
イルティ/自分革命🦊🐻さんの 
全ツイート振り返ってまとめてみた 

✅イルティさんはこちら 
→https://twitter.com/yep_ilty 

✅マネージャーのジョイさんはこちら 
→https://twitter.com/joy_jolty 

✅イルティさんのYouTubeチャンネルはこちら 
→https://www.youtube.com/channel/
UCT1olH_Me8E55EW0xZjpjzw/videos 

3000ツイートまでしか遡れなかったのですが、 
その中でも1057ツイートを厳選して作りました 

個人的に遡って見てみたいと言う方がいましたら 
かなり使えるツールがあるので 
お気軽に僕の方にDM頂けたら教えますね！！ 

✅ 幸平📕 しゃべるPDFデザイナー〔DMはこちらへ〕 
→https://twitter.com/hairyonokami?s=21 

ここからツイートまとめ👇 
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～～～2019年～～～ 
１、 
〔質問箱：〕 
好きな人に振り向いてもらいたいです。 
自分磨きって具体的に何をすればいいんでしょうか？ 

A.いつも笑顔で機嫌よくいる事！ 
我慢をしなければ勝手に磨かれていくよ！ 

２、 
悩んでる人の悩みって、 
いつも曖昧で不明確なだけだよ～🥺  

明確にして、具体的にしたら、 
悩みは、 

『大丈夫』か『大丈夫じゃない』 
のどっちかに分別できるからオススメ✨  

３、 
【tiktok動画】 

・私は生まれてこなければ良かった！ 
・産んでほしいなんて頼んでない！ 

そう思う方に見て欲しいです。 

※イルティは頑張る女性と子供の味方です。 
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#救いたい #お悩み相談 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1175011740502769664?
s=20 

４、 
やったぜぃ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1175011998972530688?
s=20 

５、 
よっしゃ！！ 
今からライン@の悩み相談、返しまくるぜ✨ (笑) 

待ってろ！ 
悩める少年、少女ー(≧∀≦)！！ 

#お悩み相談 
#恋愛相談 
#無料相談 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1175459345577832449?
s=20 
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６、 
1日で400人以上もライン@登録者が増えました✨  

そりゃ、返信が間に合わんてww 

#お悩み相談 
#恋愛相談 
#人生相談 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1175631088519041025?
s=20 

７、 
今日もshowroomありがとうございました✨  

showroomでは、 
ライン@やDMとは違い、僕が音声で直接質問に回答していくスタイルです。 

もし、参加希望者が 
いればDMくださいね(≧∀≦) 

ライン@、まだ返信溜まってる…(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1175817196846510080?
s=20 
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８、 
ライン@、質問、相談200件以上を返しきったぜ(≧∀≦)✨  

やりきったー！！ 

けど、また返信返ってくるから寝ます(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1175864934975959040?
s=20 

９、 
ズキュュュュュュン！！！！ 

石仮面ほしい… 

#ジョジョ立ち  
#ジョジョの奇妙な冒険  
#ジョジョ好きさんと繋がりたい 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1175998969693892608?
s=20 

１０、 
【youtube動画更新】 

悩みの本質！ 
まずは悩みの歴史を紐解いていこう！ 

https://youtube.com/watch?v=n-oE_AaXflc 
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これを知れば、 
今悩んでる悩みの正体がわかるかも٩( 'ω' )و 

ぜひ、観てね✨  

１１、 
この手は狐ポーズではなく、 
イルティポーズです！！🦊  

イェヤップ！！！！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1176428099308683265?
s=20 

１２、 
こんまま、1万フォロワー突入やー✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1176489005396873216?
s=20 

１３、 
〔質問箱：〕 
告白に自信がつく方法とは？ 

A.振られてもいいや！！ 
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って前提で行くと、勇気が出やすくなるよ٩( 'ω' )و  

１４、 
〔質問箱：〕 
自分に自信がなく恋愛に積極的になれません。 
どうしたらいいですか？ 

A.それは相手に嫌われたくない、恥ずかしい思いをしたくない 
っていう、【自分が傷つきたくないだけ】 

自分を守るのを辞めた時に恋愛を楽しめるよ(‾▽‾) 

１５、 
〔質問箱：〕 
親子関係のストレスで夜も眠れなく学校もなかなか行けずに勉強も遅れて教
室にも行きづらくなってもう嫌です。 
家族には「サボリ」「日頃の生活リズムが悪いから夜寝れなくなる」など言
われてます。 

今のようになる前まではいつもと同じ生活で普通に寝れたりしてました。 
なのに親は私の生活習慣のせいにばかりしてきます。 
辛いです。その時はどうすればいいですか？ 

A.たくさん寝て、起きてから学校に行けばいいよ！(‾▽‾) 
朝９時から必ず出校しないと行けない理由があるの？？( ・∇・) 

気にするからストレス溜まって寝れなくなるだけだよ！ 
だから３日くらいは心を休める時間を作ってもいいよー！ 
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１６、 
俺のshowroomを初期から応援してくれた配信者さんだから、俺もめっちゃ
嬉しい✨  

おめでとー(≧∀≦)✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1176847254679801857?
s=20 

１７、 
おかげさまで、ライン@の登録者が700人超えました👏 👏 👏  

だけど、 
圧倒的に10代の女性が圧倒的に多い(笑) 

毎日200通以上は返信してるけど、楽しいから日課になりつつある(笑) 

#無料相談 #悩み解決 #恋愛相談 #恋愛心理学 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1176936264727031808?
s=20 

１８、 
〔質問箱：〕 
元彼が忘れられません。 
次の恋愛にいくか、まだ思いとどまるかどうしたらいいですか？ 

A.まだ元彼さんに対して、言い残した事、伝えたい事、があるかもですね！ 
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そのやり残しに対して後悔して状態だと思うので、きちんとぶつけちゃった
方がいいですね(‾▽‾) 

そしたら、スッキリして次の恋に行けるかも！(≧▽≦) 

１９、 
うまくやろうなんて思ってない？？ 

頭で喋ろうとすると、小手先だから失敗するよ！ 

まずは、心で語ろうぜ✨  

２０、 
〔質問箱：〕 
誰にも相談出来ずにいます… 
彼には奥さんがいて、その関係からもう4年以上抜け出せていません（。＞
＜。） 
どうしたらこの恋を終わらせられますか？ 

A.お母さんから愛をもらえば治りますよ(≧▽≦) 
詳しくライン＠から相談ください✨  

２１、 
tiktokがフォロワー9000人超えましたー✨  

youtubeも着々と伸びてきてるし、嬉しい！ 

いつも応援してくれるみんな、 
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本当にありがとう(*>ω<*)✨   

まだまだ、 
爆進していくぜー！！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1177307473088147456?
s=20 

２２、 
みんなでワイワイしよー✨  

僕らと触れ合える場所はshowroomだけだから、気軽に来てねー(≧∀≦)！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1177464867826987010?
s=20 

２３、 
再告知！ 
この後、23時からshowroomでイルティ&ジョイによる生配信やります✨  

一緒に参加したい方は、ジョイくんの投稿から飛んでね(≧∀≦) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1177577689428852739?
s=20 
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２４、 
生配信では、リアルタイムでお悩み相談に乗れます。 

なので、よりスッキリしてもらえると思います✨  

毎週金曜23時からなので、また来週♪♪ 

アマチュア枠、1位だったので前田裕二さんから、いいねをもらえますよう
に(*>ω<*)(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1177629282517995521?
s=20 

２５、 
なんだかんだtiktokのフォロワーが1万人超えました💖  

いつも応援してくれ、 
みなさんありがとうございます😂  

まだまだ頑張っていくので、引き続き応援お願いします✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1177815592948002821?
s=20 

２６、 
ライン@も登録者が1000人超えました✨  

相談も連日たくさんバンバンきてます(笑) 
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返信遅れてしまい可能性が高いですが、必ず全員に返信します！！ 

なので、 
待たせてしまってる方は申し訳ないです！ 
しばしお待ちくださいね、、、(*>ω<*) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178023308475809792?
s=20 

２７、 
【不倫に対するイルティの回答】 

これが不倫を、 
肯定も否定もしない理由です！！！(≧▽≦) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178033273483579392?
s=20 

２８、 
〔質問箱：〕 
4年付き合っている彼と遠距離が始まって半年が経ち、 
LINEは毎日返してくれるけど寂しいと伝えても 
その時は良くても数日後にはまた寂しくなるし、 

Twitterで他の女性にいいねやリプばかりしているし 
自分とのLINEより楽しそう。 
辛いって分かってても別れる決心がつきません、、、。 

A.それは依存したいだけだと思う。 
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他に優しくしてくれる男性現れたら、すぐに別れよ！って思うかも（笑） 

つまり、他にいい男がいない 
ってのが本音かもね(>_<) 

２９、 
〔質問箱：〕 
友達が夜職なのですが精神的にも肉体的にも病んでる時にどうしてあげるの
がいいですか？最近死を連想させる事ばかり見かけるので心配で 

A.逃げてもいいよ！ 
って伝えてあげてもいいかも(>_<) 

３０、 
【ライン＠お悩み相談】 

イルティ、全員に優しくするつもりないからなー(‾▽‾) 

オコな時もあるからなーo(｀ώ )o 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178072045671743488?
s=20 

３１、 
同意しすぎたら、怒らせちゃった。。。 
ごめんちゃい(́；Д；`) 

メンヘラが悪いわけじゃなくて、不幸アピールしたいだけの人には、こんな
対応しかしません！！ 
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でも、厳しすぎたかな…？（涙） 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178630691669495808?
s=20 

３２、 
お詫びに明日、ジョイをハリセンでしばいた動画をtiktokに出しますm(_ 
_)m 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178640121442127872?
s=20 

３３、 
今日の相談者さんで、すごく感動した！ 
無料相談やってて良かったと思う✨  

悩める迷い人！ 
いつでも相談待ってるよー✨  

#人生相談 
#恋愛相談 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178652794946895873?
s=20 
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３４、 
【youtube更新】 
みなさん、お待たせしました！ 

本日の動画です！ 
https://youtu.be/gWCCd9AHKNE 

浮気について、その仕組みを解説しました(‾▽‾) 

３５、 
〔質問箱：〕 
お2人は本物の友達だと思いますが本物の友達でも喧嘩とか起きるんでしょ
うか…？ 
もし喧嘩したりするのならどうやって仲直りしていますか？ 

A.喧嘩した事はないな、、、 
常にお互い気を使わずに意見交換してれば、仲良くしていけるよ！ 

３６、 
人のせいが悪いのでなく、 
【人のせいにしないといけないくらい、自分は何に怯えているのか？】と向
き合うべき。 

世間の評価とかどうでもいいから、自分の大事な彼女としっかり向き合って
大事にしろやｗｗ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178759709811081217?
s=20 
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３７、 
【いつも応援してくださる皆さまへ】 

ジョイには勝てませんでした…(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178880383649103872?
s=20 

３８、 
オレは関わる人、 
全員に【前に進んで欲しい】って思うだけ。 

だから、 
不安と向き合って『逃げない』で欲しい。 
不安と向き合う【勇気】を出して欲しい。 

だけど、 
逃げたい時は逃げていい、 
それでもオレは見捨てない！ 

君が笑顔になるまで諦めない！ 

って、 
言ってる夢見たぜ(｀・∀・́)✨  

３９、 
仙人見習いイルティの『心のお悩み相談室』 配信中!! 

ゲリラで1時間程度、配信します！ 
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どんな悩みも解決するので、気軽にコメントお待ちしてます！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1179401753206362112?
s=20 

４０、 
たくさんの方に来ていただけました✨  
ありがとうございます(≧∀≦) 

駆け足でしたが、スッキリしてもらえた方もいて嬉しい限りです✨  

今後もゲリラは突然やるか、事前に告知はするのでツイッター、ライン@の
登録はお願いしまーす！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1179452625940434944?
s=20 

４１、 
気を使わないって、 
相手に本音を伝えること 

本音って『自分の価値観』 

本音を伝えないって、 
『自分じゃない自分』を相手に伝えてるから【嘘】を付いてるのと同じ。 

だから、 
本心を言わない関係って、ただの嘘の関係って事だね！ 
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って、ジョイが言ってたよ(｀・∀・́) 
サイテー！(*ﾟдﾟ*) 

４２、 
#アイコンとその中の人を貼るとフォロワーがブワァアアって増えるらしい 

似てるかな？ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1179630353553604608?
s=20 

４３、 
イルティは、 
子育ての相談も対応してますSparkles 

子供の『心の仕組み』もバッチリ(≧▽≦)♪ 

#子育てママ  
#子育て中  
#子育てあるある 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1179922446851301376?
s=20 

４４、 
〔質問箱：〕 
遠距離で7ヶ月付き合っている彼氏がいます。 
ゲームが趣味でゲームに時間の大半を使ってあまり話せません。 
どうしたらいいですか？ 
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A.君よりゲームを大事にしてる時点で、君への愛はないのかも(>_<) 

４５、 
〔質問箱：〕 
いつも気になっていたのですが、お面って手作りですか？ 

A.ジョイくんのお手製です(≧▽≦) 

４６、 
〔質問箱：〕 
普段はなにをされている方ですか？ 

A.変態仮面 

４７、 
〔質問箱：〕 
恋愛って損得でするものなんですか？ 
彼氏が損得で恋愛するって言ってて正直呆れました。 

A.なるほどねー！ 
彼氏さんは、恋愛に対して不安な部分があるのかもね！ 
自分が傷つくのを恐れてるから保険でそう言ってるんだよ(≧▽≦) 

君の愛で彼氏に安心感を与えてあげるといいよ✨  
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４８、 
イルティとジョイと絡みたい方は来てねー✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1180040721576783872?
s=20 

４９、 
いつも応援ありがとうございます✨  

悩み解決以外のイルティも、 
トークばちばちにイケてるので、ぜひ来週も楽しみにしててくださいね
(≧▽≦)♪♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1180163809761099783?
s=20 

５０、 
めっちゃ嬉しい報告をいただきました✨  

また、１組のカップルの幸せの協力ができて嬉しいです(≧▽≦)！！ 

#恋愛相談 
#悩み相談 
#心の仕組み 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1180207557421387776?
s=20 
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５１、 
話を聞いて欲しいだけなら、 
最初に『話を聞いて欲しい！』って言ってくれー（笑） 

アドバイスして、卑屈になられるの辛いｗｗ 

じゃないと、解決できる問題も解決できなくなっちゃうのがもったいない
よー(>_<) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1180312665324785664?
s=20 

５２、 
【youtube動画更新】 

今日の動画は 
人生の悩みと向き合う前に 
『自分に時間をプレゼントした方がいいよ！』 

って内容です。 

ここの意識があるかないかで、人生大きく変わるので、ぜひ参考にしてみて
くださいね✨  

https://youtu.be/h9NRHXvze78 
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５３、 
〔質問箱：〕 
夜中に叫びたくなる程涙が止まらない時があります。 

A.そんな時は思いっきり叫ぼう！！ 
叫べない状態なら思いっきり泣こう！！！ 

その感情を否定すると余計に苦しくなるから、その感じた感情を大切にして
あげてね！！ 

５４、 
〔質問箱：〕 
気になっている人っていますか？それとももう・・・・ 

A.気になってる人。。。。 
そもそも友達がいねぇ（笑） 

５５、 
〔質問箱：〕 
遠距離の彼氏と毎日LINEを数回しているだけになり、彼から電話しようとい
うことが無くなりでもLINEだけは来ます。 
本当は泣きたい時も辛い時も彼氏に話したいと思ってもLINEが未読の時に連
絡出来ず、1人で泣く事が多いです。 
付き合ってるってなんでしょうか、、、？ 

A.付き合うって、【不幸を一緒に乗り越えれるパートナー探し】の手前だと
思ってるから、合わないなら別れていいと思ってるよ(≧▽≦) 

君の感情を受け止めてくれない相手なら、君だけが不幸になる結果だと思う
よ(>_<) 

 / 22 400



５６、 
また幸せ者が誕生しました✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1180704972683395072?
s=20 

５７、 
【youtube更新】 

悩みの本質シリーズ４弾が登場✨  

『悩み』に関して、 
原点にて頂点である内容です！！ 

ぜひ、見てね✨  
https://youtu.be/HdAFsvr6B4w 

５８、 
【youtube更新】 

イジメ問題について『心の仕組み』を通して、僕なりの意見を説明しまし
た！ 

https://youtube.com/watch?v=wZC8U5rIxv0 

いじめに悩んでる方がいれば、ぜひみて欲しい動画です！！ 

イルティも小中高とイジメられてきたので、僕は弱いものの味方でいます✨  
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５９、 
お礼を伝えたい為に、ライン＠登録してメッセージを送ってきてくれた✨  

めっちゃ嬉しい(≧▽≦)♪♪ 
この活動をやっててよかったー！！！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1181212663025520641?
s=20 

６０、 
先日のshowroomでの、 
生配信でのお悩み相談をアップしました！ 

時間はちょい長いですが、 
コメント欄に目次を貼ってるので参考にしてくださいね✨  

僕らがどんな感じで悩み解決してるか楽しんで聞いてもらえたら、嬉しいで
す(≧∀≦)✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1181528486709579778?
s=20 

６１、 
イルティの相談者が、 
インスタグラムのストーリーに載せてくれてた✨  
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めっちゃ嬉しいぜ(｀・∀・́)！！ 

まだまだ、無料で相談乗るよー(≧∀≦)！！ 

※無料相談、人気出すぎて年内までかも(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1181707152584400896?
s=20 

６２、 
これが、困難を切り開く勇気をだした方の人生✨  

人それぞれ、家庭環境の問題もあるけど、 
それでも諦める必要はないからね！！ 

必ず全員、幸せになる力はあるとイルティは信じてるぜ(≧▽≦)✨  

#いじめ #無料相談 #人生相談 
#親子 #不登校は不幸じゃない #不登校 #学校行きたくない 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1181820451984564224?
s=20 

６３、 
【youtube動画更新】 

お悩み相談で、もっとも多い内容である 
『私は嫌われてる』『私には味方がいない』 
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という方の『心の仕組み』を解説しました！ 

https://youtu.be/94nrBotkvz0 

６４、 
キンコン西野さんのラジオを聞いてたら「一番勝たせた奴が、一番勝つ」と
言ってたのが、すごく感動✨  

無料の人生相談も1400人を超えた今、 

日本一悩み解決をする！！ 
という誰もやらない事を徹底して誰よりもやろうって改めて思えた！ 

西野さんのラジオはめっちゃ勉強になるからオススメです✨  

６５、 
『また相談してもいいですか？』 
ってのが、解決してあげれた！！！ 

と実感できるから、一番嬉しい言葉✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1182209634917965824?
s=20 

６６、 
【youtube動画更新】 

離婚したい！ 
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離婚しそう！ 

という夫婦仲がやばい人は必見の動画です！笑 

『離婚の教科書』 

https://youtube.com/watch?
v=3olZKK4GcQM&list=UUT1olH_Me8E55EW0xZjpjzw 

６７、 
撮影前にノリでインスタライブやったら、集まってくれた！(笑) 

来てくれた方ありがとうございます(≧∀≦)✨  

 YouTube撮影前は定期的にやろうかな！(*>ω<*) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1182289163233574912?
s=20 

６８、 
【目の前の問題】から逃げる人は 
『自分と向き合う』のが怖いだけ 

だって、 
自分が自分をどう思ってるか？ 

それが事実なら怖い… 
だから、答えから逃げてしまう 
それが『心の仕組み』 

目の前の問題って、 
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ただ自分を測るものさしなだけだよ！ 

けど、君は本当は素敵なんだよ？ 
知らなかった？？ 

６９、 
今日のイルティさん、 
珍しく男に優しくしてしまったぜぃ(*́Д｀*) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1182505016977805313?
s=20 

７０、 
こうゆう悩みを解決したいんじゃなくて、『自分の都合のいい言葉』だけを
要求してくる人って嫌ー(*́Д｀*) 

事前に不幸アピールしたいのか確認知ってるじゃん(*́・ω・) 

だから、 
周りとうまくいかない人間関係ばかりになるんだよー！ 

早く気付いてー(>_<)！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1182506637874974722?
s=20 
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７１、 
〔質問箱：〕 
心療内科に通って早7年ほど。 
最近は目眩や動悸もひどく、薬がないと眠れません。 
仕事も行ける時と行けない時の落差が激しいです。 

でも病院では「これです」といった病名がつかず、 
病気でもないのに通っている、 
普通の生活すらできない自分が嫌です。 

モヤモヤして苦しいばかりです。 
本当に病名のない、ただの気分が沈んでいるだけなのでしょうか？ 

A.うん、根本はただ我慢のしすぎ！ 

７２、 
〔質問箱：〕 
恋愛ってなんですか？ 

A.君の人生に勇気をくれるものだよ♪ 

７３、 
『心の仕組み』を極めて、 

イルティ仙人論を知れば、 
相手の本音も簡単に見抜けるのさ(≧▽≦)✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1182578551834284032?
s=20 
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７４、 
【youtube動画更新】 

今すぐ、誰でも！！ 
幸せを取り戻せる方法を大公開✨  

ぶっちゃけ、幸せって根本これです！！ 
https://youtube.com/watch?v=9Itj_UwexVc 

７５、 
寂しい時、 
自分以外にも『寂しい』って思ってる人はいる 

どっちかが先に声をかけるだけで、 
2人の寂しさは無くなる 

『辛い』ってのも同じ。 
同じ辛い人に、『先に気をかける』 
そうしたら、辛さは軽くなる 

なんでもそうだけど、 
【自分だけ】って事はないからね！ 

みんなファミリーだべ✨  

７６、 
不安と向き合うのを恐れて、我慢してしまう気持ちはわかる！ 

怖い！ 
怯えてまう！ 
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マジ、ビビるよ！ｗ 

でも、それだと人生は何も変わらない 

いつだって、人生を変えるのは『勇気』だけ！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1183153322624073728?
s=20 

７７、 
不倫について、全貌を全て語りました✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1183728680452800514?
s=20 

７８、 
〔質問箱：〕 
柿、シャキシャキかグジュグジュ 
どっちが好きですか？ 

A.仮面で噛めないから、口元から塗り込めるぐじゅぐじゅがいいかな！ 

７９、 
〔質問箱：〕 
会ったことないのにLINEや通話だけで好きになる事はありなんですかね？ 

A.それを好きと呼ぶなら、もっと海外での遠距離って起きｔってるはずだ
よ！ 
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都合がいいから身近で好きって錯覚するように思い込んでるだけだよー！ 

８０、 
〔質問箱：〕 
彼氏と他の女子とのツーショットが彼氏から送られてきたらどうしますか？ 

A.加工して、彼氏の首に包丁刺してる画像を送り返す 

８１、 
【youtube動画更新】 

うつ病の治し方！ 
というちょっと踏み込んだ内容の動画を出しました！ 

『心の仕組み』を通して、心を鬱を改善する方法などを紹介したので、参考
にして今後の生活に取り入れて欲しいと思います✨  

https://youtu.be/oi71dGx9oXI 

８２、 
【youtube動画更新】 

◆人って実は悩んでません！ 
と言われたら 
『えっ！！』と思いますよね(　ﾟдﾟ) 

実はこれが悩みの本質！！ 
悩んでるわけじゃなくて、本当は◯◯に悩んでるだけ… 
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今回は、ここの部分について解説したので、ぜひ今の悩みの参考にしてみて
くださいね✨  
https://youtube.com/watch?v=x4mTSdkYD9w 

８３、 
彼氏、旦那が拗ねて、不機嫌になるのは 
『オレを不機嫌にさせたお前が悪い！』 
って思わせるため 

ある意味、暴力！！！ 

８４、 
悩み相談にくる人は多いが、 
参考に説明してる俺のyoutubeを観て！と伝えても、一切見ようとしない人
が多くてびっくり！！ 

悩みたいだけの人って、本当に多い（笑） 

８５、 
【youtube動画更新】 

男に大切にされない『残念な女性の特徴』を解説しました。 

ちょっと私って男運がないかもー！ 
って思う人は必見の動画になります(‾▽‾)笑 

https://youtu.be/umu324FBnwI 
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８６、 
800人行った瞬間にwww 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1184782435050905600?
s=20 

８７、 
今日も撮影前のインスタライブ楽しかったー✨  

この後、21時からもshowroomでゲリラ配信します！ 
後ほど、ライン＠でも告知流すのでお待ちくださいね(≧▽≦) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1184792697984278529?
s=20 

８８、 
既読スルーなのでここで解答 

この母親は、 
『（周りから恥ずかしい母親って思われるから、私が迷惑だから）ちゃんと
して！』 
と言ってるだけです。 
※（）内が本音 

文面からも私は悪くない、言う事を聞かない息子が悪い！と責任転換してま
す。 

そりゃ息子グレるよ 
親が真剣に向き合ってくれないもん 
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1184872882892984323?
s=20 

８９、 
【youtube動画更新】 

恋愛や仕事、あらゆる場面で失敗が怖いです！！ 
という相談を多くいただくので、動画にしてみました。 

失敗って、 
そもそもどうゆう意味づけなのか？？ 

そこに気付けた時、 
本当の意味で失敗をしなくなるようになるので、ぜひ参考に見てね✨  

https://youtube.com/watch?v=LXnZyzAxmEE 

９０、 
最近、思ったのが 

人生に悩んでばかりの人って、 
【感情論】【根性論】ばかりの人な気がする(　ﾟдﾟ) 

９１、 
【youtube動画更新】 

とうとう来ました！ 
悩みの本質シリーズのファイナル！！ 
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この動画を見れば、 
あなたの長年の悩みの真の正体がわかる！？ 

今回は自分と向き合う動画になるので、閲覧注意です！笑 
https://youtu.be/kXAfj57yIuQ 

９２、 
認めてないから、現実は辛いと感じるよ！ 

認めたら、現実は優しいなぁって感じるよ！ 

９３、 
人生は長いようで短いよ！ 
残りの人生は堂々と生きたいよね✨  

ってことだから 
大事にしてくれない男に、自分の時間を使うのもったいないよ！ 

もう即別れよ！笑 

９４、 
男女問題について、たくさん相談いただくので動画にしてみました✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1186226317533990914?
s=20 
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９５、 
今日の動画は『不登校』について！ 

原因や解決方法は？？ 

なぜ、自分の子供が不登校になってしまったのか？？ 
そこと向き合う方法などを、ぜひこの動画を通して向き合って欲しいと思い
ます！！ 

#不登校  
#学校サボる  
#引きこもり 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1186612183855034370?
s=20 

９６、 
甥っ子達と動物園行ってきました✨  

キツネとクマはいませんでした(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1186612523509747713?
s=20 

９７、 
夢を叶える人は 
やってることが楽しめてる人 

だから、 
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夢の中で楽しんでると書いて、夢中と呼ぶのではないだろうか？(‾▽‾) 

９８、 
私は嫌われます。 
だから、頑張らないと好かれません。 

って自分は嫌われる前提で生きてたら大変じゃない？？ 

周りってあなたがそんなに頑張るから嫌がるんだよ 

９９、 
【youtube動画更新しました】 

今回から『子育て』についても動画を出していきます✨  

今日の動画は 
『過保護』についてです。 

今、自信がない、自分が嫌い、我慢して生きてる 

と言う方は要チェック！ 

これから母親になる女性もぜひ観てね♪ 

https://youtu.be/9ofgb5DYm8Q 

１００、 
【youtube動画更新】 

前回の動画に引き続き、過保護についてより掘り下げて解説をしました。 
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なんで母親は過保護をやめられないのか？？ 
にフォーカスしてみたので、ぜひ自分事として観てね♪ 

https://youtu.be/QXhvmfJ1aw0 

１０１、 
体のコンプレックスで相談もらうけど 
自分でどうにもできないものだね！ 

そして、 
どうにもならない事でだらだら悩んでる人は 

コンプレックスで悩んだことにしておけば 
本当に向き合うべきものと向き合わなくていい 

というメリットがあるよね٩( 'ω' )و 

１０２、 
〔質問箱：〕 
母親とはなんですか？ 

A.あなたを産んだ女性 
それ以下でも、それ以上でもないよ！ 

１０３、 
〔質問箱：〕 
一番好きな色はなんですか？ 

A.オレンジ！ 
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１０４、 
〔質問箱：〕 
一目惚れって経験ありますか？ 

A.高校１年生の時に一目惚れしました！ 

１０５、 
この方の本音は 

自分は我慢して耐えて不幸な人生 
世界は敵だらけ 

なのに私の教育で、 
我が子が幸せになったらダメ！ 

だって 
自分の母親に復讐したいから 

自分の母親の子育てが間違ってたと証明したい！ 

だから、わざと毒親を演じて、我が子を道連れに不幸をプロデュースする。 

って流れかなぁ～ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1187416381290975232?
s=20 
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１０６、 
相手を変えようとするから、生き辛いんだよ(｀・∀・́) 

１０７、 
【謝罪】 

毎週金曜は 
showroomでファンミーティングの日ですが、大変申し訳ないです!!!! 

イルティ、風邪引いてしまい喋れない状態で、今日はお休みします(ノω；`) 

代わりに、今週だけ『日曜23時』に変更して開催します(*>ω<*) 

楽しみにされていた方達は申し訳ないですが、よろしくお願いします。 

１０８、 
これを言われて、 
我慢しながら離婚しない旦那が多いのはなぜ？？ 

一線を超えなければいい！ 
とかじゃなくて、 

この奥さんは『旦那が悲しんでもいい』と思ってる価値観に気づいた方がい
いかな(*́・ω・) 

#セカンドパートナー 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1187706400794759168?
s=20 
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１０９、 
→◆周りに従って生きるか。 

→◆自分に従って生きるか。 

自分の人生は自分のもの！ 
奴隷のように従う必要なんてない！ 

あなたは人生を楽しむ権利がある。 

だとしたら、 
あなたの本音はなんて言ってる？？(≧▽≦) 

１１０、 
嫌いってのは 
言い方を変えれば 

嫌い＝許せない 
という『心の仕組み』 

許せない！ってのは、 
その人が 

あなたが『我慢』して 
守ってるルールを破ってるから 

それを破って 
平気で平然としてやがる 

自分は必死に守ってきたのに… 
→【自分は損してる気分になる。】 

が、嫌いの仕組み 
 / 42 400



１１１、 
ライン＠では、このような相談が多い！ 

確かに世の中には毒親と呼ばれる人もいる。 

親子だけども 
・価値観が合わない 
・苦手 
ってタイプもいる。 

だからと言って 
『親に気を使って生きる』は別 

親に気を使って生きてる限りは 
【呪い】にかかった状態で生きるしかないよ！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1188037393632223232?
s=20 

１１２、 
【youtube動画更新】 

基本的に相談者の９割は 
『自分が嫌い！！』という人ばかり 

そんな人に向けて 
『自分好き♡』ってなれるテクニックを解説しました。 

自分に価値がない 
自分ってダメ人間だ… 
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と思い込んでる人も要チェックしてね✨  

https://youtu.be/stv9UFQceZs 

１１３、 
ライン＠からすごく嬉しいメッセージいただきました！！ 

ありがとうございます✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1188058964602150913?
s=20 

１１４、 
ですって！ 

イルティのファン層は女性が多いから、こうゆう情報もシェアしていこ(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1188095572793679872?
s=20 

１１５、 
〔質問箱：〕 
お2人の仮面はいつ取れるんですか？ 

A.youtubeのチャンネル登録が100万人超えたら…？笑 
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１１６、 
人って笑えてない時に、 
目の前の事実を【深刻】に捉えてしまうよね 

だから 
とりあえず、笑おうぜ✨  

１１７、 
今まで寝てて、告知忘れてたなんて言えない… 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1188454575461695488?
s=20 

１１８、 
『何もできない』からって 
あなたを嫌いになる人はいません。 
  
『何もできないからこの人嫌い！』 
なんてことは、まぁ９９％ないよね笑 
  
でもね、 
  
『この人、自分が何もできないことをうじうじ悩んでやがる。うざい
なぁ～、めんどくさいなぁ～』 

『うん、嫌い！(≧▽≦)』 

ってなるだけだよ 
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１１９、 
我慢してるとさー 

何が楽しくて 
何が悲しいのか 
それすらわからなくなるよね。。。 

うん、だから、 
毎日言ってる気がするけど 

とりあえず笑おうぜ！！！笑 

１２０、 
〔質問箱：〕 
笑わないと嫌われるって考えを消したい 

A.『逆に嫌われてもいいや！』 
って開き直ればいいと思うよ♪ 

どんどん嫌われていこう！ 
そしたら、思ってるより嫌われなくて拍子抜けするから！(≧▽≦)笑 

１２１、 
これやばい… 

大豆タンパクで、 

太りにくい…だと… 

#罪なきからあげ  
#唐揚げ 
#ダイエット 
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1188578996302168064?
s=20 

１２２、 
最近、体罰がやめられない。 
という相談もきた、 

子供にわからせたい 
言葉で教えてもダメだから暴力 

そもそも、 
子供に善悪なんてわからないし、 
基本行動は『ノリ』が大半 

そして、 
いつまでも親が嫌がる行動を辞めないのは、親がいつも不機嫌だからだよ！ 

不機嫌な親を子供は好きになれなくなるし、親が自分をダメ人間とか思うか
ら 

そんなダメ人間の親から生まれた私もダメ人間かよ！！ 

って認識してしまうから 
反抗してるんだよ！！ 

確かに責任はイタズラした本人かもだけど、子供が悪いとは一切思わな
い！！ 

ってイルティ思います(｀・∀・́) 
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１２３、 
【youtube動画を更新】 

あなたにとって 
『運命の相手』っていますか？？ 

今のパートナーは運命の相手ですか？？ 

今回は、恋愛に悩む方から 
運命の相手の探し方の相談をいただいたので 

イルティなりに解説してみました！ 

https://youtu.be/L4QzzcFV63o 

１２５、 
目の前の【現実】を 
どうにかしようとする方が多いですが 
先に【心】をどうにかした方が大事！ 

なぜなら 
『心が現実を作ってる』から 

って意識で目の前を見るとすごく面白いですよ✨  

１２６、 
子育てシリーズ 
好評なら続きなどもたくさん作って行きまーす✨  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1189131164784574464?
s=20 

１２７、 
インスタライブ 楽しかったー✨  

今、毎日15分だけでもやろうかなと検討中～(*>ω<*)(笑) 

ps 

今日の配信では、 
悩みに対して色々アドバイスをしたので、このライブ動画もすごく参考にな
ると思います(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1189163149284429824?
s=20 

１２８、 
この方のコスプレがいちばんツボ✨  

#ジョジョの奇妙な大特集祭 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1189187613501972480?
s=20 

１２９、 
【youtube動画を更新】 
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今日のテーマは 
『悲劇のヒロイン』を演じたがる女性について解説をしました。 

