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突然ですが、あなたの部屋に、ぬいぐるみはありますか？	 

女性なら、一つや二つお気に入りのぬいぐるみを持っている人は多いでしょう。	 

では、子どもの頃にお気に入りのぬいぐるみや毛布があった人は？	 

きっと忘れてしまっているかもしれませんが、	 

ぬいぐるみや毛布から安心感を得ていた時期が、誰にでもあると言われています。	 

	 

スヌーピーが主人公のマンガ「ピーナッツ」に、	 

いつもずるずると毛布を引きずって歩いてるライナスという少年が出てきますが、あれです（笑）	 

「ライナスの毛布」で検索すると、たくさんの臨床心理学の研究がある事に驚くでしょう。	 

	 

今回ご紹介するのはこの「ぬいぐるみ」と「心理学」をかけあわせて	 

「ぬいぐるみ心理学」を独自に編み出した	 

いばっちこと、伊庭和高さんです。	 

	 

大学院まで行って教育と心理を研究し続けるなかで、	 

ぬいぐるみを通して、数々の心の問題を解決し、	 

人生さえも改善する方法を開発。	 

いまや全国からクライアントが通う人気になっています。	 

 

ぬいぐるみ１つで「自信がない」から卒業する！	 

３ヶ月でいつでも自信が生み出せる毎日を手に入れる	 

 

という看板を掲げた「ぬいぐるみ心理学」は、 

ブログも人気で、毎日３０００人が訪れていると言います。	 

	 

「ぬいぐるみが大好きなんです。だから、ぬいぐるみ心理学はライフワークなんです」	 

	 

といういばっちさんに、「ぬいぐるみ心理学」の開発秘話からお尋ねしました。	 

	 

	 

	 

「いばっち」こと伊庭和高（いばかずたか）さん。「ぬいぐるみ１つで、

自信がないから卒業する」「３ヵ月でいつでも自信が生み出せる毎日を手

に入れる」ぬいぐるみ心理学を主催。http://waniblog.info/	 
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-----------------------------	 

●「ぬいぐるみ心理学」がライフワーク	 

-----------------------------	 

	 

岡山：「ぬいぐるみ心理学」で成果を出されている方が大勢いると聞いています。	 

いば：はい。これはメルマガやブログでもお伝えしているのですが、	 

	 

・職場で、以前は周りを気にして飲み込んでいたことを言える様になった	 

・職場で１人ランチしたい時に同僚を気にせずさらっと行ける様になった	 

・ 無意識に頑張ってる自分がいることに気づけた	 

・苦手だった上司が異動した	 

・大型契約が決まり、経営していた会社の資金繰りが好転した	 

・会社を幸せに卒業できた	 

・彼氏に遠慮せず、気持ちを素直に伝えられる様になった	 

・６年付き合った彼氏からプロポーズされた	 

・やりたいこと、大好きなこと、ライフワークが見つけられた	 

・派遣社員から正社員になることができた	 

・気が進まないことは断れる様になった	 

・ 無理してお酒を飲まず、シラフで飲み会に参加しても楽しめる様になった	 

・ ２０年後に実現したいと思っていた目標が、３ヶ月で実現した	 

	 

……毎日、たくさんのご報告を受け取っていて嬉しいですね！	 

	 

岡山：ライフワークとしての「ぬいぐるみ心理学」との最初の出会いは何年くらいの話ですか。	 

いば：えっと、2012 年ですね。	 

岡山：その頃は大学か、大学院か。	 

いば：大学院に行っていたので院の１年生になりますね。	 

岡山：その頃は、ぬいぐるみを使った研究はなかったのですか？	 

	 

いば：幼児への研究はあったのですが、大人とぬいぐるみの関係性についての研究は、私が調べ

た限りでは何もなかったですね。ちょうど大学院進学後にもっと自分を自分らしく生きたい、こ

のままの毎日が続くのは何か違うんだろうなっていう想いを抱えていたんですよ。	 

岡山：なるほど。	 
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いば：だから、ライフワークって何？みたいな状態で。	 

岡山：そうすると、大学院を卒業した後は、心理系でお仕事したいという意識はあったんですか？	 

いば：教育系の大学院に行ってたんです。教育学全般と、教育に関する心理学をやっていて、将

来先生になりたいと思ってたんです。教員免許を持っていたので、大学院に行きながら、高校で

非常勤という形で世界史の先生をさせていただいてて。	 

	 

岡山：世界史を教えながら、大学院に通いながら、もうちょっと自分らしく生きたいっていうと

ころから「ぬいぐるみ心理学」と出会ったんですね。	 

いば：ちょうどそのころ、あることがきっかけで「ぬいぐるみがずっと好きだったんだな」

ってことに気づいたんです。ただ、ぬいぐるみを使ってどうしていくっていうところまでは、す

ぐには見えてこなかったんですね。何かしたい、ぬいぐるみが何かヒントになるけれども、ちょ

っとそれがわからない、と。でも、大きな方向性に気付いたので、それを深めていきたいな、と

いうところまでたどり着きました。	 

	 

	 

	 

