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はじめての婚活レッスン 

 ～プロフィール作成のまとめとワーク～  

 

 

こちらの PDFは、ネット婚活でのプロフィールの書き方についてまとめたものです。 

自分自身と向き合い、自分軸をもって婚活を始めるためのワークも兼ねています。 

ワークは全て読み終わってから取り組んでもいいし、読み進めながらワークをしても、 

ＯＫです。自分に合った方法で PDFをご活用くださいね。 

ネット婚活をする予定がないとしても、自分の新しい面を発見出来たりもしますので、 

是非、楽しみながらプロフィールを作ってみてくださいね。（全 14ページ） 
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１．プロフィール作成を作成する前に  

 

●プロフィールの 2つの役割について確認しましょう。 

 

【役割１】 自己紹介：あなたの存在と魅力を知ってもらう、出会いの入り口 

 

プロフィールは、あなたの存在と魅力を知ってもらうための「自己紹介」です。 

存在を知ってもらったら、次は「あなたと話してみたいな」と思ってもらいたいですよね。 

 

プロフィールを読んでいる相手が、あなたとの共通点を感じたとき、相手はあなたに興味をもち

ますし、相手にとって魅力的であれば、話をしてみたいと感じてもらえます。 

 

例えば、あなたは料理が好きで、結婚後は、パートナーと一緒に料理を作る時間があればいいな

と考えているとします。それなら、同じように料理が好き、または、結婚後は一緒に料理をした

いと考える相手に響くように、言葉を選んで書けばいいのです。 

 

【役割２】 お手紙：未来のパートナーへ届けるメッセージ 

 

プロフィールは、あなたが出会いたい人に向けてメッセージを届ける「お手紙」です。 

あなたと結婚すれば、「今よりもっと幸せな未来があるのだな」と、相手に感じてもらえるよう

に意識してプロフィールを書いていきましょう。 

 

プロフィールを読んだ相手が、まるで自分だけに話しかけられているような気持になる。 

そんなプロフィールが作れるように、意識してみてください。 

 

「この人素敵だな」感じてもらうプロフィールを書くためには、まずは自分自身の良いところ・

好きなところ・誰かに喜んでもらったことに気づくことが第一歩です。良いところ、好きなとこ

ろ、喜んでもらったことは、あなたの魅力であり価値なのです。魅力や価値を伝えるには、自分

自身がそれを知っておくことが大切ですよね。 
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●ここで、簡単なワークをしてみましょう。 

 

次の質問に答えて、最後に、気づきを書き出してみてくださいね。 

 

【質問１】 これからどんなパートナーと出会いたいですか？ 

 

 

 

 

【質問２】 その人が目の前にいたとして、最初に伝えたいメッセージは何ですか？ 

 

 

 

 

【質問３】 自分自身の良いところや好きなところは何ですか？ 

 

 

 

 

【質問４】 人からどのように褒められたら嬉しいですか？ 

 

 

 

 

【気づき】 質問に答えてみて、気づいたことを自由に書いてみましょう。 
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●プロフィールを書く４つのステップを確認しましょう。 

 

 

 

 

 

【STEP１】 自分自身の棚卸をする 

・結婚したらどんな毎日を送りたいか考えます（あなたが送りたい結婚後の日常生活って？） 

・あなたはどんな人に出会いたいかを考えます（お相手選びに何を重視する？） 

・相手に対する条件を出来るだけだし、絞ります。（これは、本当に必要な条件なの？）。 

 

【STEP２】 箇条書きで自己紹介を書き、材料を揃える 

・プロフィールに書く項目の一例を参考に箇条書きします。 

・STEP１で書き出したことも、箇条書きにしておきましょう。 

・ここで、項目に、優先順位をつけておきましょう 

 

【STEP３】 箇条書きしたものを手紙のようにする 

・基本構成を参考に、自分なりの構成を考えます。 

・相手に語りかけるつもりで、優先順位の高い項目から文章にしていきましょう。 

・ここでは、字数や言い回しを気にせず、自由に書いてみてください。 

 