それを続けてると 
一生不幸で終わってしまい、 

せっかくの人生がもったいないので、 
ぜひその特徴や『心の仕組み』を参考にしてほしいです✨  

https://youtu.be/roQF1rbjt9Q 

１３０、 
不味いラーメン屋には二度と行かないのと同じで 

無礼な人には二度と近づかないのが一番だと思う٩( 'ω' )و 

１３１、 
真剣になるから、悩みって解決する 

わけじゃーーーなくて 

それより 
先に笑って心を満たした方が 
悩みって解決しやすくなるよ(*ﾟ▽ﾟ*) 

１３２、 
時間を無駄にできない人ほど、 

幸せって感じにくいよね٩( 'ω' )و 
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１３３、 
今からyoutubeで生放送をします！ 

時間があるかたは気軽にきてくださいね✨  

https://studio.youtube.com/channel/
UCT1olH_Me8E55EW0xZjpjzw/livestreaming/dashboard?
v=oMgW383MdC8 

１３４、 
youtubeでの生放送楽しかった✨  
来てくれたみなさんありがとうございました(≧▽≦) 

放送はアーカイブで残してます！ 
僕のチャンネルでも見れるので、実際にどんな悩み相談を受けて、どんな回
答をしてるか観てね♪ 

showroomと違って 
実写で生放送してるので、また違った視点でもお楽しみください✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1189908750556991488?
s=20 

１３５、 
男ってほとんどの行動理念が【褒めてほしい】から！ 

つまり、先にとりあえず褒めてやれば勝手に動いてくれるって事。 
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でも女性は先に【わかってほしい】生き物だから、先に褒めるのなんかムカ
つくよね！笑 

だから、 
男女のトラブルって『先に褒めろや！！』って戦いなだけだね！ 

１３６、 
旦那に対して不満がすごい奥様が多い！笑 
でも、気持ちがめっちゃわかる！ 

男って本当に単純でバカだから、 
女性からすれば男の行動が理解できないよね！笑 

男は知能が低いって前提で接しないと、 
まともな人間だと思うと、 

めっちゃストレスになるだけだよ(>_<) 

 #旦那デスノート 

１３７、 
【youtube動画を更新】 

あなたにとって今でも許せない！ 
って相手はいますか？？ 

なぜ許せないと思うのか？？ 
嫌な事をされたから？？ 

違います。。 
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ぜひ、今日の動画で許せないという感情の本当の恐ろしさを知ってほしいと
思います。(　ﾟдﾟ) 

https://youtu.be/e4gj7BDS2M0 

１３８、 
毎週金曜日の23時からは、 
イルティ&ジョイによるファンミーティングやってます！ 

いつもはshowroomでやってましたが、今週からyoutubeの生ライブを使っ
てやっていこうと思います！ 

もちろん実写です！笑 

1日遅れのハロウィンという事で 
ワイワイ盛り上がって楽しみましょうね✨  

１３９、 
え、突っ込みどころありすぎて 
めっちゃホラー｡ﾟ(ﾟ́Д｀ﾟ)ﾟ｡ 

不倫を肯定して欲しいだけなら 
ストレートに聞いてくれたらいいのに！笑 

#悩み相談 
#不幸アピール 
#悲劇のヒロイン症候群 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1190382396719263744?
s=20 
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１４０、 
『自分の母親に気を使わない生き方がしたいです！』 
と相談いただく事が多いです。 

本気で仲良くしたい、気を使わない、良好な関係を築きたいなら 

母親との２ショットを待ち受けにして 
それを他人に見せたらいいよ♪(≧▽≦) 

１４１、 
今すぐエネルギッシュに 
元気になりたいなら 
【声を大きく出そう！】 

心とか体は繋がってるから、声を出せば勝手に元気になるよ✨  

・他人の目を気にする 
・他人の評価を気にする 

だから、 
声が小さくなって、元気なくなって、ネガティブになりやすくなるよ！ 

１４２、 
【youtube動画を更新】 

みんな必見！ 
『自信』について心の仕組みを通して解説しました。 

今回の動画を見れば、 
二度と『自分に自信がない！』って言えなくなるかも(*ﾟ▽ﾟ*)笑 
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覚悟してみてね♪♪ 

https://youtu.be/BOoSPW4yJmc 

１４３、 
・有料前の無料音声をやる 
・こちらは時間を確保して準備してた 

やりとり相手は30歳 
言ってる事よりやってる事が本質 
時間を奪ってる反省なし！笑 

今回、男の遊ばれてるって相談だが、こんな感じで人を適当に扱うから、自
分も適当に扱われるって自覚しなよ！ 
久々にイライラしてしまった(*́・ω・) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1190651911617171457?
s=20 

１４４、 
毒親を好きになる！！ 
って限界はあるから、必ず好きになる必要ってない 

【愛という名の呪い】をかけた親は確かに許せない！ 
けど親に執着してると、執着してる限り人生ってずっと生き辛い… 

だから、呪いを解放する方法は 
もう親への執着を捨てるしかないかな… 
#AD 
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１４５、 
『◯◯がやめれない』って心の仕組み 
→自分を責めたいから 

ダメな自分を責めてれば 
『本当にやらないといけない事から逃げれる』というメリット 

だから 
『ダメな私だから、できない状況が普通だし！』とやらない自分を肯定し
ちゃう 

このような人の本音は 
【今から逃げたい】ってパターン多いかな～ 

１４６、 
〔質問箱：〕 
家事は母親がやるのが当たり前？ 

A.誰がそんなルール決めたんだろう(　ﾟдﾟ) 

１４７、 
離婚したいけどできない… 
と悩める方には必見の動画！！ 

 　　　↓ ↓ 

【離婚の教科書】 

youtubeでも『離婚』と検索したら、 
検索上位にも上がるぐらい話題の動画✨  
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この動画で離婚できないと感じる悩みは払拭間違いなし！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1190794530322178048?
s=20 

１４８、 
心が強い人って 
何があっても動じない不動心！ 

じゃなくて  

本当に心が強い人は  
何かあっても 
感じた感情を外に出せる人だと思う♪ 

・悲しい 
・辛い 
・怖い 
・寂しい 

これらを我慢せずに 
素直に表現できるかできないかだと思うかな～ 
  
これを繰り返すから、勝手に心は強くなると思う！ 

１４９、 
コミュ症、自己否定強い人の中には、 
『人と話す時は面白い返しをしないと！！』 

って恐怖概念を持ってる人も多い！ 
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ここはいっちょ 
『面白い話できませんが、何か問題でもあんの？』って開き直れたらコミュ
症なんてならなくなる気がする(*‾∀‾)(笑) 

そうゆう人が、 
人から好かれる人だよな～ 

１５０、 
久しぶりにtiktok投稿したけど、 
みんなジョイ君のことが大好きなんだな！(笑)#TikTok 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1191372405534380032?
s=20 

１５１、 
【悲劇のヒロイン】 

障害あるから私はできません？ 

・わからせようとしてきてる 
・コメントできてる 

この時点で 
やればできる側の人だとわかります 

だから 

逃げの言い訳に障害は使わせません 
障害と真剣に向き合ってる人に失礼 
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不安から逃げるだけの人に対して 
イルティは言い訳を肯定しません！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1191383638501314560?
s=20 

１５２、 
結局、 
不幸アピール、わかってほしいだけアピールって、 

『私はここにいるよ！』ってアピールしたいんだよね。 

だから、不幸自慢ってやっぱり本人にメリットあるんだよ(｀・∀・́) 

イルティも昔は不器用だったから気持ちわかるよ(*‾∀‾) 

１５３、 
座ってても 

立ち上がれば 

起きれるよ٩( 'ω' )وドヤ 

１５４、 
高校生で10歳以上歳の離れた男性と不倫関係って相談きてびっくり！笑 

でも、この人生で 
『何を大事にして生きるか！』 
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がきちんと見えれば、幸せには勝手になっていくものだよな～ 

特に男に依存してしまってる方は、自分じゃ冷静になれない事が多いから、
イルティに相談してきてね！笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1191844131984826368?
s=20 

１５５、 
【youtube動画の更新】 

今日の動画は、 
『男性が自分の事を好きなのか？？』 

それを確認する方法を紹介します！ 

男性の気持ちなどを踏まえながら解説しているので、ぜひ参考にして活かせ
てもらえると嬉しいです✨  

https://youtube.com/watch?v=9DRSPqyGJs0 

１５６、 
この聞き方ってダメなの？？(・ω・)笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1192051825207173124?
s=20 
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１５７、 
今からyoutubeで生放送を開始します✨  

参加されたい方はこちらまで！ 
https://studio.youtube.com/channel/
UCT1olH_Me8E55EW0xZjpjzw/livestreaming/dashboard?
v=JyZz5c0UrSc 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1192065140742451200?
s=20 

１５８、 
【堀江貴文さんを盗撮した年配女性について】 

・なぜ炎上してるのか？ 
・なぜ盗撮した側が逆ギレしたのか？ 

『心の仕組み』を通して動画で解説しました！ 

盗撮され注意したホリエモンさんは100%正しいし 
逆ギレした女性も悪意はなく仕方なかった 

って前提の動画です。 

https://youtu.be/ckjxT7BY9qA 

１５９、 
【youtube動画を更新】 

バチェラーもシーズン３まで来て、 
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多くの反響を生み出してますが、 

今回の動画は、そんなバチェラーを通して 
『女性が男性から結婚したいと思われるポイント』を解説していきました。 

愛される女性と、利用される女性 
この違いも紹介してます！ 

https://youtu.be/SlxUKsBU73w 

１６０、 
バチェラーに関する動画が思ったより好評でありがたい✨ (笑) 

１６１、 
悩みって 

自分で自分を責めなければ、 

一瞬で解決するよ♪ 

１６２、 
何度もすみません！ 

トラブルで先ほどのリンクも使えないので、 
こちらのリンクから参加できます汗 

https://youtu.be/jHrk4vhKt84 
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１６３、 
昨日の生放送でもお話したけど 

【世界中の人はみんな味方】 
って事にしたらどうなるでしょうか？？ 

もし、世界中の人がみんな味方で 
やりたい事を応援してくれるなら、あなたは何して生きたい？ 
誰の目も気にしなくなったらやりたい事って何？？ 

１６４、 
【youtube動画を更新】 

『誰も私のことをわかってくれない』 
って嘆いてる方に向けて解決策を解説していきました。 

理解されたい、 
でも理解されてないから悲しい 

わかってもらいたい、 
でもわかってくれない 

そんな気持ちがある方にぜひ見て欲しい動画です✨  

https://youtube.com/watch?v=HjU5GJv-pkk 

１６５、 
『心の仕組み』として、 

大事に扱われないより、 
無視されるより方が人は遥かに恐いと感じます。 
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だから、無視されるぐらいなら、 
自ら構ってもらえる不幸を選ぶ。 

これが、 
いつも同じことを繰り返して失敗する人のパターンですね(*ﾟдﾟ*) 

自分が自分を無視するの、 
やめようぜ(｡ゝ∀・)b 

１６６、 
【youtube動画を更新】 

恋愛相談で、 

『彼が誕生日や記念日を祝ってくれない、むしろ忘れてるんです…私って遊
ばれてるんすかね？？』 

って相談をいただいたので動画で解説しました。 

けっこうシビアな部分に感じますが 
男性目線も意外と重要になってくるので参考にしてみてくださいね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1193456963847245824?
s=20 

１６７、 
【他人をバカにする心の状態&行動】 

・憧れからくる嫉妬 
・寂しさと悲しさから構って欲しい 
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・我慢して生きてるから他人が羨ましい 
・プライドが高く素直に褒めれない 
・ストレスが溜まり吐け口にしたい 

・マウントとって優越感に浸りにくる 
・人によって態度を変える 
・自分より弱い奴に威張る 

１６８、 
【笑えてない時の言葉は全部、嘘！】 

ほんとの問題って現実じゃーない 
その現実を捉えてる自分がいるだけだよ！  

その現実を『問題』と 
捉えてる自分が『本当の問題』だったりする。 
  
「自分を大切にしよう」って考えてる時も 
絶対に表情は暗いよね？？笑 

考える前に先に笑った方がいいよー✨ ✨  

１６９、 
【youtube動画を更新】 

悩みのメリットについて解説しました♪ 

人って悩み続けることにもメリットがある！ 
という内容のお話です✨  

内容を知れば 
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『あーー！！なるほど！！』って唸るはず！ｗ 

自分自身と向き合うきっかけにもなるので 
ぜひ参考にされてみてくださいね♪ 

https://youtu.be/0pJQh-L8znU 

１７０、 
感情との付き合い方ってすごく大事！ 

感情って、 
否定すれば腫れ上がり 
肯定すれば沈んでいく 
という性質があるよ！ 

だから、中途半端に否定しながら悲しむから 
その悲しみって腫れながら続いてしまうんだよ… 

100%思いっきり悲しみを味わってみて！ 
そしたら、びっくりするぐらい、すぐ消えるよ♪ 

１７１、 
【youtube動画を更新】 

失恋の教科書！ 
というテーマで失恋した時の対処方法を解説しました！ 

意外と失恋って引きずって悩み続けてしまうイメージがありますが、『心の
仕組み』を知って活用すれば 

意外と1日、長くても1週間ほどで失恋の苦しみって消えるものです！ 
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ぜひ動画を参考にしてね♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1194190476607229952?
s=20 

１７２、 
☆今から、youtubeで 
お悩み相談を生放送を開始します！ 

リンクはこちらをクリック 
https://youtu.be/v7F779zMz-g 

生放送ではリアルタイムで相談を受け付け、イルティが解決していきます！ 

※ライン＠で相談の返信がまだの方も生放送中に回答していきます！ 

１７３、 
生放送、楽しかったー✨ ✨  

イルティのおかげで夫婦関係が円満になりました💖  
ってコメントをいただけで嬉しい限りです(≧∀≦) 

まだまだ仙人活動がんばります✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1194285613324783616?
s=20 
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１７４、 
人生諦めも肝心！ 

・無理なもんは無理！ 
・できないのも才能！ 
・他に才能あるから諦める！ 
・できない事にも意味がある！ 

って素直に無理って諦めたら、 
他の分野で才能が輝くと思うよ✨  

１７５、 
その通りだと思います！ 

自己否定してる人は、 
『我慢しすぎ病』ってだけ 

気を使わずにやりたい事をやれてたら、勝手に楽しいことだけをやるから 

そもそも自分に 
【価値がある】とか【価値がない】とか、どうでもよくなりますね！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1194459773980172288?
s=20 

１７６、 
【子育ての悩みを解決します】 

ライン＠では 
・子育てに悩む 
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・子供との向き合い方がわからない 
という相談も多いです。 

子育ての仕方もわからず親を始める方も多いので 
この動画を見て、『子供の本音』を知ってください。 
 http://youtu.be/nHPj-EC63SQ 

#旦那デスノート #旦那嫌い #子育てママ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1194618340104273921?
s=20 

１７７、 
『心の仕組み』として、 
人は不安な時ほど【答えを求める】傾向がある！ 

不安な時って冷静じゃないから、 
見た、知ったって事が正解っぽく見えてしまう。 

なので、 
不安からくる正解探しって 
『自分を納得させるため』だけだったりするよ！ 

１７８、 
イケボのジョイ君がゲーム実況やります✨  

お時間ある人は覗いてみてね♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1194947240776753153?
s=20 
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１７９、 
悩み続けるって、 
結局、何もやらないだけ 

悩み続ける方が何もしなくていいから楽なんだよね♪♪ 

でも、 

実は悩んでる事にメリットがあるなんて、本人は無自覚だけど…(*́・ω・) 

１８０、 
最近、悩みをうんたらかんたら言ってますが、 

『明けない夜』ってないのと同じで 
不幸と感じる人生でも、いつかは暗闇から開ける日はやってくるから 

それまで、漫画でも読んでよ٩( 'ω' )و 

１８１、 
youtubeの動画を更新！ 

実はめっちゃ簡単！ 
最短で夢や目標を叶える方法！ 

というテーマです♪ 

いかにも怪しそうな感じですが 
『心の仕組み』を通して理屈的にわかりやすく解説したので、参考にしてく
ださいね✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1195279720562098179?
s=20 

１８２、 
毎週金曜日23時からは、 
イルティとジョイによるファンミします✨  

本日もいつも通りyoutubeで開催しまーす！！ 

時間ある方は気軽に参加してね(*ﾟ▽ﾟ*)♪ 

１８３、 
今日も深いお言葉を頂きました✨  

クマ: 
【相手に何が伝わったか？】 
という、意味深で深い部分がMVPの受賞ポイントですね！ 

キツネ: 
いやはや、夫婦揃ってMVPとはやりますな(́ﾟ∀ﾟ｀) 

以上、キツネとクマでした！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1195446337891815425?
s=20 
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１８４、 
意外とこうゆう本からも知識を学んだりしております。 

女性には頭が上がりませぬ～ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1195583782943768577?
s=20 

１８５、 
自分の子供や、自分のペットが世界一！！ 
って思う親バカが多いと思いますが、 

って事は親なら誰でも我が子が可愛い… 
． 
． 
『あ、自分の親も私を世界一って思いながら育てた時期があったんかな？』 

って思えたら、多少なり親への感謝がでてこない？？ 

１８６、 
シェアされると嬉しい(｀・∀・́)✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1195750567030579200?
s=20 
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１８７、 
youtubeの動画を更新！ 

https://youtu.be/yeFMzXO2P58 

１８８、 
前回は悲鳴の嵐だったので、 
みなさんコメント欄でいじりまくってやってください笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1196033121214296064?
s=20 

１８９、 
【確実に破局しない方法】 
という怪しい感じの動画です！笑 

基本的に男女の仲が悪くなる理由ってこれだけ！ 
ってのを紹介したので、その原因と対策を知ってもらえたら嬉しいです✨ 男
女の関係って、 
『あー彼は価値観が合う～！最高！』と思って恋が燃え上がり、 

別れる時には 
『あいつとの価値観が違ったわ…』と言うパターンが多い(笑) 

つまり、 

価値観が合わなくなって、温度差が生まれる。 
→これが、俗に言う【冷める】って表現だね！(｀・∀・́) 
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１９０、 
リア充アピール(｀・∀・́)✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1196364648049627136?
s=20 

１９１、 
一目惚れとか、100から始まる燃えがる恋って減点式になるから、時間が経
つと冷めていくよね！ 

逆に、友達やお見合いとか、0からスタートしてプラスを増やして好きに
なっていく関係は、時間が経っても冷めにくいよね！ 

つまり、 
『好きになるまでは時間かけよう』 
(｀・∀・́) 

１９２、 
僕のyoutube動画の視聴者は、98%が女性視聴者という…(笑) 

女性向けにわかりやすくスタイル変えていこうかな(〃ﾟ艸ﾟ)✨  

１９３、 
今からYoutubeで生放送を始めます✨  
https://youtu.be/23--Jmoqyhw 

お時間ある方は気軽にきてね✨  
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１９４、 
『嫌われたくない！！』 
って思いながら生きてると、 
結局、嫌われる結果で終わる… 

逆に、 

『嫌われてもいいや！』 
って開き直ると好かれ始める… 

不思議だけども、世の中そうなってるよね～！ 

１９５、 
自分の自尊心を守る為 
逃げるためだけに、 

あの手この手、二手三手先を考えたりする人は多い。 

そうやって、 
【企む、戦略を練る】 
のも悪くはない 

けど、 

その労力を、 
『自分が幸せになる』為に使ってみてはどうでしょうか？？ 

幸せになる為の戦略や企みってワクワクして楽しいよ 
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１９６、 
◆本日のyoutube動画はこちら！ 

メンヘラ男性を彼氏にするな！ 
特徴からわかる見抜き方を知っておこう！【イルティ仙人論】  
https://youtu.be/5COR0PzjbrE 
  
男性にも恐ろしいメンヘラーは多いです！ 
事前に見抜けていれば、ある程度のトラブルは回避できるので、参考として
知っておいてくださいね✨  

１９７、 
イルティも、このぐらい可愛くなりたい(*>ω<*) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1197151758134337536?
s=20 

１９８、 
宝くじで100万でも当たったら、目の前で失礼な態度をとる人いても、さほ
どイラつかないと思う。 

何かストレス溜まってるとイラついちゃう時もあるよね！ 

つまり、 
目の前の【現実】ってさほど大した事ない。 

自分の心が、なぜ現実に『反応』してしまった？ 

ここと向き合うと心が強くなれるよ✨  
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１９９、 
基本、イルティは女性の味方です！ 

女尊男卑します✨ (笑) 

２００、 
見習いから、仙人に昇格リニューアルしました✨  

『女子力向上委員会』を通して、今まで以上に女性が魅力的に輝くお手伝い
をしていきます(≧∀≦)！！ 

応援してくださる皆さん、 
今後もよろしくお願いします(｀・∀・́)✨  

２０１、 
〔質問箱：〕 
甘えるってどうやって甘えるんですか？？ 
もっと甘えていいんだよって言われても甘え方が分かりません。 

A.相手にどんな甘え方をされたら嬉しい？？ 
って確認したらいいと思うよ٩( 'ω' )و 

価値観は人それぞれなので 

２０２、 
〔質問箱：〕 
夫婦円満の秘訣とは？ 
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A.#旦那デスノート #嫁好きノート 
お互いにコミュニケーションの時間を大切にするだけ 
それがダメなら円満はムリ…笑 

それを諦めてる夫婦なら 
はよ別れて自分の人生を生きた方がいいだけとしか思わない… 

子供が可哀想。。。 

２０３、 
〔質問箱：〕 
どんな悩みも最終的に必ず、勝手に一つの命を作ったくせにその命で遊んだ
挙句放置した親が悪くない？となって更に落ち込んでしまいます（T_T) 

A.その文句を、親に本音で言えない自分に落ち込んでると思うよ(*́・ω・) 

２０４、 
今日は『いい夫婦の日』だそうですね！ 

だけど、僕の相談者の中には、 
『どうでもいい夫婦の日』と自虐されてて笑ってしまいました(笑) 

これは旦那さんが悪いよ…( *́艸｀) 

#いい夫婦の日 
#11月22 

２０５、 
◆youtube動画を更新！ 

今回から『魅力的な女性』をテーマとした 
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１本目の動画がこちらです！ 

【恋人と長続きするには？すぐ別れるカップルの特徴から見える秘訣】 
https://youtu.be/zQkdkMtuM10 

今の恋人と別れたくないけど、どうやって関係を良好にしたらいいか？ 
という悩み解決の動画です！ 

２０６、 
MVPおめでとうございます✨  
使い方は気にしないでください(笑) 

バツ→離婚の数　 
という前向きな捉え方に感動です(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1197923938564628480?
s=20 

２０７、 
ファンミーティングでは、 
1人の方のお悩みを皆んなで励ましながら応援していくという形に、すごく
感動しました✨  

助け合いって素敵（涙） 
そんな場を今後も提供できるようにイルティとジョイは、まだまだ頑張って
いきます！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1197929699474673664?
s=20 
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２０８、 
〔質問箱：〕 
彼氏と別れたいけど別れたら後悔するような気がして中々別れを告げられま
せん。 
最近前よりも態度冷たいし今は既読無視されている状況です。。。 
どうしたらいいのでしょうか？ 

A.損得だったり、プライドを優先した関係を続けると今よりもっと後悔する
結果になるかも(*́・ω・) 

後悔するよりも恥ずかしいという気持ちが勝ってるなら、今すぐ別れを告げ
る方がお互いの為だと思うよ！ 

２０９、 
【仙人イルティによる女子力向上委員会】 

今回の動画は、 
どうやったら女性が魅力的な女性になれるか？？ 
という『核』となる部分を紹介してます。 

全ての女性に伝えたいメッセージです✨  

魅力的な女性になるには？必要な条件はたった１つだけ  
https://youtu.be/Tjuy5fp67E4 

２１０、 
固執しちゃってる【執着】を手放すと、 

めちゃくちゃ毎日が過ごしやすくなるよ✨  
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２１１、 
シェアありがとうございます✨  

不安と向き合うのって怖いけど、向き合って人生激変させていく方もいるの
で、 

イルティは、そのような女性を応援します✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1198550064173441037?
s=20 

２１２、 
意識してMAX笑顔でいるだけで、　 
それ以上は深刻に悩めなくなるよ！ 

騙されたと思ってやってみて♪ 

２１３、 
ライン＠の相談者から嬉しいお言葉をいただきました✨  

これからも【女子力向上委員会】は、 
女性の味方として、悩み解決の協力をしていきます(≧▽≦) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1198589090465112065?
s=20 
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２１４、 
今日も生放送に来ていただいた皆さん、長い時間ありがとうございました✨  

イルティの活動も支えてもらい、やっと1つの節目を超えれました！！ 

まだまだ皆さんに素敵な情報と時間を届けていきまーす(≧∀≦)✨  

２１５、 
100から始まる恋愛って減点方式になるから、実はすぐ別れたり離婚する確
率が高い！ 

なので、 

オススメは、0から作る友達から恋人に発展していく方が幸せになりやすい
✨  

だから、 

女性は1人の男性に固執せず余裕持つために、男友達や人脈を増やしてく方
が結果的に幸せになりまっせ(｀・∀・́) 

２１６、 
自分が『好き』か『嫌い』かで悩んでる相談が多い～ 

そもそも、 
好きとか嫌いとかってない。。 

本音は、 
素直にやりたい事ができてない自分に自己嫌悪してるだけで、 
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それを簡潔に『自分が嫌いです』って言ってるだけだーよヽ(oﾟωﾟo)ﾉ 

人生の主導権は自分で握ろうぜ✨  

２１７、 
ファンの子が作ってくれました✨  

めっちゃ似てるー！！ 
感動レベル(≧∀≦) 

まさに女子力！！(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1200741722105339904?
s=20 

２１８、 
【重要】 

今日のyoutubeの動画は、 
・やりたい事をやる 
・やりたくない事をやらない 

が大事だよー 
って伝えてますが、 

無意識に 
・やりたい事をやれてない 
・やりたくない事をやらされてる 

って行動も 
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認識していくの大事ですからね！ 

【認識→理解→対処】 
という順で向き合ってきましょう✨  

２１９、 
性格良くして、 
・みんなに好かれたい 
・良いように思われたい 
って考えてない？ 

そうゆう人に限って 
『どうでも』いい人に成り下がるだけだよ… 

それならさ、 
周りに批判されたり性格が悪いとか言われても、自分が好きな事をやった方
が、まだ人生勝ち組だと思うよ♪ 

by女子力向上委員会 

２２０、 
失恋に関する相談も増えてきたので注意点。 

失恋で傷付いた時は 
『心の仕組み』として、 

・元カレを忘れようと思えば思うほど、心に深く刻まれて更に引きずるよ！ 

・思い出の写真とか捨てたり、消したりした方が、実はもっと長く引きずる
よ！ 
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２２１、 
生放送に来ていただいた皆さん、 
参加ありがとうございました✨  

いつもの倍以上の参加人数で、たくさんの方の相談に乗れて嬉しかったです
(≧▽≦)♪ 

最近youtubeでの知名度も上がってきてラッキー✨  

また次回もお待ちしてます！！(*ﾟ▽ﾟ*) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1201919521285521413?
s=20 

２２２、 
昨日の生放送で伝え忘れてましたが、 

相手がどう思ってるかなんて確認しないと、 
この世の中、誰もわかりません。 

なので、 

『信じるな 
　　疑うな 
　　　確かめろ！』 

って名言が一番理にかなってますね✨  
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２２３、 
たまに 
『私は自分が嫌いで、価値がない人間です。』って自虐を言う方がいます
が、 

【価値がない人】 
なんてこの世にいないよ。 

正確には 
【価値がないと思い込んでる人】 
がいるだけだと思うよ。 

泥が付いたって1万円は1万円、 
価値は変わらないんだよ✨  

それと同じ♪ 

２２４、 
いつの間にか、 
ライン@の登録者が1700人を超えてた！(笑) 

最近、一日10件は相談メッセージ来るから、イルティの認知も広がってきて
嬉しい(≧∀≦)Sparkles 

#悩み相談　#恋愛相談　#無料相談 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1202691156909314048?
s=20 
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２２５、 
本を読むのを勧めると、読むペースが遅くてじっくりしか読めないんです… 

って方もいますが、 
それにデメリットを感じる必要はないですよ♪ 

人より『共感能力』が高いから、じっくり読んでる傾向があるかもです✨  

作り手としては、そっちの方が嬉しかったりしますよ^^ 

２２６、 
〔質問箱：〕 
つい最近彼氏が出来たのですが、元から彼女が居ても他の女と遊ぶ人と知っ
ていたのに付き合ってしまいました。 
私はすごく嫉妬してしまうので、遊んでもそいつは好きにならんと言われて
も心配やし、他の女と遊んでほしくないんです。 

彼は他の女と遊ぶのに私はダメって言われてて、自分勝手すぎって思ったん
ですけど、なかなか言えなくて。 
どうしたら他の女と遊ぶのやめてくれますかね。 

A.先に、そんなクズ男に我慢してしまってる自分自身の生き方と向き合った
方がいいよ！ 

２２７、 
◆youtube更新 

今日の仙人イルティの動画は一味違いますよ✨  

　↓ 
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【男の本音】 
マジで人から嫌われる女性の特徴とは？【女子力向上委員会】  
http://youtu.be/fu22TItG0Swより 

動画を観てもらえればわかりますが、 
つい出来心で遊んでしまいました(笑) 

#フェルミ研究所 
#リスペクト 
#漫画動画 

２２８、 
今日の動画のハイライト 

#フェルミ研究所 のパロディ 
#イルティ研究所 
#ジョイ君イケボ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1203352071149211648?
s=20 

２２９、 
・やりたい事をやろう！ 
・やりたくない事はやらない！ 

ってのがシンプルな生き方。 

それができないなら、 
その原因に勇気出して向き合ってみよう♪ 
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２３０、 
【今日の格言】 

　無駄に生きるな！ 

　 熱く死ね！ 

、 
これテストでるよ(*́Д｀*)！ 

２３１、 
電話相談した方から、後日感想をいただきました✨  

このような嬉しい報告がぼくにとってのクリスマスプレゼントになります
(≧▽≦)💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1209769434157441030?
s=20 

２３２、 
気付いたら1日100人ペースでライン＠の登録者増えてるｗｗ 

無料相談の返信は年内までなので、ご相談ある方はお早めに連絡くださいね
✨  

※相談が廃止するだけで個別の応援メッセージやリクエストは来年以降も受
け付けてます(*ﾟ▽ﾟ*) 

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1210084046941745154?
s=20 

２３３、 
強がる人は弱いから強がる 
自分の弱さを受け入れる勇気がないから 

その結果、他人を責め始める 

自分の弱さと向き合えない人ほど 

自分の弱さを隠したい人ほど 

自分を守ることだけを優先する。 

【本当に強い人は自分守るより人生や時間を優先するよ♪】 

２３４、 
なるほど… 
ノリでやってるコントっぽいのが実は効果的だったとは…笑 

演技力をもっと磨いていきますｗｗ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1210093264130330624?
s=20 
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２３５、 
ライン＠には、上は６０才後半、下は小学生と幅広い女性から相談を毎日い
ただきます。 

その中でも、アドバイスが勇気に繋がってもらえるのが一番嬉しいです✨  

※僕の生放送や、相談した方はわかると思いますが、基本的にズバズバと口
悪くイルティはアドバイスします 
それを知った上で相談してね！笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1210178111473504258?
s=20 

２３６、 
確かにー！(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1210237706673872897?
s=20 

２３７、 
またまた素敵なご報告をいただきました✨  

イルティとジョイ君の活動が、関節的に結婚に繋がるとは…(*ﾟ▽ﾟ*) 

めっちゃ嬉しい限りです✨  

僕らの活動は、これからも【頑張る女性の味方】として応援を続けて行きま
す✨  
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#女子力向上委員会 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1210247492635217925?
s=20 

２３８、 
負けを認めたくない時 
人って執着しちゃうよね 

でも、それって隠れてる感情としては『悲しみ』が隠れてたりする 

それと向き合いたくないから、 
他人を責めて自分を正当化したくなる。 

それが悪い事じゃない 

そうしないといけないくらい 
辛い現実の中にいるだけ。 

心開く社会になれたらいいよね♪ 

２３９、 
やっぱ焼肉うまい😋 🍴  

ジョイ君と映画観に行ってから、焼肉食べるという忘年会をやりました✨  

来年からは、インスタにも力入れていきます(≧∀≦)✨  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1210518951299436544?
s=20 

２４０、 
マジで感動…(́；Д；`)✨  

みなさん、この応援メッセージくれたの10歳の女の子です！！！ 

しっかりしてるし、見てる視点が素晴らしい✨ ✨  
将来は更にすごいあげまん女性になる…(*ﾟ▽ﾟ*) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1210845796066680832?
s=20 

２４１、 
コミュニケーションで悩んでる相談者が多いですが、 

大事なのは、 

『相手に何を伝えたかでなく、 
　　　何が相手に伝わったか？』 

ここの確認を怠って、すれ違いで人間関係ダメにしちゃう方が多い気がしま
す！　 

コミュニケーションは一方通行ダメ！ 

双方向を意識してみてね✨  
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２４２、 
あと、 

すべらない話をするより、 
相手が知ってる話を話題にして、 

質問していく方が好かれやすくなるよ✨  

２４３、 
イルティをペテン師と言ったり、確実に名誉毀損に該当する人いたよな～
(笑) 
(すでにスクショで証拠は撮れてます) 

僕も成功事例を作って、 
同じように困ってる女性に教えてあげる活動もしていこうと思います 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1211789735783387136?
s=20 

２４４、 
今日のyoutubeの投稿は、 
今までtiktokに投稿していた動画の総まとめになります！ 

ここだけでしか見れないテーマを話してたりするので、ぜひ見てね✨  

※tijtokはもう投稿しないので、tijtokアカウントは年内で消去します(*>ω<*) 

２４５、 
年越し前でも、イルティ節でズバズバ言われる相談者ｗｗ 
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でも素直に受け止めてくれて、 
俺もすごく嬉しい(≧▽≦)♪ 

来年もたくさんの方の女性の悩みを解決して、 
たくさんの笑顔を作っていく活動を頑張っていきます 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1212014512015994881?
s=20 

～～～2020～～～ 

２４６、 
あけましておめでとうございます㊗  

おかげさまでイルティとジョイ君は、今年も気持ちよく活動できそうです✨  

今後は、 
講演会 
出版 
何かしらリアルイベント 
をやっていきたいとも思うので、 

2020年も《頑張る女性と子供の味方》として、頑張っていきます✨  
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２４７、 
youtubeでめちゃくちゃ嬉しいコメントもらいました✨  

みなさん、いつもありがとうございます(≧▽≦) 

2020年も更にかっ飛ばす元気をもらえました！！ 

やる気みなぎるぜー！！！٩( 'ω' )و 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1213143304847577088?
s=20 

２４８、 
嫌われたくないから、 
素の自分を隠してしまいがちだけど、 

本当の自分以上に、 
魅力的な自分っていないよ(｀・∀・́) 