岡山：そうだったんですね。ぬいぐるみが好きだった、まぁずっと子ども時代から、大学院に入

っても、お好きだったわけですか？	 

いば：えっと、正直言うと好きだとは思ってなかったんですよ。当たり前にありすぎて。それこ

そ寝る時にベットの周りに 10 体とか 20 体ぬいぐるみが居て、一緒に寝たり、あるいは話しかけ

たり戦わせたりして。で、歳をとっても、個数こそ変われど、やっぱり常に複数ぬいぐるみがい

て。大学院１年生の 10 月だったかな、男友達にぬいぐるみが実は身の周りにこれだけあるんだ

よねっていうことをカミングアウトしたんです。そしたら、男なのにぬいぐるみがそんなにある

って変だよねって言われたんですよ。	 
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	 で、変、変わってるねっていうのは、要は人と違う何かがあるんだなっていうことをその時感

じて。じゃあ、もしかして、ぬいぐるみがこれだけあったり、長く居たのって普通じゃないんだ

ろうなって。でも、自分はすごいぬいぐるみも好きだし、なにかぬいぐるみに関して他の人より、

秀でている何かがあるのかもしれないなって気づけたんです。	 

	 

岡山：そうやってポジティブにちゃんと受け止められたって言うのは、それは自分の中でなにか

あったんですか。なんていうか、逆に反応する人もいるじゃないですか。	 

いば：そうですよね。	 

岡山：ご自分の中で、どうしてポジティブに転換出来たんですか。	 

いば：最初はちょっとショックでしたけど、でも、変わってるって言われるのは、昔からそんな

に嫌じゃなく、なんかこう、人と違うものを何か持ってるんだな、と。あとは人前に立ったり目

立ったりすることもけっこう好きだったので、言われて最初はちょっとショックでしたけど、で

も嫌な気分は全然しなかったな。	 

	 

岡山：なるほど。そこでそういう風に捉えられて、もうちょっと掘っていこうという感じがあっ

た？	 

いば：人によってこれをポジティブととるかどうかって変わってくると思うんですけど、当時、

高校で先生をしていたこともあって、なにかを伝えていくとか、教えていく、といういわゆるセ

ミナー講師的なことをやりたいんだろうなって思う自分もいたんです。	 

	 

	 で、セミナー講師をやりたいって周りに伝えて行ったら、「あまり魅力を感じないな」、とか、

「なんかちょっと表面的だな」、とか、そういうフィードバックを受けたんですよ。	 

	 けっこうきついかもしれないけど、そういうフィードバックを受けたときに、今まで世界史の

先生をして話したりはしてきたけど、別にそれがイコール「ライフワーク」ではないんだな、っ

て気づいたんです。	 

	 

	 そうなったときに、やっぱり大好きな「ぬいぐるみ」っていうところに辿り着いて。この「ぬ

いぐるみ」に何かを掛け合わせていくんだろうなと思ったんです。「何か」の部分はちょっと見

えないけど、やっぱり「ぬいぐるみ」なんだなって気づけたのは大きかったですよね。	 

	 

岡山：ちなみに、その一端だけでも聞かせてもらっていいですか？ぬいぐるみへの熱い思い。	 

いば：何を話したかまでは覚えてないんですけど、「ぬいぐるみについて話してる時のいばっち、

表情があきらかに違うよね」っていう。「すごい楽しそうなエネルギーを感じるよね」って。	 
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	 で、それは今もそうなんですよね。やっぱりぬいぐるみのことを話してると、明らかに、楽し

そうにというか、止まらないというか。声も変わるみたいです。	 

	 

--------------------------------	 

●ぬいぐるみとの出会いは「運命」	 

--------------------------------	 

	 

岡山：なるほどね。例えばどのぬいぐるみが好き、とかってやっぱりあるんですか？	 

いば：私の場合は、運命的にぬいぐるみと出会っていくタイプで、例えば街中とかで、これいい

なと思ったら買っちゃう。だからキャラクターというよりは、その時の自分の感性にひかれたぬ

いぐるみがいるんですよ。もちろんこのタイプは人によって結構変わっては来るんですけど、私

の場合はその時の「運命」を感じたぬいぐるみをどんどん手元に置いてますね。	 

	 

岡山：例えばどんなぬいぐるみですか？	 

いば：例えば、好きなのはねずみのフレデリックというキャラクターがいて。スイミーとかを描

いてるレオ・レオニの展覧会に行って、偶然そのギフトショップでフレデリックのぬいぐるみを

見て、一目ぼれしちゃったんですよ。	 

岡山：かわいいですよね。	 

	 

いば：なんかちょっと目がとぼけてるような感じもありつつ、花を抱えてて。後々そのネズミの

フレデリックのストーリーを見ると、冬に備えて、冬眠の準備をするために、他のネズミは食料

を集めてるんです。でも、その中でネズミのフレデリックだけは、太陽に語り掛けたりとか詩を

作ったりしてるんですよ。で、その時はなんなのかよくわからないんですけども、冬になって、

洞窟の中に入って、その太陽の言葉とか詩を読むと、他のネズミがすごい心がポカポカになって。	 

	 

	 最後、「君はそういう事をしてくれてたんだね」っていう仲間の言葉に、オチが待ってるって

いうストーリーなんです。パッと見ると変わってるかもしれないけれど、自分のしたいこととか

思いを貫いてるというようなやつなんですよ。	 

岡山：なるほどね。	 

	 

いば：自分と重ね合わせたんでしょうね。当時。	 

岡山：そのぬいぐるみに、誰もが本音を話したり、自分の深層心理を反映させている、投影して

いるという理解をしているんですが、大好きと専門性と、段々と重なって、今の「ぬいぐるみ心

理学」に発展していったんですね。あ、これいけるかも、と思った瞬間ってあったんですか？	 
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いば：「ぬいぐるみ心理学」の発想を得たのが 2013 年の 6 月なんですよ。	 

