ったりして、積
極的に好きアピールをするといいと思います！

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 派遣 〜5人くらい

「キングアーサー」という映画の告知のために、
名古屋駅前で2人一組になって、チラシとうちわ
を配るバイトで知り合いました

二人一組でチラシとうちわを配っていたのですが、お昼休憩を回そうということに
なって、アルバイトのリーダーから「二人一緒にお昼行ってきて」と言われました。
彼がまだ兵庫から来たばかりでどこに何があるのかわからないと言うので、近くの
マクドナルドで一緒にお昼を食べました。そして夕方まで一緒に働いて、帰る時間
になり駅まで一緒に行ったところで「あの、連絡先とかきいていいですか？」と言わ
れ、連絡先を交換しました。それから何度か二人で名古屋名物を食べに行ったりし
ていて、2ヶ月くらい経った頃、名古屋城夏祭りに行った帰り、「好きやねん」と告白
されて付き合いました。 3ヶ月も経たないうちに別れました。

ニコニコ話して、話しかけやすい空気を作る。女同士でかたまらな
い。「疲れた」とか「早く帰りたい」とか愚痴を言ったり、仕事に対し
て手を抜かない

男性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 カフェ、居酒屋 〜10人くらい

私が大学生のときにカフェで働いていました。系
列店も含めると３０人くらい従業員がいて、すべて
の店舗の人が集まる懇親会のような催しが行わ
れていました。
そこで最初出会った娘です。

懇親会で他の店舗の人たちと交流する時間があり、お客さんの話やお店あるある
など共通する話題で盛り上がりました。
その際、好きな音楽やライブ活動などで波長があった一歳下の女性スタッフと仲良
くなり連絡先を交換したのを覚えています。
それから出会って一ヶ月後くらいに二人で飲みに行く機会があり、その後演劇を見
に行くデートなどを挟んで３回目のデートあたりで付き合うことになったと記憶して
います。
同じ大学生で共通する話題が多かったので仲良くなるのは自然でした。 半年くらい交際して破局した

学校などに通っていれば同年代の異性と自然と出会う機会が莫
大になるのですが、そうでない人にはアルバイトなどで出会う機
会を意図的に作るのが合理的かもしれません。
自分と年齢層が近い人が働いている職場を選ぶと自然と出会い
の総数や可能性が上がると思います

男性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 完全に同い年 和食屋さと（和食屋） 〜5人くらい

私が高校生の時アルバイトとして厨房で働いてい
て
働き始めてから約半年過ぎ頃に彼女がアルバイ
トのホール
で働き始めてそこから同い年と言うこともあり少し
ずつ話すようになりました。

初めて出会った時は全く意識などもしていなかったのが正直な気持ちで、前問でも
話したように
少しずつ彼女と話していくうちに性格なども良く
人に気遣いが出来る人だなと思い始めました。
話していくうちになんと幼稚園が一緒で尚且つ一緒のクラスでした。彼女がそれに
気づき私は全く気づかずいたのですが
その話題が弾み連絡先を交換して一気に距離が縮まり
休日には二人で遊ぶ中までになり、それから3ヶ月後
晴れてからカップルとなりました。

約2年ほどお付き合いしましたが、高校生で進路など
色々合う時間も少なくなり私の方から別れを告げまし
た。

まずは自分自身のアルバイト先が雰囲気く良い場所で
アットホームな環境下だったら作りやすいと思います。
話していくうちに顔立ち、相手の内面を好きになったり
バイト先がどんよりした空気だと出会いさえもないと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 40代 そのバイト先の社員 ±20歳以上 居酒屋 〜5人くらい

内装がお洒落で働きたいと思っていた居酒屋の
店長でした。出会いは面接ではじめて会いまし
た。第一印象は普通のおじさん！

夜遅くまで残り、2人になることも増えていきました。話しがすごく合うわけでもない
のですが、居心地がよく、考え方や人間性を好きになりました。声や服装もだんだ
ん好きになっていきました。ある日、バイト終わりに深夜帰ろうとしたらお客さんに
出待ちをされていました。忘れ物をしたふりをしてお店にもどり、彼に話すと外まで
見に行ってくれて話をしてくれたようです。その日、家まで送ってもらい私から手を
繋いで気持ちを伝えました。