だから、 
恋してる君！！ 

自分隠す方がモテないぜ！！ 

２４９、 
youtubeの動画を更新！ 

今日の動画は 
かなりこだわって作った力作です！ 
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自分に自信をもっと付けたい！ 
堂々と生きたい女性にむけたお年玉みたいな感じです！笑 

自尊心を高めて自信をつける最も簡単な方法 
【女子力向上委員会】 
https://youtu.be/4k6HYTFb6Xk 

２５０、 
〔質問箱：〕 
コミュニケーション能力を高くするにはどうしたらいいですか？ 

A.コミュニケーションはテクニックと技術でよくなるよ！ 
近々、それに関する動画をあげるから参考にしてね♪ 

２５１、 
真実に近づく為には対話あるのみ！！ 

って名言があるように、 
男女の答えって、2人のコミュニケーションの先にしかないよね！ 

だから、 

あれこれ文句言う前にコミュニケーション不足をまずは解消しよう♪ 

２５２、 
これが人間の本質のような気がする✨  
すごく感動しました！！ 

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1213834729524359175?
s=20 

２５３、 
イルティのインスタグラムでは、 
このような滅多に表に出ないジョイ君が出没したりします(笑) 

youtubeではなかなか見れないジョイ君が見たい方は今後のインスタを
チェックしてね😊 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1213841182297477121?
s=20 

２５４、 
弱みがない人間がカッコいい訳じゃないよ！ 

弱みを受け入れて、 
それでも前に進んでいく人が素敵で美しいんですよ✨  

だから、 

弱みを隠して弱くなるぐらいなら、 
他人に弱みを見せて、 

勇気を与えて行こうぜ！！🦊  
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２５５、 
イルティの告白テクニックを実践された方からご報告をいただきました！ 

どうやら、めっちゃ効果的だったようです✨  
実践してもらえて嬉しい限りです(≧▽≦) 

これ最強の方法だと思うので、みなさんもぜひイルティ流の告白使ってみて
ね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1214408891288604672?
s=20 

２５６、 
これは間違いない！！ 
同意です！！ 

『女性の自己責任だろー！』 
って声もありますが、 

その女性の感情を利用する『悪意』が、そもそもの原因だろって思います！ 

自分の正当化しかしない奴にはみんな気を付けてね(*́・ω・) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1214505580749971462?
s=20 
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２５７、 
すごく嬉しいメッセージをいただきました✨  

みなさんが自力で女子力をあげていく素直な姿勢は、めちゃくちゃ嬉しいで
す(≧▽≦) 

こうゆう女性だから、 
みんなが応援して協力してあげたいって思いますよね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1214616833828851713?
s=20 

２５８、 
我慢ができる人って、忍耐力がある人！ 

つまり、 

幸せな人ほど、我慢できない、、笑 
だって耐えられないから(≧▽≦) 

だから、 
幸せじゃない事に耐えなけえれば 
今すぐ幸せになれるよ✨  

２５９、 
未来を想像した時に、 
ふと、そばにいて欲しい相手がいて 
それに幸せを感じれるなら 
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それが好きって事だと思うよ！ 

by好きがわかりませんと相談された方への回答 

２６０、 
落ち込まない自分になるには 
落ち込む時に、とことん落ち込めばOK 

時間をしっかり使って、 
しっかり落ち込む！ 

すると、心が強くなり落ち込みにくい自分になる。 

【落ち込む】 
って行動を中途飯場に我慢するから 
中途半端に苦しむだけ。 

だから感情は、 
どんどん吐きだしていこう！٩( 'ω' )و 

２６１、 
人生が幸せになる方法を数えてみよう！ 

美味しいもの食べる 
寝たい時に寝る 
友達と笑う 
好きな人と時間を共有 
失敗しても笑う意識 

などなど、 
意外とたくさん出てくる❗  
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なら、 
不幸になる方法は？？ 

よく考えてみたら 
『自己否定』してる時だけ！ 

【今ある幸せを数えた方が幸せだよ♪】 

２６２、 
人生後悔してるって相談者も多いけど、 
やり直そうと思えば、人生って何回だってやり直せる！ 

『またダメな自分に戻った…』 
って思っても、 

何度だってまた生まれ変わる決意をしたらいいよ♪ 

【新しい現実は何度だって今から始めて大丈夫だよ】 

２６３、 
客観的に自分を見たら、 
案外こんな事に…って気付けたりしますよね✨  

自己考察されてて、ステキだと思います(≧∀≦)✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1219353912014041088?
s=20 
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２６４、 
『○○がうまくいきません！』 

この○○に当てはまるのは 
恋愛、勉強、ダイエット、対話などあるが 

この表現してる人には 
『自分はやってるつもりですが、なぜかできないんですよね～』 

という、 
「自分悪くない」って態度とる人が多い！(*́・ω・) 

【改善しないと一生悩み続けるよ！】 

２６５、 
ヒロさんに無料でyoutubeの分析していただきました！ 

僕の周りにもyoutubeされてたり、始める女性も多いので、 

チャンネルを成長させたい方は、ヒロさんのフォロー&情報はめっちゃ有益
なのでオススメです😊 ✨  

※いつかyoutuberになる！って学生さんもフォローだけでも社会勉強にな
るかも(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1220196670236872704?
s=20 
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２６６、 
『人に嫌われるのが怖い！』 
って思う人は、 

その人に対して 
『自分の事を嫌うぐらい、あなたは性格が悪いやつだよね？』 
って言ってる事に気付いた方がいい。 

信じられてない、疑われてる相手の気持ちも考えて！ 
だから、相手に嫌われる٩( 'ω' )و 

【決めつけるならポジティブに決めつけよう！】 

２６７、 
親の子育てに文句言う人いますが、 
学校や実親から『子育て』って教わらないよ？ 

妊娠して体調崩しながら 
我が子を守り 

生まれた瞬間から 
子育て始まり 

正しさはわからないが 
世間の目は気にしちゃう。 

って思うけど、 
我が子を愛してない親はいない。 

【ただ愛し方がわからない不器用なだけ】 
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２６８、 
悩み続ける人は 
答えがわからなくて悩んでると思い込んでますが、 

実際は 
『解決方法』なんて知ってる 

・後悔したくない 
・損をしたくない 
って恐怖心から決断できないだけ！ 

つまり 
答えを知らないフリしてるけど 

【ビビって行動できないだけ！】 

ってジョイ君が言ってたよ 
(｀・∀・́)コワー 

２６９、 
男ってめちゃくちゃ単純で、 
本当に好きな女性に対しては、 

・嫌われたくない 
・不安にさせたくない 
・笑顔を守りたい 
・常に会いたい、喋りたい、 
・その子の視界の中に居たい！ 

って常に思ってるよ。 
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２７０、 
男は、 
【最初の男】になりたい。 

女は、 
【最後の女】になりたい。 

なので、男性に対して 
『今まで経験した事ないわ！』 
『こんなに楽しいの初めて！』 

ってアピールすると、チョロいよ✨  

２７１、 
ファンマ→🦊 🐻  
を付けて、投稿にいいね押すと、僕もフォローさせていただきます(｀・∀・
́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1224748409074008065?
s=20 

２７２、 
離婚TVという面白い企画が始まるようです！ 

僕のチャンネルでは、 
『レッツ離婚』の動画から視聴者になってくれてる女性も多いですし、 

これから動画を投稿されていくそうなので、離婚や夫婦問題に対して悩まれ
てる方は参考になるかもです(｀・∀・́)✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1224761854662078464?
s=20 

２７３、 
男って何歳になっても褒めて欲しい 

なのに 

身近な彼女、奥さんに褒めてもらえないから拗ねて何もしなくなる。 

男って単純！ 
→褒めるから褒められる行動するよ✨  

それに対して 
褒めるような事をしないから褒めない。 
って女性が拗ねたら逆効果！ 

【褒めるって無償じゃなく先行投資だよ！】 

２７４、 
恋愛系などたくさん動画を出してますが、 
意外とイルティファンの方にオススメしたい動画はこちら！ 
→https://youtu.be/fcme1DuISao 

人間関係の全てはコミュニケーションなので、 
恋愛する前にこっちも意識していくと女子力あがります✨  
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２７５、 
昨日のファンマで盛り上がった懐かしい番組達(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1225937174626889728?
s=20 

２７６、 
親の事を 
40点の存在 
40点の人生 
とか思ってたら、 

自分自身の人生、 
40点以上にはならないよ。 

それが心の仕組み。 

【自ら不幸を調整しちゃうよ】 

２７７、 
人は今しか生きれないから、 
どうでもいい事は、すぐ諦めた方がいい！ 

つまらない事に積極的にムキになって頑張っても、一年後には忘れてるし♪ 

よくわからない事に縛られて我慢してる人が多いけど、もっと自分の人生を
解放しちゃっていいよ？✨  

ってジョイ君が夢で語ってたよ(｀・∀・́) 
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２７８、 
〔質問箱：〕 
占いとか相性診断ってどれくらい信じていいものなんでしょうか？ 

A.いい結果だけ信じればいいと思いますよ😄  

２７９、 
〔質問箱：〕 
不倫恋愛をしていたら旦那さんにバレて修羅場。 
ダブル不倫の彼は元々夫婦の間に溝があったところに自分が現れたと。 

そういうように言われましたが、これって彼は逃げてるの？私が別れたら自
分も考えると。 

年齢も嘘で、仕事も体調の悪化で2年前にやめてました。彼は今年60なので
定年だと思えば。資産があるので仕事をしないで彼は暮らしています。私は
子供がまだ小さいので、離婚を悩んでいます。 

彼と旦那さんは同じ年齢でした。。 
2人とも60歳。。 
私は45歳です。 
人生に悩んでいます。 

A.人のせいにするのをやめたらいいですよ😄  

２８０、 
〔質問箱：〕 
別れた元恋人（男女問わず）がポエマー的な復縁メッセージを送る心境って
何でしょうかね？ 
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A.中二病なだけですね 

２８１、 
過去に浮気された経験がある女性は必見！(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1227904583218761729?
s=20 

２８２、 
 〔質問箱：〕 
元彼を見返すにはどうしたらいいと思いますか？見返したいという発想が未
練でしょうか？ 

A.勝ち負けにこだわってるだけです😄  
どうしても見返したいなら、落とし穴を仕掛けてモニタリングしてやりま
しょう！ 

２８３、 
〔質問箱：〕 
男の人が避ける女性ってどんな女性？？ 

A.進撃の巨人みたいに走ってくる女性😱  

２８４、 
〔質問箱：〕 
イルティさんにファンレターを書きたいのですが、受け付けてませんか？ 

 / 110 400

https://twitter.com/yep_ilty/status/1227904583218761729?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1227904583218761729?s=20


A.ファンレターありがとうございます♪ 

事務所に送ってもらう形をとっているので、良ければライン＠でメッセージ
をいただければ事務所の住所を送らせていただきます✨  

２８５、 
〔質問箱：〕 
恋愛をするとメンタルがいちいち変動します。 
メンヘラですよね。 

A.メンタルが変動しないってターミネーターで怖い😱  

２８６、 
〔質問箱：〕 
同僚の男性と目があったので笑顔をむけたら 
無表情で顔を逸らされました 
私の笑顔がキモかったのでしょうか？ 

A.もしかしたら、歯に青のりが付いていたのかも…(*́・ω・) 

２８７、 
バレンタインの感謝御礼✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1228207065102831619?
s=20 
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２８８、 
〔質問箱：〕 
イルティさんこんばんは。 
お母さんが好きすぎるのは変ですよね？ 
離れて暮らしている分、いつもお母さんが怪我したり病気したりしないか心
配です。 

A.それはお母さんを弱い人間だと言ってるようなものなので、健康になるサ
プリとか、風邪薬とか送ってあげる方が優しさかもです(*ﾟ▽ﾟ*)  

２８９、 
〔質問箱：〕 
私と付き合ったら楽しいのになぁと思うのですが、なかなか彼氏ができませ
ん 
いつか春は来ますかね、、、 

A.付き合ったら楽しいけど、付き合うまでは楽しそうじゃないのかも！！ 
なので、『彼氏募集中』と書いた服を着て過ごすと春は来やすいかも！٩( 
'ω' )و 

２９０、 
〔質問箱：〕 
信じて努力すればいつかいい人が～といい歳まで育ってきたんですが夢を見
過ぎなのでしょうか？ 
結婚している女性の方に夢を見ちゃいけないと教えてもらいましたが変わり
方が分からず困ってます！変わりたいので教えて仙人様！ 

A.多分、努力の方向性が違うだけかも！٩( 'ω' )و 
『あげまん女』を目指していけばオールOKです！ 
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愚痴、否定、批判だけして行動しない残念女の言う事は聞いちゃダメですね
(*ﾟ▽ﾟ*) 

２９１、 
嬉しくてブチ切れ！(笑)(*‾∀‾) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1228349966122283008?
s=20 

２９２、 
イルティとジョイ君の活動テーマは 
『未来の子供の笑顔を作る』がテーマです。 

なので 

応援をしてくれる 
みなさんが笑えるような場所や時間を 
これからもたくさん作っていきますね(≧▽≦)✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1228599280581001221?
s=20 

２９３、 
〔質問箱：〕 
当日急に誘ってくる男の人は、やっぱり暇つぶしとしか思ってないんですか
ね…乗らない方がいいですか？ 
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A.高級焼肉を奢らせてから『あ、急用思い出した！！！』 
って帰る作戦はどうでしょう？？ 

２９４、 
〔質問箱：〕 
今月会えないと言われたのでバレンタインチョコには何も触れず用意もせず
にいたら2/14にチョコがこないと連絡があり拗ねられました。 
意味がわかりません。 
会えないけど会いに来てほしかったということですか？ 
彼の考えていることがわかりません。 

A.速達でブラックサンダーを送ってやりましょう！ 

２９５、 
〔質問箱：〕 
色気あると言われるのにモテない…人間性ですかね…？ 

A.次はエロ気で勝負してみましょう♪ 

２９６、 
『本当の自分』って何ですか？ 
『愛』ってなんですか？ 
『付き合う』ってなんですか？ 

このような抽象的な事ばかり言ってる人。 

現実に不満があるけど、向き合う勇気がないから現実逃避して逃げてるだ
け。 

【本当の問題と向き合おう！】 

 / 114 400



２９７、 
ジョイ君の女子力がやばい！！ 
チョコ普通に美味しかったぜ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1228887977025126400?
s=20 

２９８、 
本気で好きになっちゃうから 
好きな人の過去にも嫉妬しちゃうよね～ 

恋ってつらたん… 

２９９、 
男はマジで女性の行動や気持ちを汲み取れない生き物 

でも、それを言葉で説明しようとする女性も良くない 

オススメは、 
女性がどれだけ大変か？ 
1日のスケジュールを紙にまとめて提出した方がわかりやすい。 

リーマンと主婦の圧倒的な行動量の違いに奥様に屈服する男性増えると思い
ます！ 
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３００、 
【好きと依存の違い】 

好き 
・相手を笑顔にしたい 
・一緒にいれて幸せ 
・今何してるかな～？ 

依存 
・私を笑顔にしなさい 
・一緒にいないと不安 
・今浮気してないかな～？ 

３０１、 
〔質問箱：〕 
私が守ってあげたい、助けてあげたいって思うのは性格が悪いからです
か？？ 

A.母性ですね！٩( 'ω' )و 

３０２、 
〔質問箱：〕 
私の事「気になってるけど、好きなのか分からない…好きとは…」と悩んで
いる男性に「私は気になってる」と伝えようか迷ってます 

A.カレ『気になってるけど、好きなのか分からない…好きとは…』 
私『私は気になってる！』 

カレ『好きってなんだ！？』 
私『それをこれから見つけていきましょう！』 
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カレ『それが…』 
私『真実の愛！？』 

私・カレ『『 イエス！フォーリンラブ！！！ 』』 

って感じにはならないと思いますが、 
こちらから押していくのはアリだと思います。٩( 'ω' )و 

３０３、 
〔質問箱：〕 
子供の不登校は親が悪いと思いますか？ 

A.この社会が悪いと思います(*́・ω・) 

３０４、 
〔質問箱：〕 
八方美人ってどう思いますか？ 

A.八方美人だな～って思います。 
それ以上もそれ以下もないっす(‾▽‾) 

３０５、 
〔質問箱：〕 
自分のことかわいいって思うのはおかしいんですか？ 

A.思うだけなら自由だと思います٩( 'ω' )و  
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３０６、 
〔質問箱：〕 
「俺は冷たい人間だ」っていう男友達がいますが、とにかく矛盾だらけで
す。 
実際は、私の心配をして、慰めたり、相談を聞いてくれたり、二人で会うと
きはめっちゃ笑顔です。 
しかも「何かあれば守るし、無理せず頑張れよ」と言ってます。 

もしかして、男の人にとって「冷たい（クール？）俺カッコイイ」って思っ
たりするんですか？ 

A.ただの厨二坊です(‾▽‾) 

３０７、 
〔質問箱：〕 
食事に誘うけど手は出さない男性が存在してるんですけど、イルティさんど
う思いますか？ 

A.手を出すほどの女性じゃないからかな？(*ﾟ▽ﾟ*) 

３０８、 
照れるぜ(‾▽‾)✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1231088742179336192?
s=20 

３０９、 
〔質問箱：〕 
毒舌で意見否定してくる男ってなんなんですか？ 
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A.ツンデレ！？(*́・ω・) 

３１０、 
すげー！！ 
めちゃくちゃカッコいい✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1231167961685090304?
s=20 

３１１、 
〔質問箱：〕 
本命は土日に誘い、キープは平日？ 

A.土日が休日のサラリーマンの話？？(*́・ω・) 

３１２、 
恋愛は本能でやるけど、 
結婚は人間が作った制度。 

だから、 

不倫って裏切りじゃなくて、 
二人の共同作業の結果。 

『二人の間のコミュニケーションに問題がなかった！！』 
と自信持って言える？？ 
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３１３、 
女性の相談を受けて最近思うのは 
全てにおいて受け身が多い。 

頭を使わない→思考力低下 
魅力下がる→相手されない 
決断力ない→一発逆転狙いすぎ 

結果、男に好かれる技術を手に入れる努力せず、依存ばっかりだから生き遅
れになるのでは？ 

と染み染み思ったり… 

【やっぱ女子力あげようぜ✨ 】 

３１４、 
〔質問箱：〕 
筆記用具ってこだわってますか？ 
ペンやノートにこだわりあれば教えてください！ 

A.ボールペンは 
ゼブラの『サラサクリップ』を使ってます！ 
100キンでも売ってる所はあると思います♪ 

ノートは 
分厚くて行数が多いのが個人的にはオススメです。 
情報はできるだけ１つにまとめた方が整理がしやすいに効率もいいですね٩( 
'ω' )و 

なので、どちらも安物使ってます！笑 
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３１５、 
ノート術買っていただいた方は、 
今どんな気持ちで自分と向き合ってるかな～？？ 

と色々考えてると 
自分も同じように自分と向き合って、たくさん涙を流したな～って思い出し
ました。 

行き詰まったり、想いが溢れてくる方は、ぜひ感想やアウトプットなどもお
待ちしてますね✨  

３１６、 
ライン＠でいただく応援メッセージが心に染みる(́；Д；`) 

イルティ嬉しい✨  

いつも応援してくださる皆さんありがとうございます✨  

いただく量が多すぎて返信は難しいですが、いただいたメッセージは全て目
を通してます♪♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1235890240788688896?
s=20 

３１７、 
〔質問箱：〕 
イルティさんは子供がいらないと思っている女性には否定的ですか？ 

A.『頑張る女性と子供の味方』と言ってるんで、 
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子供はいらないけど、街や公園で遊んでる子供を見て『ガキは嫌いだ！』と
か言っちゃう女性には否定的かもしれないです！ 

３１８、 
〔質問箱：〕 
ライン＠にメッセージを送ったんですがイルティさんから返事が来ない…返
信するのやめちゃいましたか？それともラインの内容しょーもないですか泣 

A.youtubeのコメントには返すようにはしてますよ✨  

毎日、相当な量のメッセージがくるので業務的なメッセージ以外は返信が難
しくなってしました(*́・ω・) 

３１９、 
たまぁーに一人でフリートークしようかなって時だけ、ツイキャスやりま
す！ 

ほんとに気まぐれ配信なだけなので、ジョイ君の相槌はないです(笑) 

３２０、 
〔質問箱：〕 
イルティさんがやっている筋トレも知りたいので良ければ教えていただきた
いです！ 

A.最近、可変ダンベルを買ったので 
もっぱら自宅でダンベル握り締めて鍛えてます٩( 'ω' )و 
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３２１、 
人はメリットがある行動しかしない。 

痩せれないのは 
太ってるメリットあるから、 

継続できないのは 
ダメな自分でいるメリットあるから、 

告白できないのは 
告白しないでいいメリットあるから、 

自分が悩んでる事で『得れてるメリット』と向き合う 

ってのが、 
自分と向き合うオススメです！ 

そんな自分も 
しょーもないメリットに依存してた事に改めて気付いて、ぬいぐるみに抱き
ついてます(́ﾟωﾟ｀；) 

３２２、 
ちなみに、 
僕は効率的に生きようとしてきたタイプです！ 

でも、それマジで飽きる(笑) 
けど、無意識にしがみついちゃう(笑) 

なぜって？ 
失敗したらダサいから…(*́・ω・) 

だけど本音は 
この人生を楽しみたい✨  

 / 123 400



【人生一回は損得気にせず振り切って挑戦してみよ♪】 

３２３、 
昨日、ツイキャスでも触れましたが、今後は定期的にインスタライブやって
いきます(｀・∀・́)✨  

・ジョイ君の参加はyoutubeライブだけ 
・インスタライブはラジオ風 

って感じでやります😊  

３２４、 
インスタライブ楽しかったー！ 

って気付いたら、 
どこにも告知せずに始めてました…(*́・ω・) 

みんなインスタもフォローよろしくね(笑) 

３２５、 
コロナショックのこの時期に、彼と会う会わないで、悩んだり揉めたりする
相談くるけど、かなりビックリ。 

本当に好きなら、 
お互いの身を案じて会わない決断の方が重要！ 

会うなって訳じゃないけど、 
ウイルスの脅威をもっと理解した方がいい。 
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自分さえ良ければ、という思考が 
あなたの周りの家族やお年寄りの命を奪うかもしれない事を自覚した方がい
い。 

マジで。 

３２６、 
インスタのストーリーで、質問など受け付けてます😊  

何でも聞いてね！！ 
※毒舌な回答もたまにします(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1244978060186644481?
s=20 

３２７、 
先ほど音声相談を終えてから 
こんな素敵な感想をいただきました✨  

今、コロナなどで世間は暗い時代になってますが、僕ができるのは女性の味
方として『元気』を与える事だと思うのでこれからも頑張ります(≧▽≦) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1244987165991305216?
s=20 
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３２８、 
#エイプリルフール 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1245225088443531264?
s=20 

３２９、 
めちゃくちゃ勉強になりました！！ 

youtubeも深く理解していくと、仕組みが面白いし、改めていい動画を作ろ
う！って気持ちになれました✨  

youtubeビジネスをされたい方は、おすすめの情報です😊  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1245862742092742658?
s=20 

３３０、 
最近はインスタで質問受け付けてるけど、ガチ相談や励まして系の質問をた
くさんいただき、ありがたい限りです✨  

数えてみたら、 
三日間で質問件数は200件は超えてました(笑) 

みなさんからの質問などもお待ちしてます😊  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1246116757699301377?
s=20 

３３１、 
いまだに、このような質問が来るのが現状です。 

危機管理能力がないと、 
運良く結婚しても子供に嫌われて、離婚して捨てられる人生になりそうで怖
いよ…(*́・ω・) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1246856792912560128?
s=20 

３３２、 
質問1000個に答える企画を勝手にやって、自分に試練を課そうとしたが 

1週間でもう800件は回答してた… 
【意外と回答する方が楽！】 

ってなわけで、 
今日もみなさんからの質問をインスタのストーリーで受け付けてます♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1248428230656184327?
s=20 

３３３、 
絵文字あるだけで 
生放送が盛り上がるってステキ✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1248877432980901889?
s=20 

３３４、 
【突然ですが、恋愛クイズ】 

◆男性が脈ありな女性とラインをしていたけど、女性から連絡が急に来なく
なりました。 

さて、 

男性はどんな気持ちになって、 
どんな行動を取るでしょうか？ 

※正しい正解は人それぞれなので、 
みなさんが思う予想でOKです！ 

みなさん、回答ありがとうございます✨  

絶対の正解はないですが、 
予想されるのは 

・嫌われたかな？ 
・何か嫌がる事した？ 
・興味持たれなかったか… 

と自己否定に走り、 
ずっとライン履歴を見返したりします。 

そう、過去の僕です笑 
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３３５、 
ちなみに、サムネ別バージョン(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1249299545214709760?
s=20 

３３６、 
自分で『君』と 
名乗ってやがる(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1250080794833375234?
s=20 

３３７、 
なんて気前のいいキツネだ(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1250266615658102784?
s=20 

３３８、 
仮面落としたらステキな出会いあるかな…(*́・ω・)？ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1250716263724138497?
s=20 
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３３９、 
今の気持ち 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1252207784638025732?
s=20 

３４０、 
久しぶりに子育てに関する動画を撮影しました！ 

めっちゃ熱が入りまくったから、ぜひ世の女性すべての人に見てほしい✨  

ジョイ君の編集に期待😊  

３４１、 
なぜ彼からLINEを送ってきてくれないのか？ 
https://youtu.be/6EvJrm1UDao 

３４２、 
関係も順調なのに告白してこない男性に告白されるには？ 
https://youtu.be/yZxbY7EM0fk 

３４３、 
みんなが平等に扱ってもらえるとまだ思ってる？ 
あなたは努力する人と怠慢な人を同じように扱う？ 

全ての人に対して平等なのは 
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いつか必ず寿命が尽きるということだけ。 

それまでにどんな自分で 
どう生きるかが大事だよ。 

３４４、 
幸せになりたい、っていう声はよく聞く 
そのような悩める女性を毎日見てる 
けど、違和感をすごく感じる女性の方が多い。 

その理由がわかった！ 

幸せになりたい、じゃなくて 
幸せに見られたいだけなんだ。 

【結局、他人の評価気にしすぎてるだけ】 

３４５、 
失恋って辛い… 
奈落の底に落とされたような悲しい気持ちになる。 

けど、その失恋の経験があるから 
『他人を変える事はできない』と気付いた。 

大事なのは 
・恋人も他人だった 
・わかり合う事が大事 
・全部自分の人生だった 
ということ 

【失恋から学ぶ事はかなり貴重だったりする】 
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３４６、 
こうゆう家庭って最高じゃない？✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1253154523922620417?
s=20 

３４７、 
男ってバカだから 
気を引かす為に 
『もういい、別れよ！』って 
駆け引きのノリで言ったらダメだよ 

男はダチョウ倶楽部さんみたいに 
面白い返しができない単細胞だから 

３４８、 
【脈ありは作るもの】 
想いやりと駆け引きの使い方をマスターせよ！ 

https://youtu.be/Aal244YMMBU 

３４９、 
恋愛で後悔しないために。。 

好きになってもらう努力はいいが、 
相手の気持ちを変える努力はやめる事 

自分の魅力以上のアクションは意味ないし 
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魅力をあるように見せるのもボロでるだけ 

だから、 
できる事を全部やっても 
ダメならキッパリ諦めるのも大事 

【選ばれる女になる努力を先にしよう】 

３５０、 
好きな男から 
『可愛い』って言われるとテンションあがるよね✨  

でも、男は【何の為に？】 
という理屈がわからないと素直に褒めない人が多い 

『◯◯君に可愛いって言われるとモチベーション上がるから定期的に言って
欲しい』 

と言えば、 
男も理解して行動してくれる！ 
かもｗ 

【納得より理解！】 

３５１、 
【男に言われてイラッとする余計な一言】 

•あれ、太った 
•あれ、顔変わった？ 
•結婚しないの？ 
•老後はどうするの？ 
•性格直した方がいいよ 
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•もっと幸せになりなよ 
•まぁ嘘なんだけどね 
•あーなんでもいいよ 
•へぇー 
•そうなんだ、で？ 

( ^ω^ ) F○○k you !! 

３５２、 
自分の容姿に自信がない？？ 

私って可愛くないし、ブスだから… 
もう歳だし、誰も相手してくれない 

と嘆いてる、そこの女子！ 
あなたを可愛いか、 
ブスかを決めるのは他人！ 

自分の好きな男が可愛いって言ってくれたら 
それだけで勝ち組だぜ！？ 

【徹底的にリサーチ&戦略を考えよう！】 

３５３、 
友達に『あんな男のどこがいいの？』 
って言われると悲しいよね 

友達が言った通りになるかもしれないし 
やめた方がいいと頭ではわかってたり… 

けどさ 
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それで諦めるような 
生温い恋愛するつもりないよね？ 

だったら 
真剣な恋だと開き直っていいよ！ 

【今こそ恋せよ乙女】 

３５４、 
【恋人の定義】 

お付き合いして、 
すぐ振られる人に限って 

恋人から 
「幸せにしてもらう権利」 
をもらっと勘違いしてる残念女がいる。 

付き合うがゴールの女性もいて 
愛が続かず文句ばかり言う人も多いと思う。 

【恋人を「幸せにする権利」を手に入れただけなのに】 

３５５、 
【実は損してる】 
マジで好きな彼に嫌われてしまうNG行動！ 
※これ知れば防げます 
https://youtu.be/Jb7xZ4kOk88 
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３５６、 
魅力のない女性って雑に扱われやすい。 
なぜなら大事にしようって思われないから。 

・受け身 
・自分で考えない 
・ユーモアない 
・自分に甘い 
・清潔感ない 
・無駄にプライド高い 
・振り向かせる時だけ頑張る 

そうゆう女性に 
価値を感じる男性はいないかな 

【自覚から、いい女って始まるよ！】 

３５７、 
『彼の事が好きが分からない』 
という時のチェックポイント 

•一緒にいて楽しい？ 
•会ってない時、喜ぶ顔を想像してる？ 
•喜ぶ顔見て自分も喜んでる？ 
•誕生日を祝ってあげたい？ 
•お金使ってあげたい？ 
•未来の２人の姿は描ける？ 
•今すぐ親に紹介できる？ 

【当てはめてくと見えてくるかも】 
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３５８、 
【ヤリチン男の特徴】 

•集合時間が終電２時間前 
•明日休みか確認する 
•デートは個室か横並び席 
•２軒目はカラオケ 
•無駄にスマート 
•会話に下ネタが入ってくる 
•ボディタッチが一気に増えてくる 
•マッサージが得意とか言ってくる 

１個でも該当する男は警戒してね！ 

３５９、 
子供時代に親が離婚して 
『なんで離婚したんだよ！？』 
って恨んでる人は少ない気がする。 

どちらかというと、 

夫婦喧嘩ばかりするくせに、 
勝手に子供を理由にして離婚しなかった親を恨んでる人は多い気がする。 

【実は離婚した方が子供は幸せかも】 

３６０、 
◆１度浮気した男は 
『お前の事がどれだけ大切な存在か気付いた』 
と言っても半年後には思い出したように浮気する 

浮気する方が悪いが 
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男女の問題は２人の問題 
だから女性側も強くなろう！ 

オススメは 
『次、浮気したら命ないよ』 
って本気で脅すのが良い👍  

【脅しは浮ついた心を消す効果あり】 

３６１、 
恋愛を成功させるには！ 

好きな人にとって 
「代わりがいない存在」 
になるのが1番早いよ 

そのために、 
•自分の魅力を限界まで高める 
•雑に扱われるのを他人のせいにしない 

そうすれば 
永遠に代わりが効かない存在になれるよ 

３６２、 
【モテない女性はシンプルにコミュ障】 

モテない人って 
相手を理解するより 
自分を理解してもらうことに必死！ 

コミュ障って 
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• 話が下手 
• 面白い話ができない 
と勘違いしてる人いるけど 

シンプルに 
• 相手の気持ちを理解しない 
• 共感しようとしない 

ってだけだよ 

３６３、 
◆失敗をへこんでる君へ 

•失敗は何か行動した結果 
•失敗すらできない人もいる 
•失敗から経験値が得られる 
•尊敬する人も失敗する 
•成功者も失敗からスタートしてる 
•そもそも失敗はダサくない 
•失敗したか、してないか決めるのは自分 

【実は失敗できる方がカッコいい】 

３６４、 
相談受けていた女性が 
言われて納得した一言 

『忘れた頃にゴキブリのように 
湧いて出てくるのが元カレなんですよね』 
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３６５、 
男が元カノに連絡する理由 

•受け入れてほしい 
•慰めてほしい 
•褒めてほしい 
•味方になってほしい 
•寂しさを埋めたい 
•次の彼女までの気休め 
•願わくば性欲を満たしたい 
•願わくばヤりたい 

【元カレからの連絡=ただうざい】 

３６６、 
【元カレに言ってほしい一言】 

元カレにうざい感じで 
『あの時のディズニー楽しかったよね！』 
と言われてたら 

『他の男と行ったディズニーの方が最高だったわ』 

と言ってやろう٩( 'ω' )و 

３６７、 
男に『浮気しないでね！』って言うと 
浮気されやすくなるよ 

理由は、 
ダチョウ倶楽部だからでなく 
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『あ、俺信用されてないな』 
って男は感じるから 

『どうせあいつ、俺の事信用してないし…』 
『信用してないあいつが悪い』 

という開き直りに繋がるので 
余計、浮気を助長する結果になるよ 

３６８、 
【拡散希望】 

親子問題や子育てで絶対に知らないと後悔するNG行動！ 
※これは全ての女性に絶対見て欲しい！ 
https://youtu.be/n0cdl5CZQ6s 

#毒親 #離婚 #旦那デスノート 

３６９、 
人を傷つけてしまう人って 
『劣等感の強い人』 

強すぎるがあまり 
行動のモチベーションが 

• 傷つきたくない 
• 私は正しい 
で動いてしまう。 

嫉妬心、劣等感が強いから 
自分を守る為なら手段を選ばず 
平気で相手を裏切り傷つける 
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そうゆう人の特徴 
【悩み相談くる時、被害者アピールがすごい】 

３７０、 
【浮気がバレた時の男の言い訳】 

•女の連絡先は全部消す 
→いや、お前もう罪犯してるぞ？ 

•ホテル行ったけど手は出してない 
→手は出してないけど金と下半身は出しただろ？ 

•好きなのはお前だけ 
→デザートは別腹！ってか！？ 

【本気で彼女が好きなら理性でブレーキかけろや！】 

３７１、 
男が浮気しといて 
『やっぱお前しかいないって気が付いた』 
って言われたら 

『私はお前ではないと気が付いた！！』 
って言ってやってね！ 

３７２、 
【女性の化粧詐欺】 

世の男は女性のすっぴんを見て 
『騙された！』と言ってるけど 
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化粧して綺麗になるって 
かなり努力しないとできない。 