	 大学に向かう道のりを歩いているとき、ひらめいたんです。自分は中学生の頃にいじめられた

経験があって、人の目を気にしたり、周りからどう思われるかも気にして、意見が言えなかった

り、いい自分を演じたりしてたんです。だからウケはよかったんです。ただ、なんか優等生だね、

とか、逆に言うとあなたは何を考えてるのかわからない、とか、優しいんだけど、好きまではい

かない、とか、悪くないんだけど良くもない、みたいな。	 

	 

	 そういうかたちで人間関係を続けて、けっこう苦しかったんですよ。僕の１day セミナーの告

知ページにも書かせていただいたんですけど、大学の 3 年生の時にサークル活動をしていて、そ

んな風に自分が語っているのを見た女性から、「あなたが本音を言ってくれないのは、私のこ

とを信頼してないのと同じだよ」と言われたんです。	 

	 

岡山：なるほどね、ずばり言ってくれたんだ。	 

いば：ずばり言ってくれて、そこで、あ、じゃあもうほんとに、気を使うんじゃなくてちゃんと

自分の思ってることを伝えていこう、表現して行こう、って思えたんですよね。そっからちょっ

とずつ出来るようになっていった、と。で、要はそういう人の目を気にしたり、周りを気にした

り、自分を抑えちゃっていた過去の痛みとか苦しみがあった。それを乗り越えてきたからこそ、

やっぱり同じような思いを感じている人に対して、やっぱり自分の経験を伝えていきたい、とい

う気持ちは強かったですね。その過去の痛み苦しみとぬいぐるみが、ある日突然、リンクし

て、つながったんです。	 

岡山：そっかそっか。	 

いば：それが 2013 年の６月。	 

	 

--------------------------------------	 

●ぬいぐるみと毛布は心の扉を開けるカギ	 
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--------------------------------------	 

	 

岡山：ずっと、ぬいぐるみに対して語り掛けていたりとか、本音を聞いてもらってたんですね。	 

いば：自分もそういう事があって、つらいとか苦しいという気持ちも受け止められるし、ちょっ

とずつ、目の前の友だちに対して、職場の上司に対して、気持ちを抑えず伝えてみようって思う

きっかけになるんじゃないかな、という着想を得たんですよね。	 

	 

岡山：本音を言ってくれないのは、信頼してないのと同じだよって女性の友だちが言ってくれた、

それって何年生の時ですか？	 

いば：大学三年生の時なので 2010 年ですね。	 

岡山：そういうことがありつつ、さっきの「ひらめいた！」というところも、やっぱりつながっ

ていったものなんですね。	 

いば：そうですね。	 

	 

岡山：で、そこから着想を得てから、次にやったアクションってなんですか？	 

いば：まず、大学院生をしていたこともあって、これって要は先行研究があるんじゃないかなっ

て思ったんです。要は、先に調べた人がいたら、それを参考にしたいと。見ていくと、赤ちゃん

とか子供に対しての研究はあったんですね。臨床心理学の分野では、赤ちゃんは 1 歳くらいにな

るまではお母さんの下を離れられない、そして 1 歳になってお母さんのもとを離れて、次に行く

のがぬいぐるみなんです。あと、スヌーピーのライナスとかが持ってる毛布、ブランケット。	 

	 

岡山：ありますよね。ライナスの毛布。	 

いば：そうです。あの毛布とかブランケット、ぬいぐるみに行くっていうのが、臨床心理

学で証明されてたんですね。	 

岡山：ぬいぐるみか毛布、ですね。	 

いば：そうです。かつ、歴史をひも解いていくと、ぬいぐるみって、単なるものじゃなくて、

魂を持った存在だと捉えられてきたんですね。要は、古代エジプトの頃からぬいぐるみのよ

うなものがあったという記録があるんですけど、宗教とか魔術の目的で使われていたんですよ。	 

	 

	 呪いの人形をイメージしていただくとわかりやすいんですけど、あれは、要は誰か人を見立て

ているからこそ呪いの人形なわけで、単なるものじゃなくて、魂を持った存在として、ずっと見

立てられてきたんです。	 

	 

	 で、ってことは、赤ちゃんは絶対お母さんに気を使わないんですよ。泣きたいけどお母さん機
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嫌悪いから泣かない、とかないですよね。お母さんの次にぬいぐるみに行く、かつ、ぬいぐるみ

は魂を持った存在として歴史的にみられ続けて来た。ということは、ぬいぐるみはほぼ 100％素

の自分、ありのままの自分を出してるんじゃないかと思ったんですよね。	 

岡山：それを「仮説」として持ったということですね。	 

いば：そう、「仮設」として。一方で大人とぬいぐるみの研究というのは私が調べる限りでは全

くなかったんです。で、私はもちろん子育てとかの分野でも伝えていけると思ったんですけど、

やっぱり自分自身、人目を気にしたり苦しんでたのは大人になってからだったので、大人の方に

対しても伝えたいな、という気持ちがあったんですね。	 

	 

岡山：子育て、じゃなくて大人に伝えたい。	 

いば：そうです。もちろん子育てとかも好きなんですけど、まず一番に伝えたいのが大人。だけ

ど、大人の研究はない。でも仮説は立てた。要は、子どもがほぼ 100％素の自分を出してるって

いうことは、大人も絶対ぬいぐるみには気を使わない。だったら、大人も無意識のうちにぬいぐ

るみに素の自分を出しているんじゃないか、と。	 

	 