付き合ってすぐに別れましたが、辞めた今でも仲良し
です。

まずは真面目に働いて、ガツガツしすぎない！友だちや理解者が
できて、徐々に恋愛に発展していくんじゃない？とアドバイスしま
す！付き合わない方がいい関係でいられることも。
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男性 期待していた 20代 フリーター 20代 大学生 ±3歳 イタリアンバル 〜5人くらい

バイトのシフトが被ることが多く、仕事上コミュニ
ケーションを取る必要があったこともあり、それが
きっかけとなった

イタリアンバルでの仕事上、業務終了時間が深夜に及ぶことも多々あり、そのまま
働いているメンバー全員で飲みに行くことがよくあった。
最初は大人数での飲み会だったが、年月が進むにつれて徐々に2人だけでの飲
みも増えてきて、休日に会うようになった。
どこから付き合いが始まったというよりは、仕事以外の日に会うことが日常になり、
お互いの家に行き来することが多くなったことで付き合っているという関係に発展
するようになった。 2年付き合って別れた

バイト先でよく飲み会が開催されているようなノリの良いバイト先
を選び、飲み会の幹事を積極的に引き受けるようにする

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 フリーター ±5歳 コンビニエンスストア 〜5人くらい

大学生になって初めてのアルバイト。当時彼はす
でにバイトリーダーをしていて、フリーターというこ
ともあり、私がいつ出勤でも顔を合わせていまし
た。

アルバイトを始めてから2ヶ月。アルバイト仲間で飲み会がありました。（当時私は
未成年でしたので当然のことながらジュースで楽しんでいました）彼も非常にお酒
が弱く、ノンアルコールで過ごしていたため、帰りに車で家まで送ってくれました。
その時に、あまり車が通らない暗い道路でキスをされて付き合うことになりました。
どちらからも言葉での告白とかはありませんでした。
当時は私も若かったこともあり、フリーターでも関係なくただ彼氏が欲しかったとい
うのもありました（笑）大きな声では言えませんが今までお付き合いした男性の中
で1番体の相性はよかったです。

１年ほどお付き合いして別れました。私が他に好きな
人が出来ました。

まずは恋人なんて考えないことです。仕事を早く覚えて一人前に
なること。頑張ってる姿を見てくれている人は必ずいます。恋人は
その次です。仕事が出来るようになれば自然とバイト仲間との会
話が増えますし、仲もよくなります。そこで気になる人との距離を
縮めていくんです。まずはみんなで飲み会、その時に今度2人で
もご飯行きましょうなど、さりげなく誘ってみるなど。過度なアピー
ルはぶりっ子は厳禁です！自然体でお付き合い出来そうな人を
探してみてください。

女性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳 駅の近くのスーパー 〜5人くらい

一緒のレジに入ったのが初めでした。お客さんが
来ない時はレジが隣だったため、いつも話してい
ました。趣味もあったためとても楽しく話していま
した。

初めは、お客さんが来ない時に趣味の話をずっとしていました。その後に色々話す
うちにとても楽しくなり、次第にバイト以外でも会うようになりました。初めは、バイト
後に一緒に帰って河川敷で話したり、お互いが休みの時には一緒に遊ぶようにな
りました。初めは、お互い地元が一緒にだったので電車で江ノ島や買い物、鎌倉で
ご飯を食べに行きました。その後、何回か遊んだ後に向こうからこくはくされてあ付
き合うようになりました。 付き合った２ヶ月後にわかれました

趣味の話が会う人だと楽しく話せると思います。また、仕事にもよ
りますが空きの時間があるバイトが話す機会も増えていいと思い
ます

男性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 20代 フリーター ±3歳 カラオケ 〜5人くらい

自分が入って１年目の時に入ってきた女性の教
育係というわけではなかったですが、大学で教職
を取っていたということもあり、誰かに教えたりす
ることが好きで話すようになりました。

前述もしましたが、新人として入ってきた彼女に仕事のやり方を（カラオケ店なので
食事を作ったり、ドリンクを作ったり、フロントに立ったり）色々教えているうちにお
互いを意識するようになり、仲良くなっていき、休みの日やバイト前など数回遊び
に行く中になり、私から告白をして付き合うことになりました。社内恋愛禁止のバイ
ト先でしたが内緒で付き合っていました。よく同じシフトで入っていた人にはバレて
いたと思います。
大学の夏休みの時には泊まりからの一緒に通勤などもしていました。 ２年付き合って別れた。

