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性別 習いごとに出会いは期待していましたか？ 出会ったときの年齢 出会った相手の年齢 年の差 出会った習い事 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、習いごと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 30代 20代 ±5歳 ランニング

元々私が入っていたマラソンの市民クラブに今の夫が
入ってきました。最初の日は全く喋らず、私は夫に全く興
味がありませんでしたが、夫は私のことを苦手なタイプだ
けど興味があったようです。初対面の日は目を合わせるこ
ともなくこんな感じで終わりました。

出会ってから徐々に話すようにはなりましたが、夫は
私が嫌いではないけど、よく喋る私が苦手だったよう
で、ちょっと避けられていました。しかし出会ってから
2ヶ月程経った頃、私が夫が走っている姿の動画を
撮ったので(フォームの研究の為)、それをSNSで送り
ました。
そこからLINEの交換をし、夫が来月のマラソンで自己
ベストが出たら一緒にご飯に行ってほしいと言ってき、
了承しました。
そして夫はそのマラソンで大幅に自己ベストをだし、一
緒にご飯にいくことになったのです。
女慣れしていない夫とのデートは非常におもしろくな
く、全く付き合うとか考えていませんでした。が、その
後夫から2回告白をされ、試しに付き合った結果、結
婚し今では仲良く暮らしています。 結婚しました。

同じ趣味だとお互い分かり合える分、価値観が違って苦労することもあります。
お互いのやり方を理解する、もしくは干渉しなくなったらうまくいくと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±5歳 ギター教室

ギターのグループレッスンの教室に通っていたのですが、
彼も同じ曜日の同じ時間のレッスンに参加していたのが
出会ったきっかけです。毎週1時間一緒に練習したり、雑
談したりしているうちに、段々と仲良くなっていきました。

はじめは週一度のレッスンで会うだけの関係でした
が、だんだんと仲良くなるうちに、スタジオを借りて一
緒にギターの練習をするようになりました。仲良くなっ
た1番のきっかけは、発表会で一緒に演奏することに
なったことです。その時から私は彼が気になっていた
ので、発表会の練習を口実にして頻繁に彼を誘い、練
習帰りに食事に行くようになりました。半年ぐらいそん
な関係が続いた後、私から告白してオーケーをもら
い、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。

男女比が半々くらいの習い事を選ぶといいと思います。同性ばかりの習い事だと
出会いが少ないですし、異性ばかりの習い事だと少し居心地が悪いと思うので、
程よい比率の習い事がおすすめです。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 完全に同い年 空手

私が先に空手の社会人の教室に通っていたが、経験者と
いうことでその教室に加わったのが同い年の会社員の相
手でした。偶然同い年だったのでいろいろ話をしているう
ちに仲良くなり、向こうの方から交際を申し込んできて付き
合うことになりました。

デートは相手の好きな競馬場に行くことが多かったで
す。一応買い物や食事などよくあるパターンのデート
もしました。相手は大手電機メーカーの営業担当で平
日は遅くまで残業していることが多く、一方で私は福
祉関係の仕事で土日休みでないことがほとんどだった
のでデートをする時間はそう多くは取れませんでした。
それでも相手はそれを理解したうえで付き合ってほし
いと言ってきたのでなかなか出会いを得られない女性
ばかりの仕事についている私としてはとてもうれしいこ
とでした。

約1年ほど付き合っていましたが、後で空手
教室に入会した1歳年下の女性に相手が手
を出してしまい、そちらを気に入ったようだっ
たのでこちらからお別れしました。

普段仕事などで異性との出会いがないという人はもちろん、同じ話題で盛り上が
れる可能性が高くなり、付き合いやすいのでお勧めすると思います。

男性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 英会話スクール

努めていた会社で、職員の英会話スキルアップのため、
業務終了後にアメリカ人が英会話学校から出張で来てく
れてレッスンしてくれていました。レッスン料は会社も少し
負担してくれるということでしたので、英語が話せるとカッ
コいいなという感じで参加しました。
しかし、しばらくすると私は人事移動で、別の会社にいくこ
とになり、職場での英会話レッスンが難しくなってしまいま
した。せっかく始めた英会話を途中で辞めたくなかったの
で、移動先の英会話教室に通うことになりました。その教
室の生徒さんは、私の同年代くらいの女性が多く、クラス
も同じになり、すぐに仲良くなってしまいました。
レッスンで、疑似的な恋人トークみたいな英会話もしてい
ましたから、その気になりやすかったと思います。

会社で仕事が終わってから、英会話教室に通ってい
ました。いつもは英会話教室が終わってから家に帰っ
てから晩御飯を食べていました。英会話教室でクラス
で仲よくなった女の子にレッスン後に晩御飯一緒にた
べませんか？と誘うと抵抗なく、居酒屋やレストラン
で、晩御飯を一緒にすることがありました。英会話教
室に通っている間、4人の女の子とレッスン後に晩御
飯にいきました。女の子2人と私の３人でいくこともあり
ましたが、クラスで一番親しくなった女の子とは2人で
よく行きました。お互い連絡先も交換して、レッスンで
同じクラスになるようにスケジュールを調整したりして
仲良くなっていきました。その子とは、英会話教室以
外で、仕事が休みの時にデートをしたりするようにもな
りました。

私が、人事移動で、元の会社に戻ることにな
り、会うことがなくなり、自然消滅しました。

会社員なら、仕事が終わってから習い事をする場合が多いと思います。習い事
の場で気になる方がいたら、習い事の相談をするということで食事に誘うといい
と思います。お腹が減ったりすると本能的な欲望が強くなるというのを聞いたこと
があります。食事の場でアプローチすると上手くいくかもしれません。

男性 あればいいなとは思っていた 10代 10代 完全に同い年 塾

高校時代の塾で出会いました。塾には総勢５０人ぐらいで
いて、ほとんどは顔を知っている程度でした。ある日英語
の補講で彼女とたまたま横の席になりました。その時に、
話すようになり、仲が深まるようになりました。

英語の補講のA先生がペアを作れと言いました。その
時、役を決めて発音をする練習でしたが、その役が男
女のカップルの役でした。それまでそのような経験が
なかった僕はとても緊張してしまい、もじもじしていたと
ころ優しく接してくれた彼女をみて好きになりました。そ
の補講には毎回出席するようになり、一緒に帰るよう
になり、遊ぶようになり、大学入試が終わり、塾の合格
パーティーの時に勇気を出して告白し付き合うことが
できました。 ２年付き合って別れました。

絶対した方がいいです！同じことをしている人たちなら探さなくても共通の話題
があります。距離が縮まりやすいと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 30代 30代 ±3歳 社交ダンス

私は大学時代に社交ダンス部に加入していました。30代
になり、何か趣味を持たねばと思い、社交ダンス教室へ通
い始めました。そのダンス教室に来ていたのが弥生さんで
した。彼女は社交ダンスは素人でした。たまたま練習にく
る曜日と時間帯が同じでパートナーとして踊るようになっ
た。

お互いに家庭があったので、最初は、練習の合間に
おしゃべりをしたりしていました。そのうち練習が終
わった後お茶を飲みに行く程度でしたが、練習や会話
をしているうちにお互いに相手のことが好きになりまし
た。そして、体の関係を持つようになりました。俗に言
うW不倫関係です。彼女と会うのは毎週土曜日のダン
ス教室の練習後、2時間程度でした。社交ダンス教室
には2年間通いましたが、その後もW不倫関係は3年
間続きました。 その後別れて、現在は音信不通です。

出会いよりも優先順位は自分に合う習い事を選択すべきです。お金もかかるし。
出会いはあくまでも副産物ですが、共通の習い事なので会話は弾みます。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±5歳 スイミングスクール

スイミングスクールへ通い同じコースで頻繁に顔を合わせ
ることとなったのがきっかけです。私は引き締まった身体
にしたいと思ったのがスイミングをやるきっかけになったの
で、そういった気持ちがなかったら出会うことはなかったで
す。

最初は全く話をしませんでしたが、私の方から上手で
すねと話をかけました。そこから話を膨らませて水泳
に関する話をすることで会話が弾みました。何度か顔
をあわせてたので会話をしていく中でご飯に誘ったら
オッケーといってもらえたのでご飯へ行き交際へと繋
げることができました。交際後もスイミングスクールで
会話をしたり泳ぎに関してどうしたら上達していくのか
についても話をしました。同じ共通点があったので波
長はあってました。 半年ほどで別れました。

頻繁に顔をあわせてなおかつ自然な状態で話をかけられるので、自然な状態で
話してみてください。また最初から出会いを求めるために習い事をするのではな
く出会えたらいいなという気持ちで挑むことが大事だと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 30代 20代 ±5歳 テニススクール

テニススクールでは初心者や初級クラスだと、女性比率
（特に若い方）が多いので、
私自身はもっと上のクラスだったのですが、隣の初級クラ
スにとても綺麗な方がいたので、
あえて初級クラスで受講して出会ったのがきっかけでし
た。

テニススクールは１面につき生徒数が10人程度おり、
レッスン中に休憩の時間があります。（10人全員が
コートには入れないので）
その休憩時間を狙って、話しかけたのがきっかけで
す。
交際までの過程で最もラッキーだった点は、比較的ク
ラス内の生徒同士が皆仲がよかったのと、イベントを
開くのが好きな生徒さんがいた関係で、
クラス内で忘年会や新年会等の食事会が定期的に開
かれることになり、連絡先の交換→交際と発展しまし
た。 1年半ほど付き合って別れました。

テニス以外でもコーラスやダンスなど、グループで活動する習い事はおすすめで
す。
特にレッスン後に食事会等がある習い事はかなり出会いのチャンスになると思
います。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±5歳 英会話スクール

同じ英会話スクールで彼は上級コース、私は初級コース
でした。受付で毎回会うので挨拶程度のお付き合いでした
が、後から実は共通の友達がいることが分かり、そこから
帰り道まで送ってもらったりして、よく話すようになりまし
た。

共通のお友達カップルを含めて4人でちょくちょく遊ぶ
ようになりました。4人でドライブへ行ったりレストラン
へ行ったりするようになり、自然と彼のことを意識する
ようになりました。ある日料理の得意な彼が私を自宅
に招待してくれました。美味しい手料理をいただいた
後で、彼から私に一目ぼれだったと告白されました。
そのころには私も彼のことが好きになっていたのでと
ても嬉しく、そのまま告白を受け入れてお付き合いす
ることになりました。 1年間付き合って別れました。

習い事で、出会いのチャンスはあると思います。ただ出会いだけに目標を置くの
ではなく本当に自分の習いたいものをしている時こそ自分が生き生きとしてよい
出会いに恵まれると思います。
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女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 ジム

家の近くのジムができたので通い始めました。
体育館のようなアリーナがあるジムで、毎週決まった時間
にバトミントンやバレーボールの時間がありました。
毎週バレーボールやバスケなどに通っていた時に彼と出
会いました。

最初は、同じチームになって話すようになりました。
しばらく通っていたら顔見知りになり会うたびに話すよ
うになって行きました。お互いにスポーツが好きだった
ので話も合い話しやすく、すぐに仲良くなりました。半
年くらい経ってから、彼からサッカーの観戦チケットが
あるから一緒にいかないかと誘われました。その時に
一緒にご飯に行き、サッカー観戦をしました。その後
からジム以外でも会うようになっていき、3回目のデー
トの時に告白されました。 現在も付き合っています。