つまり、努力家でレアな女性✨  
実はそんな女性の方が希少だから 

もったない事をしてる男は多かったりする。 

３７３、 
【男性が考える理想の結婚相手】 

1.正社員で仕事してる 
2.異性として見れる 
3.話してて疲れない 
→実はもっとも重要なのは３ 

会話を男任せにせず 
キャッチボールができる女性はレア 
ほぼいないと言っていい！ 

逆に「会話できるよ」と自信満々でも 
”自己主張強いだけ”でうんざりされてる場合も多い 

３７４、 
「誰の稼ぎで飯食えてると思ってる？」 
って男に言われたら 

→『掃除、洗濯、子育てなど家事やってる時間を、 
時給換算したら、私の方が労働賃金高いけどな！？』 

と言って下らない言い分を 
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叩き潰してやろう！ 

#コロナ離婚 
#コロナ破局 

３７５、 
【実は簡単】 

彼が私の事を好きなのか確認する 
チェック項目は３つだけ！ 

https://youtu.be/zaXDQv_zABo 

３７６、 
別れ話でムカつくセリフ 

•僕にはもったいない女性だった 
•僕では幸せにしてあげれない 
•君は悪くない、悪いのは全部俺 
•大好きだからこそ別々の道を進もう 
•今までありがとう世界一幸せだった 
•大丈夫、君にはもっといい人が似合うよ 
•次はいい人見つけてね 

【最後にいい人ぶるんじゃねぇ！】 

３７７、 
私は彼のセフレです！ 

と、なぜか特別な存在ですと 
勘違い女性がいる事に驚き！ 
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誤解せずに伝えるなら 
【セフレって友達以下だからね】 

３７８、 
男に対して 
『どこに行く～？？』って聞いたら 
『どこ行く？』って聞き返してくるやつ 

いや、聞いてんのこっちや！！ 
お前、考えるのめんどくさいだけだろ！ 

【質問に質問で返す男はただの優柔不断】 

３７９、 
【誰かに大切にされたい？】 

なら、大切にしてくれる人を探すより 
自分が大切にしたくなる女になればいい 

大切にされないのは、 
相手から見たら”その程度”の存在だから 

あなたが『あげまん』で『魅力』があれば 
頼まなくても勝手に大切にされ始めるよ。 

３８０、 
全ての子供が 
『大嫌いなお母さん』に伝えたい事 
https://youtu.be/fxyc3gsXxCg 

 / 145 400

https://youtu.be/fxyc3gsXxCg


#過保護 
#毒親 
#離婚 

３８１、 
【男性と女性への相談対応の違い】 

【質問】 
付き合うって何ですか？ 

→女性への回答 
『幸せにしたい人を幸せにして人生楽しむ事』 

→男性への回答 
『おっぱい揉んでも許される関係』 

※男への回答はだいたい適当です。 

３８２、 
【信用できない言葉】 

• 明日から本気出す 

• 怒らないから本当の事を言って 

• あとで返すからお金貸して 

• もう浮気しないから 

•先っぽだけ 
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３８３、 
【無料相談】 

イルティは定期的に(週4ぐらい) 
インスタのストーリーで無料相談してます✨  

軽ーく質問したい方も 
お待ちしています！！ 

※ただし、かなり毒舌で 
心チクチクするかも！ 

※自己責任でお越し下さい(≧∀≦) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1255721338523672577?
s=20 

３８４、 
SNSで違う女性と良く絡む彼 

『あの子と絡むのやめて』と言うと 
『なんで？あの子いい子だよ』 

• いや、それお前にとっていい子なだけな！ 
• それ見抜けないお前頭悪すぎだろ！ 

彼女が嫌がる事を平気で 
やる男には気をつけよう！ 

ちなみに、この時の男は 
【ほぼ下心しかないので注意！】 
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３８５、 
『俺はお前の事も大切にしたいけど 
周りの人間関係も大切にしたいと思ってる』 
って男に言われたら 

『その周りに私が入ってないし 
私に我慢させてる時点で大切にできてなくね？』 
って言ってやってね♪ 

【お前の大切にしたいって言葉は浅はかだな！】 

３８６、 
【好きだからって何でも話す必要ない】 

相手が知ったら傷つくことは 
隠して墓場まで持っていくといいよ！ 

なんでも正直に話す人って 
”罪悪感”から逃れたいだけ 

それは、 
誠実さとかでなく 
『相手を試したい』だけだよね？ 

騙すしてるから悪いとかないよ 
【むしろ相手の幸せを願ってるから正義】 

３８７、 
【本命になりにくい女性】 
• 受け身すぎる 
• 話つまらない 
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• 素直じゃない 
• 察してちゃん 
• 褒めない 
• 卑屈 
• 見返り求めすぎ 
• すぐ相手を試す 

【本命になりやすい女性】 
• 見た目可愛い 
• 会話が面白い 
• 自己主張ができる 
• 考える力がある 
• いつも褒めてくれる 
•人生楽しんでる 

３８８、 
「成長」と「挑戦」から逃げる人は 
他人の失敗を批判ばかりする 

それに悩む女性も多いけど 

『失敗すらできない人間』は 
人として”クズ”で”底辺”にいるから 
輝くあなたの足を引っ張りたいだけ 

今後、堂々と生きる為に 
そんなやつには 

『お前の発言、どーでもいい！』 
と言える強さを備えていこう。 
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３８９、 
【真実の愛】 
コロナ離婚や破局で後悔する前に 
これだけは確認してほしい事！ 
https://youtu.be/IYzKHMlZ9CI 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1256101146646605824?
s=20 

３９０、 
恋愛モードになると 
めんどくさい自分が出てくる。 

そんな自分に 
毎回、自己嫌悪しちゃう… 

でも、それって 
• 嫌われたくない 
• 失いたくない 
という気持ちの裏返しだから 
自分を否定する必要ってない！ 

大事なことは 
同じ過ちを繰り返さない事 

【さっさとメンタル鍛えるだけ】 

３９１、 
いつも受け身な人は 
・わがまま当たり前 
・女性だから！に甘える 
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・周りの評価ばかり気にする 
・被害者意識が強い 

そんな女性は 
めんどくさいし 
一生大事にしたくない 
だから、愛されるの”最初だけ” 

『一緒に人生を歩みたいか？』 
と聞かれたら 

答えは『無理！』 

【なので結果、捨てられる運命】 

３９２、 
【付き合ってるのに重い？】 

『重いと思われたくないから 
会いたい、って言えません…』 

好き同士で付き合って 
それで悩むのおかしくない？ 

『週６で会いたい…』 
いや、むしろそれ可愛いよ！ 

重いとか、おかしいと感じる相手は 
あなたを好きじゃないだけ 

【今すぐ別れた方がいい相手なだけ】 
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３９３、 
自己肯定感が低いと、 
自分を認めてくれた人を 
大事にできない 

自分を信じられないから 
「なんで私を認めてくれるの？」 
って気持ちで相手も最初から信じない 

「大切にされたい」と口にするが 
雑な扱いされてる方がメリットあり 
居心地の良さを感じている 

というのが真実だったりする。 

３９４、 
【本命彼女への対応】 

男は彼女のこと大好きなら 
絶対雑に扱わないよ！ 

「別れたくない」という 
気持ちが強くなるから 

忙しいけど時間は作る 
隙間時間でも連絡を返す 
など、男性はベストを尽くす！ 

逆に好きじゃない彼女への対応は 

【徹底的に後回し】 
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３９５、 
【恋愛ができない人】 

彼氏が途切れない女性を軽い女だの 
批判したりディスったりするの”ダサい” 

よく考えて欲しい！ 

たくさんの人と恋愛できるのは 
”人の良いとこを見つけるの上手い”から 

恋愛できない人は逆に 
自分の事ばっかりしか考えない 

【恋愛する前に目の前の人、しっかり見ようぜ】 

３９６、 
年上男性が好き！ 
という女性と話すと 

『年上の方が私は相性がいい』 
『私って年上意外無理』 
とか言ってるけど 

実際は年上の男性が 
あなたに合わせてくれ 

｢気が合う！｣って 
勘違いしてるだけだよ 

”さげまん女”ほど年上と付き合えば 
自分が大人になったと錯覚しやすい 
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３９７、 
めっちゃ男に苦労してるのに 
『それでも彼の事が好きです…』 
って人いるけど 

悩む時間はあるなら 

• 料理覚える 
• 痩せる 
• 本読んで知性つける 
とか 

彼に好かれる努力に 
時間は使えば抱えてる 
たくさんの悩みって解決しないかな？ 

【男に大事にされない理由、多分それ！】 

３９８、 
”付き合ってないのに 
自撮り送ってくる男がいる” 
というお悩みをいただきました。 

男性の真意としては 

『俺の写真みて元気出してね！』 
って意味が含まれ 

自分の写真には 
あなたを元気にする価値がある 
と自惚れてるだけです。 
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そうゆう男って 
【デート中も女性より鏡しか見ないクズばかり】 

３９９、 
【とある女性の本音】 

『それ冗談だから気にするなよ！』 
って言う男いるよね 

冗談か否か 
決めるのは”こっち”じゃね？ 

なぜ私が 
『冗談通じないなー』 
とか責めてる？ 

おかしいだろ？ 

互いの誤解を減らすのが 
良好な関係になると思うのだが 

それを放棄するお前が 
【ただクズな男ってだけだろ】 

４００、 
彼に愛されてるか 
愛されてないかは 

【あなたに使ってる時間】 
を見ればいいよ 

付き合いたての好きがMAXの時って 
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朝まで長電話とかしてなかった？ 

今どう？？ 

４０１、 
あえて自分でも投稿してみる！ 
このキツネって無駄にいい事いうよなー 

#イルティの名セリフ集 

名言だしてる動画はこちら 
https://youtu.be/aEVpBTJb6pI 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1256780378615934976?
s=20 

４０２、 
『つまらなくてごめんね』 
『迷惑だよね、鈍くてごめんね』 

みたいな 
”嫌われたくない”という理由で 
謙虚風な文章は送っちゃダメ 

遠回しの表現をするから 
男性はエネルギーを無駄に奪われ 
余計嫌われるだけだよ 

いつも男性とは【対等な関係】で 
発言するように意識していこう♪ 
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４０３、 
『どこからが浮気ですかね？』 
とか聞いてくる男いるけどさ 

なんでお前 
そこまでギリギリ攻めようとか思うの？？ 

４０４、 
【好きか分からない時のチェックポイント】 

・一緒にいて笑顔になれるか？ 
・誕生日を祝ってあげたいか？ 
・喜ぶ顔を見て自分も喜べるか？ 
・時間を使いたいと思えるか？ 
・お金を使いたいと思えるか？ 
・睡眠削ってでも尽くしたと思えるか？ 

４０５、 
楽しい時に 
”誰と一緒にいるか？” 
ってよりは 

悲しい時に 
”誰が一緒にいてくれるか？” 
の方が大事だよね 
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４０６、 
好きな人に対して 
｢信じてもいい？｣ 
｢信じるのが怖い…｣ 
という女性は 

信じるという行為すら 
”他人任せ”だから愛されない 

そのクセ、 
｢裏切られた｣と 
被害者ヅラすらし始める 

｢信じる｣って 
自分の意思で決めるもの 
相手にしてもらうものでない 

【愛されたいなら自己責任を心がけよう！】 

４０７、 
【他人任せでいる女の末路】 

•失敗しないから成長が止まる 
•自分の頭で考えなくなる 
•他人に依存し始める 
•自力で幸せになるのが難しくなる 
•周りには敵しかいないと錯覚する 
•人間不信に陥る 
•私って不幸な人間…とか言い始める 

【人のせいにしてるうちは悩みは消えない】 
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４０８、 
【仙人イルティの自己紹介動画】 

• 人間不信で転職２０回 
• 尊敬する人に裏切られ”ホームレス”に転落 

そこから、仙人イルティとなり 
”頑張る女性と子供の味方”として 

活躍するまでの『軌跡』を動画にしました。 
https://youtu.be/95gHYk9BE3Q 

４０９、 
男が喜ぶ『さしすせそ』 

さ さすがですね！ 
し 知らなかったぁ！ 
す すごいですね！ 
せ センスいいですね！ 
そ そうなんですね！ 

◆おまけ 
き 『きょ、今日は朝まで私を好きにしていいよ♡』 

【男のテンション一気にあがります✨  】 

４１０、 
【恋愛を成功させたいなら】 

好きな人にとって 
「唯一無二の存在」になるのが確実！ 
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自分が雑に扱われるのを 
”他人のせい”にしてる限り 

あなたは『誰かの代わりの存在』 
として人生を終えるだけとなる 

それを防ぐ為に 
自分の魅力を最大限高める努力をしよう 

【だから、あげまん女になろうぜ！】 

４１１、 
たまに 
『あの２人を別れさせたい』 
という相談がくるが 

そのカップルが別れた後に 
”自分の方に来る”って 
何を根拠に言ってるの？ 

そんな小さい事を 
考えるような女性よりも 

【もっといい女性の方に行くでしょ】 

４１２、 
【男の本音】 

本当に好きな子に対しては 
どーーーーーーんだけ忙しくても 
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必ず『２４時間以内』には返信する 

【これ絶対】 

４１３、 
『可愛いね！』 
と褒められたら 

『いやいや、私ブスだよ』 
と否定しちゃダメ！ 

『誰にでも言ってそう』 
『そんなことないよ』 
って謙遜な発言もダメ！ 

• ありがとう 
• 照れる 
• もっと言って 

と言える女性の方は 
男性ウケもいいし 

【「知ってる」とドヤれる女性には惚れます】 

４１４、 
【ちょっと引いちゃう男の優しさ】 

• やたら車道側を歩こうとする 
• 女性の荷物を持ちたがる 
• 機嫌を伺って話しかけてくる 
• 必要以上に家に送ろうとしてくる 
• 駅まで迎えに来ようとする 
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• 好みを無理やり合わせてくる 
• 無駄に『大丈夫？』と聞く 

【ただの”勘違い男”は叩き潰そう！】 

４１５、 
【男のトリセツ】 

『友達に戻ろう』と 
女性に言う”男性心理” 

◆傷つけずに女性から去りたいだけ 
オブラートな表現をする事で 
• 円満に去れる 
• 復讐リスクを減らせる 
という魂胆。 

自分が傷つかないように 
オブラートに包み 
別れようとする傾向あり！ 

【この時、女性の気持ちはフル無視】 

４１６、 
と、とうとう。。。 

仙人イルティもエンタメ記事デビュー✨  
https://towa-jyoshi.com/irutexi-sennin-rafaeru-ikemen-
busaiku-daigo-niteru/ 

トレンドブログって、 
僕も昔めっちゃやってました笑 
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なので僕も書かれる側になったし 
しかも、細かい所まで調べてる内容で 
すごく嬉しい！笑 

※これは非公式の記事です！ 
一種のエンタメとして楽しんでね♪ 

細かいことを言うなら 
・ブランディングはラファエルさんをほぼパクってる 
※初めて好きなったyoutuberなので尊敬から 

・ダイゴさんの動画はめちゃくちゃ参考にさせてもらっている。（表現力を
主にパクってるｗ） 

•プロレスラーっぽい体型なのは 
昔、ガチでプロレスラーを目指してたから 

４１７、 
こうゆう風に紹介してもらえるだけでも 
イルティ、めっちゃ嬉しい☺ ✨  
https://note.com/hikaru0427/n/ne6d6a511ea2e 

この活動を頑張ってよかったなー！ 
としみじみ思えます♪ 

４１８、 
別れる時に 
『幸せにできなくてごめんね…』 
っていう男は 

 / 163 400

https://note.com/hikaru0427/n/ne6d6a511ea2e


『そんなことないよ！』 
って言って欲しいだけなので 

『ほんと、お前は最低な男だったよ！』 
と現実を突きつけてやって良いんだよ☺  

４１９、 
・彼女になりたいなら『容姿を磨け』 
・結婚相手になりたいなら『中身を磨け』 

・モテたいだけなら『股を開け』 
・愛されたいだけなら『心を開け』 

今の価値観や今の基準で 
あなたの望む”幸せ”は手に入る？ 

答えがNOであるなら 
【いらない執着捨てて、考え方を書き換えよう！】 

４２０、 
別れ際の男の一言 
『俺よりいい男をみつけて幸せになって』 

女子 
『お前より、いい人いたら最初から付き合ってねーよ💢 』 

って無責任な男にはキレていいよ！ 
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４２１、 
『時間がない』と言ってくる男 

•仕事が忙しくて時間ない 
•やる事が多すぎて時間内 
という人の発言は嘘である。 

本音は 
『（君に使う）時間がない』ってだけ 

【時間ない奴に限ってSNSでつぶやいてね？】 

４２２、 
【怖くて告白できない女性へ】 

それってフラれた時 
・周りにバレたくない 
・恥ずかしい思いしたくない 
・ダサいって思われたくない 

つまり、 
”しょーもないプライド”を 
守りたいだけじゃない？ 

【自分 > 好きな人】 
になってるかもしれないから 
改めて自分と向き合ってみて！ 

４２３、 
【男性心理】 

本命女性と遊び相手では 
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『男性の態度』は全く違う！ 

↓その違いはこちら↓ 
https://youtu.be/wp8vR0nrHAk 

４２４、 
ホントに西野さん 
こうゆう所がステキ✨  

命が救えても希望がないと 
死んだ顔で生きる人だけが増える。 

その希望を率先して作ってくれる想いやりに感動😂  

このニュース記事でめっちゃ活力湧いた✨  

キングコング西野亮廣、ホリエモンのロケット事業に1000万円の支援  
https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/
12278-654304/ 

４２５、 
女性は恋愛がうまくいくと 
人生の全てがうまく回りやすくなる 

｢好きな彼は私を好きでいる｣ 
って意識が自信や幸福に繋がる。 

逆に恋愛でコケてしまうと 
感情の整理ができず不安になる。 

そんな恋愛って自分と相手 
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両方の為にならない 

なので 
プラスになる恋愛を 
お互いに考えていこう！ 

４２６、 
「好きな人を諦めないといけない…」 
そう思う瞬間って心がかなり痛い 

しかし、 
私と彼の価値観では 
両方が幸せになれない！ 
と感じた瞬間は身を引こう。 

自分でダメと分かってるのに 
一緒にいるって好意ではない 

それは、ただの”執着” 

【本当に好きなら諦める決意も重要】 

４２７、 
できる、できないって 

生きてきた環境、経験や 
価値観によって変わるから 
仕方ない部分はあると思う。 

だけど、 
できないアピール”だけ”をする 
人は悩んでるフリなだけで 
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【不幸を自慢したいだけ】 

※人はメリットがある行動しかしません。 

その人の行動、発言は 
『どんなメリットがあるのか？』 

って目線で考えると 
本質が見えてくるよ。 

”できない理由”を言う人も 
同じくメリットがある 

それは、言い訳してる内は 
【勇気を出さなくて済むから】 

※シンプルに傷つく事を避けれるから 

４２８、 
「尊敬できる人が好き！」 
と言う女性が多いが 

気付いてほしいのは 
「自分が尊敬される人になる！」 
って発想が抜けてるところ 

男にばかり求めるから 
依存体質、受け身で嫌われる 

尊敬できる人は同じく 
尊敬できる女性と 
一緒にいたいと思う 
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【やっぱり女子力磨くの大事】 

４２９、 
【復縁したい女性へ】 

その復縁したい気持ち 
まだ好きだから？ 
失恋が辛いから？ 

関係が戻れば 
その苦しみから解放される？ 

最初付き合う理由って【好き】 
でも復縁理由が【楽になりたい】 

になってない？ 

その前提だと復縁できたとしても 
【また同じ理由で別れてもっと苦しむだけだよ】 

４３０、 
今日は母の日❤  

みんな何かプレゼントした？？ 
プレゼントを渡すのも素敵だけど 

大好きなお母さんに 
『産んでくれてありがとう✨ 』 
って感謝も伝えてみるのもオススメ！ 
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”自分の子は私が親でよかったのか？” 
と考える親御さんは少なくない。 

だから、この一言は 
最大の親孝行にもなったりするよ☺  

４３１、 
【脈ありLINE】 
男性心理から確実に好意を見抜けるポイント  

https://youtu.be/C4PeHHFrWVg 

４３２、 
何回も何十回も何百回も 
嫌いになろうと決意したけど 

それでも嫌いになれないのが 
本当の「好き」だと思うよ！ 

※男意外にも”親”も同じだよ。 

４３３、 
【子育て、恋愛などが苦しい女性へ】 

その苦しんでる原因って 
子供や男性が問題でなく 

うまく結果を出せてない 
自分自身を責めてるから 
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本当に改善したいなら 
悩む暇ないし問題解決に動く 

なのに最悪の事を考えたり 
自己否定する優先順位が高い… 

【期待しちゃダメ、感謝から始めよう】 

４３４、 
「どうせ相手は私に気持ちなんてない」 
ってわかってるけども 

少し優しくされると 
また依存しちゃうよね… 

それは悪い事じゃないし 
優しくされた時の素敵な反応だから 
自己否定する必要はないよ！ 

４３５、 
【嫉妬しやすい女性の特徴】 

・彼からすぐ返信ないと嫉妬する 
・時間を使ってくれないと嫉妬する 
・彼の男友達にすら嫉妬する 
・彼の話に登場する女性全員どつきたい 
・彼が携帯触ってるだけで怪しい 
・彼の連絡先を私以外全部消させたい 
・自分で彼の元カノの話を聞いたのに嫉妬する 
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４３６、 
【恋愛で後悔しない方法】 

相手に好きになってもらう為に 
自分のできることは全て頑張る！ 

けれど、 
相手の気持ちを変える努力はやめよう！ 
己の魅力以上のアプローチはできない 

”魅力がない”のを 
”ある”ように見せるのは 
不可能だから 

やれる事やってダメなら 
【諦めてすぐに身を引こう！】 

４３７、 
『恋人＝自分のモノ』 
と思い込むのをやめよう！ 

視野が狭くなり 
束縛や嫉妬心がでてしまい 

相手を知らない所で 
苦しめてる事を知ろう！ 

「恋人だから…」 
という言い訳はやめて、 
今すぐ相手に想いやってあげて 

【失ってからじゃ遅いよ。】 
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４３８、 
【男性目線】での 
美人、可愛い、ブサイクの 
境界ってどこで決まる？ 
https://youtu.be/MzzQfUx7Nrs 

４３９、 
【彼女みたいな距離感なのに付き合えない悩み】 

彼はどうして付き合ってくれないの？ 
→シンプルに付き合いたいと思われてない 
→友達に俺の彼女って紹介したくない 
ってだけ。 

彼女みたいなポジションと 
彼女ポジションは天と地の差 
だからね！ 

【男って付き合いたいなら、もったいぶらない】 

４４０、 
喧嘩して 
すぐ『別れるぞ！』 
と言う男は 

罪悪感を与えて 
女性の感情をコントロール 
したいだけの超絶クズ野郎 

その時は 
『うん、わかった』 
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と言ってください 

そしたら 
『本当に別れるぞ！いいんだな？』 

って引き止めて欲しそうに 
こっちを見てくるから（笑） 

【男に主導権は握らせるな！】 

４４１、 
自信のない女性ほど 
無駄にマウントを取りたがる 

相手が誰だろうと見下せるものは 
なんでも見下そうとしている 

けれど、 

「私の方が幸せ！」と 
アピールして心は満たされる？ 

自分の幸せって他人と 
比べて一喜一憂すること？ 

【本当の幸せって”余韻”が残るものだよ】 

４４２、 
【男がモテるためにすること】 
・知ってるフリ 
・持ってるフリ 
・経験豊富なフリ 
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【女がモテるためにすること】 
・知らないフリ 
・持っていないフリ 
・こんなの初めてなフリ 

４４３、 
この前、相談者の女性に 
好きな男に言われたい一言ってあるの？ 
って質問したら 

『なぁ頼むから…俺の側にいてくれ！！』 
という回答がきました。笑 

みんなも、 
これ好きな人に言われたい？？笑 

４４４、 
さすがメリ様✨  
見る視点から器を感じる！笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1261543975820726272?
s=20 

４４５、 
これからの時代 
あげまん女を目指す女性に 
絶対に知ってほしい事 
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https://youtu.be/Lwb9LJw4sVM 

４４６、 
女子力って… 

            ／ 
        ／ 
    ／ 
／  

って感じじゃなくて 

                        ｜ 
                        ｜ 
                        ｜ 
                        ｜ 
ーーーーーーー 

みたいに伸びたりする。 
なので継続大事！ 

【ある日、急に伸びるからビックリ！笑】 

４４７、 
今彼の元カノに嫉妬します！ 
という相談も多いけど 

元カノって 

冷静に考えて 
『うまくいかなかった彼女』 
ってポジションだよ！ 
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今付き合ってる 
”あなた”の方に魅力あるよ！ 

【だから気にしなくていいよ！】 

４４８、 
【恋愛依存症の特徴】 

『本当は親から愛されたかった』 
と無意識に思ってしまうと 

その願望が”男性”に向き 
『彼に満たしてもらおう』 
という願望に変わる 

それが愛されたい！ 
振り向かせたい！ 

に繋がり、尽くしすぎたり 
どんな状況でも我慢する。 

【根本的に解決する手がかりは過去にあり！】 

こんな事をいうと 
過去に絶望する人もいるが 

・過去と向き合う 
・過去に囚われる 

は全く違って 
過去と向き合って、現実の悩み解決の 
『手がかりを得る』という意識が大事。 
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恨むべきは親でなく 
今、言い訳してビビってるだけの 
自分自身だよ 

４４９、 
いつも恋愛トラブルが多い人って 

『苦しい愛』 ＝ 『美しい愛』 

とか思い込んでない？ 

４５０、 
【子育ての相談にて】 

子供に5000円のオモチャ買ったら 
旦那から「金の無駄使い」 
と言われたそうです 

そんな時は 

旦那の飲み代は数時間で5000円 
子供はオモチャで1年は遊ぶ 

・どちらが費用対効果が高いか 
・確実に正しいお金の使い方してる 
とキレたったらいいよ！ 

【子供の笑顔はプライスレス】 
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４５１、 
【どこからが浮気問題？】 

・心が離れたら 
・２人であったら 
・手を繋いだら 
・体の関係を持ったら 

いろんな意見があるけども 

そもそも、 
どこからが浮気？？ 
って考える暇がないほど 

相手を大切にして 
いい恋愛したいなって思う。 

４５２、 
『母とは仲良しです！』 
と自信持って言える方は 
これにトライしてみて！ 

答え合わせするだけでも 
お母さんと仲良くなれそう✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1262323434836512769?
s=20 
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４５３、 
【男女のストレスの違い】 

・女性はストレスをシェアしたい 
・解決方法を誰かと一緒に考えたい 
・男性に弱いところを知ってほしい 
・弱い自分を受け入れてほしい 

・男性はストレスを隠したい 
・解決方法を1人で隠れて考えたい 
・女性に弱いとこを見せたくない 
・弱い自分は嫌われると思ってる 

４５４、 
【男の好きが軽い理由】 

女性の好きって 
”総合的に好き”として使うが 

逆に男って生き物は 
・相手が巨乳だったら 
・性欲が刺激されたら 
・顔がタイプだったら 
すぐに好きって言えてしまう 

男の好きって 
女性がぬいぐるみ見て 

『この子すきー！』 
って言うのと同じレベル 
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４５５、 
【誰も教えてくれない】 
最後にはいつも嫌われてしまう女性の特徴 

https://youtu.be/F2RTFznUssg 

４５６、 
【付き合うと悩まされるB系男子 】 

・バンドマン 
・美容師 
・バーテンダー 
・ブランド依存男 
・ブスって言ってくる男 
・ベージュのチノパン履いてるやつ 

４５７、 
『彼にこんな事は言えません』 

と悩んでいる人が 
本当に多いなと思うけど 

なぜ自分の本音も 
話せないような人を 
恋人にしたいと思うの？ 

自分を偽ってまで付き合たい相手と 
幸せなゴールができるって本当に思う？ 
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４５８、 
『ホテル行かない？』 
『家においでよ！』と誘われて 

断ったら嫌われると思い 
そのまま体を許してしまいました。 

って女性いるけど 

【誘われる前から別に好かれてもないよ】 

４５９、 
相手の『長所』を見て 
素敵だなーと感じて好きが生まれ、 

相手の『短所』を見て 
愛おしいなーと感じて愛が生まれる 

４６０、 
【何を言うかより、何が伝わったか】 

イメケン 
「ねぇ、彼氏いる？」 
→い、いないです～❤ ❤  

おっさん 
「ねぇ、彼氏いる？」 
→はい、セクハラー！！！ 

【それよりも誰が言うかが大事】 
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４６１、 
恋愛苦手な人のコメントで 
｢別に何も尽くされなくていい、 
ただ好きな人と一緒にいるだけでいい｣ 

とアピールしてるけど 
『他人の時間を奪う』 
という認識がない時点で自分勝手すぎ 

好きな彼と一緒にいたいなら 
『この子になら俺の時間を使いたい！』 
と思わせる女子力は必要だと思うかな 

４６２、 
イルティって仮面取ったら 
こんなイケメンだぜ！ 

っていう夢を見た…(́；Д；`) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1264003399218941952?
s=20 

４６３、 
【男女あるある】 

好きになるのに理由はいらないが 

別れる時には理由は必要。 
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４６４、 
自分と向き合うと 
必ず自分で『道は開ける』✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1264025242009088000?
s=20 

４６５、 
イルティはよく『クズ』って言葉を使うけど、みんなは使ったらダメ✖  
イルティは自分で性格悪いから！ 
と言ってる前提だし、 

女性と子供の味方だから 
笑顔を奪う男を『クズ』と 
表現してるけども 

正義を振りかざす為に 
他人を『クズ』呼ばわりは 
今回の事件に繋がるから 
みんなはしないでね😊  

イルティを応援してくださる方が 
『クズ』に対する使い方を 
誤っていたのでみなさんにもシェアします。 

４６６、 
【恋愛下手の女性あるある】 

自分のことを絶対に 
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好きにならなそうな男を 
好きになりがち 

好きにならないから、 
好きになってしまうのかな？ 

【ある意味、刺激を求めてる】 

４６７、 
愛って与えるものだよ 

いつも愛される事ばかり考えてない？ 

４６８、 
【コラボ告知】 

女性が輝く為の書籍をたくさん書かれてる『神崎メリ様』とコラボが決定し
ました！ 

インスタライブにて、 
『おクズ様に負けないために』 
というテーマで 

女性が強くなる為の１時間に 
なるのでお楽しみに✨  

開催日時 
5/27(水) 
22:00スタート！ 

ツイート元： 

 / 185 400



https://twitter.com/yep_ilty/status/1264815704710082561?
s=20 

４６９、 
メリさんとの 
化学反応が楽しみです✨  

確実に女子力が 
上がる事は間違いなし☺  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1264863761283735552?
s=20 

４７０、 
すごい！ 
イルティよりも解説がわかりやすい！(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1264890207624548353?
s=20 

４７１、 
『なぜかロクでもない男にばかり引っかかる』 
と悩む女性がいるけど 

最初から自分を偽って 
男性と関わってるのが原因 
と気づいて欲しい。 
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自分を偽って好かれよう 
と下心を出してるから 

同じように偽ってる男が 
寄ってくるだけだよ！ 

【常に堂々と生きていこう】 

４７２、 
『フォロー整理します！』 
と宣言をしちゃってる人見るけど 

承認欲求か礼儀として 
やってるかわからないけど 

どんな理由であれ 
その発言って 

『今からゲップします！』 
と宣言されるのと同じくらい 
どうでもいい気持ちになる。 

【勝手にこっそりやった方がいいよ】 

４７３、 
今日の22時からは 
インスタグラムにて 

神崎メリ様(https://twitter.com/tokyo_nadeshiko?s=20)と 
コラボライブします✨  
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テーマは 
『おクズ様に負けない為に』 

という 
女性の軸が強くなる 
１時間になるから必見✨  

※今のうちにアラームセットして 
忘れないようにきてね😊  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1265562897473835008?
s=20 

４７４、 
メリ様とのコラボ、 
めちゃくちゃ楽しかった✨  

参加してくださった皆さん 
ありがとうございます😊  

めっちゃ緊張したけど 
メリ様が話し上手で 
終始爆笑でしたー🤣 🤣  

来てくれたみんなの感想も最高❗ ✨  

#メリティ 
#神崎メリ 

ツイート元： 
 / 188 400

https://twitter.com/yep_ilty/status/1265562897473835008?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1265562897473835008?s=20


https://twitter.com/yep_ilty/status/1265652609328635904?
s=20 

４７５、 
女性が結婚して後悔するのって 
基本的にメンタルが弱い男を選んだから 

気が強そう＝メンタル強い 
じゃないからね！ 

あなたを不安にさせない男が 
『メンタルが強い男性』だからね 

【ところで今、あなた笑顔？？】 

４７６、 
正しいコミュニケーションって 
お互いの主張をぶつけ合うんじゃなくて 

お互いの主張の中から 
『共通してる部分』を見つけて 
『共有』するのが大事。 

・意見を言わない 
・相手を責めて意見突き通す 

ってのが 
一番やっちゃダメだよ！ 
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４７７、 
昨日の神崎メリ様との 
インスタライブのコラボ動画、 

youtubeにもアップしました！ 
https://youtu.be/DFKSRqY7ETc 

こちらは視聴者のコメントも付いてるので 
リアルな感じで楽しんでもらえたら嬉しいです✨  

#メリティ 

４７８、 
きゃわいい❤  

絵を描いてもらえるのすごく嬉しいです😊  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1265948141049634818?
s=20 

４７９、 
【ご期待に添えて再び！】 

またまた神崎メリ様(https://twitter.com/tokyo_nadeshiko?s=20)と
コラボ決定しました！ 

第二弾は 
メリ様とイルティが 
みんなからの質問に答えていく形になります！ 
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そこで質問を事前に募集したいので 
#メリティ質問 
を付けて質問をお願いします！ 

４８０、 
最近のコメントで 

「私はあなたを応援してますが…」って入りからダメだし、批判、反対意見
をいう人が増えてきた。 

「あなたのために」っていう割に 
自分の思い通りにコントロールしたい！ 

という裏が見えるから 
正直、気持ちの悪さを感じてしまった 

このもどかしさが毒親の子育てなんだろうな。 

４８１、 
『私って頭が悪いから…』 
と言っちゃう女性が多いけど 

・解決策を考えない 
・人のせいばかり 
・他人の文句ばかり 
・自分が傷つかないよう言い訳 

本当に頭が悪い人間っては 
こんな事をする人だと思う。 

そんな人に言いたい 
【頑張っている人の批判だけはするな！】 
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４８２、 
知り合いの女性経営者の一言 
『稼がない男に価値ってあるの？』 

女性以外は顔が引きつってたな。。。 

４８３、 
イルティも幸せになりたい\( °ω° )/✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1267096870326681600?
s=20 