【STEP４】 ＮＧ項目のチェックをする   

・ＮＧ項目があったら、ＯＫ項目への置き換えをしてみます。 

・長すぎるなと思ったら、切り口を変えて２パターン作ってみましょう。 

・ネット婚活用のプロフィールではない場合、字数の調節をしなくても大丈夫です。 

ＳＴＥＰ１ 

自分自身を

棚卸する 

ＳＴＥＰ２ 

箇条書きで

自己紹介 

ＳＴＥＰ３ 

箇条書きを

手紙にする 

ＳＴＥＰ４ 

ＮＧ項目を

ＯＫ項目へ 

《4つの作成ステップ》 
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２．４つのステップに沿って、作成してみましょう 

 

● ＳＴＥＰ１．自分自身の棚卸をする ● 

 

「結婚後にかなえたい生活」と「出会いたい理想の相手」と、「あなた自身の価値」について、

棚卸をします。棚卸のための 4種類の質問を用意しましたので、考えてみてくださいね。 

 

それぞれ 10分～30分くらいの時間を取り、思いつく限り書き出す作業をします。メモ帳や付箋

を用意し、そこへ言葉を書いていくといいですよ。 

 

ここでは、出来るできないを考えないで、頭に浮かんだ言葉を大切に、書き出してみましょう。 

 

◆棚卸のための４つの質問 

① 結婚したらどんな毎日を送りたいのか、仕事も含めて考えてみましょう。 

・毎日どのように過ごしたいですか？ 

 

 

 

 

・２人でやりたいことは何ですか？ 

 

 

 

 

・働き方や仕事はどう変わりますか？ 
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② どんな人と出会って結婚したいかを考えてみましょう。 

・あなたは、一言でいうと、どんな人に出会いたいですか？ 

 

 

・その理由は？ 

 

 

・お相手選びに何を重視しますか？  

 

 

・その理由は？ 

 

 

 

③ 相手に対する具体的な条件や希望を出してみましょう。（これは、本当に必要な条件なの？）。 

 

・容姿、外見     （                          ） 

・人柄、性格     （                          ） 

・職業や勤務先、収入 （                          ） 

・価値観、考え方   （                          ） 

・趣味、その他    （                          ） 

 

 

④あなたと結婚することで、お相手が得られることは何ですか？（あなたの価値） 

・精神的、内面的なことは？ 

（                                      ） 

・経済的、外面的なことは？ 

（                                      ） 



Copyright © 出会いを生み出す！婚活準備の専門家「Lacosmy」 All Rights Reserved. 

 

p. 7  
 

● ＳＴＥＰ２．箇条書きで項目ごとに文章にしていく ● 

 

 例）家族構成は・・・・です。 

   好きな人のタイプは・・・です。理由は・・・です。 

 

◆プロフィールに書く項目の一例 

・名前（ニックネーム） 

・住んでいるところ、地域 

・仕事（職種やお勤めの会社の業種）※○○関係で企画をしていますなど 

・家族構成  

・趣味や好きなこと、楽しいと思えること  

・好きな人のタイプ 

・普段から心がけている事  

・休日の過ごし方  

・苦手なこと・得意なこと 

・大切にしている物とその理由  

・ペットについて  

・かなえたい個人的な夢 

・お相手に望むこと 

・結婚したらパートナーと一緒にしたいこと 

・パートナーにしてあげたいこと 

・結婚後の２人の夢や目標にしたいこと 

・その他 （       ）（       ）（       ）（       ） 
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● ＳＴＥＰ３．箇条書きした文章を、手紙のように構成する ● 

 

ステップ１・２で書き出した内容について、次の１～６の基本構成を参考にして文章（お手紙）

にしていきます。テンプレートではないので、まったく同じにする必要はありません。 

 