趣味が同じだと話すことにも困らずに自然と仲良くなることができると思います！
スポーツはチームプレイだったりするとか仲良くなりやすく出会いもおおいとおも
います！

女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 テニススクール

もともと学生のころテニス部だったため、社会人になって
運動不足もありテニスを始めたいなとずっと思っていまし
た。地域新聞に記載されていたテニススクールに体験で
入ったときに出会いました。すぐにテニススクールへ通うこ
とを決め、同じレッスンを受けていくうちに仲良くなりまし
た。

お互いにテニス経験者で、そのレッスンの中では上手
いグループだったためよくラリー相手になることが多く
自然と２人で話したり関わったりすることが増えまし
た。レッスン後によく話したり２人でカフェに行ったり、
飲み会に参加したりする中で連絡先を交換して毎日
やりとりをするように。テニススクール以外でも２人で
会うようになり、レッスンを始めて３か月後くらいに付き
合い始めました。その後は１年ほどお付き合いをつづ
けました。

１年付き合って彼の転勤が決まり、同じタイ
ミングで私も仕事が忙しくなり別れてしまい
ました。

自分の興味のあること、好きなことをぜひするべきだと思います。友達と行くので
はなく１人でいくことで友達を作れるようになって自然と異性とも出会えると思い
ます。

男性 まったく期待していなかった 10代 20代 ±3歳 ボクシングジム

大学生になり運動をやめた自分は徐々に太り出して、周り
からも指摘を受けるようにまでなった為、ダイエットかつ筋
トレの目的で入った地元のボクシングジムに、先輩として
前から入っていた年上の女性がその人でした。

そのボクシングジムはいつでも通っていい契約であっ
た為、最初はど素人の動きだった自分が徐々に動き
が様になってきているのを、影で見てくれていて少しづ
つ声をかけてくれるようになり、最初は世間話から始
まり、地元も近かった為2人で会ってご飯に行くことも
相手からしても遠くなく、気軽に行けることによって苦
ではなかったようでプライベートでも遊ぶようになりま
した。同じ習い事をしている事もあり、気が合う部分が
多くお互いに好きなっていき、自分が告白し付き合うこ
とになりました。 3ヶ月付き合って別れた

その習い事は自分できちんと楽しいと思えるものでなければいけないし、すぐに
相手が見つかるとも限らないため、継続して続けられると思うものを選んで、粘り
強くやっていくといい。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 英会話スクール

海外に将来、出張がある会社に入社したと同時に、英会
話スクールに
通いはじめ、グループ制にしたところ、同じような目的の男
性がいました。
英会話のレベルが一緒だと、先生から話題が提供さて、
その人から
英会話スクールの初日に話しかけられました。

英会話スクールの初日に意気投合して、そのままふ
たりで、
カフェに行きました。
会話の流れのなかで、彼氏はいるのか聞かれ、いな
いと返答しました。
その後、同世代の人たちのグループだったので、授業
が終わると皆で
遊んだりしました。
他のグループの人たちには皆、おつきあいしている人
がいました。
仕事で海外に行く前提で、スクールに通っていて、海
外に行く場所は
まだ当時、決まっていませんでしたが、彼のほうから、
海外に行っても
つきあって欲しいという言葉があり、承諾しました。

海外に行く２年の間はつきあってましたが、
やはり違う海外にお互いに行き、すれ違い
が多くなり、４年で別れました。

当時は出会い目的ではなかったので、何も構えずにスクールに
通い、自然と彼氏ができました。
あまり目的を出会いだと決めつけることなく、自然に、もしかしたら
出会いがあるかもしれないと思いながら通うことをアドバイスします。

男性 まったく期待していなかった 20代 20代 完全に同い年 空手

もともと大学時代武道系の部活をしていて、社会人になっ
て何か始めたいと思って近所の空手道場に見学に行った
際、同じタイミングで見学に来ていた女性がいて、それが
彼女と出会ったきっかけでした。職場が近かったので話も
はずみました。

彼女は完全に武道初心者で、私は別の武道経験者
だったので、最初から私が彼女の一番近い兄弟子の
ような存在になり、色々な質問を練習中に受けること
が多くなりました。練習終わりもその日に習った型の
話などをしていたので、自然と帰り道をともにするよう
になり、食事も一緒にするようになり、そうなると飲み
に行く間柄にもなり、お互い若かったので自然と肉体
関係も生まれ、気がつけば当たり前のようにつき合っ
ていました。お互い熱情というよりは愛着といった感じ
の緩やかな付き合いだったと思います。

２年ほどして私は黒帯を取得し、彼女も３級
位になっていたのですが、そのあたりから彼
女の空手熱が完全に冷めてしまい、同時に
私への気持ちも冷めていきました泣

まずは無心でその習い事を楽しむという姿勢がいいと思います。特に自分のス
キルを発揮できるタイプの習い事ならストイックに向き合うほど、周りの人たちか
らしても好意を持たれる気がします。

男性 期待していた 40代 40代 完全に同い年 ダンススクール

僕がコスプレをして通っていた時、同じくコスプレをしてい
た女性と出会い興味を持ったので声をかけたところ見事
意気投合！！付き合うことになった！！初めは遠くから眺
めているだけだったがだんだん距離をちじめていき付き合
うことになった

まず僕がコスプレをしてダンスをしていたところに同じ
くコスプレをした女性が登場し一緒にダンスをしたりし
て会話して意気投合し付き合うことになった！！一緒
に写真撮影とかしたりして遊びながら本格的な恋愛へ
と発展していった！！だんだんコスプレ内容もエスカ
レートしていきディープな関係になり熱が上がっ
た！！あまりに意気投合したのでじゃあ結婚しようか
ということになり無事結婚！！今では幸せな毎日を
送っている！！ダンスしていてよかった 1年後に結婚した

やはり個性的な見た目であることが速く付き合うコツ！！個性があれば人目を惹
くので付き合いやすく出会いやすい！！

男性 あればいいなとは思っていた 30代 30代 ±5歳 英会話スクール

レッスンの曜日と時間帯が同じだったので最初は顔を合
わす程度でしたが、空いている席が偶然自分の横しかな
いという状況が何度か続くうちに隣同士での会話が弾み、
お互い若い時にワーキングホリデーで海外生活の経験が
あったということから距離が縮まっていきました。

海外での生活特に若い時に言語もあまりマスターして
いない状況での苦労話に花が咲きお互い共感し合え
たことから、食事のデートでさらに理解を深め合うとい
う自然な流れで付き合うことができました。レッスンで
学んだ事を交えながらそれぞれの若い時の経験を話
し合ったり、英会話を今学んでいる理由や今後の活用
の仕方、再び海外生活をしたいかなど人生設計に話
題も気張らずにすることができ感情的にもお互いにさ
らに惹かれるようになっていきました。

2年ほど付き合いましたが、彼女の仕事の転
勤で遠方に引っ越すことになり、仕事での
キャリアを優先したいとの願いもあり、関係
は終わってしまいました。

出会いの願いを最初から意識しすぎないこと、まずはその習い事をしたいという
動機で始め、自然体でいることがコツだと思います。また何か共通点を持ってい
る人を探すのも良いと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 料理教室

全くの初心者で1人での参加でした。その料理教室はその
日毎に班わけをするのですが、たまたま同じ班なのが彼
でした。料理が出来ないと思われたくないと思えば思うほ
ど、手元がブレたり焦ってしまったりしていたのですが、こ
の姿を見て一目惚れしたと言っていただきました。

料理教室はショッピングモール内にあったので、その
後すぐにショッピングモール内で、お茶をすることにな
りました。料理教室に通うようになったきっかけや他愛
もないプライベートな話をすることで少しずつ打ち解
け、次からの料理教室も楽しみに、付き合ってはない
が、いい関係を保ちつつ通っていました。ある日にい
つもの様に料理教室後にお茶をした後、彼から「話が
ある」と夜景が見える場所に連れて行ってもらい、好き
ということを伝えてくれ、交際に発展しました。 半年で別れました。

自分の弱みを見せれるようなところでもいいと思います。「できない」「難しい」と
思っていたり、それが行動に出ていたりすると、「助けたい」「一緒にやりたい」と
思ってくれる方は少なからずいると思います！

男性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 ダンススクール

自身が元々ダンス経験者であり、社会人になり趣味とし
て、再度ダンススタジオに通っていた際に、後から新しく
レッスンに参加してきた人と出会いました。ペアで振り付け
をする場面等もあり、徐々に親交が深まっていきました。

レッスンの際に一緒にペアとなって振付することが
あったため、その際に会話をし、徐々に親交を深めて
いきました。最初はレッスン終了後に軽くご飯に行くよ
うな関係でしたが、別の共通の趣味等もあり、休日に
も遊びに行くようになりました。ただ、彼女が不定休の
職業に就いていたため、休みが合わず、そこまで頻度
は多くなく、月に1、2回程度でした。最終的には、出
会ってから半年後くらいに自身から告白をし、付き合う
に至りました。 別れました。

相手が出会いを求めて習い事をしているのか、習い事が主体なのか分からない
ため、あくまで恋愛対象とは捉えず余裕を見せること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 30代 ±5歳 ボクシングジム

男性はキックボクシングがメインで、女性はボクササイズ
がメインのジムに通いました。特にリングがあるようなジム
ではなく、基本ミッド打ちで楽しくやりましょうというような感
じでした。男女で内容が違うのでわかれてやることも多
かったですが、同じスタジオ内にいるので自然と仲良くな
りました。

元々知り合いのつてでこのボクササイズジムに行った
ので、会員はなんだかんだ知り合いの知り合いといっ
た、つながりのある人たちでした。人数も20名弱でアッ
トホームな所でした。毎回ジムが終わったらお昼を食
べに行くことが恒例となりました。そこで、だんだん仲
が良くなり、ランチだけでなく、プライベートでも遊ぶよ
うになりました。通い始めてから約2か月後くらいにな
んか良いかなと思い始め、交際に至りました。趣味が
同じだと楽しいです。 半年後別れました

メインで男性が結構いるような習い事がおすすめです。女子が少し行くのを戸惑
う格闘系は、意外とダイエットコースとかあるので、勇気を出していってみてくださ
い。
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女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 台湾で通っていた中国語の語学学校

駐在で台湾に住んでから、仕事後に中国語のレッスンに
週３日通っていました。
彼は違うクラスだったのですが、教室が真向かいで、たま
たま彼が私を見かけて一目惚れだったそうで、声を掛けて
きたことがきっかけです。

私は全く人見知りをせず、友達を広く作るタイプなの
で、彼が声を掛けてきた時も台湾での友達が増えれ
ば良いなという軽い気持ちでした。
彼はアメリカ人で女性に対して積極的なので、すぐに
連絡先を聞かれて、その次の週にはお寿司デートに
誘われました。
デートに誘われた時も私としてはお付き合いしまでは
深く考えておらず、ただ楽しそうだからデートに行って
みようという感じでした。