４８４、 
話し合いが出来ない男と 
まともに向き合った所で 

ゴールや将来は見えないし 
意味不明な喧嘩になるし 

女性側が妥協して我慢して 
それが何回も続いて 
勝手に呆れられて 

こっちは好きだから真剣なのに 
適当に扱いやがってムカついて憤怒 

【そんな男はゴミ箱に捨てた方がいい】 
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４８５、 
【男に物申す】 

浮気とか不倫をして 
先に女性を裏切ったくせに 

許して欲しいんだ…とか 
どの面下げて言えるのだろうか。 

一度失った信頼は取り戻すの大変だし 
女性は信じたくても 
怖くて信じられねぇよ！ 

【許してほしいならマンション買え！】 

４８６、 
【恋人を選ぶなら】 

『この人といる時の自分が好き💖 』 
って思える男性と付き合う方がオススメ！ 

しょーもない男と一緒にいたら 
常に不安に襲われ、自分の性格悪くなる。 

そんな自分を自分自身が 
どんどん嫌いになっていく 

そうなると 
恋愛する度に自分の顔を 
妖怪みたいに醜くできるよ！ 
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４８７、 
『ごめん、失って初めてお前が大切な存在って気が付いた』とか言う男 

いや、遅すぎるわ！！ 
そんな事は別れる前に気付け！ 

そんなお前は 
一生全てを失い続けろ！！ 

４８８、 
相手に対して、 
ムカついたりイライラするのって 
相手に期待して、その通りに動かない事が原因 

だから他人に期待しない方が 
いいとわかってても 

それが簡単にできないから 
余計イライラしてしまう人生ｗ 

４８９、 
【悩みやすい女子あるある】 

自分を好きな男には興味沸かないけど 
自分に興味ない男には興味持っちゃう 

優しい男のアプローチを拒むけど 
冷たい男の態度にはときめいちゃう 
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４９０、 
レットイットゴーだね！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1267825807453417475?
s=20 

４９１、 
【事実を受け止めよう】 

仕事が多忙でも 
男は『本当に好きな人』には 
いくらでも時間を用意する 

頼んでもないのに 
スキマ時間とか作ってくる 

優先順位が低い相手に 
使う時間がないから 

「仕事が忙しい」 
って事を理由にして 
返信も会うこともしないだけ 

【女性も同じことするでしょ？】 

本当に好きなら 
忙しいけど 

この日なら空いてるよー！ 
とか、何かしらフォローのアクションはあるからね！ 

そこを見定めれば 
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男性の本質は見えてくるかも！ 

４９２、 
【好きな男と別れてから】 

・新しい人と出会う 
・付き合う 
・また一から関係を築いていく 

相手を知って 
自分の事を知ってもらう 
この一連の流れがめんどくさいし 

次に出会う男も受け入れてくれるか 
わからない恐怖があるから 

別れた男と復縁したい 
依存してたい！ 

って女性もいる事がわかった！ 

４９３、 
今日の22時からは神崎メリ様(https://twitter.com/
tokyo_nadeshiko?s=20)とインスタライブをやります✨  

みなさんから頂いた質問を二人が徹底アドバイス❗ ❗  

濃い時間になると思うので 
見流さないように待機しててね😊 ✨  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1268122772133171200?
s=20 

４９４、 
早く今日の飯よこせ！！(*ﾟдﾟ*) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1268508532233494529?
s=20 

４９５、 
稼いでるアピールをして 
女性をひっけるくせに 

お金で寄っていくと 
「金しか見ない女無理」 
って男はどうかしてる 

金でしか女性を 
惹きつけれないなら 

お前をお金でしか見ない 
女性が寄ってくるのって 
当たり前じゃない？ 

【これが理にかなった引き寄せ】 
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４９６、 
交際が長くなると男って急に 
「言わなくても伝わるっしょ？」 

ってスタンスになる男 
伝えないとわかる訳ないだろ！？ 

なんでいちいち顔色伺って 
状況考えて察しないといけない？ 

だったらオメェだって 
私のこの言葉にできない 
不安や感情を読み取れや！ 

【男が甘えんじゃねぇ！】 

４９７、 
【冷静に考えて思った】 

太った動物って 
すごく可愛くみえるのに 

太ったおっさんは 
なんで不潔に見えてしまうのか… 

ジョイくんもいつか…(ﾟωﾟ) 

４９８、 
メカ節子さんの説明はめちゃくちゃわかりやすい✨  

僕も最近動画で出してる 
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男女の恋愛観に対しての表現力はメカ節子さんから学ばせてもらってます😊  

ビビるくらい言語化能力高くて 
女性の皆さんも納得しかないので 
男に悩んでる方はすごくオススメです✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1268770713973870592?
s=20 

４９９、 
【マジでどうでもいい言葉３選】 

・『みんな我慢してるんだよ！』 
・『なんでわかってくれないの？』 
・『あなたの為にやったのに…』 

５００、 
メリさんの動画は目線下げてくれてるから、ホントにわかりやすい✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1269088897436270592?
s=20 

５０１、 
人生開き直って 
吹っ切れられた人は 

堂々と生きる事ができるから 
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この世で最強の女性とも言える 

自分が本当に大切にしたいだけを 
優先して振り切って生きる 

そんな人生にしたいって思わない？？ 

だからさ、 
どーでもいい”固定概念”捨てて 
さっさと気持ちよく生きよう✨  

５０２、 
【男性が浮気しちゃダメな理由】 

浮気をするのは相手を裏切るから 
とか考えてる男は甘い！ 

裏切られる事よりも 
この男は私の事を 
・私は失ってもいい対象 
・こいつには嘘ついていい 

『私にはその程度の価値しかない…』 
と存在否定されてる事が 
死ぬほど辛い事を理解した方がいい！ 

だからと言って 
女性も浮気したり不倫するのもダメ！ 

男性も同じように苦痛や 
トラウマになるかもだし、 

浮気するような女は 
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どのみち愛されないから 
マナーは男女共に守ろう٩( 'ω' )و 

５０３、 
そうだ！ 
人間に戻るんだーヽ(≧▽≦)ﾉ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1269276364403810304?
s=20 

５０４、 
あの人を振り向かせたい 
あの人と付き合いたい 

とか嘆いてる人いるけど 
その男と付き合うのが目的？ 

達成したら死んでいいの？ 
違うのよね？ 

付き合った先に 
幸せな恋愛や幸せな人生を 
送るのが本質だと思う 

だから 
女性を適当に扱うやつに 
依存するだけ無駄だし 

目的を履き違えてる女性多すぎ 
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５０５、 
きゃっ(*>ω<*)💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1269617446798811142?
s=20 

５０６、 
全然アピールしない 
なのにモテる 

そんな人は 
お話しした後の「余韻」が良い。 

そんな魅力を目指して 
今日も自分磨きしていきます✨  

５０７、 
不幸=楽しい 
って訳ではないけど 

心の仕組みとして 
【幸せ＝退屈】 

と認識してる人は 
無意識に不幸になる事を 
選んでしまう人はいるよ！ 

本人は自覚ないから 
『そんなつもりはないです～』 
と言うけど 
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無意識の世界の話だから 
なかなか伝わらないよね～ 

５０８、 
女って結局、金と顔かよ！ 
と逆切れする男いるけど 

お金があるから 
精神が安定して 

・男に尽くせる 
・喧嘩を減らせる 
・子供に笑顔を向けれる 

好きな顔と生活すれば 
ちょっとした事でも許せる 

つまり 
【余裕感こそが正義】 

って視点から見ると 
男の価値は金と顔になっちゃうｗ 

５０９、 
【パートナーに絶対やってはダメ】 

不幸な人のほとんどが 
相手に何もしないくせに 
自分は幸せにしてほしいとねだる。 

相手が自分を幸せにしてくれると 
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勘違いしてる女性は必ず不幸になる。 

５１０、 
本当にこれはむっちゃ大事ー！ 

目先の欲に負けやすい女性は意識すべき考え方ですね！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1270317153812545536?
s=20 

５１１、 
浮いた噂すらないの最強✨  

そうゆう旦那さんの方が 
女性は安心感あるから 
変なストレス溜めなくていいよね！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1270516309998972928?
s=20 

５１２、 
普段、イルティは女性の味方として 
youtubeなどで男性心理を動画で解説しててます！ 

今回、不倫浮気について 
男性心理を解説してるので 

良かったらこちらも合わせて見てね♪ 
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https://youtu.be/uerU0ccYZu0 

５１３、 
懐かしい動画見つかったw 
tiktok時代はこんな事ばっかやってたな～☺ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1270738012754739200?
s=20 

５１４、 
不倫の相談をいただくが 
子供がいる母親に対して 

不倫相手と子供どっちが大事？ 
と聞くと子供と答える 

けど 
いまあなたがやってるのは 
子供の期待を裏切ってる行為ではないの？ 

と聞くと 
途端に自分の行いを 
悔い改める方が多い 

不倫に対して 
否定も肯定もしないけど 

優先順位だけは見失うな！ 
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５１５、 
【男を傷つける別れの言葉】 

・そばにいてもずっと不幸だった 
・好きじゃないのに付き合ってた 
・一緒にいてもメリットもない 
・二度と声すら聞きたくない 
・本当に好きな人を見つけれた 
・見た目が生理的にムリ 

５１６、 
こんなのあるんだ！ 
みんなぜひイルティに清き一票を✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1271478216683749376?
s=20 

５１７、 
いい男を探す女性が多いけど 
自分をいい女にしてくれる男を選ぶ 

って意識を持つ方が 
相手の内面をしっかり見れるし 

妄想だけで恋しなくなるから 
とってもオススメ！ 
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５１８、 
【脈なしセリフ】 

・ごめん寝てた 
・付き合う意味ってある？ 
・空いてる日あれば言うね 
・次の日早いんだよね 
・来月まで空いてない 

５１９、 
周りから 
『絶対脈ありだよー！』 
と言われても当たらないが 

周りから 
『あの男はやめた方がいいよー』 
はだいたい当たる 

【励ましと警告の違い】 

５２０、 
女友達同士の闇…w 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1271699617252442112?
s=20 

５２１、 
今日の動画は復縁に関して出しました！ 
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コメント欄では意見が分かれてるから見応えあります✨  

復縁は正しいのか？ 
復縁はありえないのか？ 

みなさんはどっち派ですか？？ 

５２２、 
1000歳と5歳の歳の差です(ﾟωﾟ) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1271735750346682375?
s=20 

５２３、 
これはダイエットのモチベーションになる！！！！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1271737117551374336?
s=20 

５２４、 
男性には 
なんで厳しいんですか？ 
って聞かれたけど 

弱い男だと 
惚れた女性と子供を 
守る事ができないから 
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強くなってね～って 
気持ちを込めて厳しくしてます☺  

５２５、 
女性向けのマッチングアプリ対策ってあるようでなかったりするから 

こちらはアプリ派の女性にオススメですね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1271775620574240768?
s=20 

５２６、 
【酔っ払った時の男女の違い】 

・女性は酔うと彼氏のことを考える 

・男性は酔うと彼女の存在を忘れる 

５２７、 
最初は、 

お互い好きで好意も感じて 
相手のことを信頼し 
心もお互いに開いていた 

けど冷めていくと 
態度も表情もわかりやすいぐらい変わってく… 

あの頃の彼はもう現れないの？ 
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苦しくて死にたくなるくらい辛い… 

それが失恋… 

５２８、 
【女性の会いたいの意味】 
・あなたと会えるなら 
・予定をキャンセルしてでも 
・多少体調が悪くても 
・睡眠時間を削ってでも 
・明日重要な会議があっても 
・今日くたばってでも 
・絶対に会いたい！！！！！！ 

【男の会いたいの意味】 
・特に予定がなければ会いたい。 

５２９、 
今日もありがとうございました✨  

僕らの活動が勇気に繋がってもらえるのは嬉しいです😊  

これからも頑張ります！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1272553166626672646?
s=20 
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５３０、 
復縁に対して意見ってこんなに別れるのか！！！(*́・ω・) 

勉強なる～！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1272698345480318976?
s=20 

５３１、 
『俺って性格重視だよ』 
と言ってる男に騙されちゃダメ！ 

だいたいそんな時の性格重視って 
『顔が可愛くて、かつ自分に優しい女性』 

って意味だからね！ 

５３２、 
男性にサプライズで 
靴を買ってもらいたい 

もしくは買ってあげたい女性は 
ボーリングデートに行くといいよ 

自然に靴のサイズを知れるよ😄  
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５３３、 
『好きかも！』と思ったら 
すでにもう好きだし 

『好きじゃないかも！』と思ったら 
すでにもう好きじゃない 

５３４、 
男性は基本チキンなので 
『なぜ相手は自分を好きになってくれたのか？』という理由を知りたがる 

なので、 
女性から一番言われて嬉しい言葉は 
『私達って相性いいよね！』 

男性フィルターでは 
『あなたは恋愛対象だよ』 
って言葉に変換されるのである。 

※エロい方じゃないよ 

５３５、 
読みやすいしわかりやすい記事✨  

悩める女性にオススメです😊  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1273124979471790082?
s=20 
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５３６、 
恋愛で起きてる事件って 
執着や依存を『愛情』だと 
履き違えてるからだと思う 

矛盾を受け入れない限り 
不幸は続くよ！ 

５３７、 
は、恥ずかしいwww 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1273281957300809728?
s=20 

５３８、 
・好かれる為に尽くす 
・愛されたいから我慢する 

最初はうまくかもしれないが 
尽くさないと我慢しないと続かないような関係っていつか終わる。 

自分の寿命削ってまで 
依存したい理由って何？？ 

５３９、 
言わなくてもわかるよね？ 
感出してくる男いるけど 

心なんて伝わらないし 
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伝わってくるのは 

『お前のキモい下心だけだよ！！』 

５４０、 
・男は名前をつけて保存 
・女性は上書き保存 

このような特徴があるが 
今の時代、クラウド保存もあるから 

女子会なんかでは 
元カレのフォルダをクラウドから 
容易に引っ張ってきて 

恥ずかしいとこまで開きまくる… 

５４１、 
毎日がつまらない本当の原因って 

人の目を気にしてるだけだし、 
人に好かれないと思い込んでるから 

自分はどうせ好かれる人間だし 
人の目とかどーでもいいよね！ 
って状態になった人から 

自分の人生を堂々と生きることができる。 

【これが、あげまんの目的地】 
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５４２、 
うちのクマがゲーム実況始めました。 

普段より喋るジョイ君を観たい方はこちらオススメです！ 

俺との撮影の時より 
イキイキしてないか？w 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1273930683379924992?
s=20 

５４３、 
そのお言葉だけで安眠できます☺  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1274739712540815361?
s=20 

５４４、 
『本当にやりたい事が見つかりません』 
って悩んでる人がいるけど 

楽しい事は続けて 
つまんない事はやめる 

っと思うので悩むだけで 
行動しない人は一生見つからないかも 
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５４５、 
自分が情けないです、と嘆くだけの人は 

・やりたい事やらなかった 
・やりたくない事やめれなかった 

ってだけ。 

情けないと口だけの人は 
実行しなかった自分を言い訳してるだけだよね 

【だから本気で情けないとは思ってない】 

５４６、 
【愛の定義】って人によって違うから 

『私のこと愛してるの！？』 
と男性に聞いても意味ない 

男性の愛の定義と 
女性の愛の定義が 
違う場合もあるので 

まずお互いの愛の定義をすり合わせないと 
すれ違いの喧嘩になるだけだよ 

５４７、 
花を見てれば癒されるが 

別に花はあなたを癒そうとしてない 
花らしく一生懸命生きてるだけ 
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誰かに愛されたくて頑張る人いるけど 
堂々と生きてる方が愛されるし 

そもそもしっかり 
自分の人生を一生懸命に生きてる？ 

【癒そうとしてくる花はキモいよ】 

５４８、 
彼から愛されてない 
と思うなら別れよう 

彼から愛されている 
と思うなら迷うな 

５４９、 
信じるな 
疑うな 
確かめろ！ 

５５０、 
メカ節子さん 
お誕生日おめでとうございます🎉  

パリピ感が最高っす✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1275671793811042304?
s=20 
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５５１、 
何でも主役が目立つし 
主役が称えられガチだけど 

その見えない裏で 
支えるスタッフだったり 
旦那を支える奥さんがいる 

実は裏方の方が主役を立てる為に 
たくさんのエネルギーを使ったりする 

だから、 
裏で頑張ってる人には 
もっと感謝を送るべきだと思う 

【一つの参考にしてね】 

５５２、 
自分がやれる事はやった？ 

全部やり尽くした？ 

本当にやり尽くした？ 

まだ余力残してない？ 

まだ余裕感とか残してない？ 

もう気絶するぐらい本気だした？ 

残り1%の元気すら使い果たした？ 
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【最後にそこまで本気出したのいつ？】 

５５３、 
強くなるから敵がいないわけじゃなくて 
敵を作らないから『無敵』状態になる 

人生をハードモードでなく 
イージーモードで生きたいなら 

・周りを味方に付ける包容力 
・相手の気持ちを読む思考力 
が大事になる 

けどそれって 
【何の為に生きてるのか？】 
って目的が明確になれば勝手に身に付くよ！ 

この内容は 
ちょっと難しいかも…笑 

５５４、 
誰でも人生は一回きり！！ 

大丈夫？ 
今の生き方は冷めてない？ 

夢に向かって輝いてた 
あの頃の”熱”を取り戻そうぜ！！ 
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５５５、 
どうせ人生って 
最後はうまくいくから 
失敗を経験するの大事！ 

最初から最後までハッピーエンドの 
恋愛映画なんてつまらないし 

【人生ネタ作り】 

５５６、 
【恋愛辞典】 

・恋愛で嘘をつく → 好かれたい 
・意地悪する → 気を引きたい 
・甘える → 信頼している 
・離れるよと匂わす → 振り向いてほしい 
・伝えられない → 察してほしい 
・拗ねる → 構ってほしい 
・ちょっかいだす → こっち見てほしい 

５５７、 
どんだけ、たくさんの恋愛を経験するかより 
『どれだけ素敵な恋愛をしてきたか？』 
の方が大切な気がする 

かなり時間がかかっても 
最後の最後で自分の人生において 
【誰にも負けない大切な男性】 

に出会えたのなら 
それで恋愛の成功だと言える。 

 / 220 400



５５８、 
このゲームは 
映画を見てるようですご過ぎる(〃ﾟ艸ﾟ) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1276830420236005378?
s=20 

５５９、 
クズな男か誠実性のある男 
なのかを見極めたいなら 

相手が何か発言した事に対して 
『どうしてそう思ったの？』 
と聞いてみるとわかりやすいかも！ 

▶誠実性のある男 
『これはこうゆう理由でやってるよ』 

▶クズ男 
『なんとなく』 
『そんな事をいちいち言わないといけないの？』 

５６０、 
【男の本音】 

疲れてへとへとになればなる程 
（本命の）君に会いたくなる 
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５６１、 
好きな人から『元気？』 
ってラインがきたら 

その瞬間、元気になるよね☺  

５６２、 
勇気を出されたことが 
本当にステキすぎる✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1277130938850263043?
s=20 

５６３、 
さっそくラジオ配信のアウトプットをされていてステキです✨  

峰不二子さんになれば落とせない男はいないｗｗ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1277553938984603648?
s=20 

５６４、 
・やりたい事がわかりません 
・趣味がないんです 
っていう人は 
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とりあえず笑う事を 
趣味にしてみたらどう？？ 

５６５、 
おー！！ 
さすがメリ様！！ 

女性が読むべき一冊だと思うので、まだの方はめちゃくちゃオススメです✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1277880096229998594?
s=20 

５６６、 
女性が綺麗になりたいと思うなら 

・いい恋をする 
・悪い恋をやめる 

この２つから始めてみよう！ 

５６７、 
壁は乗り越える為にあるものだから 
今、目の前にある壁は 

壊すか、よじ登るか、横道から進んだらいいよ 
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５６８、 
俺も笑い方をこれに合わせる！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1278577544283877376?
s=20 

５６９、 
自分を嫌いな女性の片想いの恋愛って 

嫌いな自分と向き合いたくないから、逃げる為に恋愛やってるパターンが多
い 

５７０、 
いい出会いって 
本当は気付いたら 
掴んでるもの 

素敵な出会いって 
あなたに安心感を感じて 
寄っていくもの 

だから 

やりたい事をやって 
毎日充実していて 
笑みがこぼれてればいいから 

不幸オーラー、 
必死感をまず無くそう！ 
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５７１、 
嫌われない努力じゃなくて 
尊敬される努力をしようぜ✨  

５７２、 
女性は愛をもらって育つのに対して 
男性は自由をもらって育つ生き物 

適度に愛さないと女性は枯れるし 
適度に自由を与えないと男性は枯れる 

かまってちゃんは男に水をやりすぎて 
放置しっぱなしは女性が栄養不足になる 

男女の愛って 
相性次第で正解って難しいから 
ちょうどいい距離感を見つけよう！ 

５７３、 
男に依存しない 
イヤなこと我慢しない 
大切されないなら離れる 
→危機感から女性を大切にする 

男に依存ばかり 
イヤなこと我慢ばかり 
大切にされなくても耐える 
→適当に扱ってもいいと思われる 

【今の結果の原因は全て自分】 
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５７４、 
喧嘩が多いカップルは 
仲がいいですねーとかしっかり本音が話し合えてる証拠 

っていう意見があるけど 
シンプルにどちらかが一言多いだけのパターンが多い（笑） 

５７５、 
女性を大切にしない男は 
大切にしなくてもいい女性を探している 

なので自分を大切にしてないと 
悪い男性（クズ男）がどんどん寄ってくる 

女性を大切にする男性は 
大切にしたい女性を探している 

なので自分を大切にしていると 
素敵な男性（誠実男）がどんどん寄ってくる 

【全て自分の引き寄せ】 

５７６、 
恋愛がいつも失敗する理由は、 
・顔が良くないから 
・体型が良くない 
・頭が良くない 

とかではなくたった１つ 
”自分に自信がない”だけ 
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自信がないから全部が悪く見えるだけ 
逆に自信があれば全部が素敵に見える 

恋愛に置いて全てとは言わないが 
とりあえず一番必要なのは【自信】 

５７７、 
【表面だけの男に騙されすぎ】 

女性の扱いが上手で魅力的で喋っても面白い男性 
けど交際期間が短く女性の入れ替わりが多い 

という男性は 

女性を楽しませる方法は熟知しても 
女性を大切にする方法は理解してない 

【つまり、ただの遊び人】 

５７８、 
現実逃避から恋愛をしてる時は 
ただ相手の事を好きでいる状態 

幸せな恋愛をしてる時は 
相手のことが好きだし 
相手といる時の自分も好きになれてる状態 

【自分は嫌いで相手は好きってただの異常】 
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５７９、 
女性を適当に扱う男に限って 
冷めてる態度を取るくせに 
自分から別れようとはしない 

その理由は 
別れ話を切り出さないのも 
女性を大切にしないって認識だから 

だから、別れ話をしてこない事を 
まだ私にはチャンスがあるかな？ 
って考えるのは実は危険である 

【関係をこちらから切る勇気も人生大事】 

５８０、 
【事実は１つ、でも解釈は無限】 

例えば同じ失恋だったとして 
それをうまく幸せに繋げてる人もいる。 

どんな解釈をして自分の成長に繋げてるか？ 
それを考えていくのが女子力だよ 

【だから思考を止めるな！】 

５８１、 
恋愛を通して 
「傷つかないように男を信頼してはダメ」 
ってのは寂しいから 
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「自分を傷つけてくる男なら別れを告げる」 
って意識を持てば成長に繋がる 

心を閉ざしても意味はないので 
前提を変えて女性の皆さんには 
幸せを掴んで欲しいなって思います。 

５８２、 
200年ぶりに外に出た(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1281201249946177542?
s=20 

５８３、 
『もう恋愛で傷つきたくないから恋しない！！』 

っと嘆いてる女性がいるけど 

【本当の愛は人を傷つけないし 
愛のない人があなたを傷つけてるだけ】 

本当の愛はどっちに転んでも 
必ず女性を幸せにしてくれる 

【しょーもない男を見抜く目を養うべし】 

５８４、 
▶今すぐやめよう！ 

・自虐してしまう癖 
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・批判してしまう癖 
・考えすぎる癖 
・変化を恐れてしまう 
・自分を押し殺してしまう 

☆今のあなたは自分らしい生き方してる？？ 

【本当の自分らしくを取り戻そうぜ！】 

５８５、 
ジョイ君オンリーの生配信なので、 
僕はその間冬眠して過ごします(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1281567756437975040?
s=20 

５８６、 
男にどう尽くすか？ 
を悩むんじゃなくて 

女性自身がどうやった幸せになれるか？ 
と自分自身に尽くす方が絶対いい 

なぜなら 
自分に尽くしている女性に 
男性は魅力を感じるし 

そんな女性を幸せにしたい！ 
と男性は心から思うから 

【自分に尽くしてくる女に男は興味ない】 
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５８７、 
『本当の優しさ』って何ですか？ 
と質問されるけど 

本当の優しさは 
【時間が経過しても変わらないもの】 

最初だけ優しかった 
時間が経つと男性の態度変わった 
というのは 

【それ、ただの性欲で優しかっただけ】 

５８８、 
恋愛下手な女性って 
意識が低いだけで 
考えてるようで何も考えてない 

恋愛しかやる事ないから 
恋愛依存する＝暇つぶしの延長 
になりやすいし 

恋愛する事は考えるけど 
相手を喜ばすことは考えない 

だから男性からは好かれる要素がない 

【これが恋愛するけど好かれない女性の特徴】 
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５８９、 
モテない系の相談くるけど 
自分に甘すぎる女性が多い 

自分の魅力不足が原因と認めず 

・相手のせいばかり 
・知識も知見も広げない 
・外見を磨く努力しない 

そのくせに 
『こんな頭の悪い私を選ぶ男性ってどこにいますか？』 
と努力を放棄した発言すらしてくる 

【妄想じゃなくて現実を見ろ！】 

５９０、 
最近、youtubeわSNS等で 
いいねを押すだけで歓喜の声があがるようになってきたw 

誰かを幸せにするのは楽しいな(笑) 

５９１、 
男性や彼氏に甘えられない女性は 
察して欲しいという感を出すので 
その【甘ったれてる】態度は気をつけよう！ 

自分の思いを言葉にすることは 
勇気が必要なことでもあるので 

その勇気の欠如が 
『言わなくてもわかってほしい』 
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という【甘え＝依存】に繋がってしまう 

※別の意味で甘えて嫌われるよ 

５９２、 
【話し合いができない男の特徴】 

・『価値観が違う』という思考停止してくる 

・話し合いが『和解』じゃなく『勝ち負け』 

・『誰も自分のことをわかってくれない』 
と言って誰のこともわかろうとする気がない 

５９３、 
周りの友達が 
・結婚している 
・恋人がいる 
・いい家に住んでいる 

という条件があったとしても 
あなたより幸せとは限らない 

５９４、 
【優しい男の特徴】 
・普段は冷たい→たまに優しい 
・普段は優しい→たまに冷たい 

たまにある行動って気分だよ 
だから『普段が今』だと思った方がいい 
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ツンデレにキュンキュンしてるようなら 
男の気まぐれにあなた惹かれてるだけ 

【優しい人は普段から優しいよ】 

５９５、 
ファンマ付けてくださってる方をフォローします！！ 

と言いながらフォローし忘れてました…😭  

🦊 🐻 マーク 
を付けてくれる方でフォロパ希望は、この投稿にいいね、コメントお願いし
ます✨  

※うちのコミュニティは横の繋がりは全然OKなので、みなさん同士も仲良く
フォローし合ってね😊  

５９６、 
みんな逆にフォローしてあたふたさせてあげよww 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1284037396321857537?
s=20 

５９７、 
ヤジだけ飛ばしに行こう(笑) 

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1284329852326166528?
s=20 

５９８、 
誠実な男性は 
性格がいいから 
目に見えない優しさを優先する 

クズ男は 
好かれる為に 
目に見える優しさをアピールする 

５９９、 
幸せな恋愛ができてる瞬間って 

相手のことが好きという感情だけでなく 
相手といる時の自分も最高に好きになれてる時 

６００、 
イルティ→相談に上からアドバイス 
ジョイ→相談を親身に聞いてくれる 

俺の好感度上がらないやんけ！ 
(*́・ω・) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1284495684155043840?
s=20 
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６０１、 
恋人をわざと傷付ける事をする人は 
自分が愛されているか不安だから 

あなたの反応を見て 
愛を確認したいだけ 

それでも追いかけてくれるか？ 
それでも許してくれるか？ 

けどその行動により 
愛は確実に減っていく現実 

【恋愛依存症の人は要注意】 

６０２、 
男が本気で好きな女性に対しては 
【どれだけ時間をかけてくれてるか？】 
だけを見たらいいよ！ 

言葉、態度、お金、なんて”嘘つける”から 

けど限られた時間を何に使うかで 
その人の優先順位はわかるからオススメ！ 

６０３、 
人のせいにしてると思考が停止する 

だから迷った時は 
誰のせいもしない道を選べ！ 

その道に覚悟を持って 
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自己責任マインドで乗り越えろ！ 

【そんな女性に男は惚れるｗ】 

６０４、 
◆幸せになりやすい人 
・幸せに敏感 
・すぐにご機嫌 
・自己責任で考える 
・やりたい事をやる 
・やりたくない事やらない 

◆幸せになりにくい人 
・辛いことに敏感 
・すぐに不機嫌 
・他人のせいを考える 
・やりたい事を我慢する 
・やりたくない事をやってる 

６０５、 
・嘘つかない 
・約束守る 

この言葉を他人にはできてる人いるけど自分に対してできてない人多い。 

・自分に嘘つかず正直に生きてる？ 
・自分がやると決めた約束守れてる？ 

【自分を一番みてるのは自分だよ】 
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６０６、 
スナックジョイ開催中は、 
僕はブラック企業(甥っ子と戯れ)でくたばってる可能性があるので、参加さ
れる皆さんは僕の無事も祈っててください(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1285622465884979201?
s=20 

６０７、 
横の繋がり最高✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1286507024189014016?
s=20 

６０８、 
誰かを攻撃してしまう人は 
悪意があって他人を攻撃してるわけじゃない 

過去、現在、何かしら辛い事があり 
”悲しみに負けてしまった” 

結果、加害者となり 
自分を守るために他人を攻撃してるだけ 

相手の行動だけでなく 
相手の過去も見れる女性が増えたら 
世界はもっと平和になれる気がする 
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６０９、 
「私ブスだから恋愛する権利がないですよね…」 
って相談が来る事が多いから 

最近は、 
『卑下する前に努力しろよ、 
口だけで努力しないからブスなんだろ？』 

とストレートに言ってあげます。 

【めっちゃ努力してるブスは見た事ない】 

６１０、 
かわゆすぎる(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1287144263239655424?
s=20 

６１１、 
自分自身を認められない人は 
他人から褒められたり 
期待されると自己否定したくなる 

『もっと頑張れ？今の私否定されてる？』 
とかネガティブ思考なりがち 

そうゆう人は人生で我慢しすぎ 
やりたい事は今すぐやろう！ 
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６１２、 
『人生サボる暇なし！』 
って言葉はあるけど 

あげまんとして生きるなら 
『（楽しむ時間を）サボる暇なし！』 
って意味で捉えてね！ 

だから今すぐ 
美味しいものを遠慮なく食べよ✨  

６１３、 
男は裏切るかもしれないが 
美味い飯はあなたを裏切らない 

とりあえず 
悩んでるなら美味しいものを食べてから悩もう 

６１４、 
自分を振った男を見返してやる！ 
って気持ちで自分磨きするのは素晴らしい✨  

でも、自分磨きがいい感じに進むと 
自分を振った男の事はどうでもよくなるから 
やっぱりどんな時も自分を磨くの大事 
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６１５、 
【恋愛の終わりにて】 

・フラれた側は 
自分なんて情けない思いから 
『愛情』から『情』が消え【愛】だけ残る 

・フった側は 
目の前の人を愛せない思いから 
『愛情』から『愛』が消え【情】だけ残る 

【本当の恋愛はどちらも傷つくもの】 

６１６、 
電話相談ありがとうございました✨  

僕もお話できて楽しかったです😊  

またステキな報告お待ちしてますね♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1288114881112072193?
s=20 

６１７、 
お付き合いの中で 
自分の”幸せの権限”を 
相手に託してしまった 

自分1人では幸せになれない 
だって自分には価値がないから！ 
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だから彼から 
幸せにしてもらえると 
勝手に依存してしまった 

言い換えると 
『恋人は私を幸せにしてくれる道具として利用したかった』 
ってのが本音 

【それが恋愛依存症】 

６１８、 
我慢や気を使って”自分らしさ”を 
犠牲にして得た『自分の居場所』って楽しい？？ 

すごく窮屈じゃね？？ 

【今すぐそんなオリは壊せ！】 

６１９、 
同じ恋愛を二度と繰り返さないのが 
いい女性の定義 

６２０、 
恋愛が生活を充実させるわけじゃなく 
充実した生活に彩りをくれるのが恋愛ってだけ 

【恋愛＝幸せ じゃない】 
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６２１、 
つまんねぇ大人の影響受けて 
小さく生きてんじゃねぇ、 

自分らしく堂々と生きろ！！ 

６２２、 
闇オス力ｗｗ 

確かにメリ様の発信が女性に 
一番わかりやすくてすごく参考にしやすいので 
それを悪用する男も増えちゃうのが現実ですよね… 

シンプルにメリ様の言ってることを 
軸に生きるだけでも男を見抜けると思うけど 
女性は目先の快楽や理性に負けちゃダメだよ☺  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1288733715808452608?
s=20 

６２３、 
明日はジョイくんをみんなで罵りに行こう(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1288806481983225858?
s=20 
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６２４、 
お付き合いには互いの同意が必要だけども 
別れというのもに同意は必要ない 

どちらかが無理なら、その恋はもう終わり 

【別れに同意を求めるからトラブルになる】 

６２５、 
恋するのは平気だが 
愛することにビビるのが男性 

恋するのは臆病だが 
愛する大胆さがあるのは女性 

６２６、 
毒舌相談室に参加ありがとうございました✨  

動画内でお話ししたように、ファンマ→🦊 🐻 を付けてくれた方はフォロバ
します！ 

まだイルティからフォロバされてない方はこの投稿にいいね、かコメントお
願いします☺  

ファンマ付けてる皆さん同士でもフォローし合って輪を広げちゃってくださ
いね！ 
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６２７、 
【恋愛あるある】 
・真剣であれば勇気がでる 
・求めてばかりだと愚痴がでる 
・自分都合ばかりだと言い訳ばかり 
・うまくいかないと嫉妬ばかり 