	 最近だと、ぬいぐるみの様な抱き枕もありますし、それを見るとかなり可能性は広いな、と感

じました。でも先行研究がない。当時私は大学院でインタビューとかヒアリングをしながらそれ

をデータでとって、研究にするという手法を取っていたんですね。そのインタビューの手法を使

って、ぬいぐるみ心理学を体系化できないかなって思ったんですね。	 

	 

岡山：なるほどね。そういう道筋があるわけですね、今お話聞いてるとかなり必然的な。	 

いば：そうですね。	 

	 

	 

	 

岡山：それは研究室に所属して指導教官の先生が居て、ゼミがある中でも、今インタビューして

きました、とか、こんな反応でした、ということを発表していったんですか？	 
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いば：実は別の研究テーマでずっとやっていたので、完全にぬいぐるみ心理学は自分の研究とし	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

てずっとこつこつやっていましたね。先生には言えず。大学院では研究を二つやってたみたいな

感じです。	 

	 

岡山：ちなみに、表向きの研究は何だったんですか。	 

いば：表向きの研究は高校生のキャリア教育です。	 

岡山：なるほどね。そうだったんだ。だから就活の学生の気持ちっていうのは得意中の得意なこ

となんですね。そこでもつながってるんですね、今の仕事。それは２本立てだったのが、もう本

当に活かされてるわけですね。	 

	 ゼミとか研究室では高校生のキャリア教育の方を進めつつ、自分でやっていたぬいぐるみの研

究はどんな発展を遂げていったんですか。	 

	 

いば：まず人に聞かないとわからないと。その人とぬいぐるみのエピソードを聞きながら、何か

そういう共通点が出てくるんじゃないかと思ったので、まずは 100 人に聞こうと思いました。な

ので、友達とか、友達の友達とか、友達の友達の友達とかってどんどん広げていって、大体 2013

年の 6 月から 1 年ちょっとかけて 100 人に到達したんですよ。	 

岡山：じゃあけっこう丁寧に聞いて行ったんですね。時間もかけて。	 

いば：丁寧に聞いて行きましたね。やっぱりやればやるだけ、法則性みたいなものが見えてきま

すし、で、その中でそれこそ就活生に広まり、評判を呼び、就活生が大量に押し寄せる、とか色々

ありましたし。	 

	 

------------------------------------------	 

●いきなり評判を呼んだ「ぬいぐるみ心理学」	 

------------------------------------------	 

	 

岡山：就活生が大挙して押し寄せっていうの、ちょっと話して頂いていいですか？どんな様子だ

ったのですか。	 

いば：要はぬいぐるみとどう関わってるかを見ると、その人らしさが見えてくるんですね。その

人は何を大切にして行動しているか、とか、本当は何を求めているのか、とか。就活のエピソー

ドも全部そうなんですよね。どんな行動をとっていても、その行動をとる理由にはその人らしさ

がある。その人が無意識のうちに本当に求めているものは何か、自信をもってやれてしまうこと

があるよね、と。	 

	 

	 例えば、ある人で言ったら、カフェでアルバイトをしていて、お客さんに「ありがとう」って
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必ず声をかける理由は、またこのカフェにきてもらえるような安心感を持ってほしいためってい

うのがあるんですよ。	 

	 別の場面で、例えばゼミで下級生の子に対して丁寧にメールをしたりやり取りをしたり、説明

をしている理由も、下級生の子が不安に思わない、つまり安心してゼミに参加できるようにする

ためで、要はその人らしさというところに「安心感」というキーワードが出てくるんですよ。	 

	 

	 ということは、どのエピソードをひも解いても絶対に安心感とか、居心地のよさ、とか、

親密さ、とか、そういったキーワードに落ちていくんですよね。それに気づきさえすれば、

就活の面接時のエピソードとかなんでも話せるし、それが一番大切にしているものなら、

それと合致する企業を見て行けばいいよって言ったら、次々と内定が出たんです。	 

	 

岡山：面白いですよね、就活の時の面接って。面接官の人って、人を見る目がすごく肥えてると

思うんですけど、就活生さんは皆、いろんな練習したり、取り繕ったり、こういえばいいだろう、

とか、御社のことを、御社のために、とか色々言うわけじゃないですか、表面的なことを。だけ

ど、人を見抜く力がある人たちっていうのはたくさん面談しているわけでしょうから、当然そう

いう力も付いてると思うんですけど、「この人、本音を言ってるだろう」とか、そういうのって

わかるんですよね。	 

いば：わかりますね。	 

	 

岡山：それだけど、その目の前の就活生が、ちゃんと自分のことがわかっていたりとか、あるい

はこの人嘘じゃなくて、本当に楽しそうだな、とか、そういうのが見えると、その人と一緒に仕

事したくなったりするんですか？	 どんな感じで就活が決まるのですか？	 

	 

いば：面接官はもちろんそうなんですけど、例えばアルバイトで業績をアップしました、とか、

世界一周行きましたとかのエピソード自体は会社で役立つわけじゃないじゃないですか。企業で

採用活動をしている知人から伺った話では、就活で面接官が見ているのは、その人の「人と

なり」なんですよ。	 

	 何を大事にして行動してきたのか、どんな価値観があるのか、とか。どんな性格なのか、とか。

それがわかるからこそ、この部署のここに配置したいな、とか、会社には合ってる、合ってない

な、というのが見えてくるんですよ。	 

	 