仲良くなるきっかけがやはり大切だと思います。
特に自分が先輩で相手が後輩という関係の場合、私の例と同じ
ように仕事を教える上で仲良くなるとかあるかと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳
学生向けの賃貸不動産の紹
介 〜10人くらい

アルバイトの後輩として、異性の相手が入ってき
たことです。当時、私は２年目であり、仕事を教え
る立場でした。

後輩として入ってきた彼女に対し、私は仕事を教える立場でした。仕事の内容的の
中には、お客さまにお部屋を紹介するために、事前に物件の確認を行うというもの
があるのですが、２人で行動する機会も多く、自然とよく話す関係になりました。
話をしていく中で、キャンプが共通の趣味であることがわかり、最初はバイト仲間
数人とキャンプをしていました。
そして、何度かキャンプを重ねていく中で、２人だけで行かないかと誘い、了承をい
ただくことができました。
２人で過ごす夜のキャンプ場で焚火を囲みながら告白をし、高裁に至りました。 １年付き合って別れた。

まずは仕事に真剣に取り組むことが大事です。当時の恋人からも
仕事をまじめに取り組む姿に惹かれたといってもらいました。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 20代 大学生 ±3歳 居酒屋 20人以上が

アルバイトで私がホールで勤務していて、
相手がキッチンで勤務をしていました。
別々だったのですが、話す機会はありました。

私が一目惚れをして、一緒に入った同僚に相談をしました。
当時mixiが流行っており、その先輩がしてるからメッセージしたら？って
同僚が言ってくれたので勇気をだしてメッセージを送ってみました。
そしたら返事が返ってきて、今度ご飯行ってみる？と言ってくれて
車で迎えに来てくれてご飯に行った帰りに告白をされて付き合いました。
相手はたぶん本気ではなかったのだと思いますが、
私は好きだったので、とても嬉しかったです。 1年半くらいで別れました。

女性ばかりのような職場よりも
男女が多く働いていそうな場所を選んでみたり（居酒屋や海の家
など・・？）
したらいいんじゃない・と言ってあげたいです。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 大学生 ±3歳 パチンコ店のホールスタッフ 〜10人くらい

新しくオープンするパチンコ店のオープニングス
タッフとして一緒になった。
頑張りましょう会のような飲み会があり、そのとき
に初めて話した。

最初は年上のお兄さんというイメージ。お互いに彼氏彼女がおり、全く恋愛対象で
はなかった。
飲み会が定期的にあったのでその場で話したり、仕事中に仕事の愚痴や彼氏の
愚痴を聞いてもらうようになった。
年上で頼りがいがあり、話しやすかったのでいいな～とは思っていたが相手にも彼
女がいたので付き合うとは考えていなかった。
働きだして1年程たったとき、彼女と別れたと聞いた。同じタイミングで自分も彼氏
と別れようと思っており、だんだん彼を意識するようになった。
その後自分も彼氏と別れ、半年ほどたったときに彼から2人きりで食事に誘われ、
告白されて付き合うようになった。 2年付き合って別れた

自分を良く見せようと頑張らないこと。
自然体で仕事を頑張っている姿を見ると相手も好印象を抱いてく
れると思うから。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 完全に同い年 フレンドリー 〜20人くらい

ウエイトレスをしており、出入り口で待機している
とお客様が入ってきて「すみません。〇時から面
接を予約している〇〇です」と声をかけられたが
その相手は高校時代の同級生だった。

出会ってから彼は面接に合格して一緒に働くようになりました。同級生といえど、
今までそこまで話したことがない人だったので気まずい気持ちも少しありましたが
同期のあの子は今こんなのだよ～と地元話をするうちに、段々と打ち解けていきア
ルバイト先では同じ時間帯に終わる事がおおかったので一緒に帰るようになって
いきました。
当時はお互い彼氏彼女がいましたが、お互いが別れたタイミングのアルバイトを一
緒にして1年半後に、彼から告白をされお付合いが始まりました。 1年付き合って別れた