６２８、 
信号無視する男とは別れた方がいい。 

理由として 
「誰も見てないから無視していい」 
という思考なので 

バレなければ 
【浮気】してもいいという思考だから 

６２９、 
チャンスが来たら頑張る人より、 
いつチャンスがきてもいいように準備して頑張ってる人の方が応援したくな
る。 

６３０、 
多くの人は「成功」に価値があると思ってるけど、 
これからの時代は『失敗』の方が価値が高くなる。 

失敗もピンチもない主人公が面白くないように 
苦労しないって飽きられやすい 

失敗する＝先が気になる＝展開が面白くなる 
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という価値が生まれる 

【たくさん失敗する人がこれからモテる時代だよ】 

６３１、 
喧嘩ですぐ別れるぞ！ 
と言う男は 

罪悪感を与えて 
女性の感情をコントロール 
したいだけの超絶クズ野郎！ 

そんな時は 
『うん、わかった』 
と言ってください 

そしたら、 
『本当に別れるぞ…！いいんだな…？』 

って引き止めて欲しそうに 
こっちを見てくる（笑） 

【男に主導権は握らせるな！！】 

６３２、 
尽くさないと離れてしまう男は、 
あなたを都合のいい女として利用したいだけ 

そもそも 
男は惚れた本命女性に、 
尽くされたいと思ってない 

 / 246 400



男が本命女性に求める事って 
『俺の側にいて笑って欲しい』 

たったこれだけだよ✨  

６３３、 
悠さんのおかげで救われる女性が増えそう！！ 

尊敬✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1290352100753330176?
s=20 

６３４、 
「自分らしさ」を犠牲で手にした 
居場所って窮屈すぎて辛いだけ 

自分を変えたいなら 
自分から離れる奴なんかに 
執着してはいけない 

本当の自分を出しても 
気にせず見守ってくれる人が 
あなたが本当に大切にするべき人だよ 

６３５、 
・尽くして彼をダメ人間にする… 
・尽くすってなんですか？ 
・尽くしすぎたらダメなんですかね？ 
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って悩んでる人が多いが 
『尽くす』のはダメではない 

・彼に嫌われたくない 
・彼にビビって揉めたくない 

って前提を隠して 
『私は尽くしてます』って言葉で 
カッコつけてるのはダサいよ 

６３６、 
復縁を望む人は多いが 
彼と復縁をするのが目的じゃなくて 

『この苦しみから解放されたい』 
『早く楽になりたい』 

って理由から復縁したい 
と嘆いてる人が多い気がする 

忘れたい相手に忘れさせてほしい！ 
とすがっている限りは 
いつまで忘れる事は不可能。 

【復縁できたらすぐ冷める理由もこれ】 

６３７、 
まとめありがとうございます✨  

part2で大丈夫です！😄  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1290649728653430787?
s=20 

６３８、 
今日もラジオ配信ありがとうございました✨  

※ツイッターで告知するの忘れてすみません💦  

ファンマを付けてくれた方は 
フォローバックするので、いいねやコメントしてね！ 

横の繋がりが欲しい方は 
同じようにフォンマつけてフォローしあってね✨  

６３９、 
今日の悠さんは 
いつもより”見えない気合”があって楽しかったです！笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1291790344552501248?
s=20 

６４０、 
男はリアクションがいい女性に好感を持つ 

容姿は美人じゃないのにモテる女性は 
シンプルに男性を喜ばせるのが上手 
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男は何をしたら楽しんで、喜んで、笑うか？ 
それができる女性を最終的に選ぶよ。 

【褒め上手は愛され上手】 

６４１、 
恋人はあなたの幸せを増やしてくれる存在であって、 
あなたの幸せを埋めてくれる存在ではない 

６４２、 
アーカイブからも文字起こししてくださるとは✨  

悠さん、さすがっす！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1292177756633968640?
s=20 

６４３、 
会えない時も安心できる恋人を作ろう！ 

付き合っても『会わない時間』の方が長いし 
【会わない＝不安】なら 
あなたの人生は不安で過ごすしかなくなる 

だから、幸せになりたいなら 
会えない時間でも安心できる恋人を作ろう！ 
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６４４、 
あなたは幸せになる為に生まれたから 
幸せになる為に生きて良いんだよ！ 

これ伝えても10分後には 
すぐ忘れてしまう人が多いから 
毎日つぶやいて心に刻んで！ 

６４５、 
恋愛がどれだけしんどくても 
最後にたった1人の素敵な男性と結ばれれば勝ち 

【下克上を起こしていこう！】 

６４６、 
【素敵な恋】って熟すまでは時間かかる 

なのに、焦って行動した結果 
まだ酸っぱい時期に収穫（勝負）をしかけ 
最終的には男性から不良品扱いされる 

しっかり熟すまで見極めるの大事だし 
『待つ』という当たり前に過程を忘れないようにしよう！ 

【だから自分の性欲や不安に負けるな】 

６４７、 
あの長編すらまとめるとは！ 
悠さん、おそろしや✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1292715810473926656?
s=20 

６４８、 
いかに『病まない自分』になるかより 
いかに『病ませない人と関わるか』が大事 

あなたが不安や不幸感が強いのは 
人を見る目がかなり大事だったりするよ 

６４９、 
このぐらい堂々としてる女性は 
やっぱり魅力的に見えるよね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1293032663196942343?
s=20 

６５０、 
男って簡単にHさせてくれそうな子には 
めちゃくちゃ優しく接する。 
おだてればHできる可能性上がるから 

→目的達成 
『知らない男に優しくされて体を許す最低女かよ』 
と冷める 

→しっかり断られる 
『この子は誘われても浮気しない素敵な女性だ』 
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と惚れられる 

【クズ男は理不尽】 

６５１、 
いつもお時間使ってまとめていただけて助かってます✨  
悠さんの向上心最高っす！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1293268323799449601?
s=20 

６５２、 
男は男である事を忘れると”女々しく”なり 

女性は女である事を忘れると”おっさん”になる 

【恋愛は自分を捨てた時に相手に飽きられる】 

６５３、 
男は浮気する傾向があるのは否定しないけど 
浮気するのは理性に負けるようなクズだよ 

だから、 
『男って浮気する生き物だよ』って 
自ら言う男は浮気を正当化したいだけ 

【知能の低い馬鹿なだけだよ】 
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６５４、 
【男女の悩みの違い】 

・悩んだ時に放って欲しいのが男　 
・悩んだ時に話を聞いて欲しいのが女性 

自分がして欲しい事を男に求めたら 
トラブルになるから気をつけよう！ 

６５５、 
欲望（性欲）に負けないのがいい男　 
寂しさに負けないのがいい女 

６５６、 
【今すぐやめよう】 

・誰かの批判をする 
・自分は価値がないと勘違い 
・私は不幸だと思い込む 
・明日やればいいという後回し 
・他人の期待に応えようとする 

６５７、 
どうでもいい男には好かれるけど 
好きな人には好かれません。 

って悩んでる女性は 
どうでもいい男に対する距離感、接し方を 
好きな人にやれば好かれると思うよ。 
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どうでもいい人には 
好きな人にとる対応をすれば 
好かれなくなるよ 

【好きな人にも本当の自分を出せばいいだけ】 

６５８、 
相手が誠実な男性なら 
話し合いをするほど関係が深まる 

相手がクズ男なら、 
話し合いをするほど関係が悪化する 

幸せを掴みたいのか？ 
不幸になりたいのか？ 

そこと向き合う事から逃げるのやめよう！ 

６５９、 
こんな黒歴史あったなーwww 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1295586431113375746?
s=20 

６６０、 
誰かのエネルギーを奪う生き方じゃなくて 
誰かの笑顔を作れる生き方をしていこう✨  
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６６１、 
あなたが尽くさないと離れるような男は 
そもそも”都合のいい女”でしか見てないよ 

本当にあなたの事が好きな男は 
あなたに見返りなんて求めないし 

一緒にいれるだけで価値を感じてくれるよ！ 

６６２、 
【いい男】 
・一緒にいなくても安心できる 
・女性の家族、友達、仕事を優先させてあげる 
・彼女の２番手になれるが彼女を１番に思う 
・約束は守る 
・嘘はつかない 

６６３、 
楽しく生きよう！ 

よりも 

楽しくなくてもいっか♪ 
やりたい事やるだけでいっしょ♪ 
つまんなくなったらやめよ♪ 
無理して楽しむの諦めよ♪ 

の方が 
楽しく生きれそうな気がする🦊  
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６６４、 
かっけえぇ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1296826993061711873?
s=20 

６６５、 
あー、でもリアルこんな感じww 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1296827108476379136?
s=20 

６６６、 
いい男は女性の内面を良く見ている 
クズ男ほど女性の外見しか見ない 

いい男は観察力も相手の真意も読み解く能力高く 
クズ男は内面を見る能力がなく外見判断のみ 

しっかり内面を見て相手を不安にさせない男が 
女性を幸せにできる誠実性の高い男といえる 

【そんな男に愛される女性を目指そう✨ 】 

６６７、 
新刊おめでとうございます❗  
バッチリ予約しました！ 
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男を手玉に取れるようにがんばります✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1297489592887607298?
s=20 

６６８、 
【間違った学び】 

名言や自己啓発を学んで 
・素敵な恋をしよう 
・いい人間になろう 
って意味がない 

先にやるべきは 
・心のモヤモヤをスッキリさせる 
・我慢をやめ溜まってる毒を吐き出す 
それを時間をかけて向き合う方が大事 

いい言葉なんてすぐ忘れる 
人はやりたい事をしないと感情は動かないよ 

６６９、 
付き合いも長くなると 
お互いの違う価値観が見えてくる 

その違う価値観を 
どちらかが無理矢理合わせようとしてしまうと 
価値観を合わせた見返りを求めてしまう 

見返りこないかなーって期待するが 
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期待通りの行動こないと拗ねる 

【それが恋愛における執着の始まり】 

６７０、 
【浮気をされる女性】 
・浮気をされたら…と悩む 
・彼に嫌われないように努力 
・1人になると寂しくなる 
・自分を犠牲にして尽くそうとする 

【浮気をされない女性】 
・浮気をされたら◯すと伝える 
・自分を嫌いにならないように努力 
・1人の時間を充実させる 
・余裕がある分だけ尽くしてあげようとする 

６７１、 
恋愛相談で、 
『彼にフラれた後に次の恋ができるか不安です』 
と悩まれる女性がいますが 

できないなら、 
できないで全然いい 

なぜなら 
恋はしなくちゃいけないものではないから 

【恋って気付いたらしてるものだよ】 
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６７２、 
脳が正常な人は 
目の錯覚が起こる画像ｗ 

錯覚が起きない人は脳が疲れてるから 
恋愛する前にゆっくり休んだ方がいいかも！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1299242079155937287?
s=20 

６７３、 
思った通りには行かなくても 
やった通りには必ずなる！ 

恋愛に限らず 
仕事や体型、人間関係、お金 

人生の結果の全ては 
あなたの行動次第で必ず決まる。 

６７４、 
ラジオ出演が決まりました✨  

応募者の中からプレゼントもあるので、興味がある方は一度覗いてみてね♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1299698702836146176?
s=20 
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６７５、 
わー✨  

めっちゃ嬉しい😆  

りりかちゃん、似顔絵ありがとう💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1300429161471774720?
s=20 

６７６、 
恋愛がうまくいかない女性は 
自分の「理想の恋愛や人間像」を 
相手に『期待』してるだけの人が多い 

好きな人に興味があるわけじゃなくて 
自分の妄想通りに行くのが好きなだけ 
※もちろん自分は努力なんてしたくない 

そんな女性の口癖は 
・愛されたい 
・大事にされたい 

６７７、 
LINEの返信で一喜一憂する女性が多すぎる 

たった返信１つで相手からの 
愛情を測ろうとするのは 
全く意味がないし 
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自分の寂しさを埋めたい欲が強すぎて 
相手への想像力を放棄したらダメだよ！ 

【そんな女性を男は本命にしたいと思わない】 

６７８、 
懐かしい動画があったｗｗｗ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1301576796970692609?
s=20 

６７９、 
『俺って性格重視だよ』 
と言ってる男に騙されちゃダメ！ 

だいたいそんな時の性格重視って 
『顔が可愛くて、かつ自分に優しい女性』 

って意味だからね！ 

６８０、 
花を見てれば癒されるが 

別に花はあなたを癒そうとしてない 
花らしく一生懸命生きてるだけ 

誰かに愛されたくて頑張る人いるけど 
堂々と生きてる方が愛されるし 

そもそもしっかり 
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自分の人生を一生懸命に生きてる？ 

【癒そうとしてくる花はキモいよ】 

６８１、 
幼少期や小学生の時のように 
キラキラ、ワクワクしながら生きてる？？ 

歳を取っても成長するどころか 
逆に人生に絶望を感じて暗い顔して生きてない？ 

嘘つきながら生きるのやめて 
昔の自分が憧れていた自分になっちゃお✨  

６８２、 
男に依存しない 
イヤなこと我慢しない 
大切されないなら離れる 
→危機感から女性を大切にする 

男に依存ばかり 
イヤなこと我慢ばかり 
大切にされなくても耐える 
→適当に扱ってもいいと思われる 

【今の結果の原因は全て自分】 

６８３、 
現実逃避から恋愛をしてる時は 
ただ相手の事を好きでいる状態 
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幸せな恋愛をしてる時は 
相手のことが好きだし 
相手といる時の自分も好きになれてる状態 

【自分は嫌いで相手は好きってただの異常】 

６８４、 
魅力ない女性は雑に扱われやすい 
なぜなら大事にしようって思われないから 

・受け身 
・自分で考えない 
・ユーモアない 
・自分に甘い 
・清潔感ない 
・無駄にプライド高い 
・振り向かせる時だけ頑張る 

そんな女性に 
価値を感じる男性はいないよ 

６８５、 
恋人はあなたの幸せを増やしてくれる存在であって、 
あなたの足りない幸せを埋めてくれる存在ではない 

６８６、 
『彼の事が好きが分からない』時のチェックポイント 

•一緒にいて楽しい？ 
•会ってない時、喜ぶ顔を想像してる？ 
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•喜ぶ顔見て自分も喜んでる？ 
•誕生日を祝ってあげたい？ 
•お金使ってあげたい？ 
•未来の２人の姿は描ける？ 
•今すぐ親に紹介できる？ 

【当てはめると見えるかも】 

６８７、 
恋愛を成功させるには 

好きな人にとって 
「代わりがいない存在」 
になるのが1番早いよ 

そのために、 
•自分の魅力を限界まで高める 
•雑に扱われるのを他人のせいにしない 

そうすれば 
永遠に代わりが効かない存在になれるよ 

６８８、 
【モテない女性はシンプルにコミュ障】 

モテない人って 
相手を理解するより 
自分を理解してもらうことに必死！ 

コミュ障って 
• 話が下手 
• 面白い話ができない 
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と勘違いしてる人いるけど 

シンプルに 
• 相手の気持ちを理解しない 
• 共感しようとしない 

ってだけだよ 

６８９、 
子供が幸せになる為の相談なら、むしろ大歓迎です✨  

質問ありがとうございました😊  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1306991681640652811?
s=20 

６９０、 
ほぼ毎日、お悩み相談を生放送でやってます😊 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1306993625738260480?
s=20 

６９１、 
人を傷つけてしまう人って 
『劣等感の強い人』 

それが強すぎるがあまり 
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• 傷つきたくない 
• 私は正しい 
で動いてしまう 

嫉妬心、劣等感が強いから 
自分を守る為なら手段を選ばず 
平気で相手を裏切り傷つける 

そうゆう人の特徴 
【悩み相談くる時、被害者アピールがすごい】 

６９２、 
【浮気がバレた時の男の言い訳】 

•女の連絡先は全部消す 
→いや、お前もう罪犯してるぞ？ 

•ホテル行ったけど手は出してない 
→手は出してないけど金と下半身は出しただろ？ 

•好きなのはお前だけ 
→デザートは別腹！ってか！？ 

【本気で彼女が好きなら理性でブレーキかけろや！】 

６９３、 
目と口がキュート💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1307944785861201921?
s=20 
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６９４、 
堂々と自分らしく生きちゃいましょ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1308365652344803328?
s=20 

６９５、 
失恋をされて辛い日々の方に是非見て欲しい動画です✨  

失恋って引きずるものじゃなくて 
解消して次に素敵な恋愛をする為のポジティブな感情ですね！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1308455319945670657?
s=20 

６９６、 
勇気が素敵すぎる！！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1308455465102110720?
s=20 

６９７、 
みなさん！！ 
今日のメリ様とのコラボは22時からです✨  
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かなり化学反応が起きる時間になりそうで楽しみです😊  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1308604781951291392?
s=20 

６９８、 
ほんとに自我が保てず愚痴や不平不満を 
SNSに書き込みたくなった場合 

そんな時は 
『同じ状況の人にアドバイスするなら、どんな発言をしたら気持ちを軽くで
きるかな？』 
と考えて文章を書いてみて！ 

そしたら、そのネガティブな感情は 
誰かにとって価値ある投稿に変わるから✨  

あなた自身の中にある 
孤独や寂しさを肯定できた時に 
心が成長するよ！ 

６９９、 
【誰かに大切にされたい？】 

なら、大切にしてくれる人を探すより 
自分自身が”大切にしたくなる女”になればいい 

大切にされないのは 
相手から見たら”その程度”の存在だから 
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あなたが『あげまん』で『魅力』があれば 
頼まなくても勝手に大切にされ始めるよ。 

７００、 
👍  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1309471191942328320?
s=20 

７０１、 
素敵すぎて感動 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1309518741651169281?
s=20 

７０２、 
最近もたくさん恋愛相談を聞いてるけど 
彼女らの理想の男性をまとめると 

女慣れして、スマートで、紳士で女心もわかって 
いつも愛の言葉をくれ、私だけを想ってくれる人 
けど女性の影は全然なく、 
そんな態度を取るのは私が初めて… 

という特質系の男性で合ってる？笑 
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７０３、 
ちなみに、好きな人のために自分が変わろう！ 
って思えるのが『愛』だと思うよ 

７０４、 
『俺はお前の事も大切にしたいけど 
周りの人間関係も大切にしたいと思ってる』 
って男に言われたら 

『その周りに私が入ってないし 
私に我慢させてる時点で大切にできてなくね？』 
って言っていいよ 

後これも↓ 
『お前の大切にしたいって言葉は浅はかだな！』 

７０５、 
【好きだからって何でも話す必要ない】 

相手が知ったら傷つくことは 
隠して墓場まで持っていくといい 

なんでも正直に話す人は 
”罪悪感”から逃れたいだけ 

それは誠実さでなく 
『相手の反応を試したい』だけ 

騙すしてるから悪いとかない 
【むしろ相手の幸せを願ってるなら正義だよ】 
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７０６、 
今夜、ラジオに登場します✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1310501576889348096?
s=20 

７０７、 
その行動力が素敵すぎる✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1310535687045656578?
s=20 

７０８、 
ラジオの手応えがあったようでよかったです✨  

実は、かなりド緊張してました(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1310758041332056068?
s=20 

７０９、 
「成長」と「挑戦」から逃げる人は 
他人の失敗を批判ばかりする 

それに悩む女性も多いけど 
『失敗すらできない人間』は 
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”クズ”で”底辺”でいるから 
輝くあなたの足を引っ張りたいだけ 

堂々と生きたいなら 
そんな奴には 

『お前の発言、どーでもいい！』 
と言える強さを備えていこう 

７１０、 
『重いと思われたくないから 
会いたいと言えません…』 

好き同士で付き合って 
それで悩むのおかしくない？ 

『週６で会いたい…』 
いや、むしろそれ可愛いよ 

重いとか、おかしいと言う奴は 
あなたをもう好きじゃないだけ 

【今すぐ別れた方がいい相手なだけだよ】 

７１１、 
【本命彼女への対応】 

男は彼女のこと大好きなら 
絶対雑に扱わないよ！ 

「別れたくない」という 
気持ちが強くなるから 
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忙しいけど時間は作る 
隙間時間でも連絡を返す 
など、男性はベストを尽くす！ 

逆に好きじゃない彼女への対応は 

【徹底的に後回し】 

７１２、 
彼氏が途切れない女性を軽い女だの 
批判したりディスったりするの”ダサい” 

よく考えて欲しい！ 

たくさんの人と恋愛できるのは 
”人の良いとこを見つけるの上手い”から 

恋愛できない人は逆に 
自分の事ばっかりしか考えない 

【恋愛する前に目の前の人、しっかり見ようぜ】 

７１３、 
すぐに理解できたら、もう成功者ですｗ 
これから経験値を増やしていけば成長するので、確実に理解の感覚が短く
なって当たり前になっていきますよ✨  

幸せは逃げないので焦らずいきましょう♪♪ 

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1312361696405590016?
s=20 

７１４、 
好きな人に対して 
｢信じてもいい？｣ 
｢信じるのが怖い…｣ 
って女性は 

信じる行為すら 
”他人任せ”だから愛されない 

そのクセ 
｢裏切られた｣と 
被害者ヅラを始める 

｢信じる｣って 
自分の意思で決めるもの 
相手にしてもらうものでない 

【愛されたいなら自己責任で生きろ】 

７１５、 
【他人任せでいる女の末路】 

•失敗しないから成長が止まる 
•自分の頭で考えなくなる 
•他人に依存し始める 
•自力で幸せになるのが難しくなる 
•周りには敵しかいないと錯覚する 
•人間不信に陥る 
•私って不幸な人間…とか言い始める 
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【人のせいにしてるうちは悩みは消えない】 

７１６、 
来週は『ヴァイオレットエヴァーガーデンを語る会』をやろう！ 

みんなでたくさんの愛を語り合おう！ｗｗ 

７１７、 
『時間がない』と言ってくる男 

•仕事が忙しくて時間ない 
•やる事が多すぎて時間内 
という人の発言は嘘である。 

本音は 
『（君に使う）時間がない』ってだけ 

【時間ない奴に限ってSNSはやってるオチ】 

７１８、 
【怖くて告白できない女性へ】 

それってフラれた時 
・周りにバレたくない 
・恥ずかしい思いしたくない 
・ダサいって思われたくない 

つまり、 
”しょーもないプライド”を 
守りたいだけじゃない？ 
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【自分 > 好きな人】 
になってるかもしれないから 
改めて自分と向き合ってみて！ 

７１９、 
「好きな人を諦めないといけない…」 
そう思う瞬間って心がかなり痛い 

しかし、 
私と彼の価値観では 
両方が幸せになれない！ 
と感じた瞬間は身を引こう。 

自分でダメと分かってるのに 
一緒にいるって好意ではない 

それは、ただの”執着” 

【本当に好きなら諦める決意も重要】 

７２０、 
【生放送中】仙人イルティの毒舌相談室  
https://youtu.be/iMlrzSoYqJs 

７２１、 
『恋人＝自分のモノ』 
と思い込むのをやめよう！ 

視野が狭くなり 
束縛や嫉妬心がでてしまい 
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相手を知らない所で 
苦しめてる事を知ろう！ 

「恋人だから…」 
という言い訳はやめて、 
今すぐ相手に想いやってあげて 

【失ってからじゃ遅いよ。】 

７２２、 
やったるでー！！！ 
プライベート感丸出しになるのでお楽しみに✨  

※チャンネルはジョイ君のチャンネルでやります！ 

https://youtube.com/channel/
UC5MwwXsdCfYaDuWFhbkmvUw 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1321758803465916417?
s=20 

７２３、 
【恋愛依存症の特徴】 

『本当は親から愛されたかった』 
という無意識の願望が 

”男性”に向いてしまい 
『彼に満たしてもらおう』 
という願望に変化する 
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それが愛されて振り向かせたい 
に繋がって尽くしすぎたり 
どんな状況でも我慢する 

【根本的に解決する手がかりは過去にあり】 

７２４、 
毒を吐いてるのに 
それを受け入れてくれる 
皆さんの素直さが素敵✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1322429894400172032?
s=20 

７２５、 
動画見てて見覚えあると思ったらビックリ！笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1322494448559775744?
s=20 

７２６、 
『彼にこんな事は言えません』 

と悩んでいる人が 
本当に多いなと思うけど 

なぜ自分の本音も 
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話せないような人を 
恋人にしたいと思うの？ 

自分を偽ってまで付き合たい相手と 
幸せなゴールができるって本当に思う？ 

７２７、 
相手の『長所』を見て 
素敵だなーと感じて好きが生まれ、 

相手の『短所』を見て 
愛おしいなーと感じて愛が生まれる 

７２８、 
メリティコラボ楽しみです～✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1325719733606391809?
s=20 

７２９、 
『なぜかロクでもない男にばかり引っかかる』 
と悩む女性がいるけど 

最初から自分を偽って 
男性と関わってるのが原因 
と気づいて欲しい。 

自分を偽って好かれよう 
と下心を出してるから 
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同じように偽ってる男が 
寄ってくるだけだよ！ 

【常に堂々と生きていこう】 

７３０、 
女性が結婚して後悔するのって 
基本的にメンタルが弱い男を選んだから 

気が強そう＝メンタル強い 
じゃないからね！ 

あなたを不安にさせない男が 
『メンタルが強い男性』だからね 

【ところで今、あなた笑顔？？】 

７３１、 
明後日のスナックジョイを荒らしに行きます！！！！ 

みんなでジョイ君を困らせ隊！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1326116518204039168?
s=20 

７３２、 
正しいコミュニケーションって 
お互いの主張をぶつけ合うんじゃなくて 
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お互いの主張の中から 
『共通してる部分』を見つけて 
『共有』するのが大事。 

・意見を言わない 
・相手を責めて意見突き通す 

ってのが 
一番やっちゃダメだよ！ 

７３３、 
22時からメリさんのニコニコ動画に出演します✨  

リンクはこちらです！ 
https://sp.live.nicovideo.jp/watch/lv328981756 

男の本音を大暴露しまくります(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1326458820093075456?
s=20 

７３４、 
相手に嫌われないように 
自分のキャラを偽ってる女性いるけど 

それ本当のあなたじゃないなら 
男性に対して”ウソついてる”と同じだよ 

そんな嘘つき女が 
愛されるわけないよね 
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【常に堂々と生きようぜ！】 

７３５、 
『私って頭が悪いから…』 
と言っちゃう女性が多いけど 

・解決策を考えない 
・人のせいばかり 
・他人の文句ばかり 
・自分が傷つかないよう言い訳 

本当に頭が悪い人間っては 
こんな事をする人だと思う。 

そんな人に言いたい 
【頑張っている人の批判だけはするな！】 

７３６、 
話し合いが出来ない男と 
まともに向き合った所で 

ゴールや将来は見えないし 
意味不明な喧嘩になるし 

女性側が妥協して我慢して 
それが何回も続いて 
勝手に呆れられて 

こっちは好きだから真剣なのに 
適当に扱いやがってムカついて憤怒 

【そんな男はゴミ箱に捨てた方がいい】 
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７３７、 
【恋人を選ぶなら】 

『この人といる時の自分が好き！』 
って思える男性と付き合う方がオススメ 

しょーもない男と一緒にいたら 
常に不安に襲われ、自分の性格悪くなる 

そんな自分を自分自身が 
どんどん嫌いになっていく 

そうなると 
恋愛する度に自分の顔を 
妖怪みたいに醜くできるよ 

７３８、 
相手に対して、 
ムカついたりイライラするのって 
相手に期待して、その通りに動かない事が原因 

だから他人に期待しない方が 
いいとわかってても 

それが簡単にできないから 
余計イライラしてしまう人生ｗ 
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７３９、 
【悩みやすい女子あるある】 

自分を好きな男には興味沸かないけど 
自分に興味ない男には興味持っちゃう 

優しい男のアプローチを拒むけど 
冷たい男の態度にはときめいちゃう 

７４０、 
【好きな男と別れてから】 
・新しい人と出会う 
・付き合う 
・また一から関係を築いていく 

相手を知り自分の事を知ってもらう 
この流れがめんどくさいし 

次に出会う男も受け入れてくれるか 
わからない恐怖あるから 

別れた男と復縁したいし依存してたい 
って下心のある女性が多い！ 

７４１、 
【事実を受け止めよう】 

仕事が多忙でも 
男は『本当に好きな人』には 
いくらでも時間を用意する 

頼んでもないのにスキマ時間とか作る 
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優先順位が低い相手に 
使う時間はないから 

「仕事忙しい」を理由にして 
返信も会うこともしないだけ 

【女性も同じことするでしょ？】 

７４２、 
【男心は単純】 

男は好きな女を 
泣かす事は基本しない 

やってしまっても 
猛反省して二度としない 

女性が常に不安な状態なら 
それは愛されてないだけ 

あなたが本当に愛されたいなら 
事実を受け止めてすぐ離れるべき 

７４３、 
交際が長くなると男って急に 
「言わなくても伝わるっしょ？」 

ってスタンスになる男 
伝えないとわかる訳ないだろ！？ 

なんでいちいち顔色伺って 
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状況考えて察しないといけない？ 

だったらオメェだって 
私のこの言葉にできない 
不安や感情を読み取れや！ 

【男が甘えんじゃねぇ！】 

７４４、 
【マジでどうでもいい言葉３選】 

・『みんな我慢してるんだよ！』 
・『なんでわかってくれないの？』 
・『あなたの為にやったのに…』 

７４５、 
人生開き直って 
吹っ切れられた人は 

堂々と生きる事ができるから 
この世で最強の女性とも言える 

自分が本当に大切にしたいだけを 
優先して振り切って生きる 

そんな人生にしたいって思わない？？ 

だからさ、 
どーでもいい”固定概念”捨てて 
さっさと気持ちよく生きよう 

 / 287 400



７４６、 
【男性が浮気しちゃダメな理由】 

浮気をするのは相手を裏切るから 
とか考えてる男は甘い！ 

裏切られる事よりも 
この男は私の事を 
・私は失ってもいい対象 
・こいつには嘘ついていい 

『私にはその程度の価値しかない…』 
と存在否定されてる事が 
死ぬほど辛い事を理解した方がいい！ 

７４７、 
あの人を振り向かせたい 
あの人と付き合いたい 

とか嘆いてる人は 
その男と付き合うのが目的？ 

達成したら死んでいいの？ 
違うのよね？ 

付き合った先に 
幸せな恋愛や幸せな人生を送るのが本質 

だから女性を適当に扱うやつに 
依存するだけ無駄だし 
目的を履き違えてる女性が多すぎ 
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７４８、 
不幸=楽しい 
って訳ではないけど 

心の仕組みとして 
【幸せ＝退屈】 

と認識してる人は 
無意識に不幸になる事を 
選んでしまう人はいるよ！ 

本人は自覚ないから 
『そんなつもりはないです～』 
と言うけど 

無意識の世界の話だから 
なかなか伝わらないよね～ 

７４９、 
女って結局、金と顔かよ！ 
と逆切れする男いるけど 

お金があるから 
精神が安定して 

・男に尽くせる 
・喧嘩を減らせる 
・子供に笑顔を向けれる 

好きな顔と生活すれば 
ちょっとした事でも許せる 

つまり 
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【余裕感こそが正義】 

って視点から見ると 
男の価値は金と顔になっちゃうｗ 

７５０、 
【パートナーに絶対やってはダメ】 

不幸な人のほとんどが 
相手に何もしないくせに 
自分は幸せにしてほしいとねだる。 

相手が自分を幸せにしてくれると 
勘違いしてる女性は必ず不幸になる。 

【ねだるな、勝ち取れ】 

７５１、 
不倫相談をいただくが 
子供がいる母親に対して 

不倫相手と子供どっちが大事？ 
と聞くと子供と答える 

けど、あなたがやってるのは 
子供の期待を裏切ってる行為では？ 

と聞くと途端に自分の行いを 
悔い改める方が多い 

不倫は否定も肯定もしないけど 
優先順位だけは見失うな！ 

 / 290 400



７５２、 
その言葉がMVPですww 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1334080505449377794?
s=20 

７５３、 
いい男を探す女性が多いけど 
自分をいい女にしてくれる男を選ぶ 

って意識を持つ方が 
相手の内面をしっかり見れるし 

妄想だけで恋しなくなるから 
とってもオススメ！ 

７５４、 
周りから 
『絶対脈ありだよー！』 
と言われても当たらないが 

周りから 
『あの男はやめた方がいいよー』 
はだいたい当たる 

【励ましと警告の違い】 
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７５５、 
【酔っ払った時の男女の違い】 

・女性は酔うと彼氏のことを考える 

・男性は酔うと彼女の存在を忘れる 

７５６、 
【女性の会いたいの意味】 
・あなたと会えるなら 
・予定をキャンセルしてでも 
・多少体調が悪くても 
・睡眠時間を削ってでも 
・明日重要な会議があっても 
・今日くたばってでも 
・絶対に会いたい！！！！！ 

【男の会いたいの意味】 
・特に予定がなければ会いたい。 

７５７、 
『俺って性格重視だよ』 
と言ってる男に騙されちゃダメ！ 

だいたいそんな時の性格重視って 
『顔が可愛くて、かつ自分に優しい女性』 

って意味だからね！ 
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７５８、 
【募集】 
男に言えない「女の本音」って何かありますか？ 

※何もかも忘れてぶっちゃけお願いしますw 

７５９、 
恋愛で起きてる事件って 
執着や依存を『愛情』だと 
履き違えてるからだと思う 

矛盾を受け入れない限り 
不幸は続くよ！ 

７６０、 
フォロワーが１万人超えたら、ツイッターでもお悩み相談室を開催していこ
うかなって思います😄 ✨  

その時はインスタやyoutubeみたいに 
・優しめ回答 
・毒舌回答 

どちらいいですか？？🦊  

７６１、 
・好かれる為に尽くす 
・愛されたいから我慢する 

最初はうまくかもしれないが 
尽くさないと我慢しないと続かないような関係っていつか終わる。 
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自分の寿命削ってまで 
依存したい理由って何？？ 

７６２、 
毎日がつまらない本当の原因って 

人の目を気にしてるだけだし、 
人に好かれないと思い込んでるから 

自分はどうせ好かれる人間だし 
人の目とかどーでもいいよね！ 
って状態になった人から 

自分の人生を堂々と生きることができる。 

【これが、あげまんの目的地】 

７６３、 
『本当にやりたい事が見つかりません』 
って悩んでる人がいるけど 

・楽しい事は続けて 
・つまんない事はやめる 

ってのをやるだけでいいので 
悩むだけで行動しない人には 
一生見つからないものだと思う。 

【ビビってるうちは見つからない】 

 / 294 400



７６４、 
【愛の定義】って人によって違うから 

『私のこと愛してるの！？』 
と男性に聞いても意味ない 

・男性側の愛の定義 
・女性側の愛の定義 
これらが違う場合もあるので 

まずお互いの愛の定義をすり合わせないと 
すれ違いの喧嘩になるだけだよ 

７６５、 
彼から愛されてない、と思うなら 
さっさと別れよう 

彼から愛されている、と思うなら 
そもそも迷うな 

７６６、 
誰でも人生は一回きり！！ 

大丈夫？ 
今の生き方は冷めてない？ 

夢に向かって輝いてた 
あの頃の”熱”を取り戻そうぜ！！ 
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７６７、 
神崎メリさんとイルティのサイン本が書かれた『男のトリセツ』をプレゼン
ト！ 