初デートで色々と話をして、明るく可愛らしい人柄に惹
かれたので、その後も誘われるままにデートに行った
り、語学学校帰りに駅までの短い時間でも一緒に過ご
す様になりました。そのうちに彼から正式に付き合って
ほしいと言われ、OKしました。
付き合ってから１年記念でプロポーズをされ婚約し、
現在は結婚してアメリカで暮らしています。 結婚しました。

あまり深く考えずに、友達が増えればラッキーぐらいの感じで自分の興味のある
習い事を始めたら良いと思います。
普段なかなか出会えないフィールドの方に会えることもあるので色々な方に話し
かけたり、誘われたらフットワークを軽く出かけてみ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 20代 ±3歳 テニススクール

同じ職場の友達に誘われて参加したテニススクールで、
同じ職場の部署違いで、顔見知り程度のお相手に偶然出
会ったのがきっかけです。同じレッスンを受けているうちに
話をするようになり、一緒に帰るようになり、親密さが自然
と増すケースでした。

同じレッスンを受けているうちに話をするようになり、
一緒に帰るようになり、お店によって食事をするように
なり、という感じで親密さが自然と増すケースでした。
職場では勘のいい友人に悟られたりしましたが、はっ
きりさせず、仕事中に知らん顔ですれ違ったりする距
離感を保っていました。主にプライベートで休日や休
暇を一緒に過ごし、国内海外に旅行に行き、そのうち
お相手の友人とも会うようになり、ご家族に紹介したい
感じを受けました。 ６年付き合って別れた

同じ趣味で盛り上がれるし、隠せないお相手のふだんの姿がわかるから、とても
自然にお付き合いできて良いと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±5歳 フルート教室

相手は吹奏楽部経験者でフルートがとても上手で、私は
初心者でしたがピアノをずっと習っていました。ある時先
生にフルートの勉強にもなるから彼の伴奏をしてみない？
と言われて発表会で伴奏をしたのがきっかけでした。

ピアノ経験があるとはいえ、フルートの伴奏をするの
は初めてだったし、彼も私のようなアマチュアに伴奏を
されるのが初めてで(いつもはプロのピアニストが伴奏
してくださる)、お互い不安で何度も会って、長時間合
わせの練習をして、その後お茶して、食事して…として
るうちに付き合うようになりました。合わせはピアノが
おいてある私の実家でやっていたので、私の親も公認
で、「夕飯食べていく？」などはしょっちゅうありました。

相手が転勤で教室を止め、遠距離になって
わかれました。

そもそも同じ趣味で集まってるので、確実に一つは話題があるはずなので、もし
気になる方がいたらそこから話題を広げれば良いと思います。始めたきっかけ、
上達方法、相手の良いところも沢山みつかると思うので、遠慮無く話しかけたら
意外と喜ばれるかもしれないです。

女性 まったく期待していなかった 40代 40代 ±3歳 空手

海外からのビジターの稽古参加もできる道場で空手を
習っていました。そこで私はたまたま英語が出来たので海
外からの参加者の語学のアシストをすることが多くありま
した。その時外国から参加しに来ていた今の主人と会い
ました。

私が通っていた道場に、今の主人が外国から稽古を
受けに来たのがきっかけです。

私は彼の通訳係としてついていたので、稽古の前後
に色々と会話を交わしていて意気投合しました。それ
で自然と稽古の後にお茶でも飲みましょう、という話に
なりました。

そこで武道という共通の趣味もあったため会話がはず
み、帰国してからも連絡を取り合いましょうということに
なり、連絡先を交換しました。

それからは頻繁に国際電話で話たり、互いの国を訪
ねあったりして、遠距離でのお付き合いが始まりまし
た。

2年ほど付き合って結婚しました。今も結婚
しており夫婦仲は円満です。

習い事をすることは出会いにつながるので良いと思います。また将来お付き合い
や結婚となった時も、共通の趣味や話題があるということは二人の関係にとても
プラスとなります。

出会いだけを考えて自分があまり興味を持てない習い事をするのはおすすめし
ませんが、自分が興味を持って一生楽しめるような趣味を持つことは何より人生
を豊かにしますし、それが自分の輝きとなって異性との出会いにも役立ちます。
なのであくまで自分がその習い事を楽しめるか、出会いが無くても趣味として続
けられるか、を重視して選ぶことが大切だと思います。

また習い事の種類によっては習う人の性別が偏っていてほとんど異性と出会わ
ないものもあるので、自分の興味持てる分野の中から老若男女が幅広く参加し
ているような教室を選ぶのが、出会いの可能性を広げるには最適だと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 ゴルフスクール

両親がやっていたゴルフに誘われてゴルフスクールに通う
ことになりました。初心者コースに通い始めたのですが、
同じ時期に入った男性がたまたま帰る電車が同じだった
り、年代も似ていたことから仲良くなるようになりました。

ゴルフの初心者コースに出会い、帰る方法が同じで電
車の中で色々と話すことで徐々に仲が深まりました。
年代も一緒で実家が同じ都内だったこともあり、共通
点が多いこともあり食事に行くようになり、レッスン以
外でも練習する約束をしたりすることでどんどん仲良く
なってお付き合いまで発展しました。趣味が一緒だっ
たので打ち解けやすく、自然な流れでお付き合いまで
いったので、付き合ってからでも喧嘩もほぼなく仲良く
できました。 彼の転勤で別れた

習い事で出会いをゲットするならば、習い事をする場所は若者が行きやすところ
や、ならう対象も若者が興味を持ちやすいものにすると良いでしょう。

男性 あればいいなとは思っていた 40代 40代 ±3歳 フラダンス（男性版はカネ）

私が、フラダンスの男性版の「カネ」という踊りをカル
チャーで習いに行った時の事です。当然フラダンスは女性
が主体ですから、自然と親しくなりました。
中でも同じ年代の女性と仲良くなり色々な話をするように
なりました。

カルチャーセンターでの習い事なのですが、練習時は
男性、女性それぞれ分かれて練習いたします。しか
し、発表会の練習の時は男女合同で練習いたします。
発表会の練習の時にその女性と知り合いになりまし
た。私はダンス系が非常に苦手でありますので、色々
とその方にも聞きながら練習をしておりました。次第に
仲良くなりライン交換へと発展し、食事に２人で行くこ
とになりました。最初は緊張しましたが、次第に打ち解
けていき交際するに至りました。 ２年付き合った末別れました。

まず、習い事においては、個人競技はあまりお勧めいたしません。個人だと異性
と話す機会があまりないからです。
女性も多い、男女ともに楽しめる習い事が良いのではないでしょうか。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 完全に同い年 英会話スクール

接客業で外国人のお客様と接する機会が増え、きちんと
英会話を習いたいと新宿にあった格安の英会話スクール
に毎週日曜日に通い始めました。ペアになって会話の練
習をするのですが、一人参加で、周りは友達同士で参加
の人が多く、唯一ひとり参加だった相手とペアになること
になりました。

毎週ペアを組むようになり、席も隣同士で座るようにな
りました。休み時間に少しずつ自分の話をするように
なり、互いに抱えているコンプレックスや生い立ちが似
ていることを知り、親近感を感じました。授業の復習を
しようと誘われて、毎週授業後にお茶を飲むようにな
りました。英会話教室の講座期間が終わった後、良
かったらこれからも会って欲しい、付き合ってほしいと
言われ、毎週新宿御苑を散歩したり、食事をするよう
になりました。 ３年付きあって結婚しました。

出会いを目的とするならば、金銭面や内容選びに背伸びせず、自分が本当に興
味があってやりたい習い事を選んだほうが、興味や志向に共通点があって無理
なく付き合える人と知り合えるよ。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 パソコン教室

就職活動や、転職活動に有利になるからという理由での
参加者の多いパソコン教室でしたので、同じくらいの年の
人から中年くらいの方まで様々な方がいる中で、同じくら
いの技術で会話の内容が合う人が彼しかおらず、教室終
わりにカフェに行ったり飲みに行ったりし、当時の仕事の
愚痴を話す仲になりました。

教室終わりのカフェや居酒屋での会話がお互いに楽
しく、パソコン教室を退会したあとでも会いたいと思う
ようになったので、お付き合いすることになりました。も
ともとはスキルの向上のためのパソコン教室だったの
で、運命を感じてしまいました。また、年代が同じだっ
たこともあり話が尽きず、とにかく色んな場所に出掛け
て楽しみたい気持ちがお互いに強かったです。夕方か
らの教室だったので、夜しかあっていなかったけれど、
付き合いだしてからは動物園や美術館などにも行ける
ようになり、2年半程お付き合いいたしました。

2年半ほど経ったあと、お互いの転職を機に
会うタイミングがなく別れてしまいました。

出会い目的で始めるなら、自分と同じような価値観や年代の方が集まる習い事
をしたほうがいいと思います。テニスやヨガなど汗を流すのが好きではない方な
らば、出会い目的で始めても長続きしないのでおすすめできないし、習い事をし
ている方の多くの方と価値観が違ってしまうので辛いと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 40代 ±10歳 ボルダリング

家の近くに施設があったことで全くの初心者で通い始めた
私に、20年近く経験のあった彼が
「これはこうすれば楽だよ」と教えてくれたことがきっかけ
です。
課題に取り組んでいる最中に応援してくれたりもしていま
した。

週に２回ほどの頻度で通っていましたが、彼は週
４～５回で通っていたため、行く度に会う事が出来まし
た。
そのうちに仲良くなって、他のジムに一緒に行ったり、
ジム終わりにご飯を食べにいったりするようになりまし
た。
室内のボルダリングだけではなく、車で数時間かけて
行く外岩にも連れて行ってもらったことで週末は朝か
ら夜まで
1日一緒に行動する機会も増えていくようになり、どん
どん仲が深まっていきました。
出会って1年ほどで付き合いました。 結婚

真剣に習い事をしている人も多いので、あまりがつがつしない方が良いと思いま
す。
あくまで趣味を楽しむのを目的に。
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女性 まったく期待していなかった 20代 30代 ±3歳 英会話スクール

仕事で英語を使う必要が出てきたため英会話教室に通う
ようになりました。
いつも２.３人のグループレッスンだったのですが、たまた
まいつも通っている曜日が都合が悪くなり、振り替えた曜
日に彼がレッスンで参加していました。

初めてレッスンで彼に会ったときは、臆せずにしっかり
発言したり質問したりアグレッシブですごいなと思って
いました。たまたまレッスン振替で同じクラスになるこ
とが２回続いたのですが、彼の前向きな姿勢や爽や
かさ、そして柔らかな物腰に惹かれるようになりまし
た。私は正式に曜日を変更して彼と同じクラスを取る
ようになったのですが、何度かレッスンで一緒になった
後、私からレッスン後にお茶に誘いました。そこから何
度かレッスン後にお茶に行ったり食事に行ったりする
ようになり、彼の方からお付き合いを申し込んでくれま
した。

２年半付き合いましたが、彼の転勤で遠距
離になり別れました。

19時や20時から始まる英会話レッスンであれば仕事終わりに通う男性が多く、
仕事で英語を使うような優秀な人や上昇志向の強い人と出会えるなと感じまし
た。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 ゴスペル教室