◆手紙にするときのポイント 

 

・親しみやすさを意識する、だけど、くだけすぎないように。 

・実際に会った時、いい意味でのギャップを与えられるものを目指しましょう。 

・自分が伝えたいことより、相手が知りたいことを優先に。 

  

◆ここで、プチワークをしてみましょう 

 

・お相手はあなたの「何」が一番知りたいでしょうか？  

  ※あなたと結婚したら、どんな未来になるのか？（あなたの価値） 

 

 

 

 

 

 

 

・あなたの魅力を伝えるために、最適なエピソードは何でしょうか？ 

   ※魅力に関連して褒められたのは、どんな時でしたか？ 
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◆基本構成を確認しましょう（１～６） 

 

１．導入部分（挨拶） 

 

・簡単なあいさつ（はじめまして・・） 

・○○（地域）に住む、○○と申します（ニックネームを名乗る） 

・プロフィール閲覧へのお礼や感謝の気持ち 

・出会いへの期待や、楽しみにしている気持ち 

 

２．自分自身のことを伝える 

 

・私は○○な仕事をしています。仕事への取り組み方は○○です。 

・好きな事は○○です。 

・休日は○○をすることが多いです 

・○○が一緒だと嬉しい・・・、○○にご一緒していただけませんか？ 

 

３．お相手へのメッセージを伝える 

 

・お相手に対する質問や問いかけ（短い文章で、一つ） 

・お相手にしてあげられること 

・どんな結婚生活にしたいか 

・結婚後の人生のビジョン、夢 

・どうしても譲れない条件をやんわりと伝える。簡単な理由を添えて。 

 

４．相手に起こしてほしいアクションについて一言 

 

・まずは、メールで、お話しませんか？ 

・私からのメッセ―ジが届いたら、一言お返事くだされば嬉しいです。 

・あなたからのメッセージを楽しみにお待ちしていますね。 
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５．最後まで読んでもらったことへのお礼 

 

・最後まで読んで頂き、ありがとうございます。 

 

６．ニックネーム（署名） 

 

 ・もう一度、名前を伝える。 

 

◆では、6つの基本構成を参考にして、手紙にしていきましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 出会いを生み出す！婚活準備の専門家「Lacosmy」 All Rights Reserved. 

 

p. 11  
 

● ＳＴＥＰ４．ＮＧ項目のチェックと置き換え ● 

 

◆NG 項目を書いていないか、チェック。NG 項目があれば、OK 項目へ置き換えてみましょう。 

 

【ＮＧ項目の一例】 

 Ａ．マイナス、ネガティブ、暗いイメージの内容を書いている × 

 Ｂ．離婚歴がある場合、その理由を書いている × 

    Ｃ．ずっと独身である言い訳や理由を書いている × 

 Ｄ．婚活を始めた理由や、婚活に抵抗があるが仕方なく・・などの文言を書いている × 

  Ｆ．若々しいことを強調しすぎる × 

 Ｇ．ある特定の事柄について批判をする、考えを押し付ける。 × 

 Ｈ．相手に求める条件ばかりを羅列している × 

 Ｉ．内容が少なすぎる × 

Ｊ．自慢しすぎる、または、自虐・へりくだりすぎる  

 

 

【ＮＧ項目を OK項目に置き換えるヒントの一例】 

 Ａ．プラス、前向き、明るいイメージに置き換えられないか考えてみる。 ○ 

 Ｂ．離婚の理由は、相手が聞きたいタイミングで相手に直接伝える。 ○ 

→離婚により学んだこと・気づきは伝えてもＯＫ。 ○ 

Ｃ．離婚、独身歴についての話題は、メール交換や直接会って伝える ○ 

 Ｄ．出会いを楽しみにしているという気持ちを書く。 ○ 

 Ｆ．実年齢が若いのと、若々しいのとでは違う。 ○ 

→実際に会った時に、相手に評価してもらう。 ○ 

 Ｇ．考え方は人それぞれ、まず受け入れる姿勢が大切。 ○ 

プロフィールには書かないほうが良い。 ○ 

 Ｈ．その条件は、本当に必要なものですか？ ○ 

 Ｉ．制限時数をフルに活用し、他に伝えられることはないか考えましょう。 ○ 

    Ｊ．自己 PRは控えめに、メール交換で徐々に良さを感じてもらいましょう。 ○ 

OK項目に置き換えるには・・・ 
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３．最終チェックをして、完成させる 

