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�カリキュラムをご�頂き、ありがとうござい

ます。

こちらのカリキュラムは、年間1万件�上の�

愛・不倫相�を受けているアクアグローバルサ

ポートのプロ�団が、�愛⼯作で�った独⾃の

メソッドを基に��したカリキュラムとなって

おります。

⼀�的なマニュアルと�い、�むだけでなく、

男女の�理や�え�の�いなどを�びながら、

�々なワークを体�できる内�となっていま

す。

また、�カリキュラムは⓪〜⑮までを順�に⾏

なうことで、不倫��から略�までを戦略的に

�められる仕�となっておりますが、

LINEが苦⼿な�には

【⑦��率100％のLINE�】

彼の気持ちが冷めてきたような気がする�には

【③彼から溺愛される「愛ダラート」】など、

ある状況に��した使い�も可�です。

不倫に��したカリキュラムから、独�同⼠の

�愛や⽚思い、復�や⼆�など別の�愛��に

も�⽤�来るカリキュラムも��ございますの

で、ご⾃�に�ったものをお�び下さい。

※��は�売品となる「���」となっており
ます。

電�相� アンサーズ

ワークは基�的にお⼀�でも�めていけ

るものになっておりますが、ご⾃�の状

況やお相⼿の性�などにより、�し�し

いと�じることもあるかもしれません。

そんな時は、ANSWERS（アンサーズ）

カウンセラーへの電�相�と�わせてお

使い頂ければと思います。

�てのアンサーズカウンセラーがカリキ

ュラム内�を把�しておりますので、カ

リキュラム��をお�え頂ければ、貴�

の状況をヒアリングしながら個別にアド

バイスさせて頂きます。

電��愛相�ANSWERS

https://www.zctp.com/

【はじめに】

カリキュラムの

ご利⽤��

もしワークを

�しいと�じたら�
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「�き�き⼤�き�」という気持ちや

「ずっと⼀�にいたい�離れたくない�

独り占めしたい�」という「�きな気持

ちが�れるケースの���」は�し�ぎ

ることさえ��していればさほど問題で

はありません。(愛情(�現)のバランスを

�るのが�しいと�じる�は【①その愛

情�現が彼を冷めさせる��】をご��

下さい。)

「不倫���」の�ろしさは、貴�も気

付かないうちに「この��が�わったら

�だけが⼀�になってしまうのではない

か」という不�や

「いざとなればあなたには�る場�があ

るんだもんね」という�げやりな�えが

頭のどこかに�いてしまい、「�だけが

損する�末は��に�さない。」と��

とも�えるような�情が、愛情と�⼀重

の場�に�付いてしまうことなのです。

そもそも���が⽣まれる理由は

「理�して�しいから」という気持ちと

「�は⾃�が損をしたくない」という気持ちが

隠れています。

「損をしたくない」というのはお金の�だけと

は�りません。

「ここまで�い��を�けてきたのだから」

「こんなに�々我�してきたのだから」

という「彼に�やした時間」や「不倫だからこ

そ�じてきた精�的ダメージ」などもお金と同

じように価�あるもののカテゴリとなり、それ

を「�までこんなに�げてきたのに」と�じて

しまうのが【不倫���】です。

「���」

�い�えれば、それだけ「思い�れが�い」と

いうことですよね。これ⾃体を⼀�に「�い」

とは�えません。

彼への���は�さん持っていて当�です。

ただでさえ�い「不倫��」。それでもいいと

思えるほど⼤�きな彼なのですから当たり前で

すよね。

この�情を「�くこと」が�いのではなく

�に不倫の場�には「ネガティブに発�してし

まう」ことが�く、彼との��を�くしてしま

うものになってしまうのです。

���って

そんなに�いもの�

ネガティブな発�と

なる「不倫���」

とは�

「不倫���」は

��と�⼀重��
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ここで、彼との��が�まった時のことを思い