23日にyoutube生放送にて 
抽選会をやりますが 

ツイッター限定でも 
この投稿にいいね、リツイート 
された中から 

『抽選で10名』の方にも 
差し上げます！ 

#メリティ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1341179893355200514?
s=20 

７６８、 
どうせ人生って 
最後はうまくいくから 
失敗を経験するの大事！ 

最初から最後までハッピーエンドの 
恋愛映画なんてつまらないし 

【人生ネタ作り】 
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７６９、 
【恋愛辞典】 

・恋愛で嘘をつく → 好かれたい 
・意地悪する → 気を引きたい 
・甘える → 信頼している 
・離れるよと匂わす → 振り向いてほしい 
・伝えられない → 察してほしい 
・拗ねる → 構ってほしい 
・ちょっかいだす → こっち見てほしい 

７７０、 
ハートのネックレスより 
女性が本当に欲しいのは 

もしかしたら 
【ゼクシィか彼の苗字】 
なのかもしれない… 

７７１、 
プレゼントありがとうございます😊 🎁  

大切に飾ります✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1341749756020682753?
s=20 

７７２、 
どんだけ、たくさんの恋愛を経験するかより 
『どれだけ素敵な恋愛をしてきたか？』 
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の方が大切な気がする 

かなり時間がかかっても 
最後の最後で自分の人生において 
【誰にも負けない大切な男性】 

に出会えたのなら 
それで恋愛の成功だと言える。 

７７３、 
どうも、サンタです。 
何か質問あれば受け付けます。 

悩み相談でも 
ちょっとした質問でもOKです（笑） 

７７４、 
クズ男か誠実性のある男 
なのかを見極めたいなら 

相手が何か発言した事に対して 
『どうしてそう思ったの？』 
と聞いてみるとわかりやすいかも！ 

▶誠実性のある男 
『これはこうゆう理由でやってるよ』 

▶クズ男 
『なんとなく』 
『そんな事をいちいち言わないといけないの？』 
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７７５、 
やったー✨ ✨  

めっちゃ嬉しい～🎉 🎉 🎉  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1342495606988623872?
s=20 

７７６、 
【男の本音】 

疲れてへとへとになればなる程 
（本命の）君に会いたくなる 

７７７、 
【フォロワー1万人超え記念】 

お悩み相談にお答えします😊  

７７８、 
明日から甥っ子達と遊びまくるので 
生放送は２日ほどお休みします♪ 

相談はスキマ時間に返すので 
気長にお待ちくださいね☺  

さぁー今年最後のブラック企業（無限高い高い）を乗り越えるぞー✨ ✨  

 / 299 400

https://twitter.com/yep_ilty/status/1342495606988623872?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1342495606988623872?s=20


７７９、 
毎日パワフルに頑張ります✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1343656024318697472?
s=20 

７８０、 
甥っ子達と遊んできて気付いたのが 
伝えたい感情が表現できないと 

・怒り 
・拗ねる 
・察してアピール 
・不幸アピール 

になるなーと改めて思った！ 

そんな時でも甥っ子に 
チョコをあげると 

すぐに機嫌を直すという技を 
今回覚えてきたｗｗ 

７８１、 
壁は乗り越える為にあるものだから 
今、目の前にある壁は 

壊すか、よじ登るか、横道から進んだらいいよ 
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７８２、 
いい出会いって 
本当は気付いたら 
掴んでるもの 

素敵な出会いって 
あなたに安心感を感じて 
寄っていくもの 

だから 

やりたい事をやって 
毎日充実していて 
笑みがこぼれてればいいから 

不幸オーラー、 
必死感をまず無くそう！ 

～～～2021～～～ 

７８３、 
あけましておめでとうございます🦊 ⛩  

今年も皆さんの頼れるイルティで突き進んでいきます✨  

たくさん祈願してね♪♪⛩ 👏  
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７８４、 
嫌われない努力じゃなくて 
尊敬される努力をしようぜ٩( 'ω' )و 

７８５、 
女性は愛をもらって育つのに対して 
男は自由をもらって育つ生き物 

適度に愛さないと女性は枯れるし 
適度に自由を与えないと男性は枯れる 

かまってちゃんは男に水をやりすぎて 
放置しっぱなしは女性が栄養不足になる 

男女の愛の正解って難しいから 
互いのちょうどいい距離感を見つけよう 

７８６、 
男に依存しない 
イヤなこと我慢しない 
大切されないなら離れる 
→危機感から女性を大切にする 

男に依存ばかり 
イヤなこと我慢ばかり 
大切にされなくても耐える 
→適当に扱ってもいいと思われる 

【今の結果の原因は全て自分】 
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７８７、 
誰かから愛されることで 
誰かを愛する方法を学べるので 

過去のできごとは 
全て未来に活かしていこう✨  

７８８、 
「自分の存在」を 
『生まれてから死ぬまで』と仮定するなら 

人は【過去、現在、未来】から構成されます！ 

ってことは、 
過去の自分が親を許せてないなら自分の存在を100%肯定できない 

っていう心の仕組みです🦊 ⛩  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1346309256396505090?
s=20 

７８９、 
女性を大切にしない男は 
大切にしなくてもいい女性を探している 

なので自分を大切にしてないと 
クズ男がどんどん寄ってくる 

女性を大切にする男は 
大切にしたい女性を探している 
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なので自分を大切にしていると 
素敵な男（誠実男）がどんどん寄ってくる 

【全て自分の引き寄せ】 

７９０、 
その想いやり精神が素敵❗ ✨  

イルティも更に全力で頑張ります🦊 ⛩  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1346482431516282881?
s=20 

７９１、 
確かに！！ 

これは未来の我が子のために 
女性には見て欲しい動画です✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1346483334688301056?
s=20 

７９２、 
恋愛において 
自分に合う男性を見つけるには 
ハズレの男性も体験すべき 
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人は比較でしか 
良さの判断ができない。 

豚骨ラーメンの良さを知るには 
味噌ラーメン食べなきゃ 
比較すらできない 

【とりあえず付き合うのも有りだよ】 

７９３、 
恋愛がいつも失敗する理由は、 
・顔が良くないから 
・体型が良くない 
・頭が良くない 

とかではなくたった１つ 
”自分に自信がない”だけ 

自信がないから全部が悪く見えるだけ 
逆に自信があれば全部が素敵に見える 

恋愛に置いて全てとは言わないが 
とりあえず一番必要なのは【自信】 

７９４、 
ちょっと考えて欲しいのですが✋  

我慢してる人と同じ空間にいるって 
すごく居心地悪くないですか？💦  
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そんな時ってなんか 
その場から離れたくないですか？ 

つまり、 
『我慢していたのが原因』だと思います。 

息がつまる空間からは 
自由というより脱出したいと男は思うかもです😥   

７９５、 
いつも疑問に思うけど 
『なんでそんな男と居たいの？？』 
ってこと 

我慢させてきて 
不幸を演出させてくれる男が好き！！ 
とかなら理解できるけど 

「男を見る目がない」のを 
人のせいにする暇あるなら 

自分磨きしていい男探す方が 
まだ人生は有意義じゃないかな？ 

【現実が答え】٩( 'ω' )و 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347081841631662082?
s=20 
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７９６、 
自信ない人は 
自分を正当化するときだけ 
口が達者になるよね！ 

努力するのを放棄する 
もしくは、めんどくさい人は 

できない理由を並べるの 
めちゃくちゃうまいよね！ 

だけどそれって 
才能の活かし方がズレてるだけで 

正しい方向性に変えれば 
誰でもお姫様になれると思う👸  

【姫活しようぜ🦊 ✨ 】 

７９７、 
何がすごいってご本人はご謙遜されそうですが凛乃子さんの「情報感度」と
「情報収集能力」はすごく高い✨  

様々な視点から集めている情報が 
女性力向上に繋がるので 

僕の方こそ女性のみなさんには 
フォローをお勧めしたいです🦊 ✨  

→https://twitter.com/ring6565?s=20 
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347100126288859136?
s=20 

７９８、 
【表面だけの男に騙されすぎ】 

女性の扱いが上手で魅力的で喋っても面白い男性 
けど交際期間が短く女性の入れ替わりが多い 

という男性は 

女性を楽しませる方法は熟知しても 
女性を大切にする方法は理解してない 

【つまり、ただの遊び人】 

７９９、 
女性を適当に扱う男に限って 
冷めてる態度を取るくせに 
自分から別れようとしない 

理由は別れ話を切り出さないのも 
女性を大切にしないって認識だから 

だから、別れ話をしてこない事を 
まだチャンスがあるかな？ 
って考えるのは実は危険 

【関係をこちらから切る勇気も人生大事】 
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８００、 
素敵女子✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347517635274043393?
s=20 

８０１、 
まさに「現実が答え」だなって腑に落ちました(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347705690199007232?
s=20 

８０２、 
かなり該当する方や地域などは限られますが 

離婚やシングルマザーでちょっと悩まれてる方は、一度このようなサービス
があるのも知識として知っておくと役に立つかも！✨  

イルティに相談される方の中には 
・離婚したくてもできない 
・シングルに自信持てない 

という方もたくさんいますが、このように支援してくださるサービスは世の
中あったりします 

悩む前に情報を自ら取りに行く！ 
ってのは、すごく大事なので色々調べて安心できる日々を取り戻していきま
しょうね✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347760437253660672?
s=20 

８０３、 
現実逃避から恋愛をしてる時は 
ただ相手の事を好きでいる状態 

幸せな恋愛をしてる時は 
相手のことが好きだし 
相手といる時の自分も好きになれてる状態 

【自分は嫌いで相手は好きってただの異常】 

８０４、 
動画すごくわかりやすかったです✨  
なんとなくボヤけていた思考が言語化され、今後のネタ作りのヒントになり
ました😄  

無料でこの内容は本当に感謝です！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347887075429736451?
s=20 

８０５、 
悩みが解決しない人ほど 
自分がやったことばかりを言う。 
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「◯◯はしたんですけどねー！」 
って本人は言うけど 

それで現実変わってないなら 
してないのと一緒だよ 

８０６、 
ナイス向上心✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348081319612321792?
s=20 

８０７、 
恋愛で悩んでる人に 
『何のために恋愛してるの？』 
って質問すると全員が黙り込む。 

・彼から愛されたいから恋愛するの？ 
・彼を愛したくて恋愛するの？ 

【下心優先だから悩みが生まれてるんだよ】 

言葉にできない本音もしっかり向き合っていかないと、自分でも頭が混乱し
たまま人生不幸になり続けるだけだよ！ 

しっかり自分と向き合っていこう！！ 
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８０８、 
基本的に考える事を放棄して 
不平不満だけ言う人は 

現実が思い通りにうまくいかないので 
『常に拗ねている状態』です。 

周りは敵だらけ！ 
私を理解してくれる人いない！ 

って言うように 
こうゆう人は悲しんで 
寂しがってるだけなんだよね 

ただの愛情不足で叫んでる状態 
ってわかると見方変わるね！  

８０９、 
基本的にアンチ大好物ですｗｗ 

８１０、 
誰かを好きになる理由も 
実はまだ、めっちゃ分解できます 

・進化心理学 
・恋愛心理学 
・心の仕組み 
など解釈は色々ですが 

結果には原因があり 
そこを理解すれば 
無駄な落ち込みは減ります 
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自分の心を深く知れば 
自分をコントロールできるから 
夢や目標が叶いやすい 

結果、自分自身が 
心から望んだ恋愛をしやすい！ 

そんな前向きで明るい女性だから 
周りから愛されやすくなる 

って流れですね😊  

※あくまでも一例なので 
恋愛に悩まれてる方は1つの参考程度に✨  

８１１、 
修行してきましたww 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348127544214581249?
s=20 

８１２、 
素敵✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348151156002889728?
s=20 
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８１３、 
いやーホントに自分と向き合うって楽しくてしょうがない(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348151380892995592?
s=20 

８１４、 
向上心がステキ✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348157143464120320?
s=20 

８１５、 
いつもありがとう😊  

死ぬこと以外かすり傷って気持ちで成長しちゃおう✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348189894959513601?
s=20 

８１６、 
【事実は１つ、でも解釈は無限】 

例えば同じ失恋だったとして 
それをうまく幸せに繋げてる人もいる。 
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どんな解釈をして自分の成長に繋げてるか？ 
それを考えていくのが女子力だよ 

【だから思考を止めるな！】 

８１７、 
恋愛を通して 
「傷つかないように男を信頼してはダメ」 
って考えるのは寂しいから 

「自分を傷つけてくる男なら別れを告げる」 
って意識を持てば成長に繋がる 

心を閉ざしても意味はないので 
前提を変えて女性の皆さんには 
幸せを掴んで欲しいなって思います。 

８１８、 
自分褒めステキ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348792117364097024?
s=20 

８１９、 
先輩ありがとうございます🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348792273807540228?
s=20 
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８２０、 
自分の「無意識」を『意識的』に「認識」するって大事✨  

表現を変えるなら 
【自分の解釈のクセを認識しよう！】って事ですね😄  

自分は無意識に、 
どんな解釈をして、どんな前提を持ってるか？ 

そこを意識すれば 
「あの人の解釈や前提ってなんだろう？」 
って他人に興味が持てて視野広がります❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348793077121445888?
s=20 

８２１、 
頑張る女性は全員幸せにし続けます❗ 🦊 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348825984502353926?
s=20 

８２２、 
『もう恋愛で傷つきたくないから恋しない！！』 

っと嘆いてる女性がいるけど 
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【本当の愛は人を傷つけないし 
愛のない人があなたを傷つけてるだけ】 

本当の愛はどっちに転んでも 
必ず女性を幸せにしてくれる 

【しょーもない男を見抜く目を養うべし】 

８２３、 
▶今すぐやめよう！ 

・自虐してしまう癖 
・批判してしまう癖 
・考えすぎる癖 
・変化を恐れてしまう 
・自分を押し殺してしまう 

☆今のあなたは自分らしい生き方してる？？ 

【本当の自分らしくを取り戻そうぜ！】 

８２４、 
さっそくの実践、素晴らしいっす✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1349373065482784769?
s=20 
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８２５、 
行動力ステキ✨  

ビバ女子力❗ 🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1349506411626024960?
s=20 

８２６、 
気付けただけでも素敵女子🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1349627405271355392?
s=20 

８２７、 
ファイト❗ ✨  

応援してます🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1349627519977156608?
s=20 

８２８、 
男にどう尽くすか？ 
を悩むんじゃなくて 
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女性自身がどうやった幸せになれるか？ 
と自分自身に尽くす方が絶対いい 

なぜなら 
自分自身に尽くしてる女性に 
男性は魅力を感じるし 

そんな女性を幸せにしたい！ 
と男性は心から思うから 

【男に尽くしてくる女に男は興味ない】 

８２９、 
ありがとう✨  

大人も子供も関係なく全員幸せにしてきます🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1349901580770807808?
s=20 

８３０、 
知ってると知らないの差はでかいなって思いました！！！ 

有料な情報ありがとうございます✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1350364225835737092?
s=20 
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８３１、 
向き合われて素晴らしいっす🦊 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1350368999398227969?
s=20 

８３２、 
愛することによって 
失うものって何もない！ 

だけど、 
愛することを怖がってたら 
何も得られないよ！！！ 

８３３、 
恋愛下手な女性って 
意識が低いだけで 
考えてるようで何も考えてない 

恋愛しかやる事ないから 
恋愛依存する＝暇つぶしの延長 
になりやすいし 

恋愛する事は考えるけど 
相手を喜ばすことは考えない 

だから男性からは好かれる要素がない 

【これが恋愛するけど好かれない女性の特徴】 
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８３４、 
【メンバーシップ動画のお知らせ】 

以前から告知していた『親と向き合うシリーズ』の動画を２０本更新しまし
た。 
残りの２０本は来週更新するのでお楽しみに✨  

気になっていた方はこちらのコミュニティから↓ 
https://youtube.com/channel/UCT1olH_Me8E55EW0xZjpjzw/
community 
※視聴はメンバー限定なのでご注意ください！ 

「youtubeのメンバーシップ」や「ノート術」に関してご質問がある方は、
DMかライン＠でも直接ご相談受け付けてます🦊 ✨  

８３５、 
モテない系の相談くるけど 
自分に甘すぎる女性が多い 

自分の魅力不足が原因と認めず 
・相手のせいばかり 
・知識も知見も広げない 
・外見を磨く努力しない 

そのくせに 
『こんな頭の悪い私を選ぶ男性ってどこにいますか？』 
と努力を放棄した発言しちゃう 

【妄想じゃなくて現実を見ろ】 
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８３６、 
素晴らしい❗ ✨  

ステキ🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1350825492102856706?
s=20 

８３７、 
間違いないですね✨  

皆さんが「求めてる幸せ」は自立した先に存在するものですね❗ 🦊  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1351330902295547905?
s=20 

８３８、 
ご購入ありがとうございます✨  

ノート術に関して、行き詰まったり悩んだりした時はDMでもライン＠でも
個別相談OKなので 

その時は活用してくださいね🦊 ♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1351332332267966464?
s=20 
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８３９、 
【話し合いができない男の特徴】 

・『価値観が違う』という思考停止してくる 

・話し合いが『和解』じゃなく『勝ち負け』 

・『誰も自分のことをわかってくれない』 
と言って誰のこともわかろうとする気がない 

８４０、 
幸せじゃない人って自分で幸せを拒んでるパターンが多かったりする 

８４１、 
自分と向き合う姿勢が素晴らしいです❗ 🦊 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1351874207685042178?
s=20 

８４２、 
ずーまーさんみたいにイケメンになりたい人生だった (( °ω° ))✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1352113585929900032?
s=20 
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８４３、 
幸せに事故なんてないから 
幸せのアクセルは全開で進んでいいよ 

８４４、 
「心は常にイケイケなメンズ」で頑張ります🦊 ✨  
※略してイケメンｗｗ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1352485396014276610?
s=20 

８４５、 
周りの友達が 
・結婚している 
・恋人がいる 
・いい家に住んでいる 

という条件があったとしても 
あなたより幸せとは限らない 

８４６、 
【優しい男の特徴】 
・普段は冷たい→たまに優しい 
・普段は優しい→たまに冷たい 

たまにある行動って気分だよ 
だから『普段が今』だと思った方がいい 

ツンデレにキュンキュンしてるようなら 
 / 324 400

https://twitter.com/yep_ilty/status/1352485396014276610?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1352485396014276610?s=20


男の気まぐれにあなた惹かれてるだけ 

【優しい人は普段から優しいよ】 

８４７、 
【悩み相談】仙人イルティのリアルタイム相談室 
 https://youtu.be/libeizZ02vY 

８４８、 
昨日の生電話相談が 
めちゃくちゃ好評だったので 

これからはyoutubeライブで 
相談乗りまくります🦊 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1353177633790410752?
s=20 

８４９、 
幸せな恋愛ができてる瞬間って 

相手のことが好きという感情だけでなく 
相手といる時の自分も最高に好きになれてる時 

８５０、 
恋人をわざと傷付ける事をする人は 
自分が愛されているか不安だから 
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あなたの反応を見て 
愛を確認したいだけ 

それでも追いかけてくれるか？ 
それでも許してくれるか？ 

けどその行動により 
愛は確実に減っていく現実 

【恋愛依存症の人は要注意】 

８５１、 
男が本気で好きな女性に対しては 
【どれだけ時間をかけてくれてるか？】 
だけを見たらいいよ！ 

言葉、態度、お金、なんて”嘘つける”から 

けど限られた時間を何に使うかで 
その人の優先順位はわかるからオススメ！ 

８５２、 
新刊予約しました❗ 🦊 ✨  

SNSでメス力あげるぞー✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1354732886528643073?
s=20 
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８５３、 
【先着順】仙人イルティと生電話相談できます！  
https://youtu.be/D2re1KYJ5F0 

８５４、 
人のせいにしてると思考が停止する 

だから迷った時は 
誰のせいもしない道を選べ！ 

その道に覚悟を持って 
自己責任マインドで乗り越えろ！ 

【そんな女性に男は惚れるｗ】 

８５５、 
すごーーーー✨  

2021年はメリ様の時代❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1354815924642037761?
s=20 

８５６、 
自分より大変だった人の話聞くとなぜか「私ってまだまだだ…」とか言う人
いる 

大変に上も下もなくてあなたが大変だったと思うならそれは大変だったのが
事実 
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だから、比べなくていいから『めっちゃ頑張ったわー私って偉い！』って自
分を褒めてあげて欲しい 

ほんと。。 
頑張ってきて偉いよ✨  

８５７、 
ファイト❗ 🦊 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1355350484060569600?
s=20 

８５８、 
向上心ステキ❗ 🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1355397822594473988?
s=20 

８５９、 
・嘘つかない 
・約束守る 

この言葉を他人にはできてる人いるけど自分に対してできてない人多い。 

・自分に嘘つかず正直に生きてる？ 
・自分がやると決めた約束守れてる？ 
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【自分を一番みてるのは自分だよ】 

８６０、 
今の生き方は本気なの？？ 
全力で生きてるの？？ 

雑魚の人生で生きたくないのなら 
幸せになる以外のプライドは捨てた方がいいよ 

８６１、 
誰かを攻撃する人は 
悪意があって他人を攻撃してるわけじゃない 

過去、現在、何かしら辛い事があり 
”悲しみに負けてしまった” 

結果、加害者となり 
自分を守るために他人を攻撃してるだけ 

相手の行動だけでなく 
相手の過去も見れる女性が増えたら 
世界はもっと平和になれる気がする 

８６２、 
本当の「強さ」とは 
・自分の弱さを認めて責めずに曝け出す 
・相手の弱さを理解して認めて責めない 

なので、 
強く見える人の共通点って 
しっかり自分の『弱さ』を認めてるから 
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強く見えるのかなって思う。 

そんな自分も強がるクセがあるので 
もっと弱さをだしていこうと思うこのごろ 

８６３、 
自分自身を認められない人は 
他人から褒められたり 
期待されると自己否定したくなる 

『もっと頑張れ？今の私否定されてる？』 
とかネガティブ思考なりがち 

そうゆう人は人生で我慢しすぎ 
やりたい事は今すぐやろう！ 

８６４、 
あなたは 
あなたが思ってる以上に 
何倍も素晴らしいよ❗  

８６５、 
男は裏切るかもしれないが 
美味い飯はあなたを裏切らない 

とりあえず 
悩んでるなら美味しいものを食べてから悩もう 
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８６６、 
クラブハウスをちゃっかりはじめてますが、『クラブハウスで悩み相談』と
かって参加してみたい方はいます🦊 ❓  

８６７、 
自分を振った男を見返してやる！ 
って気持ちで自分磨きするのは素晴らしい✨  

でも、自分磨きがいい感じに進むと 
自分を振った男の事はどうでもよくなるから 
やっぱりどんな時も自分を磨くの大事 

８６８、 
いま、クラブハウスで 
とーまさんと恋愛相談やってます✨  

登録されてて相談したい方はきてね🦊 ✨  

８６９、 
お話しできて楽しかったです 
ありがとうございました❗  

いつでもお待ちしてます✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1358625481579319296?
s=20 
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８７０、 
【告知】 
11日21時からクラブハウスにて 

同じく恋愛の発信をされている 
しゅくろーさん（https://twitter.com/syukurou1010?s=20）と 
コラボトークさせていただく事になりました✨  

緊張しますが、 
今からめっちゃ楽しみです🦊 ✨  

８７１、 
クラブハウスで、すごい方達の場にスピーカーで呼んでいただけたけど、前
線で活躍されてる方達はレベルが高かった。。。 
情報処理能力、見てる視点など次元が違う！笑 

次元の違いに悔しかったからもっと成長します❗  
けど、youtuberあがりでは味わえない貴重な体験ができてめっちゃ良かっ
た✨  

８７２、 
交際する中で 
自分の”幸せの権限”を 
相手に託してしまった 

自分1人では幸せになれない 
だって自分には価値がないから 

だから彼から 
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幸せにしてもらえると 
勝手に依存してしまった 

言い換えると 
『恋人は私を幸せにしてくれる道具として利用したい』が本音 

【それが恋愛依存症】 

８７３、 
我慢や気を使って”自分らしさ”を 
犠牲にして得た『自分の居場所』って楽しい？？ 

すごく窮屈じゃね？？ 

【今すぐそんなオリは壊せ！】 

８７４、 
明日、しゅくろーさんと開催させていただきます✨  

実はお互い初めましてなので明日のトークが楽しみです❗  

しゅくろーさん（https://twitter.com/syukurou1010?s=20） 
×イルティ コラボトーク”  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1359451330180313093?
s=20 
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８７５、 
同じ過ちの恋愛を 
二度と繰り返さないのが 
いい女性の定義です 

８７６、 
恋愛が生活を充実させるわけじゃなく 
充実した生活に彩りをくれるのが恋愛ってだけ 

【恋愛＝幸せじゃーない】 

８７７、 
好きな人の前ではメンヘラになりやすいです… 
と相談に来られる女性も多いですが 

「病まない方法」を探すよりも 
『病ませる男と関わらない』の方が重要。 

病ませてくる男は 
スキル、テクニックごときじゃ防げない 

自分を守る手段を先に身につけよう！ 

８７８、 
お付き合いには互いの同意が必要だけども 
別れというのもに同意は必要ない 

どちらかが無理なら、その恋はもう終わり 

【別れに同意を求めるからトラブルになる】 
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８７９、 
ちょーーー嬉しい🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1360815724638437377?
s=20 

８８０、 
恋するのは平気だが 
愛することにビビるのが男性 

恋するのは臆病だが 
愛する大胆さがあるのは女性 

８８１、 
信号無視する男とは別れた方がいい。 

理由として 
「誰も見てないから無視していい」 
という思考なので 

バレなければ 
【浮気】してもいいという思考だから 

８８２、 
チャンスが来たら頑張る人より、 
いつチャンスがきてもいいように準備して頑張ってる人の方が応援したくな
る。 
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８８３、 
うちのお母さんがイルティの自己紹介動画を見て泣いてしまった！笑 

８８４、 
多くの人は「成功」に価値があると思うけど、 
これからの時代は『失敗』の方が価値が高くなる 

失敗もピンチもない主人公が面白くないように 
苦労しないって飽きられやすい 

失敗する＝先が気になる＝展開が面白くなる 
という価値が生まれる 

【たくさん失敗する人がこれからモテる時代】 

８８５、 
尽くさないと離れてしまう男は、 
あなたを都合のいい女として利用したいだけ 

そもそも 
男は惚れた本命女性に、 
尽くされたいと思ってない 

男が本命女性に求める事って 
『俺の側にいて笑って欲しい』 

たったこれだけだよ 
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８８６、 
１２時間耐久ZOOM相談室やりきったー✨  

参加された皆さんありがとうございました❗ 🦊  

８８７、 
「自分らしさ」を犠牲で手にした 
居場所って窮屈すぎて辛いだけ 

自分を変えたいなら 
自分から離れる奴なんかに 
執着してはいけない 

本当の自分を出しても 
気にせず見守ってくれる人が 
あなたが本当に大切にするべき人だよ 

８８８、 
・尽くして彼をダメ人間にする… 
・尽くすってなんですか？ 
・尽くしすぎたらダメなんですかね？ 

って悩んでる人が多いが 
『尽くす』のはダメではない 

・彼に嫌われたくない 
・彼にビビって揉めたくない 

って前提を隠して 
『私は尽くしてます』って言葉で 
カッコつけてるのはダサいよ 
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８８９、 
今日の21時から 
youtubeにてとーまさん(https://twitter.com/to_ma_1221?s=20)と
『マッチングアプリの攻略』について生放送にて対談します✨  

マッチングアプリについて悩まれてる女性にはすごくお役に立つ内容になる
と思うのでお楽しみに～❗ ✨  

８９０、 
復縁を望む人は多いが 
彼と復縁をするのが目的でなく 

『この苦しみから解放されたい』 
『早く楽になりたい』 

って理由から復縁したい 
と嘆いてる人が多い 

忘れたい相手に忘れさせてほしい！ 
とすがっている限りは 
いつまで忘れる事は不可能 

【復縁できたらすぐ冷める理由もこれ】 

８９１、 
男はリアクションがいい女性に好感を持つ 

容姿は美人じゃないのにモテる女性は 
シンプルに男性を喜ばせるのが上手 
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男は何をしたら楽しんで、喜んで、笑うか？ 
それができる女性を最終的に選ぶよ。 

【褒め上手は愛され上手】 

８９２、 
恋人はあなたの幸せを増やしてくれる存在であって、 
あなたの足りない幸せを埋めてくれる存在ではない 

８９３、 
マッチングアプリで苦労されてる女性は全員見ないと損するレベルの内容で
す❗ ❗  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1364794812126298113?
s=20 

８９４、 
会えない時も安心できる恋人を作ろう！ 

付き合っても『会わない時間』の方が長いし 
【会わない＝不安】なら 
あなたの人生は不安で過ごすしかなくなる 

だから、幸せになりたいなら 
会えない時間でも安心できる恋人を作ろう！ 
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８９５、 
恋愛がどれだけしんどくても 
最後にたった1人の素敵な男性と結ばれれば勝ち 

【下克上を起こしていこう！】 

８９６、 
【あるある】 

ホテル入るまで一生懸命なのが男性 

ホテル出てから一生懸命なのが女性 

８９７、 
メリ様(https://twitter.com/tokyo_nadeshiko?s=20)の新刊を読んで
みて、 

中身が素敵すぎて全女子に伝えたい内容ばかりでした✨ ✨  

感想を一言で伝えるなら 

『機会損失して泣きたくないなら読んだ方がいい！』に尽きる本です(笑) 

メリ様の本はしっかり言語化されてるからすごく勉強になります～✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1366323764590383104?
s=20 
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８９８、 
あなたのプライドが高い原因は 
・人を見過ぎ 
・人を判断し過ぎ 
・勝手に評価し過ぎ 

自分が他人に対して思っている事は 
他人も自分に対して思っている 
という心の仕組みがある 

つまり、先に人を見下してるから 
自分も見下されないように 
しょーもないプライドで 

自分を守ってるだけ 

８９９、 
いかに『病まない自分』になるかより 
いかに『病ませない人と関わるか』が大事 

あなたが不安や不幸感が強いのは 
人を見る目がかなり大事だったりするよ 

９００、 
来週、レアな三人による恋愛系トークやります！ 
いろんな意味で濃い時間になるなぁ～(笑) 

▶恋愛系インフルエンサーの雑談室 
https://twitter.com/AranoKoji?s=20 
and  
https://twitter.com/serasatoshi?s=20 
.  
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Monday, Mar 8 at 9:00 PM JST on  
@joinclubhouse 
. Join us! 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1366950134941061121?
s=20 

９０１、 
男は男である事を忘れると”女々しく”なり 

女性は女である事を忘れると”おっさん”になる 

【恋愛は自分を捨てた時に相手に飽きられる】 

９０２、 
男は浮気する傾向があるのは否定しないけど 
浮気するのは理性に負けるようなクズだよ 

だから、 
『男って浮気する生き物だよ』って 
自ら言う男は浮気を正当化したいだけ 

【知能の低い馬鹿なだけだよ】 

９０３、 
【男女の悩みの違い】 

・悩んだ時に放って欲しいのが男　 
・悩んだ時に話を聞いて欲しいのが女性 
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自分がして欲しい事を男に求めたら 
トラブルになるから気をつけよう！ 

９０４、 
欲望（性欲）に負けないのがいい男　 
寂しさに負けないのがいい女 

９０５、 
【今すぐやめよう】 

・誰かの批判をする 
・自分は価値がないと勘違い 
・私は不幸だと思い込む 
・明日やればいいという後回し 
・他人の期待に応えようとする 

９０６、 
ピンチをチャンスにってこうゆう事かぁー❗ ❗  

めっちゃ勉強になる内容です✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1369131732847398913?
s=20 

９０７、 
相手が誠実な男性なら 
話し合いをするほど関係が深まる 
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相手がクズ男なら、 
話し合いをするほど関係が悪化する 

幸せを掴みたいのか？ 
不幸になりたいのか？ 

そこと向き合う事から逃げるのやめよう！ 

９０８、 
福岡のブラックジャックこと、一聖さんの整体を受けました 
(https://twitter.com/ieskirist_issei?s=20) 

長年のコンプレックスなどが一瞬で解決✨  

まるで魔法のような時間でした！ 
ありがとうございます✨  

ちなみに、受けると恋愛力も上がるという不思議な整体院です(これガチ) 

９０９、 
『卒業させる整体院』という名は、本物だと感じる技術レベルなのと、 

数々の有名な事業家の方達もどハマりされてるリピート率なので 

僕もめちゃくちゃ推奨したい✨  

９１０、 
誰かのエネルギーを奪う生き方じゃなくて 
誰かの笑顔を作れる生き方をしていこう！ 
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９１１、 
あなたが尽くさないと離れるような男は 
そもそも”都合のいい女”でしか見てないよ 

本当にあなたの事が好きな男は 
あなたに見返りなんて求めないし 

一緒にいれるだけで価値を感じてくれるよ！ 

９１２、 
【いい男】 
・一緒にいなくても安心できる 
・女性の家族、友達、仕事を優先させてあげる 
・彼女の２番手になれるが彼女を１番に思う 
・約束は守る 
・嘘はつかない 

９１３、 
好きな彼から大切にされてないなら 
あなたは彼の奴隷ってだけだし 
奴隷に選択権などないよ 

【はやく解放宣言を出そう】 

９１４、 
悩みはさっさっと吐き出そう！ 

貯めるのはお金だけで十分 
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９１５、 
裏でこっそり仲良くさせてもらってる世良さんが出版されました🎉 🎉  

恋愛と脳のメカニズムなど勉強になりそうなので、すごく楽しみです❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1372171481996693506?
s=20 

９１６、 
いい男は女性の内面を良く見ている 
クズ男ほど女性の外見しか見ない 

いい男は観察力も相手の真意も読み解く能力高く 
クズ男は内面を見る能力がなく外見判断のみ 

しっかり内面を見て相手を不安にさせない男が 
女性を幸せにできる誠実性の高い男 

【そんな男に愛される女性を目指そう】 

９１７、 
一体、誰から愛されたいの？？ 
どんな自分を愛されたいと思ってるの？？ 

すぐに答えられないで 
ずっと不明確のままならば 
確実に愛されるのってムリだよ 
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９１８、 
実は毎週【イルティ通信】というものを書いてます。 

ファン向けに書いてるブログなので、イルティの事をもっと深く知りたい方
だけ見てね🦊 ✨  
https://ameblo.jp/ilty02/entrylist.html 

９１９、 
男女の愛を育むのは 
コミュニケーションだけ 

９２０、 
【間違った学び】 

名言や自己啓発を学んで 
・素敵な恋しよう 
・いい人間になろう 
って意味ない 

やるべきは 
・心のモヤモヤをスッキリさせる 
・我慢をやめ溜まってる毒を吐き出す 
それを時間をかけて向き合う方が大事 

いい言葉なんてすぐ忘れる 
やりたい事しないと感情は動かないよ 

９２１、 
付き合いも長くなると 
お互いの違う価値観が見えてくる 
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その違う価値観を 
どちらかが無理矢理合わせようとしてしまうと 
価値観を合わせた見返りを求めてしまう 