昔から歌を歌うのが好きで、前から気になっていたゴスペ
ル教室に通うようになりました。
そこは20代～60代ぐらいまで幅広い年齢層の人が通って
いるのですが、彼はそこに1年前ぐらいから通っていたよう
でそこで出会いました。

教室に通い始めた当初レッスンは楽しかったのです
が、最初は周りに知っている人もおらず心細い思いを
していました。また私が音取りに苦労しているのを見
かけて、彼が声をかけてくれ一緒に音取りをしてくれま
した。そこからレッスン中によく話すようになりました。
またレッスン後に彼を含めて数人でお茶をしたりという
のが数回続いた後、ゴスペルイベントの打ち上げのと
きに彼の方から付き合ってほしいと告白をされました。
私も彼に好意を抱いていたので快諾してお付き合い
が始まりました。 3年付き合ったのちに結婚しました。

習い事をするなら自分の好きなことをするのがいいと思います。好きな習い事で
出会えれば共通の趣味となるのでお付き合い後も楽しいです。

女性 あればいいなとは思っていた 30代 30代 ±3歳 テニススクール

新たに入ったテニススクールで、同じクラスの生徒さんと
知り合いました。はじめは挨拶する程度でしたが、レッスン
の最後にダブルスでゲームをする時間があり、よくペアに
なることがあったので自然と仲良くなりました。

レッスン時の会話が増えてから、徐々にレッスン前後
も話をするようになり、同じレッスンの時は一緒に途中
まで帰るようになりました。年齢も近く、お互い映画と
音楽の趣味が合うので話が盛り上がり、帰り道に連絡
先を聞かれました。家が近いこともあり、今度仕事終
わりにご飯に行きましょう、と誘われ、近所で晩御飯を
食べに行くことになりました。会話も弾み楽しかったの
で数回デートを重ね、4回目のデートの後にお付き合
いしてほしいといわれ承諾しました。 今も付き合っている

習い事は、平日夜遅めの時間帯にすると仕事帰りの男性が多いです。個人レッ
スンでなく、集団レッスンにすると生徒同士のかかわりが多くなります。

女性 まったく期待していなかった 30代 30代 ±3歳 書道

彼は、私が入会した書道教室に以前から通っていた方で
した。彼は、書道の段の級を持っており、私の大先輩で
す。私は、子ども時に書道を習っており、社会人になって
また勉強し直そうと思い入会しました。彼とは書道という趣
味が共通していたので、話が合いました。

その書道教室では、夏と冬に「展覧会」に向けて練習
会を行います。参加者おほとんどは社会人のため、毎
日行われる練習会には参加できません。彼も私も土
日が休みだったので、同じ日に参加していました。彼
は私よりもずっと上手なので、入会したばかりの私は
彼に教わることが多かったです。私が彼から文字の書
き方、「てんやはらい」などを教わりました、すると、彼
の手が私に少し触れました。その時からお互いをなん
となく意識したと思います。幾日が経って、彼から食事
に誘われました。 結婚した

「習い事を始めると、同じ趣味の人がいるから、共通の話題に事欠かないよ。ダ
メもとでいいから、始めるなら早い方がいいと思う」

男性 まったく期待していなかった 30代 20代 ±5歳 バドミントンスクール

職場の同僚数名と遊び感覚で入会したのですが、そのバ
ドミントンスクールでは、全6コートを使って各コートにラン
ダムに人が割り振られるため知らない相手と当たることや
ペアを組むことが多々ありその中で知り合いました。

練習場のコート数に対してスクールの参加者が多く、
自分が呼ばれるまでは常に数名がコート外で休憩す
ることになるのですが、相手も職場の同僚と参加して
いたので休憩中にお互いの同僚を含めてよく話をする
ようになりました。皆で一緒に小さい大会に出たり、職
場が近かったこともあってBBQや飲み会にもよく行くよ
うになりました。クリスマス会の帰り道に家は別方向
だったのですが、相手を最寄り駅まで送り、その時に
告白して付き合いました。

1年程お付き合いしましたが、自分が転職で
引っ越したタイミングで分かれました。

経験上でしかないですが、1人で参加すると話しかけるハードルが上がるので可
能であればご友人や職場の方と一緒に習い事を始めてみてはいかがでしょう
か。

男性 まったく期待していなかった 40代 40代 完全に同い年 ヨガスクール

自分がヨガスクールへ行こうと思っていていきましてそこで
はじめて声をかけてくれたのが彼女でしていろいろとわか
らないことなどを教えてくれたりとかしていて何回か話しを
したりするようになっていって家も近い所だったので気が
合いました。

出会ってからはまずは食事へ誘ったりしましてそこで
いろんな話しができたりとか一緒にヨガの事をしてみ
たりとかしていき気が合ってそれから付き合うように
なっていきまして自分から彼女へ伝えましてそれでも
いいと言ってくれたのでそれからは毎週デートを重ね
ていきまして1年付き合いまして遊びにもよくいったりと
か食事とかも多かったですしいい関係を作れたのでは
ないかとは思います。なかなか出会いもなかったので
いい感じでした。 別れました。

まずはやはり行って話す機会を多くしてみたりとかですかね。コツというよりかは
自然にそうなるような感じになったらいいのではないかと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±5歳 料理教室

料理教室で同じグループになった男性がいて、その中で
もペアになってください。とのことで、他の方たちがペアを
作っていく中、あ、お互いに余り物になるな。と言う感じ
で、一緒にやりませんか？とお声をかけていただいたとこ
ろがきっかけです。

一回ペアを組んでから、お話ししてみると面白い方だ
なというところがあり、次回もよかったらペアを組みま
しょうとなりました。
そのうち、お話しするのも楽しくて気が合いそうだった
のでお外で食事でも。と。何回かランチに行ったり飲
みに行ったりしていて、会う機会が増えました。
お互いに話すのが楽しくて料理教室も通っていたよう
な感じだったので、自然とこのまま付き合う？みたい
な感じで自然な流れでお付き合いすることになりまし
た。 半年ほど付き合って別れました。

出会いを目的として行くと残念な結果に終わることもあるから、あまりそう言うふ
うに考えず趣味でもできたらいいな、程度で行ってみるのもいいのかな。

男性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 ジム

いつも同じ時間にジムに行っております。朝の仕事前にい
きます。そこで、いつも朝会うようになってから、お互いが
意識するようになりました。ちょいちょい目が合うしこれは
向こうも気になっているなと思い声をかけました。

出会ってからは、1年くらい付き合いましたが、現在は
別れております。原因は転勤族でしたので、彼女がそ
れに合わず別れたという形になります。付き合った時
は、朝毎日フィットネスクラブで出会い、一緒に筋トレ
やったりおしゃべりしたりするうちにLINEを交換して、
ジム以外でも会うことが増えていきました。お互い筋ト
レしていることもあり、食事や趣味もピッタリだったの
で、個人的には結婚したかったのですが、地元を離れ
たくない方でしたので、しょうがないです。 1年付き合って別れました。

下心なしに、笑顔で話しかければ、意外とすんなり仲良く慣れます。初めは、笑
顔で挨拶くらいでもOKだと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 30代 30代 ±3歳 英会話スクール

海外旅行が好きで英語を話せるようになりたいと思ってい
て、英会話スクールを探していました。その条件として、先
生は外国人、マンツーマン、あとは月謝。そこで見つけた
個人経営のスクールに週１回で通い始めたことがきっか
けです。

出会いは英会話スクールで何人かいる先生の中から
たまたま私の担当になった先生でした。習い始めのこ
ろは何とも思ってなかったのですが、週１回通うにつ
れてだんだんと先生に会うことが楽しみになってきまし
た。年齢も近く、お互いに趣味の話や今までの旅行の
話などレッスン以外のことをよく話すようになりました。
通って半年がたったころその先生がスクールを辞める
ことになりました。そこでお別れ会をスクールで開くこ
とになり、その会の時に連絡先を交換しました。先生
が辞めた後も連絡を取り合い、２人で会うようになっ
て、告白されて付き合うことになりました。

約３年付き合いましたが、別れてしまいまし
た。

習い事でも異性との出会いがあるような教室に通うこと。そして通ってみていい
なと思う相手がいたら、まずは友達になることから始めるといい。

女性 あればいいなとは思っていた 50代 30代 ±3歳 料理教室

もともとは料理教室に自分が通いたいと思い、色々体験
で行っていた場所に彼がいました。最初は特に気にもせ
ず存在を全く意識はしていませんでた。ですが料理のレッ
スンの際にたまに近くによることがありお互いに顔見知り
になったのがきっかけでした。

私が料理教室に通っていた以前から彼は料理室に
通っていたみたいでたまたま近くで料理をするタイミン
グがあり色々と話していくうちに共通の趣味があること
がわかりました。その頃から一気に仲良くなり料理教
室以外でも会うようになりました。お互い共通の趣味と
いうこともあったので遊びに行ったりイベントなどに参
加したりなどしていました。彼といるとなんだかリラック
スした状態になり、一緒にいて心地いいと思うようにな
り、私から告白しました。 今も付き合っている

渡しの場合本当にたまたま近くにいた人が共通の趣味でしたが習い事などは共
通の話題ですのでガンガン話しに行ったほうがいいと思います。
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女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 英会話スクール

私が通っていた英会話教室に彼氏があとから通ってきた
感じでした。私の通っていた英会話教室は教室で大人数
で受けるような授業スタイルだったので比較的他の生徒と
も話す機会が多く今の彼氏とも仲良くなり話すことが多
かったです。

英会話教室では発声練習もあるため公然の場で思い
切り間違えてしまう場でもありその分みんなと打ち解
けられるような時間が短かったです。彼氏が隣の席
だったときにそういったこともあり年代も近かったため
すぐに仲良くなりました。その頃から意識するようにな
り、お互い恋人がいないということもありよく遊びに
いったりご飯を食べに行ったりなどしていました。色々
と私から告白をするタイミングを伺っていましたが、彼
氏から不意に告白されました。 今も付き合っている

習い事では他の生徒との会話をすることが多いので気になる人がいれば積極的
に話に行くで仲良く慣れる可能性があります。

男性 期待していた 30代 20代 ±5歳 お菓子作り教室

お菓子教室に通い始めてから、よく見かけるようになり、
ちょっとずつ会話するようになった。
参加する時間が同じになることが多かったので、ほかの方
たちよりも頻繁に見かけていたため、お互いがだんだん意
識していった。

教室で頻繁にシフトの時間が同じになるので、ちょっと
ずつ会話するようになり、次はいつ来るんですか？な
ど同じシフトになるようにしていた。
教室に通いだして3か月ぐらいからはすっかり中もよく
なってきていたので、教室の後、軽い感じで食事に
誘ったらOKしてくれたのが初めての二人でのデート？
でした。
それからはお互い連絡を頻繁にとるようになり、教室
で会うよりも、普通に会う方が多くなっていきおつきあ
いするようになった。 別れました。

３０代のおじさんがお菓子教室を選んだ時点で、目的は女性探し、でした。
周りからは見え見えだからやめとけと言われましたが、わかりやすい熱意を掲げ
ていれば誰か相手してくれます。

男性 まったく期待していなかった 30代 30代 ±5歳 テニススクール

テニススクールに通ってたら、あとから新規でその方がス
クールに入ってきて、レッスンの時に喋ったりしてて中よく
なり、気づいたらレッスン終了後も外で会話したりする中
になり、連絡先も交換し、レッスンの時以外にも連絡を取
り合う中になりました。