アルバイト先の衣装を着るため、私服は露出していないものなら
大丈夫です。ただ化粧はちゃんとして小奇麗に見せて話しかけて
仲良くなればいいです。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 ±3歳 イタリアンレストラン 〜5人くらい

大学入学後はじめてのアルバイト先で、高校が
同じ先輩が働いていました。高校時代はほとんど
話したことがなかったので、そこが初めての出会
いでした。

高校が同じということがすぐに発覚し、意気投合してすぐに仲良くなりました。バイ
ト終わりに一緒に自転車で帰ったり、ラーメンを一緒に食べに行ったり、映画を見
に行ったりして仲を深めました。高校時代はほとんど話したことがなかったのが不
思議なくらいで、自然と惹かれていきました。私が大学に入ったばかりということも
あり、色んな相談にものっていただき、気づいたら好きになっていました。1ヶ月くら
いしてお互いの気持ちを確かめあい、交際に発展しました。 1ヶ月で別れました。

プライベートな相談などをして相手を頼ることだと思います。バイト
終わりの帰り道とこで距離を縮めるといいかもしれません。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 居酒屋 〜10人くらい

アルバイトに慣れてきて、1回の時間が長くなって
きた頃、同じように長く勤務するシフトで被ること
が多かったため、話す機会なども増えた。

勤務時間が一緒のことが多く、忙しくない時間帯などは世間話などをする時間も多
く取れた。休憩時間なども被るようになり、連絡先を交換したりという期間を数ヶ月
過ごした。
普段からもLINEなどでやり取りをするようになり、バイト終わりの行き帰りなども外
で話をしたり、家の側まで行き来するようになり、一緒にプライベートで過ごす時間
も増えていった。
次第にバイトの休みを使って遊びに行くなどするようになり、最終的にお付き合い
する事になった。

1年半ぐらい付き合って、お互い社会人になり生活のリ
ズムもかわり別れました。

まずは出会うためにバイトをすると言うより、しっかり仕事をすると
いうこと。そこでお金をもらうわけで恋人と言うよりみんなといい関
係を築くことが大切。
その姿勢をしっかりすれば、同じような志の方に出会うチャンスが
あるかもしれないなーということです。

女性 あればいいなとは思っていた 10代 大学生 10代 大学生 完全に同い年 コールセンター 20人以上が

コルセンターの研修の時に相手と私の二人しか
いなくて一緒に受けました。そこでLINEを交換し
て少しずつ話すようになりました。

研修が終わって最初は忙しくてあまり話せなかったのですが、席の入れ替えがそ
の時にあってたまたま彼と隣の席になってそこから仕事の相談や私生活のことに
ついても深く話すようになり徐々に好きになっていきました。
そしてクリスマスの日も仕事だったんですが、彼のほうが先に仕事が終わっていた
のですが廊下で待っていてくれていて仕事が終わって彼と一緒に駅まで歩いてい
るときに駅のクリスマスツリーの前で彼から告白をしてもらい恋人になりました。

2年付き合って彼が遠くに就職になったのでそれを期
に分かれました。

色々な人とコミュニケーションをとることが大切だと思いました。あ
と仕事でわからないところがあったら積極的に相談をしていると、
話す回数も増えるのでいいと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 フリーター ±3歳 荷物の仕分け 20人以上が

同じ職場で同じ会社で働いていたのがきっかけ。
とにかく可愛いなぁという印象。仕事で何度か会
うようになることがあった。

恥ずかしながら連絡先すら渡せなかったです。同じ職場で仕事をするようになって
可愛いなぁと思いました。でも、声すらかけることが出来なくて仕事でのちょっとした
やりとりでの絡みしかありませんでした。仕事で資料を渡したりすることがあってそ
の一瞬の出来事が毎日楽しみでした。結局、日々仕事をする中で話しかけること
も出来ず連絡先すら聞けない、渡せませんでした。訳あって仕事を転職することに
なり会社の人が送別会を開いてくれることになりました。飲み会にはその子もきて
いて最大のチャンスでした！しかし時は過ぎ、声をかけれない、連絡先を渡せない
まま飲み会が終わってしまいました。あの時は結果はどうあれ行動出来なかった
ことを今でも本当に悔やんでいます。