 

●編集して制限字数内に収める 

ネット婚活のサイトの自由記述欄には、文字数の制限があるので、作成したプロフィールの文字

数を確認する作業をします。婚活サイトにもよりますが、字数制限は１０００文字程度なのです。 

 

もしあなたが Word で入力していたとすれば、左下に総ページ数と文字数が表示されるので確認

できます。  ※赤い四角で囲んだ部分→ 

 

 

 

 

文字数や行数を調べることが出来るサイトがあるので利用するのもよいでしょう。 

【トレード(交換)掲示板 文字数カウント】 

http://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htm 

 

少しの字数オーバーなら、表現を変えたり、簡潔な言葉に置き換えたりしてみましょう。 

 

ネット婚活用のプロフィールでない場合、文字数の確認作業は不要です。最終チェックの後、 

印刷するなどして保管しておきましょう。時々見直して、書き直してみましょう。 

 

●編集のポイント 

・伝えたい内容に優先順位つけ、優先順位の低いものは、削っていくようにする。 

そうすることで、知ってもらいたいこと・伝えたいことをちゃんと残すことが出来ます。 

 

・字数に余裕があれば改行などを適宜に入れて読みやすくしましょう。 

但し、改行も文字数として１～２文字としてカウントされることがあります。 

 

それでも、大幅に字数をオーバーしてしまうときは・・・ 

http://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htm
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●プロフィールを複数に分ける 

基本構成通りに構成し、あれもこれもと書いていると、予想以上に長い文章になってしまったの

ではないでしょうか。 

思いのほか長い文章になってしまった・・・ 

そんな時は、書きあげた文章を分割して、切り口変えて複数作ってみましょう。 

 

◆切り口とは？ 

切り口は、あなた自身をどんな風にみせたいのか、どんなイメージを相手に伝えたいのかという

ことです。癒しのイメージ伝えたいなら、そのイメージが伝わる内容を残すことを優先します。 

 

あなた自身の良さ（価値）の中から、「このように見られたい」というイメージは何でしょうか？ 

特にイメージが思い浮かばない場合、「親しみやすさ」「明るさ」「誠実さ」などが伝わるような

内容がおすすめです。 

 

ネット婚活では、いつでもプロフィールを書き直すことができます。ですので、まずは完成させ

ましょう。そして活動中は反応を見て、プロフィールを差し替えるとよいでしょう。 

 

●プロフィールを声に出して読んでみる 

文章に違和感がないか、堅すぎないか、目だけでなく耳でも確認してみましょう。 

 

●プロフィール作成のまとめ 

・完璧は目指さず、とりあえず完成させる。【プロフィール＝出会いの入り口】 

 →まずは、相手に入り口まで来て、扉を開いてもらう（読んでもらう】ことが大切 

 

・何度も修正ができることがネット婚活での利点だと知る 【試行錯誤が出来る】 

→反応を見て、魅せ方を変える、書き方を変えるようにすれば OK 

 

・沢山の人のプロフィールをみて、良いところは取り入れる【素直にとり入れる】 

→何故良いと思ったか なぜ、嫌だと思ったかを分析、改善に活かす 
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●補足：写真について 

自由記述欄以上に大切なのが、ビジュアルで魅力を伝える「メインのプロフィール写真」です。 

プロフィールの作成と並行して、素敵な写真も準備しましょう。自撮りでも構いませんが、出来

れば親しい人に撮影してもらうことをオススメします。写真は自然な笑顔で映っているものを選

びましょう。普段から、自然な笑顔づくりの習慣をつけましょうね。 

 