仲良くなり、連絡先を交換してからLINEでやり取りす
る仲になり、ちょっとした笑える話をLINEでしたりして、
徐々に気を許すようになってから、恋人がいるのか、
いないのか、さりげなく聞いてみたら、恋人もいないと
いう事だったので、思い切ってテニスレッスンが休み
だった休日の日に、テニスの用品見に行くついでに、
お買い物とお茶しない?と誘ったら、即答でハイと応じ
てくれて、その後もレッスン以外の時も二人で映画館
行くなどのデートを重ねて、交際を申し出たら、快諾し
てくれました。 今も付き合っている。

同じ習い事をしてる人らと上手く溶け込む、あと体型は締まってる方が絶対好か
れるので、とにかく体型の管理と維持は絶対に怠らないこと。

男性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 フットサル

フットサルスクールは初心者参加OKの所で運動不足解
消の為に参加しましたが、実際に行ってみると男女混合、
ランダムで試合に出るメンバーが決定されるのですが、そ
こでたまたま一緒にプレーすることになった当時21、22歳
の女性と出会いました。

スクールで数回顔を合わせるうちに仲が良くなって
LINEを交換するところから始まり、まずは複数人での
ご飯に行った時、他のメンバーから、その女性が私に
好意を持っていることが判明し、だんだん異性として
意識するようになりました。そこから2人だけで会うよう
になり、ご飯やドライブなどのデートをするようになりま
した。その女性とは一緒に居て、楽しいとは思うので
すが、当時、私にも意中の人が居たので、ただの中の
良い友人の一人という位置付けでした。

向こうから告白されましたが、断ったことで気
まずくなり会わなくなりました。

出会いを見つける為には行動しないといけないので、どんどんチャレンジするこ
とをお勧めしようと思います。

男性 まったく期待していなかった 30代 20代 ±5歳 ゴルフスクール

出会ったのはゴルフスクールでした。通っていたゴルフス
クールは一人のコーチに4，5名が一度にレッスンを受ける
タイプのスクールでした。私は毎週同じ曜日の同じ時間で
受講することが多く、彼女も同じ時間で受講することが多く
そこで知り合いました。

もともとゴルフスクールには出会いを全く期待せずに、
単純にゴルフが上手くなりたいと思って通っていまし
た。4歳年下の彼女とは、そこでよく顔を合わせてい
て、最初は終わった時に「お疲れさまでした」と声をか
けるだけでしたが、何回も顔を合わせていると自然と
会話する時間も多くなっていきました。特に仲良くなっ
たきっかけは、そのスクールが普段はインドアの打
ちっぱなしでの練習なのですが、コースを使ったレッス
ンもやっていて、それに行こうかと思って練習後に案
内のチラシを見ていたら彼女のほうから「一人だと不
安なので一緒に行きませんか」と声をかけてもらい、
一緒にそのレッスンに行くことになり、そこで私の車で
コースまで行くこになったので、その道中でな良くなり
ました。その後は、練習終わりに食事に行ったりして
仲良くなり、付き合うようになりました。

半年で別れました。ゴルフをやる女性はお金
がかかります。

習い事に出会いを求める人はあまり多くないと思います。なので、挨拶からでも
積極的に声をかけて会話して仲良くなることが必要だと思います。習い事という
同じ趣味を持っているので会話に困ることはないと思います。

女性 まったく期待していなかった 30代 30代 ±5歳 整体スクール

同じ整体スクールで同じ日に受講していた。
実践での練習では誰かとペアになって練習するのです
が、その日たまたまペアになって練習しました。
それまで受講日が重なったことはなかったのですが、アッ
トホームな教室でみんな仲がいいところだったこともあり、
その日に初めて話しました。

一度同じ日に受講して話して以来しばらく会うことはあ
りませんでした。次にあったのは一ヶ月後でその時は
ペアにはならなかったのですが、帰るタイミングが一
緒になり同じ駅を使っていたので駅まで一緒に帰りま
した。なんとなく話しやすいなぁというのはあったので
すが、それ以上は何もおもわずそれからしばらくは会
うことはありませんでした。
次に会ったのは忘年会のときです。
席が隣でなんとなく周りがくっつけようとしているのが
分かり、その時初めて少し意識しました。
その日はたくさん話をしてドキドキはしないけど居心地
が良かったのを覚えています。
帰り道で告白され、好きってわけではなかったけれ
ど、好きになりそうと言う予感はあったのでつき合うこ
とになりました。 1年ちょっと付き合って別れました。

周りがくっつけようとすることもあるので、みんなと仲良くすることと、飲み会など
があればなるべく参加するようにすること

男性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 お菓子作り教室

お菓子作りが好きでネットで見つけた教室に
通い始めた時に生徒さんとして出会ったのがきっかけです
最初は相手もまだ通い始めたばっかりみたいでお互いお
菓子作りに興味があり好きなお菓子や、お店などの話で
仲良くなりました

最初はお菓子教室で出会って好きなお菓子やお店な
ど
スイーツに関する話で段々と仲良くなり、実際にお互
いのオススメなお店に行こうという事になりましてそこ
で二人ともエクレアとチーズケーキが好きでその二つ
が特に美味しいお店を何軒かはしごしたりして楽しい
時間を過ごしました。それから一気に距離が縮まり彼
女が誕生日の時にお菓子教室で学んだチーズケーキ
を彼女のために作りお家までプレゼントしに行った時
に告白して付き合いました 今も付き合ってます

基本的に習い事や教室などでは同じ好きなもの同士が集まるので仲良くなりや
すいと思うので、趣味の事で一緒に遊びに行ったりして距離を縮めるのがいいと
思います

男性 あればいいなとは思っていた 30代 20代 ±5歳 テニススクール

会社での仕事がデスクワークが主体だったため、会社に
いる間は殆どの時間、椅子に座ったままで動かず、会社
以外でも特に運動をすることのなかった私は、運動不足を
解消のため、テニススクールに通い出したのです。そし
て、1ヶ月が過ぎた頃に、ミックスダブルスで試合形式の練
習をした時にペアを組んだ女性が、私の好みにぴったり
だったので、練習後に思い切ってその女性を食事に誘っ
たのがきっかけでした。

私は、最初からその女性をとても気に入っていたの
で、なんとか私のことを気に入ってもらおうと必死でし
た。最初、テニススクールの練習後に食事に誘った時
は、原宿で食事をした後、明治新宮を散策し、六本木
の落ち付いたバーに入ったりして、私的にはかなり無
理をしていました。しかし、それを彼女の方でも察して
くれていたようで、逆に彼女の方から、お返しにと食事
に誘ってくれたのです。そのことで、脈がありそうだと
踏んだ私は、お互いに都合のいい会社が休みの日
に、彼女を江の島に誘ってみました。彼女からはオー
ケーの返事をもらうことが出来、そこから本格的に、二
人の交際が始まりました。

2年ほどお付き合いをして、分かれました。
彼女の実家が九州で薬局を営んでいて、薬
剤師だった彼女は、薬局を継ぐためにの実
家に帰りました。

「もし、気に入った人がいたら、思い切って声をかけてみるといい。どうせダメもと
だし、習い事なら会社と違って気まずくなっても、その時は習い事を辞めればい
いだけだし」ってアドバイスします。

女性 あればいいなとは思っていた 40代 40代 ±5歳 ジム

ランニングマシーンなどが有るジムで出会ったのですが、
私はほとんど毎日、仕事帰りにジムに寄ってランニングマ
シーンなど使って1時間ぐらい運動していました。彼の方
は仕事の休みに週に1回ジムに来るみたいで、ランニング
マシーンで隣になって話するようになりました。

ジムのランニングマシーンで隣になって話すようになっ
てから、ランニングマシーンをしてる彼を見つけて隣が
空いていたら私も隣でランニングマシーンしていまし
た。彼の方も私がランニングマシーンしていて隣が空
いていたら私の隣でランニングマシーンするようになり
ました。何度かこんな状況が続き、ある時ジムの玄関
を出るのが一緒になったので彼の方から『今から時間
あるなら食事だけでも一緒にどう？』って誘われ一緒
に食事して連絡先交換して付き合う事になりました。 1年ぐらい付き合って別れました。

何処で出会いが有るかわからないから、習い事も良いと思うよ。習い事でもし、
気になる人が見つかったら自分から積極的に動いてみて！ってアドバイスしま
す。
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男性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 ピアノ

私は幼少期にピアノのレッスンを受けておりました。
学生になってまたピアノを始めたいと考え、再度レッスンを
受け始めた時、個別レッスンと一緒に受けていたグループ
レッスンにおいて同じグループにいらっしゃった方です。

グループレッスンの宿題をしているときに、ちょっとわ
からない時があり、LINEをしたのがきっかけでした。
最初は業務連絡やそれぞれのわからないところを聞く
だけのやり取りでしたが、
次第にそれぞれのことを聞き初めたり、お食事を一緒
にするようになっていきました。
あるとき連弾を一緒にやることになりました。コンクー
ルに出るために、レッスンとは違う場面で一緒に練習
をするようになりました。
そこからどんどんと関係が深まり、お付き合いが始ま
りました。 海外転勤があり、3年で別れました。

出会いを求めて、習い事をすることはお勧めできないけれども、ダメでもともと。
ネットワークを広めようとしていくのは良いと思う。
。

女性 あればいいなとは思っていた 30代 30代 ±5歳 語学

スペイン語を独学で始めて半年くらい経ったときに、モチ
ベーションアップのため、喫茶店でやっているスペイン語
カフェに参加してみた。初めての参加で緊張していた時
に、1人の男性に話しかけられたのがきっかけ。相手も初
参加だったらしく、話が合った。

はじめは語学カフェで話すだけ。何度か参加している
うちに再会することがあって仲良くなった。連絡先を交
換して次はいつ参加するのか程度の簡単なやり取り
をする。やりとりをする中で普段の会話のようなトーク
が増えてきて、初めて語学学習以外の場で会う約束
をした。勉強以外の会話がすごく楽しくて新鮮で一気
に仲良くなった。住んでいる場所もそんなに遠くなく生
活範囲も近かったので、その後趣味のスポーツを教え
てもらったりしているうちに付き合うことになった。

4年付き合ったけれど、仕事の転勤で遠距離
になり別れた。

出会いにガツガツしないこと。出会いがあればいいな程度で習い事を真剣にして
いると、同じように真剣な人との出会いがあると思う。

男性 まったく期待していなかった 40代 30代 ±5歳 合気道

合気道は、争う武道ではなくお互いに技を掛け合って、修
練していきます。そして技を掛け合う相手は男性女性、或
いは年齢など一才関係なく、様々な人と組みます。当然、
妙齢な女性とも組んで、一つの技を20分ほど練習します。
そこでは当然、一回ごとに交代しながらの練習ですが、そ
の都度、今のはどうだったかとか何かやりずらくはなかっ
たか？とかのコミュニケーションが大事になり、必然的に
交流が生まれます。