自分が仕事を転職して辞めることになり会うことがなく
なった。

積極的に異性がいる職場に出向き経験を積むことですね。なにも
出来なかったのなら今度は声をかけてみようとか、連絡先を知っ
ているのなら積極的にコミュニケーションをとる。とにかく行動する
事が大切、あとは自分磨きをして自分自身の存在を高める。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 20代 その他 ±5歳 カフェスタッフ 〜5人くらい

同じカフェに勤めていて、入社した時期もだいた
い同じだったことです。シフトが被る時は向こうが
よく喋ってくれて仲良くしていました。

シフトもそんなに被ることがなかったのですが、被って仕事おわりなどには今から
どっか行かない？とかご飯どうとか誘われることが多くなり、わたしも暇な時は付き
合ったりしていました。最初は仕事の終わったあととかでしたが、次第に休みの日
にも連絡が来るようになり、1日中出かけてたりしました。いつの間にか付き合って
いて、向こうの家に遊びに行ったり、向こうの色んなことを知れるようになったりと
楽しい日々を過ごしていました。 1年くらい付き合って別れました。

おじさんばかりいる職場に行けば出会えるはずがないので、自分
と同じくらいや、好きなタイプの年齢の男性がいる所でバイトした
方がいいと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 30代 そのバイト先の社員 ±10歳 神奈川のBAR 〜10人くらい

当時働いてたBARで週に2.3度しか会わない正
社員さんでした。よく営業前にパソコンで何か作
業をしていて私が出勤するとフレンドリーに色々
話しかけてくれたのがきっかけ？です。

最初は仕事の出来るカッコいい方だなと思っていました。
外見も中身もどストライクでしたが態度とか告白とか積極的な事が私は苦手なの
で逃げるような避けるような態度を2か月程していました。でも年上の彼には気づ
かれていたようで彼はすごいイチャイチャしようとしてきてました。ある休日に彼か
ら電話がありいつもなんなんだ！というとなーちゃんのことが好き。付き合ってほし
い。と本気なトーンで言われたのですがその時絶対別れてくれない彼がいて色々
手を尽くし別れてもらい告白から1ヶ月後に返事をしました。いつも大人っぽいのに
すごい無邪気な笑顔で喜んでくれて嬉しかったです。 4年付き合って別れました

私は消極的なのでもし積極的に自分が出来るなら態度かなにか
らなにまで好き好きアピールしますね。当たって砕けろです。

女性 まったく期待していなかった 10代 大学生 10代 大学生 ±3歳 スーパー 20人以上が

私は夕方からのレジ、彼は早朝の品出しと同じ
スーパーに勤めていながら、全く接点のない2人
でした。
たまたま大学の授業が午後からだった為、その
日は私も朝からシフトに入っていました。そこで店
長に「こいつ早朝の品出しやってるんだよ、普段
会わないから知らないだろ？仲良くしてやって」と
紹介されたのがきっかけでした。

店長から紹介されてから、また時間帯の合わないシフトにお互いなった為そこから
会うことはありませんでした。
1ヶ月程経ってからいつものように大学が終わった後、夕方から夜にかけて仕事を
していると、彼が私のレジに並んだのです。
最初は「誰だっけ？」くらいにしか感じなかったのと、一番混む時間に並ばれたの
で、相手にする間もなく終わりました。
しかし、会わなかった1ヶ月の間店長にそそのかされたのもある様子で、そこから
頻繁に夜買い物へ来るようになり、連絡先を渡されてご飯へ行くことに。
そこから付き合うようになりました。

3年以上付き合いましたが、私が大学を卒業するのと
同じ頃に別れてしまいました。

私自身1ミリも出会いを求めていなかったので、確実にこれ！と言
えるものはありませんが。
唯一出会いは多いかもと感じたのは、同世代が多く働いている
スーパーでした。
レジ、品出し、生鮮、惣菜、あらゆる売り場に必ず大学生が働い
ていたので、その点では出会いが多かったように思います。
なので、自分の同じ年頃の子が働いているバイト先を見つけるの
も1つの手かも知れません。
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男性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 塾講師 〜5人くらい