	 さっきの人は「安心感」にその人らしさがある、と。それを過去の大学生活のエピソードでも

安心感を大事にしてやってきたし、会社でも例えばこういう場面でこういう形で安心感というも

のを発揮していきます、というと一本軸というか、筋が通るんですよね。だから、その人らしさ
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がすごく面接官に伝わる、というところですよね。	 

	 

岡山：結局その人らしさと人となりがわからないと、使う方としても想像もできないですよね。

その人と一緒に仕事できるか、とかね。	 

いば：悪くはないけど、うーんどうしよう、みたいな。	 

岡山：表面的なこと言っても、せいぜい「悪くはないけど」くらいにしかならないわけですね。	 

	 

------------------------------------------------------------	 

●３ヵ月で自信が無い状態を卒業できるのが「ぬいぐるみ心理学」	 

------------------------------------------------------------	 

	 

いば：結局、今私が「ぬいぐるみ心理学」で何をしているかというと、３か月で自信がない状態

から卒業する、ということなんです。ぬいぐるみ一つで、自信が生み出せる毎日を手に入れる、

と。それがゴールでもあり実現可能だというのは、今までやって証明して来たので、それを伝え

てるんですね。	 

	 で、自信がないって聞くと、本当に何もできないみたいなイメージを持つかもしれないんです

けど、そうではなくて、例えば普通に行動しているし周りから評価されてるんだけども、特定の

上司とか、パートナーに対してだけ、大事な場面で自分を抑えちゃうとか、あるいは行動してい

るんだけど、周りの評価とか目が基準になっているとかなんです。	 

	 

	 となると、その時の自分には自信が持てないんです。例えば就活なら、企業の評価を気にして

エピソードを考えちゃう自分には自信が持てないですし、あるいは仕事で働いてて、上司からど

う見られるかを気にして振る舞っていたら自分に自信が持てない。ぬいぐるみ心理学で、ぬいぐ

るみとの関わりを通して、自信が持てるように、いつでも踏み出せるようになっていきましょう、

と。	 

	 そうしていけば、自分の思い描く毎日も実現するし、願いも叶うし、実際、叶っている人がい

る、っていうところを今、私は伝えていってますね。	 

	 

岡山：なるほどね。	 

いば：それこそ人によっては、契約社員から正社員に昇格しました、とか、離婚寸前だった

旦那さんと一緒にディズニーランドにデートに行けるまでになりました、とか。描いてた

絵の作品、美術の作品がコンクールで第二位になりました、とか。人によって効果の出方っ

て違うんですよ。	 
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	 でもなりたい自分になる、とか、自己実現とか、あと自信が持ててない状態からその時の自分

で自信が持ててくる、とか。ある意味１day 講座の「いつでもノーと言える自信を身に付ける」

っていうのも、ノーと言えない自分を抑えてた部分を、自信をもってノーと言えるようになって

いく。ノーと言えるようになっていけば、どんどん変わっていくんですよね。	 

	 

---------------------------------------	 

●「ノー」と言えることは自信につながる	 

---------------------------------------	 

	 

岡山：ノーと言えるってことで自信を持って行くことにつながってるんですね。	 

いば：そうなんです、実は既に「ノーといえる自信を持ってるよ」という人も、対象になってき

ていて、大体、自信がありますって言われてる今までのお客様を見ていくと、実は自分に自信が

持てていない、けど自信があるって言って「繕う」、つまり良く見せていたりもしますし、ある

いはノーと言える自信の作り方が身に付いていくと、やりたいこと、大好きなことも見つかる自

信の作り方が手に入ったり、とか。人と比べることがなくなったりとか、自分で自分を大切に出

来たりとかも、全部につながってるんですよね。	 

	 

岡山：ですね。	 

いば：だから、まぁ、基本的にぬいぐるみ心理学の対象って、みんななんですよ。	 

岡山：どういう年代の方が多いですか。やっぱり就活生から、20 代、30 代が多いですか。	 

いば：女性ですね。８対２くらいで女性です。ただ、男性もどっちかっていうと穏やかな方が多

いです。年齢は、バラバラですが、基本的には社会人の方ですね。20 代後半から、50 代くらい

が多いですね。	 

	 

岡山：提供されてるサービスは１day 講座と個人面談の二本立てですか？	 

いば：今まではずっと個別の面談をしていたんです。で、やりながら気づいたんです。いままで

は、1 対１で向き合わないと、その人の課題とか法則、あるいはどうしていけばいいか見えてこ

ないんじゃないかと思っていたんです。でも、９００名以上のお客様と関わる中で、どういうス

テップを踏んで、どうやって行動していけば、根本的に抱える問題とか悩みが解決するか。	 

	 あるいは「なりたい自分になれる」っていう三つのステップを説明できるようになったんです。	 

	 それは１day 講座でお伝えしているんです。三つのステップで実現するというのが見えた以上、

これは、ちゃんと伝えていきたいなと。	 
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---------------------------	 

●ビジネスとして回るまで	 

---------------------------	 

	 

岡山：大学院卒業のときには、ビジネス的には回っていたんですか？	 

いば：大学院卒業後の 2014 年の 10 月にブログをはじめました。ただ在学中に友達から、オース

トラリアで行われるセミナーに一緒に行かないかって誘われたことが転機になりました。私はそ

のセミナー自体よくわかんなかったんですけど、面白そうだから行ってみようと思ったんですね。

結局、その友達はいけなくなっちゃって私一人で行ったんですけど。	 

岡山：(笑)	 

	 