お互いに合気道技の課題を持ち、その課題の練習に
稽古時間以外に、少し早く道場に来て二人で練習した
り、たまにはドライブがてら湖のある公園の芝生の上
で、稽古したりしている内に、それがデートのようにな
り、お互い仕事や日常生活など様々なことを話すよう
になっていきました。また、合気道は当然相手の身体
に触れる武道ですので、お互いの身体的な接触に抵
抗がなくなっていきました。そして二人にはお互い初
段を取るという目標もあり、その目標が達成できた時
から正式にお付き合いが始まりました。 現在、お付き合い中です。

素直に自分ができないことを教えてもらい、それができるようになることが、やが
て二人の目標になっていき、達成した時には二人で喜べる関係になっていけま
す。そうすればもう二人の距離は縮まります

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 和太鼓サークル

元々私が通っていました。ベテランの域に入っていたので
新しい人の指導にもあたっていたところ、教えていた人が
友達も誘いたいとのことで連れてきたのが彼でした。教え
ていた人の後輩という立場で入会してきたのがきっかけで
す。

当時はやっていたｍｉｘｉで何気なく彼のことを検索して
みたら、すぐにヒット！足跡をつけたらすぐにメッセー
ジが来てやり取りを始めると、とても気が合い、一緒に
遊ぶことになりました。年も近くてフレンドリーな彼の性
格に惹かれて、すぐに交際へ発展しました。ベテランと
新人という立場だったので、サークル内には秘密にし
ていましたが、ばれてしまい教えていた人からはいや
がらせなどがありましたが、１年後結婚することができ
ました。 付き合って１年で結婚、５年で離婚しました。

習っていることをほんとに好きな気持ちは大事にした方がいいと思います。出会
い重視になってしまうと一緒にやっている方にも迷惑をかけてしまうこともあると
思うので。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 完全に同い年 ピアノ

相手は複数人で習うピアノ教室で、よく同じ日時に一緒に
なる生徒さんでした。
主に私と相手、あとの二人は既婚者の男性（50代）と女性
（60代）といったメンツで、同じ年齢だったことから必然的
に距離が縮まりました。

指が短い・手が小さい・リズム感がない自分は、ピアノ
なんて習っても意味がないと思っていました。
実際生徒の中で私がダントツ下手くそだったのです
が、相手は指が長い・手が大きい・リズム感があり、す
いすい上達していきました。
彼がピアノを弾く優雅な姿を見ているうちに好きになっ
てしまい、帰り道に必ず話しかけて距離を縮め、連絡
先を交換して休日も会うようになり、出会って1年半が
経過してから付き合うことになりました。

相手がピアノ教室をやめてから、関係が自
然消滅しました（一年ちょっとでした）。

出会いだけを求めて習い事を始めても、真面目に取り組みたい人には見抜かれ
てしまうと思います。
気になる相手を見つけたら、習い事に真剣に取り組み、頑張っている自分の姿を
見てもらえばいいと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 30代 ±10歳 デザインスクール

社会人のデザインスクールに行ったときに同じクラスにな
りました。私が最年少、彼が最年長だったので、周りはと
ても気をつかって話していましたが、せっかくクラスメイトに
なったのでたくさん話すようにして仲良くなりました。

スクールの課題について相談したり、帰りにご飯に
行ったりしてだんだん仲良くなりました。年齢が離れす
ぎていることもあり普通のクラスメイトという関係で、相
手はあまりこちらに興味はなさそうでした。ただ、10歳
以上年上の方と接することがなかなか無いので、すご
く魅力的に見えて一方的に好意を持っていました。ど
んどん遊びに誘ったり電話したりしていました。一緒に
過ごす時間が多くなっていたので、自分から告白して
OKをいただきました。 1年半で別れました

習い事をして自分の経験にもなるし、素敵な出会いもあるかもしれません。自分
の興味を持った人がいたら自分から話しかけたりごはんに行ったりすべきだと思
います。あまり自分から来れない男性もいるので女性から行動してもいいと思い
ます。

男性 期待していた 30代 20代 ±5歳 ボクシングジム

身体を鍛えるためにボクシング教室に通っていたのです
が、フィットネス目的で女性の参加者も多くおりました。
休憩時間中によく一緒になっていた方に声を掛け、「どん
な食事をしていますか？」などの話題を出してみました。
そこからは打ち解け、教室終了後に食事に行くことが多く
なりました。

意気投合し、よく食事に出かけるようになってお互い
に気が合うと感じたため、オフの日にデートに誘いまし
た。
３回ほどデートを重ねた後に前から気になっていたこ
とを告げると、あちらも気になっていたとの返事があ
り、めでたくお付き合いすることになりました。
そこからは、同じタイミングで教室の予約を入れるな
ど、楽しい日々が送れ、充実しています。
一緒に運動することは大切で、お互いが刺激し合っ
て、教室も飽きることなく続けていくことができました。

１年ほど付き合い、私が転勤するタイミング
でお別れしました。

習い事の目的は出会いでは無く、健康維持などの自分磨きの目的であります。
真面目にしていれば誰かが見ていてくれて、興味を持ってくれる人は必ずいま
す。
道をそれず、地道に頑張れば大丈夫です。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 英会話スクール

英会話教室のパーティーで先生が紹介してくれました。
相手はクラスが違うので全然接点がなく知らない人でし
た。（私は初心者クラス、相手はビジネスクラス）。
そのパーティー中に先生が「紹介したい人がいる！」と相
手を連れてきてくれました。

パーティー中は女性の友人たちと楽しんでいましたが
気を利かせて2人きりにしてくれてお互いのことを話し
ました。
LINEも交換して、そこから毎日連絡する仲に。
今度２人で遊びに行こう！となり、何回かデートをしま
した。
おしゃれなお店やBARに詳しかったり、知らない間に
会計を済ませてくれていたりなど当時の私には初めて
の体験ばかりで刺激的でした。
もうこれって付き合ってるんじゃないかな？と思い出し
た頃、ある日のデート中に急に手を繋いできてきちん
と告白してくれました。

2年半ほどつきあって婚約まで進んだのです
が、結局別れました。

英会話教室なら先生と仲良くなって、相手を募集していることを伝えておくといい
と思います。
先生は誰が独身なのか知っているし、授業態度で人柄やどんな仕事についてい
るかも知っているので同じようにその先生と仲の良い相手を紹介してもらえやす
くなると思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±5歳 ヤマハ　サックス教室

お互いにたまたま仕事が定時上がりでアフターがヒマな時
期だったらしい。何か習い事をしようと思って駅前のヤマ
ハ音楽教室でいろんな楽器のレッスンコースがあり、ちょ
うど春の開校の時期だったので申し込んだのがサックス
教室だった。

生徒は3人だった。彼と私が社会人。もう一人は大学
生の男の子。時間は19時~20時で、レッスンが始まる
までの待ち時間に軽い挨拶から始まってお互い社会
人で、彼の方は転勤で一人暮らしであるとわかった。
となれば社会人同士、自然にレッスンの後に一回飲
みに行きましょう、という流れになりますよね。彼はどう
せ一人暮らしだからそのうちレッスン後に毎週ごはん
を食べに行くようになり、休日にどこか遊びに行きま
しょうと発展していき、気づいたらお付き合いの関係に
発展していった。 今の主人です。(結婚しました）

まずは自分の好きな習い事をしてみることです。それも同じくらいの年齢が集ま
りそうな習い事を探して。習い事に関する共通の話題ならとっつきやすいし、話
がはずめばそこからお付き合いに発展するでしょう、とアドバイスします。
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女性 まったく期待していなかった 30代 20代 ±5歳 英会話スクール

英会話教室に通っていたときの先生と出会いました。マン
ツーマンの教室で、通いはじめて半年が経ったぐらいの頃
に自分のクラスがひとつ上がって出会った先生です。
最初は優しくて、面白くてわかりやすい先生だな。としか
思っていなかった人です。

私がアメリカに旅行に行くと話したらもし何かあったと
きのため、と言われ個人的に連絡先を交換しました。
それから毎日のように彼から今日の夕飯。と写真が送
られてきたり、ジムに行っているとか、今何していると
かの報告がくるようになり、徐々に仲良くなりました。
レッスン中に好きな食べ物の話になり、おいしいお店
を知っているから行こう。と誘われ２人でご飯に行きま
した。それから彼にアプローチをされ、２人でご飯に行
く頻度も増え、食事中に彼から初めて見たときから好
きだった。付き合ってほしい。と言われお付き合いする
ことになりました。

１年半付き合って私が留学に行くことを決め
て別れた

いい出会いがあるかもしれないし、私自身が英会話で出会ったから英会話教室
に通ってみたら？もし出会いがなかったとしても、英語を学べるし自分のスキル
アップにもなるし一石二鳥だと思うよ。

男性 あればいいなとは思っていた 30代 40代 ±3歳 英会話スクール

某英会話スクールでビジネス英語のクラスを受けていた
時に、同じクラスでした。いわゆる、「クラスレッスン」、先生
1人に対して複数生徒で受けるレッスンです。その時のク
ラスは私も含めて5人だけでしたし、同年代だったので話
すようになりました。

最初のうちは、授業の最初にこんにちは、終わった時
に、お疲れ様でした、といった、挨拶だけでした。何度
か、帰りの下りエレベーターで一緒になるうちに、話す
ようになりました。お互いの仕事、勤務先の場所、居
住地区、趣味など、いわゆる世間話をしていくと、勤務
先がわりと近いことが分かり、「今度仕事の後で一緒
にレッスンの復習をしよう」という話になりました。最初
の2〜3回は本当に英語の勉強だけでしたが、そのう
ち、ご飯を食べに行ったり、飲みに行ったりするように
なり、そこからお付き合いに発展しました。 今も付き合っています(3年)。

適度に「興味のある事」を習いごとにするといいと思います。本当に、生きがい！
くらいの、自分にとって大事なことだと、万が一、付き合って別れた時に、好きな
趣味等を嫌いになったり、取り組むのに悲しくなったりしてしまうのはもったいな
いので。かといって、全く関心のないことだと続かないしお金かけるのももったい
ないので。「適度に」くらいがいいと思います♪

男性 あればいいなとは思っていた 30代 30代 ±5歳 パソコン教室

自分自身としてはたまたまパソコン教室を通っていた時に
偶然に席が隣同士であったため、最初はさりげない会話
から始まり、パソコンの操作などお互い教えながらそのう
ちいい関係になってしまったことです。なので今もパソコン
教室を通うたびに大変楽しみにしております。

自分自身としては出会ってから最初はお見合いで、相
手からの了承が得られたら実際にお見合いをする流
れになり、お見合いの日程はアドバイザーなどを通し
て行うことが基本で、都合のいい日をしっかりと伝えて
おきながら場所については不安であれば結婚相談所
のサロンを利用したりお見合いの時間は1時間程度で
お見合いが無事に終了しました。自分自身としてはこ
のような場所は大変慣れていなかったのであっという
間な時間だったので今後は結婚までにいけたらいい
かなと思っております。 ときどき付き合っております。

自分自身としては大変興味がある趣味を習い事を通じで自分で探してそれを入
会し、実際にその講座を受けるときに偶然にいい出会いかあるかどうかをよく見
極めることだと思います。