元々塾の生徒で、そのまま同じ塾のバイトとして
勤務をしている子でした。生徒時代から仲が良
かったので、そのままアルバイトの時も仲はよ
かったです。

付き合い始めたのは、その子がアルバイトを始めて1年ほど経ったあたりからで、
元々仲はよかったので月一ほど2人で遊びに行っていました。私は付き合えたらな
という気持ちと元生徒だしなと複雑な気持ちを思っていたので、なかなか一歩を踏
み出せない状況でした。しかし、そのことを彼女に直接話した時に向こうも同じよう
に付き合いたいけどという気持ちを持ってくれていたのでそのタイミングで告白をし
て付き合うことになりました。 今も付き合っている

まずは仲良くなって遊びに行くことだと思います。アルバイトして
いる時とは違う一面も見えると思いますし、アルバイトだけの関係
にならないことが大切かなと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳

都内の居酒屋のバイト（相手
はキッチン担当、私はホール
担当） 〜10人くらい

同じ日にち及び同じ時間帯にバイトのシフト入る
ことが多く、出会いました。相手はキッチンの方
だったので、私がとった注文をキッチンの人に流
す際に、顔を合わせることが多く、そこからお互
いを認識しだしたと思います。

大体いつも同じ時間帯にバイトが終わり（終電間際の時間です）、終電に乗り遅れ
ないように駅まで私が走っていると、彼も私の少し前を走っていることに気づきまし
た。その後、駅のホームで偶然彼を見つけ私から話しかけました。なんと住んでい
る駅が隣同士の駅で、大学もキャンパスは違えど同じ大学だということが分かり一
気に意気投合しました。バイトのたび、一緒に帰ることが増え、どんどん仲良くな
り、彼が遊びに誘ってくれてその延長でお付き合いすることになりました。 4年付き合って結婚しました。

まずは、同性が多いバイトは選ばないこと。男女比が同じ位の職
場の方が出会いの率は上がると思います。また、バイトするにあ
たり、恋人が作れるかにどうかをあまり期待しないことが一番だと
思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 正社員（アルバイトは副業20代 別の会社の正社員（副業でアルバイトにきていた人±3歳 カフェ 〜10人くらい

平日昼間は会社員として働いていて。夜から、な
いし土日の休みの日にシフトにカフェのアルバイ
トに入っていて、シフトが重なり、よく休憩時間が
一緒になった。

シフトが重なり休憩時間も重なることから、少しずつ話をしていき、バイト終わりに
ご飯を食べに行くようになった。色々と話して行くうちに、同じサブカルチャー的な
要素を感じ、好きな音楽が一緒だったり、本が一緒だったりと言うことで、ライブを
見に行ったり、外出することが多くなり、少しずつ距離が短くなっていき、あるライブ
を見た帰りに終電が無くなり、彼女の家に行くことになり、映画を見たり、持ってい
るCDを聞かせてもらったりしつつ、その日、泊まることから始まった。 その数年後にお別れました。

とのかくシフトに良く入り、バイト先の他スタッフの動きを理解す
る。そして、好きな子がいるのであれば、その人と一緒になれるよ
うに、シフトを出す。かつ、夜ラストまで働ける状況であれば、バイ
ト上がりにご飯を誘ったりすると良いと思う。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 高校生 10代 高校生 ±3歳 ファミレス 〜5人くらい

自宅から電車で１０分ぐらいのファミリーレストラ
ンでバイトを始め、そこで自分より先に働いてい
た子でした

その子とシフトの時間帯がほとんど同じで、見た感じ同い年ぐらいなのかなーと
思って、休憩時間などに年齢を聞いたら自分の２つ上で高校も自分の通っている
高校と同じ高校で先輩ってわかりました。そこからはバイト先でも高校の中でも会
えば普通に喋るようになってだんだん仲良くなっていき、知り合って３ヶ月ぐらいに
自分がデートに誘いました。
初デートは遊園地でお互い絶叫系が好きというのもありガンガンジェットコースター
に乗りました！それで最後の締めに観覧車に乗りそこで告白してOKをもらい付き
合うことになりました。 ２年付き合って別れた

そうゆう目的なら女の子が多く働いていそうなところでアルバイト
した方がいい！例えば居酒屋とかレストランとかそういったところ
で働いた方がいい。
自分のケースはたまたまなので確率でいうと今言ったところとか
でした方がいい

