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krsikkrさん 2013/10/2 03:01:03

閲覧数：5,589  回答数：4   違反報告

自分より幸せな人を妬み、不幸になれと思います。醜い心を抑えられず苦

しいです。

私は両親は早くに亡くなり、38歳で何とか結婚。ダンナの給料はギリギ

リ、結婚3年目、不妊治療中です。

家は

新築ですが新しい住宅地で、ご近所は皆、私達夫婦より10歳程度若く、殆

ど子供が二人います。

そこでまず、この人達は若くして結婚し、子供にも恵まれて、家も建て

て、順調に思われてならないのです。

私は苦労してやっと結婚できて、さぁ子供だと思ってもすんなり出来ず、

子宮の病気を治療中になり不妊治療もストップ、年齢的にもう諦めないと

いけない。

周りから子供出来ないんだねと思われて、それだけでも耐えられない。

だんだんと、他人の幸せを聞くと不幸になれ、と思う自分がいます。

今まではこれ程でもなく、気持ちを抑えられていたのに、最近は幸せな結

婚話を聞くだけで、その人の生年月日をみて運気が悪くないか調べて

悪いと内心嬉しかったり…

妊娠話なんて、もっと受け入れられず、もっと怖いことを思ったりもしま

す。

他人の不幸が楽しい、幸せは不幸になれと思うのです。

そして私自身は子供が産めないと自覚したら、生きていく自信がない、他

人に不妊だと思われて年老いて行くなんて耐えられない。

プライドの高さと、性格の悪さと、嫌な自分にどんどんなっていきます。

芸能人のアラを探すのも大好きです。本当醜い心になっていきます。

誰にも話せずここでぶちまけました。
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自分より幸せな人を妬み、不幸になれと思いま…
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目の病気

1 嫁が会社の先輩と裏で連絡を取...

2 彼氏に全てを告白すべきか悩ん...

3 高校３年の娘が毎日エッチして...

4 妻の体の事で困ってます妻は56...

5 セックスしたくてたまらない・...

6 42歳女、15年間の不倫が終わり...

7 真剣な悩みです。 実は人か...

8 ちょっと恥ずかしい話なんです...

9 夫が三歳の娘に性的虐待をして...

10 オナニーの有害性についてです...
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ベストアンサーに選ばれた回答

papajunny2さん 2013/10/2 03:47:58

違反報告

よくここまで書けましたね。それでいいのだと思います。

醜い心など誰にでもあります。人の幸せを喜ぶなど、滅多にできることで

はありません。他人の不幸は正直うれしいでしょう。

思う存分、人を憎んで、不幸を願ったらいいのです。

でも、あなたはこれを書きながら、そうした自分は嫌だと思っています。

なんと真面目で、素直な人だろうとも思いました。

いまは治療のこと、不妊のことで悩みがあるとしても、そうした時を超え

てあなたは魅力的な人になっていくのだと思います。

そのためにもいまはいい人になろうと無理せず、とことん嫌な人をやって

みてください。

ナイス   6

シェア ツイート はてブ

ベストアンサー以外の回答 1～3件/3件中

並び替え：回答日時の 新しい順 | 古い順

kodomohoshi2013さん 2013/10/2 07:25:25

違反報告

質問する人によって回答もガラリと変わりますね。

私が同じようなことを書き込むとそういう性格だから子宝に恵まれないと

人間否定までされます。

ナイス   4

Yahoo!検索で調べてみよう

芸能人 結婚 芸能人 子供 生年月日 性格 芸能人 夫婦 芸能人 不妊治療

「お一人様」に困っています
みんなのアンテナ

Yahoo!知恵袋カテゴリ 一覧を見る

1 欲しいものの「本音」と「建前」彼...

2 夫にドン引きしました。 年初めか...

3 妻の嘘について ある日妻が風呂...

4 妻のラインをみてしまったーー。シ...

5 妻が自宅に男を連れ込んでいました...

6 土曜日に兄が結婚します。花嫁がお...

7 ショックでした。 先日彼氏と５...

8 妻にコッソリ合法ハーブを使ったら...

9 会社のトイレで・・・ 女性人数は...

10 義実家に息子を預けた時の話です。...