女性 まったく期待していなかった 30代 20代 ±5歳 ホットヨガ

ホットヨガに通っていたところ、その講師の方とお付き合い
することになりました。ヨガの講師は女性が多いので、珍し
いなと思っていたのですが、女性向けレッスンのヨガ講師
というだけあって、イケメンかつナイススタイルで、ついつ
い注目してしまっていました。

かっこいいヨガ講師がいるなと思っていましたが、特段
最初は気にかけていませんでした。練習熱心な私は、
いつも早めに行って、真ん中の一番前で、講師の動き
が見やすいポジションをゲットしていました。このポー
ズ、難しいなと戸惑い顔をしていたところ、なぜか、ほ
かのお客さん以上に、その講師の方は私にタッチして
ポーズを直してくれて。
素肌と素肌のふれあいなので、非常にドキドキしてい
ました。後から聞いたところだと、やはり講師も私のこ
とが気になっていたようです。今思えば、わたしもはか
らずして、少しセクシーなウエアでヨガをしていたもの
でした。 つきあってすぐ、別れました。

講師を狙うのであれば、一生懸命受講する姿を見せ、仲良くなるのが第一歩か
と思いました。そうすれば、自然と講師の目には入るのかなと思います。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±5歳 一般の合唱団

学生時代から合唱をやっていた私は、社会人になっても
続けたい思いが強く、地元合唱団に入団しました。
私よりも少し先に入団していたのが、彼でした。
私はまた歌えることでワクワク、彼はもともと人に興味が
なく音楽一筋。
お互いに存在の認識こそしていたものの、恋愛対称として
は全く見ていませんでした。

たまたま席が隣になったことがあり、全く話さないわけ
にもいかず、ダメ元で話を振ると、で意外にも盛り上が
りました。
その時、不思議と居心地の良さを覚えた記憶がありま
す。
それからは、会えば話すようになりましたが、彼は相
変わらず「あくまで話をしているだけ」で、人に興味が
ない様子でした。
やがて私は、他のところで出会った何人かとお付き合
いをしました。
数年が経ち、周りが結婚ラッシュになった彼は、やっと
人に興味を持ち始め、唯一話せる異性が私だけだっ
たようで、そこから彼に食事に誘われるように。
私も年齢を重ね、ときめきよりも安心感を求めるように
なり、やはり彼に居心地の良さを感じたため、お付き
合いすることになりました。 結婚した

出会いを目的としていなくても、パートナーとなりうる人は意外にも近くにいるかも
しれません。
習い事を始めること自体も良いことですし、私はオススメします。

女性 まったく期待していなかった 20代 30代 ±5歳 陶芸

もともと陶芸にすごく興味があったので、習ってみようと思
い立って行動したことが始まりでした。最初は自分の作り
たい作品だけに没頭していたので周囲のことに対してあま
り関心がなかったのですが、同じ時間にいつも一緒になる
年上の男性がいて、自然と会話を交わすようになっていっ
たことがきっかけで徐々に仲良くなったような気がします。

始めはただ一緒に陶芸作りに励むクラスメイトくらいの
気持ちでいたのですが、何度か話をしているうちに
段々と相手のことが気になるようになり、思い切って食
事に誘ったことがきっかけでした。

自分から行動を起こすことは人生で初めてだったので
自分でも驚いたのですが、一緒にいて話しやすくて楽
しいと思えたり、もっと相手のこを知って仲良くなりた
いと思った時には既に食事に誘っていたので、運命の
ようなものを感じていたのかもしれません。

その後、何度かデートをして相手も自分のことを好き
でいてくれることが確信できたので、勇気を出して告白
をしたらOKを出してもらえたので交際することになりま
した。

付き合ってからもう2年が経過しています
が、そろそろ将来を考えるくらい交際は順調
です。

一緒にいてフィーリングが合ったり楽しいと思える異性に出会った場合、勇気を
出して自分から行動した方が案外すぐに交際することができると思います。待っ
ているだけではなかなか出会いは訪れないので、本気で恋愛をしようと思ってい
るのであれば自分から動くべきだと感じました。

男性 あればいいなとは思っていた 30代 20代 ±5歳 絵画教室

元々は通信教育の教室でしたが、直接先生に習える教室
が新たにできたので参加したところ、彼女も同じ教室に参
加していました。
その中で、「せっかく集まったのも何かの縁なので親睦会
をしましょう」と言って動いてくださった方がいて、その時に
親しくなりました。

正直言って「かわいいな」と思ったので、親睦会の時に
たくみに彼女の隣の席にすわりました。
そこで近々開催される展覧会の話題になって盛り上
がりました。
一緒に行こうとなり、その場で連絡先を交換して後日
一緒に展覧会を観に行きました。
その際にお茶をしながらお互いの住んでいるところな
どを話しました。
次に会う口実を作るために、今彼女が興味を持ってい
ることを聞き出しました。
そして、カメラが欲しいという話を聞いて今度はお店に
一緒に行こうという形で会う約束を取り付けました。
その後は、ほぼ毎日電話をお互いに掛け合うようにな
りました。
絵画教室は全５回だったので、最後の回が終わった
日にふたりっきりになって告白しました。

仕事のできる女性で、どうしてもある仕事を
したいという話になり話し合いの結果結婚は
難しいという結論になって別れました。

異性が多くて同性が少ない方がいいです。
奪い合いになる恐れがあるので。
可能なら見学をして、同年代の人がいるかどうかを探ってみることをおススメしま
す。
もしお目当ての人がいても、その人ばかりと親しくなると周囲との人間関係が悪く
なるのでまずは溶け込むことを優先しましょう。

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 ジム

身体を引き締めたいと思ってジムを探していました。
職場からも自宅からも近く、あまり知り合いがいない方が
すっぴんで行きやすいので探して、会員制のジムを見つ
けました。平日仕事終わりに行くので、いつも決まった時
間、同じタイミングで来ている男性がいて、顔を合わせるう
ちに挨拶するようになりました。

一人で筋トレをしていて、いつも仕事終わりの遅めの
時間に行っていたので顔を合わせていました。
挨拶するようになり、声を掛けてもらって一緒に筋トレ
をするようになりました。こうやると効率よく鍛えられる
よ、とか器具の使い方など初心者だったので色々教え
てもらうようになりました。食事の話になり美味しくて栄
養のあるものを食べに行こうと誘って頂き、食事に行
き、その後も何度かジムやプライベートでも会うように
なって告白されました。 ジムをやめて半年で別れました。

同年代や狙う年代の方がいる習い事をリサーチすることかな、と思います。でき
れば体験とかできるとイメージできますし、あまりにも出会い目的あからさまだと
逆効果な気もします。
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男性 まったく期待していなかった 20代 20代 完全に同い年 ジム

私は、当時現役の社会人野球の選手でした。　故障した
のをきっかけにトレーニングジムに通いました。
股関節の怪我で思うようなプレーが出来ず、モヤモヤした
気持ちを押さえる意味も兼ねて自宅から近くの小さなジム
に通っていました。
そのジムのトレーナーとして働かれていました。

通い出してから、彼女は女性向けのトレーニングを教
えており私はジムの会長にパーソナルを受けていまし
た。
存在自体は小さなジムなので知っていましたが、全く
接点がなく挨拶する程度の関係でした。　
私の怪我も良くなり、ジムに通う頻度が少なくなり、復
帰戦で会長が応援に来る事になっていました。
試合後に復帰のお祝いにと食事に誘われ、会長と奥
様と彼女の3人で来られました。
話を聞くと彼女は会長の娘さんだったことがわかりま
した。
私の試合には仕事の都合で行けなかったが、食事は
行きたいと言って頂いたようで参加をしてくれました。
そのまま連絡先を交換し、足が遠のいていたジムも週
3日は通っていました。そのままプライベートでも会うよ
うになり自然とお付合いをする流れになりました。　 結婚しました

絶対に勧めると思います。
私自身思いがけないところで彼女が出来ましたし、彼女から妻にまでなりました
から。とりあえず行けと言うと思います

女性 まったく期待していなかった 20代 20代 ±3歳 英会話スクール

会社の洋画好きの友達と字幕なしで映画を見よう、という
目的でイギリス人の方が家で個人でやられている少人数
制の英会話教室に通いはじめました。ひとクラス6人の教
室で私達は女子3人で、同じクラスに男子3人がいて出会
いました。

英会話教室ではレッスンだけでなく、ホームパーティ
や、季節ごとにバーベキュー、クリスマスパーティなど
行っていました。なのでそれをきっかけに少しずつ話
すようになりました。そのうちクラスのメンバーでご飯
を食べに行こうという感じでグループ交際が始まりまし
た。私は最初から結構タイプだったので、積極的に話
しかけたり、隣の席に座ったり少しずつアピールしてい
きました。そのうち仲良くなり個人で連絡先を交換し、
2人で会うようになってからはすぐ付き合いました。

付き合って半年ほどしてすぐに相手が留学
してしまったのでなんとなくそのまま別れてし
まった

まず出会いを求めて習い事するなら、タイプの異性が多そうな習い事でないと意
味がないので選び方があると思う。でもタイプがいても話すきっかけがなかなか
ないと思うので出来れば少人数制のアットホームな場がよいのでは。

男性 期待していた 20代 20代 ±3歳 ジム

ダイエット目的でフィットネスクラブに通うと、市内のジムに
入りました。彼女は受付を担当しておりました。そこで何度
も彼女に声をかけました。最初は乗る気ではありませんで
したが、真剣に思いを何度も伝えて交際に至りました。

受付をしている彼女に声をかけ、最初のデートは食事
を行い、居酒屋で飲みました。それはすごい緊張でど
んな内容を話したか覚えていないくらいです。ですが
彼女のほうが精神的に大人でリードしてくれて楽しい
思い出です。そこから何回かデートを行い告白いたし
ました。彼女から承諾をいただき二年後に結婚いたし
ました。あそこで声をかけていなければ彼女との出会
いもなかったので今思えば本当に勇気をもって声をか
けて本当に良かったと思います。 結婚した

出会いを求めるのであれば、とにかく人のいるところに行くようにする。コミニケー
ションをしっかりとれる場所などを進めています。

女性 あればいいなとは思っていた 30代 30代 ±3歳 英会話スクール

英会話教室で同じレッスンを受けていた男性とレッスン前
に話をするようになり親しくなりました。そしてしばらく経っ
てから相手からレッスン後に食事に誘われて何度か食事
を重ねてから告白されて付き合うことになりました。

出会ってからは至って普通の交際です。週末にデート
をしてお互いの家に泊まったりしました。そして連休の
ときは旅行をして楽しく過ごしました。しかし付き合って
六ヶ月後に相手が転勤になってしまったため、なかな
か会えなくなってしまいました。それでも週末時間を見
つけて会っていましたが、会いたいときに会えない寂
しさと苦痛が次第に高まってきて、時々喧嘩をするよう
になりました。それでもなんとかお付き合いをしていた
のですが、考え方の不一致があり私の方からお別れ
をしたいと伝えました。 一年付き合って別れた

習い事にはいろんな業界の人がいるので普段の生活で出会えないタイプがたく
さんいます。お話するだけでも楽しいと思うので色んな人に声をかけてみてその
中でもっとその人を知りたいと思う人がいたら、食事やカフェに誘ってみると良い
と思います。