見返りこないかなーって期待するが 
期待通りの行動こないと拗ねる 

【それが恋愛における執着の始まり】 

９２２、 
【浮気をされる女性】 
・浮気をされたら…と悩む 
・嫌われないよう努力 
・1人になると寂しくなる 
・自分を犠牲にして尽くす 

【浮気をされない女性】 
・浮気をされたら◯すと伝える 
・自分を嫌いにならないように努力 
・1人の時間を充実させる 
・余裕がある分だけ尽くしてあげようとする 

９２３、 
イルティ通信を更新しました！ 

今回のテーマは『学ぶ前に遊べ！』という内容です。 

https://ameblo.jp/ilty02/entry-12664247210.html 
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９２４、 
思った通りには行かなくても 
やった通りには必ずなる！ 

恋愛に限らず 
仕事や体型、人間関係、お金 

人生の結果の全ては 
あなたの行動次第で必ず決まる。 

９２５、 
本日、二度目の一聖さんの整体に行きました 
(https://twitter.com/ieskirist_issei?s=20) 

体を触るだけで、僕の仕事やプライベートの悩みをドンピシャに言い当てら
れました(笑) 

ほぼ確実に体の悩みの原因を知れるので、謎の不調を抱えてる方は一回行っ
てほしい✨  

#卒業させる整体院 

今回はジョイ君も紹介して、イルティ以上に感動してた(笑) 

９２６、 
恋愛がうまくいかない女性は 
自分の「理想の恋愛や人間像」を 
相手に『期待』してるだけの人が多い 

好きな人に興味があるわけじゃなくて 
自分の妄想通りに行くのが好きなだけ 
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※もちろん自分は努力なんてしたくない 

そんな女性の口癖は 
・愛されたい 
・大事にされたい 

９２７、 
LINEの返信で一喜一憂する女性が多すぎる 

たった返信１つで相手からの 
愛情を測ろうとするのは 
全く意味がないし 

自分の寂しさを埋めたい欲が強すぎて 
相手への想像力を放棄したらダメだよ！ 

【そんな女性を男は本命にしたいと思わない】 

９２８、 
男性の狩猟本能を刺激しないくせに 
男性の逃走本能を刺激してるだけの 
女性が多すぎる… 

９２９、 
男ってめちゃくちゃ単純！ 

本当に好きな女性に対しては、 
・嫌われたくない 
・不安にさせたくない 
・笑顔を守りたい 
・常に会いたい、喋りたい、 
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・その子の視界の中に居たい！ 

って常に思ってるよ♪ 

９３０、 
【男って何歳になっても褒めて欲しい】 

しかし彼女、奥さんに褒めてもらえず拗ねて何もしなくなる。 

男は単純 
褒めるから行動する 

それに対して 
褒めるような事をしないから褒めない。 
って女性が拗ねるから関係崩壊するだけ 

【褒めるって無償じゃなく先行投資】 

９３１、 
人は過去でもなく 
未来でもなく 
今しか生きれない 

だから、 
どうでもいい事はすぐ諦めた方がいい 

よくわからない事に縛られて我慢してる人が多いけど、 
もっと自分の人生を解放して 
もっとやりたい事をやった方がよくない？ 

【人生１回だけだよ】 
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９３２、 
今週のイルティ通信を更新しました。 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12665939223.html 

９３３、 
女性の相談を受けて最近思うのは 
全てにおいて受け身が多い 

頭を使わない→思考力低下 
魅力下がる→相手されない 
決断力ない→一発逆転狙いすぎ 

結果、男に好かれる努力せず 
依存ばかりで生き遅れになる… 

【やっぱ小手先よりも女子力あげようぜ】 

９３４、 
めっちゃ嬉しいです✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1378016930750025732?
s=20 

９３５、 
【人はメリットがある行動しかしない】 

痩せれないのは 
太ってるメリットあるから 
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継続できないのは 
ダメな自分でいるメリットあるから 

告白できないのは 
告白しない方がメリットあるから 

自分が悩んでる事で 
どんなメリットがあるのか？ 
って目線で自分と向き合うオススメ 

９３６、 
『幸せになりたいです！』 
っていう相談がよく来るが 

「幸せになりたい」ではなくて 
『周りから幸せに見られたい』 
って下心を隠してる人が多すぎる 

そうゆう人は自分がリスクを追わず 
楽して結果を手に入れたいだけの残念女認定です。 

【他人の評価気にしすぎ！！】 

９３７、 
失恋って辛い… 
奈落の底に落とされたような悲しい気持ちになる。 

けど、その失恋の経験があるから 
『他人を変える事はできない』と気付いた。 

大事なのは 
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・恋人も他人だった 
・わかり合う事が大事 
・全部自分の人生だった 
ということ 

【失恋から学ぶ事はかなり貴重だったりする】 

９３８、 
きゃわいい💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1379300398884823041?
s=20 

９３９、 
恋愛で後悔しないために 
好きになってもらう努力はいいが 
相手の気持ちを変える努力はダメ 

自分の魅力以上のアクションは意味ない 
魅力をあるように見せるのもボロでるだけ 

だからできる事を全部やっても 
ダメならキッパリ諦めるのも大事 

【選ばれる女になる努力は怠るな】 

 / 354 400

https://twitter.com/yep_ilty/status/1379300398884823041?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1379300398884823041?s=20


９４０、 
【恋愛神社】 
イルティが今から全力で質問に答えます🦊 ✨  

https://youtu.be/T1zuWULdP5I 

９４１、 
自分の容姿に自信がない？？ 

私って可愛くないし、ブスだし… 
もう歳だし、誰も相手してくれないし 
と嘆いてる、そこのあなた！ 

あなたを可愛いか 
ブスかを決めるのは他人！ 

自分の好きな男が可愛いって言ってくれたら 
それだけで勝ち組じゃね！？ 

【オンリー１でも勝ちは勝ち！】 

９４２、 
今週の「イルティ通信」を更新しました 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12667198768.html 

９４３、 
18日の13時からyoutubeメンバーシップ限定で、ZOOMお悩み相談室をや
ります！ 

一対一で相談にのり、最大延長は23時までの予定です！ 
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ROM専もちろんOK❗  

月1でZOOMお悩み相談室はやっていくので、お楽しみに～✨  

９４４、 
魅力ない女性は雑に扱われやすい 
なぜなら大事にしようって思われないから 

・受け身 
・自分で考えない 
・ユーモアない 
・自分に甘い 
・清潔感ない 
・無駄にプライド高い 
・振り向かせる時だけ頑張る 

そんな女性に 
価値を感じる男性はいないよ 

９４５、 
本日も一聖さんの整体を受けにいきました✨  

ただ体が軽くなるというより、人生に対する生き方があっさり軽くなるとい
う…(笑) 

いやーこの神秘的は体験は、みなさん直で味わってほしいです❗ ✨  

#卒業させる整体院 

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1380477984360914946?
s=20 

９４６、 
ジョイ君と久しぶりにお酒を飲みました。 
久しぶりに酔ってます(笑) 

ってことで、久しぶりに今からジョイ君とインスタライブやります✨  

９４７、 
ある意味、サプライズ(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1380555304559996929?
s=20 

９４８、 
『彼の事が好きが分からない』時のチェックポイント 

•一緒にいて楽しい？ 
•会ってない時、喜ぶ顔を想像してる？ 
•喜ぶ顔見て自分も喜んでる？ 
•誕生日を祝ってあげたい？ 
•お金使ってあげたい？ 
•未来の２人の姿は描ける？ 
•今すぐ親に紹介できる？ 

【当てはめると見えるかも】 
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９４９、 
【お悩み相談室のお知らせ】 

今月のお悩み相談室は１８日１３時～２０時 （延長あり）でおこなって行き
ます。 
※メンバーシップ限定 

イルティにガッツリ相談されたい方は 
ぜひ、この機会を活用してね✨  

月１の開催なので１日中相談に乗ろうと思ってます。イルティと直接喋りた
いでも全然OKです😄  

９５０、 
盗撮さいくぅぅぅぅぅ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1381613087611002880?
s=20 

９５１、 
恋愛を成功させるには 

好きな人にとって 
「代わりがいない存在」 
になるのが1番早いよ 

そのために、 
•自分の魅力を限界まで高める 
•雑に扱われるのを他人のせいにしない 
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そうすれば 
永遠に代わりが効かない存在になれるよ 

９５２、 
【モテない女性はシンプルにコミュ障】 

モテない人って 
相手を理解するより 
自分を理解してもらうことに必死！ 

コミュ障って 
• 話が下手 
• 面白い話ができない 
と勘違いしてる人いるけど 

シンプルに 
• 相手の気持ちを理解しない 
• 共感しようとしない 

ってだけだよ 

９５３、 
今週のイルティ通信を更新しました。 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12668632412.html 

９５４、 
まさかの一番www 

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1383709938359308291?
s=20 

９５５、 
皆様に重大なお知らせがあります。 

この動画は２２日２１時からプレミアム公開されます。 
https://youtu.be/TNujd0Kqh64 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1384112135765069831?
s=20 

９５６、 
ちやほやされたくて…(笑) 

世良さん、お先に失礼しますww 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1385241222663393280?
s=20 

９５７、 
恋愛とか人生において、求めてる結果を手に入れたいなら、 

自分の内なる本音は、隠さず曝け出した方がいいよ！！ 

隠してる分、あなたの魅力は減っていくけど、出せば出すほど魅力は上がっ
ていく。 
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【もっとわがままに自分中心に生きようぜ❗ ✨ 】 

９５８、 
いや、マジでどうしたオレ！？！？w 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1385507751523012612?
s=20 

９５９、 
可愛すぎて、今後はこんな可愛いキャラ路線を目指していく❗ ❗ ❗  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1386625132253253635?
s=20 

９６０、 
顔出しするに当たり、レーザー体験してみたら本当にシミ薄くなって感動✨  

リプ内のクーポン使えば初回は格安なので自分にちょっと自信持ちたい方は
オススメかも！ 

※ちなみに僕はピコレーザーをしましたが、痛みに悶えながら頑張りまし
た…ww 

女性は大丈夫みたいだけど、男性は自己責任でww 

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1386884220165885953?
s=20 

９６１、 
【誰かに大切にされたい？】 

なら、大切にしてくれる人を探すより 
自分自身が”大切にしたくなる女”になればいい 

大切にされないのは 
相手から見たら”その程度”の存在だから 

あなたが『あげまん』で『魅力』があれば 
頼まなくても勝手に大切にされ始めるよ。 

９６２、 
世良さん(https://twitter.com/serasatoshi?s=20)の本スゴい✨  

LINE返信1つでも、脳をバグらせる場面がてんこ盛りだった！！ 

これは異性に好かれる為のバイブル本で活用できますね☺  

パクろww 
http://amzn.to/3tiJpth 

９６３、 
イルティ通信を更新しました 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12671278452.html 
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９６４、 
モテるノウハウを発信する男がモテるとは限らないって事、 

説得力って大事だよね！ 

ふむふむ… 
って、オレやないかーい❗ ❗ 😱  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1387582770659037184?
s=20 

９６５、 
逆に考えると、プラスになりますね✨  

そうだ、モテなくてもいいんだ！！ 
逆手にとってやる～！！！😂  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1387593873178853380?
s=20 

９６６、 
ありがとぅぅぅ❗ ❗  

めっちゃイケメソ✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1387784566845284357?
s=20 
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９６７、 
一聖さん、二周年おめでとうございます✨  

日に日にパワーアップされてる姿に、いつも刺激をいただいてます！ 

今後の活躍のお手伝いができるように僕も頑張ります😄  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1388496275968905218?
s=20 

９６８、 
イルティの生放送が見事に切り抜かれてるｗｗ 

ありがたや～✨  

✅ イルティの幸せマインド 
https://www.youtube.com/channel/
UCH5gdp2w3hEKaKgJ360RL6A 

９６９、 
「成長」と「挑戦」から逃げる人は 
他人の失敗を批判ばかりする 

それに悩む女性も多いけど 
『失敗すらできない人間』は 
”クズ”で”底辺”でいるから 
輝くあなたの足を引っ張りたいだけ 
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堂々と生きたいなら 
そんな奴には 

『お前の発言、どーでもいい！』 
と言える強さを備えていこう 

９７０、 
こちらも切り抜き✨  
自分でもこんな事を話してたんだーと勉強になりますww 

https://m.youtube.com/channel/UCisGa3kU39ReYBd8tb1VeJA 

９７１、 
一聖さん、いつもありがとうございます✨  
毎回、行くたびに心の体も、そして新しい事業の進展もｗｗ 
本当に最高の時間です！！ 

おかげで、これからの女性を更に幸せにできるアイデアや方法も見つかった
ので、自分の為に社会貢献たくさんしていきます😄  

#卒業させる整体院 

９７２、 
昨日はメンバーシップ向けのZOOM相談室を連続19時間も開催してた🦊  

悩まれる方を笑顔にしてスッキリさせるという遊びがたまらないww 

#もう仕事じゃない領域 
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９７３、 
相談に乗っていたメンバーの方が結婚報告❗  

めっちゃ嬉しい✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1391737691130134529?
s=20 

９７４、 
好きな人に対して 
｢信じてもいい？｣ 
｢信じるのが怖い…｣ 
って女性は 

信じる行為すら 
”他人任せ”だから愛されない 

そのクセ 
｢裏切られた｣と 
被害者ヅラを始める 

｢信じる｣って 
自分の意思で決めるもの 
相手にしてもらうものでない 

【愛されたいなら自己責任で生きろ】 
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９７５、 
恋愛がうまく行かない人の共通点がわかった！ 

だいたい、過去の恋愛の傷が癒えてない人が多い！ 

そして、本人はそれを乗り越えてると思い込んでる系 

９７６、 
【他人任せでいる女の末路】 

•失敗しないから成長が止まる 
•自分の頭で考えなくなる 
•他人に依存し始める 
•自力で幸せになるのが難しくなる 
•周りには敵しかいないと錯覚する 
•人間不信に陥る 
•私って不幸な人間…とか言い始める 

【人のせいにしてるうちは悩みは消えない】 

９７７、 
僕も学んだことを実践してるだけで、１日座りっぱなしでも、腰は痛まなく
なり、運動不足っぽいだるさも無くなりました😄  

おかげでバリバリ仕事できてありがたい状態❗  

そして、写真のように一聖さんは人柄も本当に一流✨  

#卒業させる整体院 
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1392730358429327364?
s=20 

９７８、 
おぉー❗  

めっちゃ素敵なカップル✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1392805336336146432?
s=20 

９７９、 
一聖さん、ステキな紹介ありがとうございます✨  

真理の追求が楽しくてやめられないです☺ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1392835888468553729?
s=20 

９８０、 
急遽、僕も参加させていただきます✨  
確実に煽られるww 

配信は、ひろゆかないさんのチャンネルで22時から開始予定です❗  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1393159271664132098?
s=20 

９８０、 
今から始まります✨  

【有料級？】恋愛系ユーチューバーにお悩み相談してみる。水分をとりなが
ら。ひろゆかない×世良サトシ×イルティ  
https://youtu.be/bM22cyqMu3Y 

９８１、 
【恋愛を成功させたいなら】 

好きな人にとって 
「唯一無二の存在」になるのが確実 

自分が雑に扱われるのを 
”他人のせい”にしてる限り 

あなたは『誰かの代わりの存在』 
として人生を終えるだけ 

自分の魅力を最大限高める努力をしよう 
だから、最強あげまんを目指そうぜ！ 

９８２、 
こうゆうコメントいただけるの嬉しいよね✨  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1393593966839230466?
s=20 

９８３、 
またまた嬉しい感想✨  

後々は、自分革命した男女をマッチングさせる『御縁結び』やら『イルティ
婚』もやる予定🦊 ♪♪ 

トータル的な幸せを作っていくので、みんな待っててね❗  

男性は男性でステキな伴侶を見つけるのも成功の第一条件だし、 

女性も僕の動画見て意識が上がっても実践の場がない、 

だから、くっつけるまでやります！✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1393819146433884161?
s=20 

９８４、 
『可愛いね』 
と褒められたら 

『いやいや、私ブスだよ』 
と否定しちゃダメ 

『誰にでも言ってそう』 
『そんなことないよ』 
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って謙遜な発言もダメ 

• ありがとう 
• 照れる 
• もっと言って 

と言える女性の方は 
男性ウケもいいし 

【「知ってる」とドヤれる女性には惚れます】 

９８５、 
行けば行くほど、 
恋愛力も売り上げも上がるからスゴイ✨  

本日も一聖さんのおかげで、 
自分の無意識の殻を破れそうです❗  

これからもよろしくお願いします❗  

#卒業させる整体院 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1394241591435354112?
s=20 

９８６、 
ジョイくんの相槌がないと 
僕は生きていけない🦊 ❗  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1394614457817473028?
s=20 

９８７、 
イケメンに描いてもらえてうれピーマン✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1394861509398831105?
s=20 

９８８、 
イルティの動画を見て感想を頂きました✨  

最近、動画をたくさん評価していただけて嬉しいです☺ ❗  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1395285090477899776?
s=20 

９８９、 
我慢してる女性に知って欲しい内容✨  
https://www.youtube.com/watch?v=7D8LXTMEFRI 

９９０、 
こちらも 
人生が生きづらい女性に知って欲しい内容✨  
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https://www.youtube.com/watch?v=dz_4tmXVCYY 

９９１、 
「好きな人を諦めないといけない…」 
そう思う瞬間って心がかなり痛い 

しかし、 
私と彼の価値観では 
両方が幸せになれない！ 
と感じた瞬間は身を引こう。 

自分でダメと分かってるのに 
一緒にいるって好意ではない 

それは、ただの”執着” 

【本当に好きなら諦める決意も重要】 

９９２、 
ご紹介ありがとうございます✨  

一聖さんの整体のおかげで、心も体も軽くなって情熱を発散するのがすごく
楽です☺  

自己啓発、まだまだ極めます❗ ✨  

#卒業させる整体院 
#受けるたびに悩みが3つは消える 
#それがぶり返すことないから凄すぎ 

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1397386344825901058?
s=20 

９９３、 
リクエストがあったので作成しました✨  

イルティが自分の親と向き合った時の体験談です❗  

なんだかんだ３８分超の音声と、文字数は10000文字超えで超大作になって
しまいましたｗｗ 
https://ilty.thebase.in/items/45146794 

９９４、 
ありがとうございます✨  

本来の体を戻っていくと、心もすごく軽くなりますね😄  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1397567553124257793?
s=20 

９９５、 
ありがとうございます✨  
ジョイくん曰く、感動映画を見てた気分と言われましたｗｗ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1397568184333471744?
s=20 
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９９６、 
「どうせ相手は私に気持ちなんてない」 
ってわかってるけども 

少し優しくされると 
また依存しちゃうよね… 

それは悪い事じゃないし 
優しくされた時の素敵な反応だから 
自己否定する必要はないよ！ 

９９７、 
晶さんのイラスト可愛いです😍 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1398050174912450560?
s=20 

９９８、 
すごく楽しい時間でした✨  

ゆみぃさんの手作り料理は今まで食べた料理とは別格でした❗ ❗  

これからも食の師匠としてよろしくお願いします😄  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1398179720139743232?
s=20 
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９９９、 
ありがとうございます✨  
目の腫れにご注意ください(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1398524045188952072?
s=20 

１０００、 
めっちゃ嬉しいお言葉ありがとうございます✨ ✨  

もうすぐ日本一周をスタートされるとの事で、どんな旅をされるのか楽しみ
です❗ ☺  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1398855444467044352?
s=20 

※1000ツイート目でこれは何か関係がありそうですね✨  
　エンジェルナンバー調べたらとても面白い結果が出ました！！ 

１００１、 
このキツネ、良いこと言うわ～✨  

【イルティ】私の不幸は親のせい？【切り抜き】  
https://youtu.be/eWnt8H8e42Y 
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１００２、 
一聖さんから教わった事と、学んできた心の仕組みを組み合わせていくと、
更なる『真理』に到着できそうです✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1399730479335579650?
s=20 

１００３、 
表には言えない本当の音。。。 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1399731078185717762?
s=20 

１００４、 
「この世からお金が消えたら残るものって何だろう？？」って考えていた
ら、 

自分を曝け出せて本音で生きてる人が最強だよなーって結論に至りました笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1399947591245197318?
s=20 

１００５、 
実はこっそり、 

子供のいるお母さん向けに絵本チャンネルもやってます🦊 💓  
https://youtube.com/watch?v=lYuWy34BGRk 
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西野さんファンなので、次回は『みにくいマルコ』も紹介していきます✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1399948925964931074?
s=20 

１００６、 
男女のすれ違いって大体コレ！ 

女性は男心がわからないし、 
男は女心が理解できない。 

すれ違いって本当に悲しいから、しっかり相手とはコミュニケーションを欠
かさないでほしい！！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1399954384327364612?
s=20 

１００７、 
【恋愛依存症の特徴】 

『本当は親から愛されたかった』 
という無意識の願望が 

”男性”に向いてしまい 
『彼に満たしてもらおう』 
という願望に変化する 

それが愛されて振り向かせたい 
に繋がって尽くしすぎたり 
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どんな状況でも我慢する 

【根本的に解決する手がかりは過去にあり】 

１００８、 
のんさん、天才❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1400389010028044296?
s=20 

１００９、 
俺の名言が炸裂するぅぅぅう❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1400691433875513346?
s=20 

１０１０、 
【男女のストレスの違い】 

・女性はストレスをシェアしたい 
・解決方法を誰かと一緒に考えたい 
・男性に弱いところを知ってほしい 
・弱い自分を受け入れてほしい 

・男性はストレスを隠したい 
・解決方法を1人で考えたい 
・女性に弱いとこを見せたくない 
・弱い自分は嫌われると思ってる 
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１０１１、 
本日も素敵なランチ会ありがとうございました✨  

ゆみぃさんのカレーは2杯もペロリといけちゃうくらい美味しすぎるので、
たくさんの方に広めたいです❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1401475132271468552?
s=20 

１０１２、 
フグさんは一聖さんのホームページも作られてて、昨日お話させていただい
た時、プロ意識の高さに感動しました✨  

話しやすさ & 真実を教えてくれるので、めっちゃオススメの方です😄  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1401786552066351106?
s=20 

１０１３、 
体とお金も繋がってるという大切なお話しでした✨  

もっとお金を稼ぐために動画内の学びも取り入れていきます☺  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1402104776565788674?
s=20 

１０１４、 
お褒めの言葉ありがとうございます✨  

不倫をしてる方は何かしらの目的は達成しても、人生の充実は満たされない
ですよね。 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1402624805371662338?
s=20 

１０１５、 
結婚記念日おめでとうございます✨  

これからも全力で応援してます‼  

晶さんの一聖さんスタンプも買いましたｗ 
これからもたくさん使います♪ 

https://store.line.me/stickershop/product/15336273/ja?
ref=lsh_stickerDetail 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1402632569049341955?
s=20 
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１０１６、 
最終的にはダイマックスしたい(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1403226234914426888?
s=20 

１０１７、 
きゃわいい💖  

普通にイルティだぁー✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1403246722193629188?
s=20 

１０１８、 
女性が結婚して後悔するのって 
基本的にメンタルが弱い男を選んだから 

気が強そう＝メンタル強い 
じゃないからね！ 

あなたを不安にさせない男が 
『メンタルが強い男性』だからね 

【ところで今、あなた笑顔？？】 
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１０１９、 
観ていただきありがとうございます❗ ✨  

僕の動画が後押しになったようで、めちゃくちゃ嬉しいです😊  

一緒に激アツな人生にしちゃいましょうね✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1404372190984695809?
s=20 

１０２０、 
本日も施術ありがとうございました✨  

体どころか、人生そのものが整うという高いレベルで毎回、感動させても
らってます😊  

ホントに募金したくなるレベルです❗ ✨ (笑) 

#卒業させる整体院 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1404696475964112896?
s=20 
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１０２１、 
相手に嫌われないように 
自分のキャラを偽ってる女性いるけど 

それ本当のあなたじゃないなら 
男性に対して”ウソついてる”と同じだよ 

そんな嘘つき女が 
愛されるわけないよね 

【常に堂々と生きようぜ！】 

１０２２、 
『私って頭が悪いから…』 
と言っちゃう女性が多いけど 

・解決策を考えない 
・人のせいばかり 
・他人の文句ばかり 
・自分が傷つかないよう言い訳 

本当に頭が悪い人間っては 
こんな事をする人だと思う。 

そんな人に言いたい 
【頑張っている人の批判だけはするな！】 

１０２３、 
話し合いが出来ない男と 
まともに向き合った所で 

ゴールや将来は見えないし 
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意味不明な喧嘩になるし 

女性側が妥協して我慢して 
それが何回も続いて 
勝手に呆れられて 

こっちは好きだから真剣なのに 
適当に扱いやがってムカついて憤怒 

【そんな男はゴミ箱に捨てた方がいい】 

１０２４、 
【恋人を選ぶなら】 

『この人といる時の自分が好き！』 
って思える男性と付き合う方がオススメ 

しょーもない男と一緒にいたら 
常に不安に襲われ、自分の性格悪くなる 

そんな自分を自分自身が 
どんどん嫌いになっていく 

そうなると 
恋愛する度に自分の顔を 
妖怪みたいに醜くできるよ 

１０２５、 
相手に対して、 
ムカついたりイライラするのって 
相手に期待して、その通りに動かない事が原因 

 / 385 400



だから他人に期待しない方が 
いいとわかってても 

それが簡単にできないから 
余計イライラしてしまう人生ｗ 

１０２６、 
大事なメンバーさんがリピートしてくれて嬉しいです✨  

僕のコミュニティでは話題がたくさん出るくらい、皆さんも一聖さんファン
になってます☺ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1407023638751051777?
s=20 

１０２７、 
先日、ライブで相談にお答えした方から感想をいただきました😄  

やはり勇気を出して頑張る女性に感動しますね❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1407119804218056704?
s=20 

１０２８、 
【悩みやすい女子あるある】 

自分を好きな男には興味沸かないけど 
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自分に興味ない男には興味持っちゃう 

優しい男のアプローチを拒むけど 
冷たい男の態度にはときめいちゃう 

１０２９、 
【好きな男と別れてから】 
・新しい人と出会う 
・付き合う 
・また一から関係を築いていく 

相手を知り自分の事を知ってもらう 
この流れがめんどくさいし 

次に出会う男も受け入れてくれるか 
わからない恐怖あるから 

別れた男と復縁したいし依存してたい 
って下心のある女性が多い！ 

１０３０、 
ここが意外と、 
恋愛の悩み解決にも重要なお話しですね❗  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1407930729497972741?
s=20 

 / 387 400

https://twitter.com/yep_ilty/status/1407930729497972741?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1407930729497972741?s=20


１０３１、 
頑張る女性をこれからも全力サポートしていきます✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1408063459103678472?
s=20 

１０３２、 
【事実を受け止めよう】 

仕事が多忙でも 
男は『本当に好きな人』には 
いくらでも時間を用意する 

頼んでもないのにスキマ時間とか作る 

優先順位が低い相手に 
使う時間はないから 

「仕事忙しい」を理由にして 
返信も会うこともしないだけ 

【女性も同じことするでしょ？】 

１０３３、 
『弱さと向き合う』って大事さを一聖さんからも学ばせてもらってます✨  

弱い自分を愛せるようなったら、ホントに最強です☺  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1408189832287817732?
s=20 

１０３４、 
ガンガン弱音吐き出しちゃいましょ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1408697363015733251?
s=20 

１０３５、 
交際が長くなると男って急に 
「言わなくても伝わるっしょ？」 

ってスタンスになる男 
伝えないとわかる訳ないだろ！？ 

なんでいちいち顔色伺って 
状況考えて察しないといけない？ 

だったらオメェだって 
私のこの言葉にできない 
不安や感情を読み取れや！ 

【男が甘えんじゃねぇ！】 
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１０３６、 
【マジでどうでもいい言葉３選】 

・『みんな我慢してるんだよ！』 
・『なんでわかってくれないの？』 
・『あなたの為にやったのに…』 

１０３７、 
イルティ通信を更新しました！ 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12683335105.html 

１０３８、 
誰も置いていかないので大丈夫っす✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1409485986229153795?
s=20 

１０３９、 
そう言っていただけて嬉しいです✨ ✨  

これからも元気をお届けしますー❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1409486147886075905?
s=20 
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１０４０、 
人生開き直って 
吹っ切れられた人は 

堂々と生きる事ができるから 
この世で最強の女性とも言える 

自分が本当に大切にしたいだけを 
優先して振り切って生きる 

そんな人生にしたいって思わない？？ 

だからさ、 
どーでもいい”固定概念”捨てて 
さっさと気持ちよく生きよう 

１０４１、 
おめでとうございます✨ ✨  

新店舗も楽しみです☺  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1409797709679140872?
s=20 

１０４２、 
幸平さん、本当に素敵すぎます❗ ✨  

おめでとうございます🎉  

僕の活動が男女問わず幸せに繋がってるのが嬉しすぎます🦊 ✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1409912211871473667?
s=20 

１０４３、 
【男性が浮気しちゃダメな理由】 

浮気をするのは相手を裏切るから 
とか考えてる男は甘い！ 

裏切られる事よりも 
この男は私の事を 
・私は失ってもいい対象 
・こいつには嘘ついていい 

『私にはその程度の価値しかない…』 
と存在否定されてる事が 
死ぬほど辛い事を理解した方がいい！ 

１０４４、 
頂いてるファンレターは全て保管してるし、ライン@にきた応援メッセージ
は全て返信してます。 

そのぐらいイルティは、皆さんの声援には元気をもらい、助けてもらってま
す✨ ✨  

いつもありがとうございます❗ ✨  

※お子さんが描いてくれた似顔絵は壁に飾ってます(笑) 
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１０４５、 
あの人を振り向かせたい 
あの人と付き合いたい 

とか嘆いてる人は 
その男と付き合うのが目的？ 

達成したら死んでいいの？ 
違うのよね？ 

付き合った先に 
幸せな恋愛や幸せな人生を送るのが本質 

だから女性を適当に扱うやつに 
依存するだけ無駄だし 
目的を履き違えてる女性が多すぎ 

１０４６、 
不幸=楽しい 
って訳ではないけど 

心の仕組みとして 
【幸せ＝退屈】 

と認識してる人は 
無意識に不幸になる事を 
選んでしまう人はいるよ！ 

本人は自覚ないから 
『そんなつもりはないです～』 
と言うけど 

無意識の世界の話だから 
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なかなか伝わらないよね～ 

１０４７、 
新しい場所での開店初日に一聖さん(https://twitter.com/
ieskirist_issei?s=20)の施術を受けにいきました✨  

新しい場所は、かなりパワーアップされていて最高の空間❗ ✨  

今日もおかげで、心も体もスッキリ軽くなりました☺  

まだ行かれてない方は、ガチでオススメです✨  

#卒業させる整体院 

※一聖さんの人柄がステキだから、開店祝いを、たくさんの方から頂いて部
屋内がお花だらけでした(笑) 

もし何かお祝い事をされたい方は、違う何かの方がいいかもです☺  

１０４８、 
写真貼るの忘れてました！ 
ジョイくんお手製の一聖さんマスクも、めっちゃ似合ってました✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1410977983142121473?
s=20 
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１０４９、 
女って結局、金と顔かよ！ 
と逆切れする男いるけど 

お金があるから 
精神が安定して 

・男に尽くせる 
・喧嘩を減らせる 
・子供に笑顔を向けれる 

好きな顔と生活すれば 
ちょっとした事でも許せる 

つまり 
【余裕感こそが正義】 

って視点から見ると 
男の価値は金と顔になっちゃうｗ 

１０５０、 
おぉー！！！ 
ご支援ありがとうございます😭 ✨  

一聖さんから学んだコーチングも通して、頑張る女性と子供達を助けていき
ます❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1411337062368772108?
s=20 
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１０５１、 
【パートナーに絶対やってはダメ】 

不幸な人のほとんどが 
相手に何もしないくせに 
自分は幸せにしてほしいとねだる。 

相手が自分を幸せにしてくれると 
勘違いしてる女性は必ず不幸になる。 

【ねだるな、勝ち取れ】 

１０５２、 
不倫相談をいただくが 
子供がいる母親に対して 

不倫相手と子供どっちが大事？ 
と聞くと子供と答える 

けど、あなたがやってるのは 
子供の期待を裏切ってる行為では？ 

と聞くと途端に自分の行いを 
悔い改める方が多い 

不倫は否定も肯定もしないけど 
優先順位だけは見失うな！ 
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１０５３、 
クラファン開始3日目で、総支援者数が160人を超え、目標金額も250%超え
で達成しました❗ ✨  

応援メッセージもたくさんもらい、皆さんから愛されてる実感もでき、嬉し
すぎますか😭 ✨  

本当にありがとうございます！！！ 
https://ilty.thebase.in 

更に皆さんに還元できるようにパワーアップしていきます！！ 

ぬいぐるみ製作も、工場見つけて商品化する予定なので、お子さんのいる家
庭に『無料プレゼント企画』などもやっていきますね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1412001493301923843?
s=20 

１０５４、 
土偶おめでとうございます❗ ✨  

ぜひ、参考にしてもらえると嬉しいです☺  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1412306254026838016?
s=20 
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１０５５、 
わー！！！ 
ゆみぃさんまで✨ ✨  

ご支援ありがとうございます！！！ 
めっちゃ嬉しいです❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1412608575688482817?
s=20 

１０５６、 
【女性の会いたいの意味】 
・あなたと会えるなら 
・予定をキャンセルしてでも 
・多少体調が悪くても 
・睡眠時間を削ってでも 
・明日重要な会議があっても 
・今日くたばってでも 
・絶対に会いたい！！！！！ 

【男の会いたいの意味】 
・特に予定がなければ会いたい。 

１０５７、 
『俺って性格重視だよ』 
と言ってる男に騙されちゃダメ！ 

だいたいそんな時の性格重視って 
『顔が可愛くて、かつ自分に優しい女性』 
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って意味だからね！ 

… 

… 

… 

以上、1057ツイート分まとめました 

中には被っているツイートもありますが 
全てをチェックするのは 
難しいのでご了承ください！ 

是非、振り返って見てみたいな～ 
という方は何度も見てみてください！ 

また、宜しければ 
Twitter、公式LINE、YouTubeをやっておりますので 
ご登録＆フォロー頂けたら嬉しいです！ 

✅ Twitter 
→https://twitter.com/hairyonokami?s=21 

✅公式LINE 
→https://lin.ee/9PrxMB0 

✅YouTube 
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→https://youtube.com/channel/UCxcJ2MuFYt5-BsjF3yORqBQ 

幸平📕 しゃべるPDFデザイナー
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