男性 まったく期待していなかった 10代 高校生 10代 高校生 完全に同い年 スーパーでのアルバイト 〜5人くらい

その子とは元々同じ高校に通っていて顔は知っ
ていたんですけど一度も話したことはありません
でした。なのでアルバイト初日にその子もそこで
働いてるのを知ってビックリしてしまいました。そ
れが出会いのきっかけです。

その子の方が先にバイトをしており、仕事の内容はその子から教えてもらうことに
なりました。お互い顔は知っていたのですが、一度も話たことがないため気まずい
状態が続きましたが、何とか初日のバイトを終えることができました。次の日学校
に行くとその子と廊下ですれ違い「おはよう」と言われ、まさか話しかけられるとは
思ってもいなかったのでビックリしたせいか声がうらがえって笑われてしまいまし
た。でもそのおかげで、その子とはだんだんとうちとけていき、バイト先や学校でも
普通に話せるようになり、バイト先が一緒とゆうこともあり帰りも一緒に帰ることが
多くなって、だんだんと好きになりバイト帰りに告白して付き合うようになりました。二年半ぐらいで別れました。

そもそもバイトって恋人作るような場所ではないし、お金もらって
働く環境だからあきらめなと言います。でもそこでホントにいい子
がいたら一生懸命働いてありのままの自分
をみてもらえばいいんじゃないかなといいます。

女性 まったく期待していなかった 20代 大学生 20代 大学生 ±3歳 塾講師 〜5人くらい

お互い塾講師をしており、塾の中で顔を見ること
は度々ありましたが、話をするような機会はあま
りありませんでした。講師間での飲み会があり距
離が縮まりました。

アルバイトの時間はそれぞれ講義を行なっているためほとんど会話をすることは
ありませんでした。顔を合わせる機会はあり、挨拶をする程度の関係でした。しか
し、塾講師の中で飲み会をする機会があり、その話の中で彼氏、彼女がいるのか
という話題になりました。彼は見た目がタイプだったので、私から私たち付き合いま
せんか？とフランクに言ったところ、連絡先を交換する流れとなり、後日連絡が来
た際に、あの話は本気ですか？と聞かれ、付き合うことになりました。 1年半付き合って別れた

普段から会話のある職場であれば、少しずつ距離が縮まると思
いますが、あまり会話のない職場であれば、タイプの相手には積
極的に行動すると良いと思います。

男性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 そのバイト先の社員 ±3歳 ゲームのデバッカー 〜20人くらい

自分が先輩で相手が後輩という立ち位置で、自
分がその子にこの会社のルールを教える立場
だったのですが、自分と相手がゲームが好きとい
うことで意気投合しました。

ゲームが好きだったので、オンラインゲームなどで一緒に遊び、それから数ヶ月後
には、一緒に出掛けたりしました。それからは、担当するタイトルでバラバラになっ
てしまい、話す機会が無くなってしまいました。たまにしていたLINEもしなくなって
しまいました。ですが1年後のクリスマスに彼女から「一緒にどこかに行きません
か？」というLINEが届きました。そこで、一緒に食事や街を回ったりしていたので
すが、そこで彼女に「付き合いませんか？」と言われ付き合うことになりました。 彼女が会社(バイト)を辞めると同時に別れました

素直に「辞めた方がいい」と伝えます。なぜなら、もし結婚というと
ころまで関係が進んだ場合、今のままでは満足に2人で暮らせな
いと思うからです。バイトではなく、安定した収入を得られるように
なるまでは危険だからです。

女性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 20代 フリーター 完全に同い年 イベント運営 20人以上が

コンサートの運営のアルバイトに入った時、既に
相手は働いていて、先輩後輩としてそこで知り合
い仲良くなりました。

初めはお互い全然意識してなかったんですが、同い年ということもありわりかし早
い段階で連絡先を交換して仲良くなりました。バイトでシフトが重なる事も多かった
ので、バイト終わりに複数人で飲みに行ったり、次第に2人でも飲みに行くようにな
りました。バイト仲間でもあるので、気になってはいましたが仕事に支障が出るかと
思ってお互いに気がある事は気づいていましたがなかなか付き合いには発展せず
友達関係を続けていましたが、私がバイトを辞めたタイミングで付き合いました。 2年付き合って別れた。