ランキングをもっと見る

その都度声を出してしまう私、変でしょう
か？

「お一人様○点限り」の商品を大量買いする
客

同じ女性目線だと私って寂しく映りますか？

健康、美容とファッション

∟ 健康、病気、病院

病院、検査 病気、症状

インフルエンザ 目の病気

耳の病気 皮膚の病気、アトピー

花粉症、アレルギー デンタルケア

コンタクトレンズ、視力矯正

ニキビケア 水虫 薄毛、抜け毛

生理 女性の病気 男性の病気

性病、性感染症

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の

質問した人からのコメント 2013/10/2 07:50:52

 皆様ご回答ありがとうございました。BAに選ばせて頂いた方の回

答で、心の逃げ道ができたような気持ちです。醜い心も自然に薄らいで

いくような気さえしてきました。
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eyst3142さん 2013/10/2 05:23:19

違反報告

私もそういう思いはありましたが

TOEというプログラムを受けて

解放されました。

そんなことをしていたらガンになり

憎しみはストレスだから病気を引き寄せると

言われました。

そしてプログラムを受けて

変わりました。

ナイス   1

r1030̲m1222̲s0303さん 2013/10/2 03:58:25

正直、私もそう思う醜い心があります。過去が結構波乱万丈人生だったの

で、今多分本当に不幸な人からしたら私の生活や家庭は幸せそうに映るの

かもしれないけど、過去が過去なだけに全く満たされません。嬉しくて、

幸せだなと思っても全て一時的に終わります。でもそれは過去に縛られて

いるからであって、過去と決別すれば、違う自分になれると思い、今頑張

っています。

私は、醜い心の自分が大嫌い。でも自分を嫌っているような人間には、人

は寄って来ない。人が寄って来なければどんどん自分は醜くなるばかり。

自分が変わって、自分からどんどん出ていかなければ明るい未来は築けな

い。そして明るい自分を演じるのも大切。大変だけど、そうしてれば必ず

誰か手を差し伸べてくれる。初めからジメジメしてる人になんか話し掛け

にくいですよね。

醜い心がむき出しになるのは、何かに縛られているから。

お金、時間など。質問者様の場合は、不妊、年齢ですかね。

じゃあどうすれば醜い心を封じ込められるのか。考えます。

やはり、少しでも満たされる事が大事なのではと。

うまくいかない事全てに開き直ってみてはいかがでしょうか？

例えば不妊に対して→子供ができないならもういい。子供は作らない。養

子を取るなりする。とか、年齢に対して→時間は戻せない。だから前を向

いて歩く。一日でも多く楽しい思い出を作るために明日から旅行にでも行

こう、など。

どちらも努力ではどうにもならないものですよね。

だから、そうゆうのには開き直るしかないんだと思います。

信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
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違反報告

周りの声や年齢なんかは、気にしないでください。あなたはあなたの人生

を歩んでいます。よそはよそ、うちはうち、ですよ！

ナイス   1

あわせて知りたい

他人の幸せを妬む人の傾向。 妬む気持ちが強い人ほど"他人の不幸は蜜の味"と感じ...

なぜ女は幸せな人を妬むのですか？ ブログで友達に報告と思い、日々のことを書...

人の幸せを妬む自分が嫌いです。 カップルや自分より年収が高い人、社会的に認...

みんな死ねばいいのに、不幸になればいいのにと思ってしまいます。 酷い思考のと...

寂しすぎて辛いです。 誰かそばにいてほしいです。。。 孤独感に耐えきれません...

人の幸せを妬む人は自分が幸せでないからですか？

パートを始めて3ヶ月。 職場の人間関係が嫌です。 小さな会社の事務をしてます...

自分より不幸な人を見ると、ちょっぴり幸せを感じますか？

入国審査で聞かれる職業について。 女性で独身30代です。 ただの観光旅行でひ...

うつ病患者は自分が不幸だと思ってない？ だけど世の中にはあなたより不幸な人は...

ももくろのあーりんぐらいの 髪の長さにしたいのですが 今の髪の長さが30㎝ぐらい...

怒られるのを喜ぶ男友達ってどう思いますか？ その男はよく遊ぶ約束をドタキャン...

なぜ人は努力しないで人をねたむのか？ ずっと疑問に思っています。 なぜ、人は...

不細工な人は美人の人を妬むと人と比べて可哀想な人となるんですね。 美人の人を...

確定申告の季節です。 木造モルタル造りの住居・アパートの不動産所得（法定耐用...

