
イルティ/自分革命🦊🐻さんの 
全ツイート分類してまとめてみた 
～質問箱・悩み相談・視聴者の声～ 

✅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 

悩みやすい人や悩みを解決したい人向けのツイート集です✨  

あなたと同じように悩んでいる方はたくさんいます！ 
是非これを見て視野を広げてみてください！！ 

ここからツイートまとめ👇 

１、 
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〔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、 
〔質問箱：〕 
告白に自信がつく方法とは？ 

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

３、 
〔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(‾▽‾) 

４、 
〔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。 
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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！ 

５、 
〔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！ 

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！(≧▽≦) 

６、 
〔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(≧▽≦) 
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詳しくライン＠から相談ください✨  

７、 
【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 

８、 
〔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。 
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(>_<) 

９、 
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〔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(>_<) 

１０、 
【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 

１１、 
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！！ 

でも、厳しすぎたかな…？（涙） 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1178630691669495808?
s=20 
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１２、 
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 

１３、 
〔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！ 

１４、 
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  
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#子育てあるある 

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

１５、 
〔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？ 

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(>_<) 

１６、 
〔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(≧▽≦) 

１７、 
〔質問箱：〕 
普段はなにをされている方ですか？ 

A.変態仮面 

１８、 
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〔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✨  

１９、 
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 

２０、 
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(>_<) 
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1180312665324785664?
s=20 

２１、 
〔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！！ 

２２、 
〔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） 

２３、 
〔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。 
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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(>_<) 

２４、 
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 

２５、 
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 

２６、 
先日のshowroomでの、 
生配信でのお悩み相談をアップしました！ 
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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 

２７、 
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✨  

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 

２８、 
これが、困難を切り開く勇気をだした方の人生✨  
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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 

２９、 
『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 

３０、 
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 
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３１、 
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 

３２、 
〔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！ 

３３、 
〔質問箱：〕 
恋愛ってなんですか？ 
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A.君の人生に勇気をくれるものだよ♪ 

３４、 
『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 

３５、 
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！ 
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 

３６、 
不倫について、全貌を全て語りました✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1183728680452800514?
s=20 

３７、 
〔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！ 

３８、 
〔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てるはずだよ！ 
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！ 

３９、 
〔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 

４０、 
既読スルーなのでここで解答 

この母親は、 
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『（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 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1184872882892984323?
s=20 

４１、 
〔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！ 

４２、 
〔質問箱：〕 
一番好きな色はなんですか？ 

A.オレンジ！ 

４３、 
〔質問箱：〕 
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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！ 

４４、 
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 

４５、 
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？？ 
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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 

４６、 
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 

 / 18 59

https://twitter.com/yep_ilty/status/1187706400794759168?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1187706400794759168?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1188037393632223232?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1188037393632223232?s=20


４７、 
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 

４８、 
〔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 

４９、 
〔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 

５０、 
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｡ 
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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 

５１、 
・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 

５２、 
〔質問箱：〕 
家事は母親がやるのが当たり前？ 
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A.誰がそんなルール決めたんだろう(　ﾟдﾟ) 

５３、 
【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 

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 

５４、 
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 
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『何を大事にして生きるか！』 

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 

５５、 
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 

５６、 
〔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 

５７、 
〔質問箱：〕 
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夫婦円満の秘訣とは？ 

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。。。 

５８、 
〔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・) 

５９、 
〔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！ 
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６０、 
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 

６１、 
〔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！ 

６２、 
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： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1210093264130330624?
s=20 

６３、 
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 

６４、 
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✨  

#女子力向上委員会 

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

６５、 
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 

６６、 
年越し前でも、イルティ節でズバズバ言われる相談者ｗｗ 

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 

６７、 
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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 

６８、 
〔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♪ 

６９、 
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： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1214408891288604672?
s=20 

７０、 
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 

７１、 
〔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😄  

７２、 
〔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。 
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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😄  

７３、 
〔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？ 

A.中二病なだけですね 

７４、 
 〔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！ 

７５、 
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〔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😱  

７６、 
〔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？ 

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✨  

７７、 
〔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😱  

７８、 
〔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・) 
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７９、 
〔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*)  

８０、 
〔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 

８１、 
〔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*) 