ここまで読んでみて、ワークの内容を見て、難しいとか、面倒だなとか 

一生懸命書かなきゃいけないものなの？と、感じたかたもいるかもしれませんね。 

 

プロフィールは、書き方にルールがあるわけではありませんし、上手な文章を書かなければいけ

ないものではありません。コツはあるけど、誰にでも響く書き方というのもありません。 

 

あなたが出会いたい相手に伝わるように、あなたの言葉で書くことが大切なのです。 

 

ところであなたは、プロフィールの 2つの役割は覚えていますか？ 

 

「あなたの存在と魅力を知ってもらう、出会いの入り口」 

「未来のパートナーへのお手紙である」 

 

ネット婚活では、プロフィールを書いて公開することで出会いの入り口が開きます。 

プロフィール作成に手を抜く＝入り口を閉ざすという事のです。 

 

若くて美人であれば、プロフィールを公開するだけで、申し込みが殺到します。 

とはいえ、たくさん申し込みがあったからと言って、運命の人に出会えるとは限りません。 

 

自分自身の「こんな人と出会いたい」「結婚したらこんな毎日にしたい」という 

想いをちゃんと持って婚活をすることで、あなたにふさわしい人との縁が引き寄せられ 

繋がっていくものだと思います。 

 

あなたに佳き出会いが訪れ、幸せな人生を描いていけますよう、心よりお祈りいたしております。 

（婚活レッスン プロフィール作成のまとめ 終わり）
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最後に 

 

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。PDFはいかがでしたか？ 

 

私自身の婚活についてお話させてくださいね。私が婚活を始めたのは４０歳過ぎで、特に美人で

もなく、２人の大きな息子がいて、仕事は派遣社員という、結婚相手としては魅力的ではないた

め、予想はしていたのですが、お申し込みはあまりいただけませんでした。 

 

そこで、プロフィールを何度も修正し、私が出会いたい本気の人だけに伝わるようにと心がけて

いたことが、今から思えば良い効果をもたらしてくれました。おかげさまで、嫌な思いをするこ

とはほとんどなく、たくさんの素敵な方とお話する機会に恵まれ、パートナーとも出会いました。 

 

ところであなたにとって、「結婚」は、人生においてどのようなものでしょうか。 

人生に欠かせないもの、自然の流れやタイミングに任せ、縁があればという人もいると思います。 

 

結婚する・しないは、本人の自由だと思うし、今は、結婚を意識して何らかの行動をしなければ

結婚が難しい時代。とはいえ、１度は結婚してみたほうが良いのかなと、私は思っています。 

 

恋愛して結婚して、離婚して、一人で子供を育ててみて、婚活をして、今のパートナーと出会っ

てみて、私が思うことは、多様な経験をしたほうが人生は楽しく豊かになるし、望まない方向に

進んでいると気づけば、いつでも、自分が主人公となって仕切りなおせるのが人生なのだと。 

 

ところで、現在も、そしてこれからも、「協同」が結婚の目的ではないかという気がしています。 

 

１つの事を２人で分かち合う、一方にだけ負担がかからないようにお互いが心を配り補い合う、

できることをできる方がする・・・収入を男性だけに求めるのではなく女性も経済的に自立でき

るようにする、家事や育児は負担を分担し、お互いができるようになるのも「協同」ですね。 

 

補い合うことで感謝が生まれる、２人で作り上げる喜びが生まれる。それが「結婚」で人生を豊

かにする秘訣かな？・・とも思ったりします。これが正解とはもちろん思っていません。 

あなたの考えは、いかがでしょうか。いつかお会い出来れば教えてくださいね。 

 

理想の出会いを生み出す！ 

婚活準備の専門家 てらむら のりこ 