男性 まったく期待していなかった 30代 30代 ±3歳 バイオリン教室

グループレッスンを受けており、同じグループの女性でし
た。年に１回発表会がありグループで１曲弾くのですが、
発表会前になるとお互い不安な部分や上手く弾けない部
分を話すようになり、仲良くなったというのが出会ったきっ
かけです。

実際には３年間同じ教室でしたが、発表会を機に
LINE交換し、発表会が終ったあとに打ち上げという名
目で食事に行きました。それからよくLINEするように
なり、プライベートで遊びに行くようになってお付き合
いを始めました。レッスンで初めて会ってからは３年、
連絡を取るようになってからお付き合いが始まるまで
は半年くらいでした。
仲良くなれたのも楽器や音楽以外の趣味も似ていた
のですぐに打ち解ける事ができたのが恋人まで発展
できたきっかけだと思います。

２年くらいお付き合いしたのですが、彼女は
転職を機に引っ越しをしてしまいそこから遠
距離に。それがきっかけでお別れする事に
なりました。

大前提として異性が多い習い事が良いと思いますが、なるべく他の人がやって
いない習い事が良いと思います。英会話や料理は多くの人が習っているし、その
教室でなければならない理由が無い為入れ替わりも激しいです。しかしなかなか
習う場所がないような事であれば本当に好きな人が集まりますし長く続ける人も
多いので打ち解けるのも簡単かと思います。

女性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 英会話スクール

色んな街のカフェで定期的に開催されている英会話サー
クルで出会いました。コーヒー代と参加費を出せば参加で
きるサークルです。テーブルに4、5人が座って話をしま
す。仕事終わりに時間の取れる日に行っていたら何回か
同じカフェで会うようになりました。

同じカフェで毎週のように会うのですが、同じテーブル
に着くときもあるし別のテーブルの時もありました。同
じテーブルの時にたくさん英語で話をしました。その
サークルには日本人しかおらずもっと実践的な英会話
を練習したいねという話になり、何回かサークルで
会った後に外国の方がよく集まるバーに2人で行きま
した。そこで実際に外国の方とも話をしましたし、彼と
も将来の夢などたくさん話ができました。何回かサー
クル以外のところで食事もするようになりました。そし
て彼から告白を受けお付き合いすることになりました。 一年半付き合って別れました。

色んな人たちと「話」ができるサークルや習い事がおすすめです。英会話もそうで
すしその他にも会話してお互いのことを分かり合いやすいものを選ぶといいと思
います。ま

女性 まったく期待していなかった 10代 20代 ±3歳 教習所

仕事終わりにいつも教習所の送迎バスで通っていました。
相手も大体いつも同じ時間帯で、開始時期が殆ど同時期
だったらしく受ける内容も被る事が多く、相手から「良く会
いますね。家は近くですか？」と話しかけてくれました。

それをキッカケに一緒に帰ったり、待ち合わせて通っ
たりする様になりました。当時私は松田聖子にどハマ
り中でコンサートに行ったり写真集を買ったり良くして
いたのですが、彼も同じく聖子ちゃんの大ファンだった
んです。それも有り共通の趣味だったので、お付き合
いするのに時間は掛かりませんでした。私が卒業検
定に時間が掛かってしまったのですが一緒に付き合っ
てくれたり帰りに食事に行ったり休みにコンサートに
行ったり幸せな時間でした。 2年付き合いましたが、お別れしました。

異性だけでなく同性も、同じ年齢だけでなく幅広い人が集まる習い事が良いと思
います。その場で出会わなくても同性と仲良くなり紹介って方法もあるので。

女性 まったく期待していなかった 10代 20代 ±5歳 卓球クラブ

社会人の卓球クラブで出会いました。
あまり、若い世代の方がいなく、ほぼ６０代～７０代の方が
メインでやっていたので期待もしていませんでしたが、ロー
テーションで打ち合いをしていたので、たまたま彼と辺り、
強さもそこそこで年齢も２０代で親近感がわいたのがきっ
かけです。

出会ってから、終わりの時間に少し話したり、そのとき
の彼氏の悩みを聞いてくれたりしてくれました。それか
ら、彼氏より彼の方が話も楽しくなって大人と付き合う
ことに憧れました。少し年齢差はありましたが、彼から
告白されて付き合って、車も持っていたのでいろんな
ところへつれていってくれました。
結局、高校生と社会人で大人の関係はいきませんで
した。彼が、町長の息子ということもあり、厳しく手を出
してきませんでした。それでもいい青春でした。 １年ほどで別れました。

若い世代で男女混合の習い事が言いと思います。夜間の方がうまく行ったとき、
その後のムードも作りやすいかと思います。

男性 あればいいなとは思っていた 20代 20代 ±3歳 英会話スクール

英会話の個別レッスンだったので、レッスンは講師とマン
ツーマンで行われます。講師に個人レッスンを受けている
他の生徒と出会うきっかけはありませんでした。
ある日、講師に誘われたバーベキューのイベントに参加し
て、他の生徒達と初めて合うことになって、彼女とも知り合
いました。

バーベキューイベントでは生徒が１０名程度参加して
いました。生徒の年代は２０代前半から３０代前半ぐら
いでした。
講師の紹介でアルコールを飲みながらお互いに自己
紹介をしました。英会話講師の紹介なので、名字では
なくお互いの名前で呼び合います。名字で「～さん」と
呼び合うより気さくに会話が進みました。

その中の一人と家が歩いて５分ぐらいであると分か
り、連絡先を交換しました。後日２人で家の近くの店に
食事に行って話をするうちに気が合うことも分かり、お
互いに恋人もいなかったので付き合い出しました。

2年付き合って、私が海外で働く事になった
ので分かれました。

出会いのためだけに興味のない習い事を続けるのは続かないので、興味があっ
て異性のいる習い事をしましょう。
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男性 まったく期待していなかった 10代 10代 完全に同い年 書道

小学生の時に書道教室に通った経験があり、最初は出会
いなどには全く興味がなかったが、異性が多く通ってお
り、出会いに発展しました。年齢も同じの異性も多く、素敵
な女子に会える経験になりました。小学生とはいえ、一生
の出会いです。

出会う、付き合う経験となった最大の理由はバレンタ
インです。もともと小学生の時から出会おうとは考えて
いませんでしたが、バレンタインは恋愛感情の表現と
しては最高のイベントになったのです。バレンタインで
チョコをもらった時には、恋愛感情がわき好きという感
情に至りました。もちろんホワイトデーでお返しはしま
した。そこから同じ中学、高校に進学し、付き合うとい
う経験に至りました。小学生の時から恋愛感情を表現
しやすいのはバレンタインということに気づかされまし
た。

付き合って2年くらいで別れましたが、成熟し
た恋愛ができました。

やはり書道教室のような硬派な習い事に通い、真面目な異性を探すのがおすす
めだと思います。それが付き合うという形に持っていける最大の理由です。

男性 まったく期待していなかった 30代 30代 ±3歳 テニスサークル

街の小さなテニスサークルです。完全に趣味で運動のつ
もりだったので、何も期待はしていませんでした。最初は
個人でやっていたのですが、ペアで組むことになり、当然
ですが一緒に汗をかいているうちに自然と仲良くなりまし
た。

お互いおとなしい性格でした。夏の比較的に暑いとき
にテニスをペアでやっていて、試合の終わりにそのま
まスーパー銭湯に行こうという話になり、お互いの車
で現地に向かいました。そこでご飯も一緒に食べて、
お互い独身なのでその時にはお互いを意識していた
んだと思います。それ以降はテニスサークルの終わり
に一緒にどこか行ったり、テニス以上にそちらがメイン
みたいな感じになってしまいました。自然な流れで付
き合おうかという話になり、恋人となりました。 2年で別れました

習い事で出会いって、若い世代にはあまりないかもしれません。30歳を過ぎてく
ると意外といい出会いがあったりすると思います。女性のほうがそっち目当てか
もしれません。

男性 あればいいなとは思っていた 30代 30代 ±3歳 読書会

神奈川県内で活動している読書会に参加しました。その
読書会は実際に会って対面で行う会と、オンラインで行う
会とがあり、場合によってはハイブリッドで行うこともありま
した。その読書会では自分が読んできた本についてプレ
ゼンし合って、終了後に懇談をする形なのですが、そこで
気の合う女性と知り合うことができました。

横浜市内で行われた読書会に参加して、そこにいた
女性と仲良くなりました。読書会では自分の読んだ本
に関してプレゼンするのですが、その女性の紹介する
本の趣味が自分と似通っていたので懇談の席でよく
話をするようになり、読書会が終わった後も話し足りな
かったので自然な流れで喫茶店へ誘うことができまし
た。最初から趣味が一致していたので、あまり深く考
えずにデートに誘ったりなどできて、数か月ほどでお
付き合いを申し込んでOKの返事をもらいました。 1年ほどでお別れしました。

共通の趣味や嗜好を持っていることがわかるもの同士で知り合うことができるの
で、まず最初のハードルは越えられます。あまり前のめりにはなりすぎず、まず
は習いごとをしっかりするのがいいと思います。

男性 まったく期待していなかった 10代 10代 完全に同い年 サッカー

中学2年生の時に、市でサッカー交流会というものがあっ
てそれにチームで参加をした際に、10チームきててグ
ループ分けがあってたまたまグループが一緒だった女の
子が可愛くて、そこから仲良くなっていったって感じです。

サッカー交流会の時に連絡先を交換したいと思ってい
たのですが、当時はまだスマートフォンを持っておら
ず、交換したくても、できない関係でした。その後、試
合とかでも会うようになり、結構喋るようになって、仲
良くはあったのですが、連絡先だけ交換できず、中学
3年に上がった際にスマートフォンを親に買ってもら
い、相手の方はスマートフォンを持っていたので、連絡
先（ライン）を交換して、仲良くなって、デートに誘った
らOKが出たので初デート場所の水族館で告白しまし
た。 高校受験を受ける前にお別れしました。

出会い目的だと、そればっかに集中しすぎて、習い事に集中できないから、習い
事メインで、出会いを求めたらいいと思うってアドバイスします。

男性 まったく期待していなかった 30代 20代 ±10歳 ギター教室

私はジャズギターが好きで、個人講師について習っていま
した。その講師の方が主催されるお酒を飲みながらギター
を弾くというフランクなセッション会があります。そこで何度
か顔を合わせ、音楽の趣向も合うので連絡先を交換しま
した。

月に一度のセッション会では10名前後の参加者がい
るのですが、その中でも親しく会話をするようになりま
した。メールアドレスを交換し何度かやり取りを重ね、
彼女が新しい楽器を購入したいという事で、初めて休
日のお昼に二人きりで逢う事となりました。何軒か楽
器店を回り、食事をしてそのままお酒を飲みにいった
所で、以前から好意を寄せていたことを伝えました。
彼女も同じように想っていたとの返答をもらい、お付き
合いをする事となりました。

2年目になりますが、現在も付き合っていま
す。

趣味が合う事が一番だと思いますので、出会いを目的に習い事を探すのではな
く、あくまで自分の好きな事を習いに行く事が大事です。その習い事が上達すれ
ば教えてあげる事もできるので、真面目に取り組みむ事も大事です。