８２、 
〔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？ 

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？？ 

８３、 
〔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！ 

８４、 
〔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♪ 

８５、 
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〔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 

８６、 
〔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！』 

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 

８７、 
〔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・) 
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８８、 
〔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(‾▽‾) 

８９、 
〔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  

９０、 
〔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(‾▽‾) 

９１、 
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〔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*) 

９２、 
照れるぜ(‾▽‾)✨  

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

９３、 
〔質問箱：〕 
毒舌で意見否定してくる男ってなんなんですか？ 

A.ツンデレ！？(*́・ω・) 

９４、 
〔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・) 

９５、 
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〔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 

９６、 
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 

９７、 
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〔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、 
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！ 

９８、 
〔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・) 

９９、 
〔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 

１００、 
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✨  

 / 37 59



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 

１０１、 
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： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1246116757699301377?
s=20 

１０２、 
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 

 / 38 59

https://twitter.com/yep_ilty/status/1244987165991305216?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1244987165991305216?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1246116757699301377?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1246116757699301377?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1246856792912560128?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1246856792912560128?s=20


１０３、 
今の気持ち 

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

１０４、 
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 

１０５、 
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 

１０６、 
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は、恥ずかしいwww 

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

１０７、 
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 

１０８、 
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 

１０９、 
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 
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１１０、 
横の繋がり最高✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1286507024189014016?
s=20 

１１１、 
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 

１１２、 
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 

１１３、 
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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 

１１４、 
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 

１１５、 
勇気が素敵すぎる！！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1308455465102110720?
s=20 

１１６、 
素敵すぎて感動 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1309518741651169281?
s=20 

１１７、 
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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 

１１８、 
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： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1312361696405590016?
s=20 

１１９、 
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 

１２０、 

 / 43 59

https://twitter.com/yep_ilty/status/1310535687045656578?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1310535687045656578?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1312361696405590016?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1312361696405590016?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1322429894400172032?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1322429894400172032?s=20


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 

１２１、 
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 

１２２、 
「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 
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１２３、 
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 

１２４、 
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 

１２５、 
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素敵女子✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347517635274043393?
s=20 

１２６、 
ナイス向上心✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348081319612321792?
s=20 

１２７、 
素敵✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348151156002889728?
s=20 

１２８、 
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 

１２９、 
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向上心がステキ✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348157143464120320?
s=20 

１３０、 
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 

１３１、 
自分褒めステキ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1348792117364097024?
s=20 

１３２、 
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😄  
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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 

１３３、 
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 

１３４、 
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 

１３５、 
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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 

１３６、 
ファイト❗ ✨  

応援してます🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1349627519977156608?
s=20 

１３７、 
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 

１３８、 
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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 

１３９、 
素晴らしい❗ ✨  

ステキ🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1350825492102856706?
s=20 

１４０、 
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 

１４１、 
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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 

１４２、 
ファイト❗ 🦊 ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1355350484060569600?
s=20 

１４３、 
向上心ステキ❗ 🦊 💖  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1355397822594473988?
s=20 

１４４、 
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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１４５、 
めっちゃ嬉しいです✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1378016930750025732?
s=20 

１４６、 
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 

１４７、 
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 

 / 52 59

https://twitter.com/yep_ilty/status/1378016930750025732?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1378016930750025732?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1387582770659037184?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1387582770659037184?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1391737691130134529?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1391737691130134529?s=20


１４８、 
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 

１４９、 
こうゆうコメントいただけるの嬉しいよね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1393593966839230466?
s=20 

１５０、 
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！✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1393819146433884161?
s=20 

１５１、 
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 

１５２、 
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 

１５３、 
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 
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１５４、 
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 

１５５、 
「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 

１５６、 
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： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1407023638751051777?
s=20 

１５７、 
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 

１５８、 
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 

１５９、 
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 

１６０、 
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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 

１６１、 
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 

１６２、 
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 

１６３、 
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🦊 ✨  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1409912211871473667?
s=20 

１６４、 
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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… 

以上、164個の相談や視聴者の声をまとめました 

是非、振り返って 
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 
→https://youtube.com/channel/UCxcJ2MuFYt5-BsjF3yORqBQ 

幸平📕 しゃべるPDFデザイナー 
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