いば：ただセミナー参加費と渡航代で 100 万円くらいかかると言われたんです。で、半分くらい

は出せるけど、もう半分くらいは足りないな、と。でもアルバイトをして稼ぐよりも、今後の自

分に何か残るような形でお金を得たいなと思ったんです。その時に偶然、グーグルのアドセンス

広告を使って、収益を得る方法っていうのをインターネットで見つけたんですね。	 

	 

岡山：たまたまネットで見つけたんですね。	 

いば：そうですね。じゃあこれ面白そうだからやってみよう、と。で、アドセンス広告のメンタ

ーにあたる人に付きながら、大体３か月から６か月で目標の金額を得られた、と。で、要は、ブ

ログでのマーケティング手法を、そのアドセンスの部分で学んだんですよね。こういう風なキー

ワードを使っていくと、理想のお客様が来る、とか。	 

岡山：なるほど。	 

	 

いば：ただ、アドセンス広告をでお金を得たのは、自分の好きなことじゃなかったんですよね。

だけど、ぬいぐるみ心理学をやる上で、好きなことを発信していく上で、アドセンスをやってい

た経験が生きると確信を抱きました。	 

	 

岡山：学んだノウハウを、ぬいぐるみ心理学に活かし始めたのがいつ頃なんですか？	 

いば：2014 年の 10 月からですね。	 

岡山：そうか、2014 年 10 月にブログをスタートして、スタートした時点で既に集客設計とか商

品構成とかっていうのはある程度構想として持っていたんですか？	 

	 

いば：集客設計は持っていました。ただ商品構想はなくて、それこそ単発の個別面談という形だ

けですね。ただまずはしっかりとぬいぐるみ心理学を広めて行きたいと、やはりライフワークか
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ら端を発しているので、お金の前にまずやっぱり伝えたいという想いがありました。	 

岡山：ですよね。	 

	 

いば：で、ブログをやって、メルマガに登録していただいて、ぬいぐるみ心理学を知ってもらう、

というところまでは出来てました。	 

岡山：ではそこはスタートからして、かなりしっかりした考えに基づいていたんですね。	 

いば：そうですね。	 

	 

岡山：ちなみに 2014 年 10 月っていうのは、もう大学院を卒業していたんですか？	 

いば：そうですね。	 

	 

	 

	 

岡山：メルマガは今何人くらい？	 

いば：途中で削除された方も含めると、累計で 900 名弱くらい。毎日１人から 5 人が登録してく

れてる状況で。アクセスも毎日 3200 人。ちょっと落ちる日があっても大体 2400 から 3200 の間

は常に推移してますね。	 

	 

岡山：やっぱり記事がたまってきて、２年半の間に育ててきた、継続の積み重ねがそうなったっ

てことですね。	 

いば：そうですね。でも方法を知っていたので、その方法さえ知っていれば、毎日１記事こつこ

つ書けば、３か月で最低でも毎日 500 人がブログを訪れる状態にはなれると思いますけどね。	 

岡山：500 人集まるのに、3 か月くらい。	 

いば：そうですね、毎日１記事。まぁ 100 記事くらい書けば 500 人は。	 

	 

岡山：それは経験的に知ったという事もあると思うんですけども、ただそうなるために道筋はあ

る程度、師匠から学んだりとか実地で感触を得ながら、あ、こうやってやるんだな、というのは
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自然と習得していったのですか。	 

いば：そうですね。例えば最近 Facebook 経由で、「3200 人が訪れるブログの作り方を教えてくだ

さい」っていう相談も受けたりするんですよ。でも実はこれもぬいぐるみ心理学で解決できて、

要は、確かに方法はお伝え出来るんですけど、例えば不特定多数の人に見られるからブログ上で

は自分を良く見せないといけないとかね、集客するためにこういう記事を書かないといけない、

とか……こういうのも自分に自信が持ててない状況なんですよね。	 

岡山：なるほどね。	 

	 

いば：そういう状態でどんなにテクニックを知っても、やっぱり気持ちも乗らないですし、どこ

かで挫折するんですよね。だからまずは、自分は本当はどうしたいのか、どういう自分で発

信していきたいのかがわかっている状態を、ぬいぐるみ心理学では「自信を確信に変えて

いく」という形で提供しています。	 

	 ブログをやる上で自信が持てていれば、私がテクニックを伝えると爆発的に伸びていくんだな

ということは感じていますね。	 

	 

岡山：テクニックは後からで全然いいですね。	 

いば：後からで全然いいです。ビジネスを展開されている方も含め、ぬいぐるみ心理学は正直ど

んな方でも対象になるなって気づけて。やればやるほど「ぬいぐるみ心理学」って奥が深いなっ

て。	 

	 

-----------------------------	 

● 「覚悟」を決めると人生が動き出す	 

-----------------------------	 

	 

岡山：１day 講座や個別面談等の商品設計みたいなこと、それは自然と立ち上がって来たんです

か。	 

いば：個別の面談はもともと実施していたんですけど、ちょうど昨年ですね。昨年がけっこうき

つかったんですよ、私。	 

岡山：そうだったんですか。	 

	 

いば：２月に、当時、結婚を考えてて５年位付き合った彼女と別れたんですよね。	 

岡山：２月に別れがあったんだ。	 

いば：彼女とは、ぬいぐるみ心理学をやる前から付き合ってたんですよ。で、別れた理由の中に、

やっぱり「ぬいぐるみ心理学」をやってるいばっちがちょっと違う、みたいなところがあって、
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結構つらかったんですよ。彼女とはぬいぐるみ心理学に気づく前から付き合っていたので、どう