【バイト】パチンコ屋清掃員【未成年】 とあることで高校を中退することになり、...

人を妬む人っていったい何考えて生きてるんだろうか？

家にEAB‒MPC33というパナソニックのスピーカーがありました。 このスピーカーは...

結婚式の参加について 長文になりますが、すみません。 先日、知り合いから...
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「不妊治療、結婚話」に関する質問

この質問につけられたタグ タグランキングを見る

ヤフー天気予報が面白い！

専門家が解決した質問 一覧を見る

気になる人がいます 回答受付中の質問

クラスの女子(1人)の悪口。 その子は、クラスの中心的な存在です。 最初の頃は...

他人の子供なんて、可愛くもなんともないと思いますか? 自分の子供は可愛いけど

他人の子供叱れますか?

他人に甘える子供。どうして親ではなく他人に甘えるのでしょうか?娘が小学生にな...

他人の子供をしかる人への評価?知恵袋で他人の子供をしかる人を睨み返したという...

他人の子供を呼び捨てにする事に違和感を感じます。仲間内で子供の名前を呼び捨て...

         

励ましてください… 18歳女です。 精神病を患い高校はいけず 外には出れず 家と外の行き
来のみ 青春はぜろ （友人は会いに来てくれますが 病気のことはしりま...

現在鬱病の高校2年です。学校でのストレスが原因で鬱病になりました。1年生の時の成績
はそこまで悪くなかったのですが2年の始めに鬱病になりそこからは勉強出...

職場で気になる人に仕事上の真面目な相談をしたら、激励のメールが来て、最後に『...

学生女子です。恋愛相談をさせて頂きます。 私は今まで恋愛というものをしたこと...

不妊治療 結婚話 他人 これ程 生年月日 醜い心

不妊

熊山　達也 上級心理カウンセラー

はじめまして。カウンセラーの熊山と申します。 自分を責めるのはやめましょう。
自分を責めても何も解決にはなりませんし、あなたの今後...

熊山　達也 上級心理カウンセラー

はじめまして。カウンセラーの熊山と申します。 薬ではありませんが、ご参考にな
れば幸いです。 バトマンゲリジ医学博士の「飲水法」と...

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/professional/qa/d2080401667
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13142513053
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14109375289
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1136103636
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13114057558
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1039436285
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1362739508
http://rdsig.yahoo.co.jp/weather/pc/top/movie/chie/3/RV=1/RU=aHR0cDovL3dlYXRoZXIueWFob28uY28uanAvd2VhdGhlci8-
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14150711189
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13151238283
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11156897796
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14156898549
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/tags.php?tag=%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/tags.php?tag=%E7%B5%90%E5%A9%9A%E8%A9%B1
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/tags.php?tag=%E4%BB%96%E4%BA%BA
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/tags.php?tag=%E3%81%93%E3%82%8C%E7%A8%8B
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/tags.php?tag=%E7%94%9F%E5%B9%B4%E6%9C%88%E6%97%A5
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/tags.php?tag=%E9%86%9C%E3%81%84%E5%BF%83
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/tags.php?tag=%E4%B8%8D%E5%A6%8A


3/11/2016 自分より幸せな人を妬み、不幸になれと思います。醜い心を抑え... - Yahoo!知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11114331631 6/6

同じ会社の人に一目惚れしました。 今年の1月に契約社員として入社し、 今研修で...

私には彼氏がいます。 去年のクリスマスプレゼント選びのときメンズの店をまわり...

気になる人から連絡がきて5日目。 彼女いないことを確認。彼氏いないことを言いま...

あなたの疑問はここから質問・相談しよう！

質問・相談

Yahoo!知恵袋アプリ
スマフォアプリで質問・回答・検索
がサックサクで快適！

Yahoo!知恵袋公式Twitter
お役立ち情報をチェック！

みなさまのおかげで10周年
Yahoo!知恵袋は10歳になりました!

アイコンの説明

知恵コイン

ライフ

画像投稿

研究機関への研究データの提供について

Yahoo! JAPANでは投稿者のYahoo! JAPAN IDを暗号化するなど、個人を特定することができない情報に処理した
うえで投稿内容、投稿日時などの投稿に関する情報を大学、独立行政法人などの研究機関に提供します。

Yahoo! JAPANが提供する情報によって、当該大学、独立行政法人などが投稿者が誰であるかを知ることはありま
せん。
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