�してみましょう。

��は可愛らしい�情で発�・⾏動していたは

ずです。

��している彼をむしろ気�いながら、⼀�に

�ごせる些�な時間を�から喜んでいたはずで

す。

「彼⾃�」を⾒つめて、�せだったはずです。

ですが、不倫���が�くなってくると、

「彼⾃�」を⾒つめているのではなく、「⾃�

⾃�が�たされていない��を⾒つめて、そこ

を�たすために彼を動かしたくなる」のです。

不倫���が�付いてしまうと

「あなたは��者なのだからこういうところで

ケアすべき」

「�にもっとこうすべき」

と義�付けしたくなってしまい、それがされな

いと不�が�発してしまうことに�がります。

なので、「あー�しいなー。彼の声が�きたい

なー。」という�来可愛らしかった「�み」

が、「もっと��してくるのが当�じゃない

の��」という「��」に�い�情になってし

まうのです。

「不倫���」は

彼に��したくなる

不倫���の呪いに

かかった「モンスタ

ー」にならないで�

不倫から略�を�む�さんにとって、

時には�い我�をしながら、��的に彼

を�えたり、�償の愛情を向けていくこ

とが必須です。

「不倫���」の呪いにかかったような

状�では、�から�えることが�しくな

ってしまうので��が必�です。

��に�かない

というのは�理。
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⽭�してしまいますが、

「不倫���」を�くな。と�ってもそ

れは�理でしょう。

彼が��者である�上、不倫��が�け

ば�くほど不�も募り、いつか�⽣えて

しまうのは仕�ありません。

ですが、この「気付かないうちに��し

てくる不倫���」の正体と、そのメカ

ニズムを事前に知っておくことで、

彼への�し�と切り離すことは�来るは

ずです。

そのために��を�立てて下さいね。



不倫���が�い�向へ作動する時は「���できない時」です。

⾃�で⾃�のことが⾒えなくなる時にコントロールが�来なくなってしまいます。

�に、きちんと����来ていれば、「良くない�向に�ちゃいそうだな。マズイな。」と⾃�でセ

ーブできるのです。

貴�の状況を冷�に�三者の�点で⾒ることが�来るワークをやってみましょう。

W O R KⅠ
不倫���を軽減させるワーク

クロスSWOT��のやり�

COPYRIGHT(C) 2021 AQAGLOBALSUPPORT.CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

-5-

�ページの�の中、①に貴�⾃�の�み・�⼒を書き�しましょう。

�に、②には貴�⾃�の�みや苦⼿なこと、�い��を書き�しましょう。

③と④は��や�的��となります。

③は�に彼に�すること。彼の性�や�めていること、彼と�わる��やチャンスなどを書いて下さ

い。

④は貴�にとって脅�となること。貴�が�れている状況や�けたい状況などを書いて下さい。

※�ん中の①×③や①×④の�の書き�は

�ページで��しています。

����・�的��

内
的
�
�

         trength① S
  貴�の�み

         eakness② W
  貴�の�み

         pportunity③ O
 ��・彼

         hreat④ T
脅�

①×③
 貴�の�⼒を更に�じて

貰うには�

②×③
 貴�の�みが�ないよう
に気を付けることは�

①×④
 貴�の�⼒で脅�を
�ざけるには�

②×④
 脅�を��させる可�性
があるNG⾏動は？

ポジティブ
料理が得意

スタイルがいい

空気が読める
仕事の話ができる

寂しがり屋意外と泣き虫
気になるとスルーできない
生理中イライラしがち

プライド高いかも

楽しいことが好き
癒しを求めてる？
どうでもいい嘘をつく

同じ職場

土日はあまり会
えない

奥さんと子供
私を重いと感じるかも
リモートワークで家族団らん！？
ずっと不倫でいいと思われる

職場で公私混同しない
土日は私自身楽しむ

生理中は会わないほうがいい？

素直に謝る
小さい嘘は見逃す？

聞き上手
喧嘩しないように心がける
仕事でも評価を得る

料理を振舞う？
やり過ぎも良くないかも！？

家族に対してイライラしない
私が子供みたいなことを言わない
余裕を持つこと
女性らしさを失わない

プレッシャーをかけ過ぎない
私ばかり辛いと言わない
蒸し返さない
嫌味を言わない

すぐ別れるって言わない
(言い過ぎかも)

安心させすぎもよくない？

(書き�の例)

書きながら、疑問に思ったことなども��しておきましょう。気になる��はアンサーズの�で�い

て頂ければ、より�い��も可�です。

(見た目とか礼儀とか)



W O R KⅠ
不倫���を軽減させるワーク

クロスSWOT��のやり�(�き)
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�ん中の�枠にはそれぞれ①×③を掛け�わせたときに⾒えてくる貴�の�みの⾒せ�や使い�。

①×④を掛け�わせたときに、脅�を�ざけることに�がる��のある⾏動。

②×③で貴�の�みが�ないように��すべき点。

②×④で脅�を��させる可�性(彼との��が��する可�性)が�いNG⾏動。

が⾒えてくるかと思います。それぞれ書き�んでいきましょう。

����・�的��

内
的
�
�

         trength① S
  貴�の�み

         eakness② W
  貴�の�み

         pportunity③ O
 ��・彼

         hreat④ T
脅�

①×③
 貴�の�⼒を更に�じて貰うには�

②×③
 貴�の�みが�ないように気を付ける

ことは�

①×④
 貴�の�⼒で脅�を�ざけるには�

②×④
 脅�を��させる可�性がある

NG⾏動は？



貴�の⾏動や�えていることが�理�来ましたか�

「��の�、⾃�のこと中�の思�になってたかも…」

「��的、彼の立場に立って�えること�来てたな…」

など、それぞれ�覚��来た��もあったのではないでしょうか。

【彼には離�して�しい。】

そう�むのであれば、彼に「��」したり、「�願」することはNGです。

「彼が離�して貴�と�⼆の�⽣を�みたくなる」ように貴�⾃�が彼にとって

「どうしても⼿に�れたい�在」にならなければなりません。

「不倫���」に�されてコントロールが�かなくなった状�では、

「こんな女性がずっと側にいてくれたらなぁ…」とは思って貰えないのです。

 

彼の⽬には貴�はどんな女性に映っていますか�

不倫から�せになった女性は�、⾃�を����来て

います。

彼に�情をぶつけたくなったら、ぶつけてしまう前にこの�を⾒�してみて下さい。

そして、彼になったつもりで�の貴�を⾒つめ�してみて下さいね。

W O R KⅠの��
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