しても受け入れられない部分があったのかもしれません。	 

岡山：そうなんだ。	 

	 

いば：本当に１か月くらいずっとダウンしてて、湿疹が皮膚に出来たりとか体調を崩したりもし

ましたね。あとは夏にかけてですね、7 月８月にかけて、やたらぬいぐるみ心理学でクレームが

来る回数が多くなったんですね。	 

岡山：へぇ。どんなクレームなんですか。	 

いば：なんか、あなたが言ってることはおかしい、とか、まぁなんだろう、どうして私の気持ち

をわかってくれないの、とか。もっとサポートして、とか。やたらその時期に多くなってきて結

構苦しかったんですよ。	 

	 

岡山：なんだったんですかね。	 

いば：その経験があったからこそ、私が決意したんですよね。もう、自分の人生を自分で変える

という覚悟を持ったお客様だけと関わろうと。	 

岡山：わかるー。	 

いば：じゃあ、その為にはどうしたらいいのか、まずは自分が覚悟を決めてお客様と関わらない

といけない。	 

岡山：そうですよね。	 

	 

いば：面白いのが、そう思った瞬間に偶然、私のビジネスのメンターに出会ったんですよ。	 

岡山：それ、またいるんですね。先ほどの先生とは別に。	 

いば：別で。メンターの方に偶然、本当に今まで何も知らなかったのに出会って。で、その人か

ら今も教えていただきながらやってるんですけども、ぬいぐるみ心理学っていうのもある種ライ

フワークなんですが、ライフワークをしっかりとビジネスにしていく。で、ビジネスにしてお金

をしっかりいただくからこそ、お客様の問題が根本から解決されるし、お客様も喜ぶよねってい

う。	 

	 

	 かつ、やることはやっぱり楽しくないといけない、と。でもその考えがやっぱりライフワーク

と合致して、ぬいぐるみ心理学に今足りないものを全部埋めてくれるなって感じたんですよ。	 

岡山：その中で商品設計が立ち上がっていったんですか？	 

いば：そうですね。	 

	 そして商品の金額ですが、今結構メルマガでも覚悟、覚悟って覚悟の話ばっかりしているんで

すけど、覚悟を金額に反映させたかったんです。私、昨年の 10 月に、もう覚悟を持ったお客様
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だけと関わろうと決めました。すべての基準って「覚悟」なんだなって理解したので、要は、例

えばお金に関しても、その方が覚悟を決めて下さる価格にしたい。	 

	 

	 あとそれこそ今、愛知や京都、大阪など、結構、遠方から通ってくださってる方がいるんです

よ。それもやっぱり覚悟の表れですし。あるいは先日面談したお客様は、ご主人に「ぬいぐるみ

心理学の面談を受けてくる」ってちゃんと宣言してくるんです。それもまた覚悟の現れですし。	 

岡山：ですよね。	 

いば：面白いことに、私が覚悟を決めて、そういう言葉を発信すればするほど、そういう覚悟を

持った方が増えて来てるんですよ。	 

	 

	 

	 

岡山：おもしろいですよね。それって「引き寄せ」とかいう人もいるけど、なんかほんとそうい

うのってあるんだなって、思えちゃいますよね。	 

いば：ライフワークもすごく、素敵な考え方だし、私自身もぬいぐるみ心理学がライフワークで

すけど、結局は覚悟が伴っていくっていうのが大事かなと。「ライフワークです、協力してね」

っていうのももちろん大事なんだけど、本当にそれを通して目の前のお客様と向き合っていくと

いう覚悟が決まれば決まるほど、本当にライフワークを必要とする方がやってくるんだろうなと

思いますね。	 

	 

岡山：実感されてるわけですね。そういうことをね。	 

いば：そうですね。	 

岡山：いやぁ、いい話だ。	 

	 

	 

---------------------------------------------	 

● ライフワークとマーケティングを掛け算する	 

---------------------------------------------	 
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岡山：周り見ててもなかなかライフワークをビジネスにしている人ってすごく少数だなって思う

んですよね。そこにはまだリアリティと直結している何かが欠けていて、それを一言で言うとマ

ーケティングかなと思うんですね。	 

	 じゃあ、アドセンスのときに学んだワードプレスブログはある程度習得していたので、テンプ

レート買って、商品設計も自分で学びつつだったんですね。でもプラグインはどうするとか、け

っこう細かいじゃないですか。やるべきことって。	 

いば：それも要はアドセンスの時にこれとこれを入れておいてねって言われたプラグインで使え

るので。暗記です。	 

	 

岡山：この程度ねって結構、さくさくって感じだったんですね。	 

いば：初期設定のところは正直マニュアルを見さえすれば出来るというか。	 

岡山：最初はね。	 

いば：そこが、１日くらい慣れてないとかかっちゃうんですけど、そこさえ超えればあとは全然。

楽とは言わないですが、あとは記事を書くだけですので。	 

岡山：そうですよね。なるほどね。	 

	 

いば：私、普通にブログマーケティング、ライフワークブログマーケティングの講師とか全部出

来ると思うんですよ。でも、やっぱり「ぬいぐるみ心理学」をやりたいっていう気持ちがあるの

で。要は覚悟を持った人に自信を持ってもらえれば、そういう方法を使ってもらっても確信にな

っていくと。だから、ライフワークである「ぬいぐるみ心理学」を、どうやってブログを通して

集客していくか、という部分もやっぱりお伝えは出来ますし、そのためには本当にそうしたい

の？みたいな、「どうしたいの？」という部分を、ぬいぐるみ心理学を通して、ぬいぐるみと一

緒に補完していくとうのが絶対必要。	 

	 