とりあえず仕事に早く慣れて、先輩にも頼って貰えるようになる。
そうすれば自然と仲良くなれるし、そこからご飯とか行くような仲
になる。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 フリーター 10代 高校生 ±5歳 スーパー店員 〜10人くらい

きっかけは自分がスーパーの店員でドリンク補充
の持ち場を担当、相手は併設している食品の店
で勤務していた。

食品店の店頭にたっていた。彼女を気にしておりましたが話しかけられず。ロッ
カーなど共同施設でちかくに彼女が来るタイミングで気になっていたことを伝えお
付き合いがはじまりました。彼女のほうもあとから話をきいてみたところ、自分のこ
とが気になっていたようでした。最初に自分から声をかけていなければ、この出会
いがなかったと思うと後悔しないように行動できてほんとうに良かったと思います。
彼女も自分から言えなかったかもしれないと教えてくれました。 その後は結婚し現妻

バイト先ということで告白にはかなり勇気がいります。この先も仕
事をしなければならないので、出会いはその時しかないので好き
な人ができたときは告白したほうがよいです。

女性 まったく期待していなかった 20代 正社員（アルバイトは副業20代 別の会社の正社員（副業でアルバイトにきていた人±3歳 病院 〜5人くらい

病院勤務のとき、食品の発注をしていた仕入先
の店員さん　とても話しやすい人で、検品以外の
話しをするようになった

栄養士として、病院勤務で、患者さんの食事を作る仕事をしてました。患者さんの
食事を作るので、材料の発注をしてました。基本は先輩栄養士さんが検品をする
ので、私はたまにしか検品をしませんが、検品するときに発注先の店長さんが来
てるときは、検品以外の話しをしてきてしばらく帰らなかったです。それで、連絡先
を教えて欲しいと言われ、毎日連絡するようになった。めっちゃ連絡マメな方だっ
た。お互いに気になりだして、告白され、付き合うことになった 一年くらい付き合ってわかれた

男性が指輪をしているか見る
指輪がなければ、彼女や奥さんが居ないか確認して、フリーなら
アピールしていく

女性 あればいいなとは思っていた 20代 大学生 30代 別の会社の正社員（副業でアルバイトにきていた人±10歳 大阪、南部の焼肉屋さん 〜5人くらい

焼肉屋さんで週4で11:00まで働いていました。
いつも決まった曜日に飲みにくる常連さんでし
た。
定期的にきていたので、顔見知りになりました。

はじめは、顔見知りで軽く話す感じでした。
家族構成や好きなアーティストが一緒だった事もあり、CDやアルバムを貸しあった
り、その店で流したりして話しているうちに好きになりました。かなり年上でしたの
で、少し警戒もしていましたので、外で会う事はなく店に来た時に話すような関係
が半年は続きました。そして、好きなアーティストのライブのチケットがとれたから、
一緒にいこうと行ってくれて初めて外で会いました。その帰り道に実は一目惚れし
て、ずっと好きだったと言われて、お付き合いが始まりました。 2年付き合って別れました。

身なりはキチンとして、色んな人と会話をする事は大事だと思い
ます。あとはフリーであることを少しチラつかせるとお誘いはある
と思います。

男性 まったく期待していなかった 20代 フリーター 30代 そのバイト先の社員 ±10歳 食品スーパー 20人以上が

食品スーパーでアルバイトをすることになり、部
門は総菜部門となりました。そこで部門の担当社
員の女性と出会いました。

食品スーパーで惣菜関連の商品の品出しなどを担当するのかと思っていたら、全
く異なり、コロッケやとんかつを揚げたり、てんぷらを作ったりする作業を行うことが
多く、料理をしたことがほとんどない自分は、初日からどうしたらよいか戸惑ってい
ました。パートさんからも注意されたりして、落ち込んでいた時に、総菜部門の責任
者の女性社員に慰められて、料理の手順を教わったことで、好意が芽生えました。
それからも店舗にいるときは声をかけてくれるなどして、ついに飲みに行くまでの
関係になり、半年後自分から告白して付き合うことになりました。 ５年ほど付き合って別れました。

自分から積極的に出会いを求めなくても、仕事にまじめに向き
合っていると、自然と声をかけてくる方がいます。そのチャンスを
逃さないことが大切です。