岡山：いやー、いい話だ。ちなみに周りを見回してみて、ライフワークとマーケティングという

のを掛け算している人っていますか？	 

いば：私 Facebook 始めたばっかりなんですけど、Facebook でマーケティングをされてる方は多

いですよ。Facebook からアメブロに連動させるって方は多いですよね。ただ、Facebook ありき

なので、例えば Yahoo!でインターネットを使って検索して、お客様が自分のサイトに辿り着くっ

て言う事はまずないと感じています。でも私がやっているのは、Facebook ではなくて完全にブロ

グなので、それこそ Yahoo!でインターネットを使って検索して、お客様が自分のサイトに辿り着

きます。	 
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岡山：ワードプレスですよね。	 

いば：例えば、そうだな。えーと、「八方美人	 心理」、とかで調べると私のサイトが出てくる。	 

岡山：なるほど。	 

いば：「自己犠牲	 なぜ」、とか。要は、Facebook と連動させていないのに、全国、海外も含めて

初対面の方ばかりが訪れてくださる。そういう私のやり方をやっている方は周りを見渡してもほ

ぼいないなと。	 

	 

	 要は、グーグルのアドセンス広告のところで培った知恵なので。裏を返せば、最近 Facebook

でも宣伝目的で使われることけっこう多いじゃないですか。見ている側も、投稿する側もやっぱ

り疲れちゃいますし。でも要はブログっていうのは Facebook とは関係なく、本当に悩みを解決

したい方が調べてくださったものなので、普遍的。一時的にアクセスされるものではなくて、あ

る程度普遍性があるものなので、今の時代ならではと思っていますね。	 

	 

	 

	 

岡山：そうですよね。じゃあその、Google のアナリティクスなどで計測したときに、ほぼほぼそ

ういう検索で来る感じなんですね？	 

いば：この前見た時、2600 くらいのその日のアクセスがあって、フェイスブックは 53 人でした。	 

岡山：なるほどね。	 

いば：Yahoo とか Google とかで調べたりとか。	 

	 

岡山：そっか。そういう意味では安定している。	 

いば：そうですね、毎日安定してます。あくまで聞いた話ですが、アメブロだとどうしても 10

倍くらい PV 数が水増しになってるとおっしゃる方もいますし、だからワードプレスと Google ア

ナリティクスの組み合わせなので、ほぼほぼ正確なのかと。	 



Create Books【夢実現インタビュー】	 
	 

©	 Create Books	 2017	 

	 

20	 

岡山：なるほど。今日はすごく短い時間でしたけど、ライフワークを形にするってこういうこと、

というのがすごくよくわかりました。	 

いば：そうですね。Google アドセンスをやってた時は、まさかそれがライフワークに生きるとは

思ってもいなかったんですよ。でもこうしてみるとやっぱり遠回りじゃなかったんだなって。や

っぱりぬいぐるみ心理学を伝えて行くって言うベースがありつつ、やっぱりライフワークを形に

していく場所、集客の面では、私のやって来た、歩んできたものって、ヒントにはなるだろうな

って。	 

岡山：ヒントありまくりですよ。	 

	 

いば：覚悟さえ決まっていれば、本当にコツコツだれでも、3 か月やっていただければ。ぬいぐ

るみ心理学ってものすごいニッチじゃないですか。でも、毎日 500 人の方が訪れて下さってるの

で。毎日不特定多数の 500 人に見ていただけてるのはすごいことだなって。そのこともやっぱり、

伝えていきたいなって心からそういう想いはあって。今回、お話をいただいたときも、少しでも

役に立てればなっていうところです。	 

岡山：いやぁ、ありがとうございます。いい話だった。	 

	 

いば：ライフワークやってるけど、集客に悩んでるという方も１day 講座の対象じゃないですか

ね。というかそうした方も参加されますね。	 

岡山：そうですよね。	 

いば：集客に悩んでいるっていうことは、どこかで、やりたいんだけど自信を持ててやれてない

ということなので、だからまぁでも、役に立てばすごく嬉しいなと。	 

岡山：いいですね！	 

	 

	 

	 

-----------	 

● 編集後記	 
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-----------	 

	 

	 さわやかないばっちさんの語り口は、どこにも力みがなく、淡々としている様でいて、揺るが

ない確信に満ちていました。何よりもこの２、３年間に１０００人近い人に提供してきた実績と、

インターネットを使ったマーケティングが安定していることから裏打ちされたものなのだと、今

回のインタビューで明確になりました。	 

	 

	 「ライフワーク」という言葉は、好きなことを仕事にする、好きなことでお金をいただく、と

いう素晴らしいビジョンの元に広がっていきましたが、どこかふわふわしたところがあるように

も感じていました。	 

	 

	 それを確実に、現実にしていった「いばっちさん」の歩みは、確実で自信にあふれて見えます。	 

でも時々に迷ったり、つまづいたりしながらも、大好きなぬいぐるみがきっかけで独自の世界を

築いていった喜びが、なによりもいばっちさんを支えてきたのだと思うのです。	 

	 

	 インタビューが終わった後に、「ぬいぐるみ心理学がきっかけで、ぬいぐるみが単なる愛玩具

ではなく、ぬいぐるみの存在を再定義ができたら幸せだなって思っています。」と伝えてくれた

言葉が印象に残りました。	 
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