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男女は全く違う生き物 

今回は男女の好きの違いについて、解説をしていきます。 

男性は理性で女性を好きになり、感情で嫌うようになる 
女性は理性で嫌いになって、感情で好きになる 

ここがわかっていないと男女トラブルに繋がりやすいです。 

なので、今回は 
男性と女性は、この時はこのような価値観で行動している。 
ということを解説していきます！ 

まず、理性と感情というのは何が違うのかというと 

・理性＝推察能力、物事の道理を考える能力 

言語だったり、知識だったり、 
いわゆるコナンくんみたいなものです。 

この理性というのは、損得、メリットやデメリットといった思考でもあります。 
頭を使って考えていることが理性です。 

そして、感情というのは 
気持ちや感覚などのことです。 
言葉じゃない感覚なので、喜怒哀楽などによって感じる情と思ってもらえたらと思います。 



男女の好きの違い 

これらから分かることして 

女性って相手を好きになると、 
『好きがとまりません！！！！』 
という状態になりやすい傾向です。 

『私って誰かを好きになるとジェットコースターのように止まりません！』 
『もう恋に落ちそうでどうしましょう、ニマニマ♡』 
このように恋のハリケーンを起こしてしまう女性も多いです（笑） 

なぜなら、 
女性は「感情で好きになるから」 

感情というのは、気持ちや感覚なので、もう止まらない。 
歯止めも効かないくらい、止まることがないです。 

だから、女性は男性を好きになると 
プチパニック状態になりやすいと言えます。 

一方、男性は女性を好きになると 
理性で好きになるので、 

『いや、君のことすっごい好きでさー』 
『ほんとに可愛いよねー』 
『おれ、君がめっちゃ好き～』 
というように、どこか冷静だったりします。 

男性の好きは女性と違って 
裏で燃え上がったり、抑え切れないくらいの気持ちの昂りはなかったりします。 



男女の嫌いの違い 

そして嫌いの違いについてですが、 

先ほどとは面白いぐらい女性は 
理性で男性を嫌いになります。 

理性で嫌いになるから、 
・彼って最近、私に対して冷たいし、収入落ちたから冷めてきた～ 
・彼って最初に比べてラインの回数減ったよね 
だから、最近冷めてきたし、ちょっと飽きてきたな～、他の男にいこうかな～ 
というように「嫌いになる理由」はたくさん喋れたりします。 

だけど、男性は感情で嫌いになるので 
・何か分からないけどちょっと嫌いになってきた！！ 
・んー？！！ 
・う、うあーーーー！！！ 

というように、 
嫌いな理由が説明ができません。 

これが嫌いになる時の男女の違いです。 

これは男性しか、わからない気持ちですが、 
女性は好きになったら感情的になって好きな男性を考えることが止まらなくなります。 

ですが、これが男性の場合は、女性のことを嫌いな時に、自分を止めれなくなります。 

例えば、夫婦喧嘩、カップルの喧嘩などで喧嘩した時、 
「なんであいつは俺の気持ちをわかってくれないんだよ！」 
と、相手を責めて怒ってしまう時は感情的になりやすいです。 

すると、男はそれを学校や職場でも持っていってしまう。 



これ、女性は逆ですよね？ 

好きな男性がいたら仕事中も男性のことを考えたりすると思いますが、 
しかし、男性と喧嘩した時ってもう仕事して忘れよ！っと女性はできますが、 

男性の場合は、嫌いになったら「あいつー！！！」ってなってしまい 
仕事に集中できなくなる方も多いです。 

そうなると、男性は喧嘩した時は 
ネチネチしていて歯止めが効かなくなったりします。 

このように男性は感情で嫌いになるので 
イライラしすぎて、ものすごく引きずってしまう傾向です。 

男性から別れを切り出す理由の１つとしては 

女性と喧嘩したら 
「この子と喧嘩したら、俺のプライベートも仕事もイライラして何もできなくなるからそんな悪影
響を及ぼすこの子とは別れよう‥」 
と思う傾向だったりします。 

全員がそうとは限らないですが、 
その男性が、彼女よりも友達や仕事を一番に重要視してた場合、 
このような思考になる可能性があるので注意が必要です。 



男性、女性の違いまとめ 

まとめるなら 

男性というのは 
・好きな理由は冷静 
・嫌いな理由は感情的 

女性というのは 
・好きになると感情的になる 
・嫌いな理由は日本一語れる 
その男のお母さんよりも語れます。 

なので、 
男という生き物は、 
ネガティブになったら我を忘れて 
女性はポジティブになったら我を忘れてしまう。 

そして、男はポジティブな時に冷静になって 
女性はネガティブな時に冷静になりやすい、 
と言えます。 

なので 
僕にも恋愛相談でよく来るのが 
『イルティさん、私は彼のことが好きなんですー！！！！！』 
という相談者もいらっしゃいます。 

本人はわかってないけど 
好きという感情が膨れ上がりすぎて 
もう私、彼のためなら◯◯しちゃってもいいですか？ 
ぐらいのノリの相談も多かったりします。 

なので 
こういう行動をすると男性から嫌われる可能性がありますよ！ 
と伝えると、女性は嫌われたくないから 
嫌われたくないという視点を思い出して、冷静になったりすることもできます。 



このように男性と女性の特徴の違いを知っておけば 
相手に対して、どのようなアプローチをすればいいかが分かります。 

ただ、心の仕組みとして知っておいてほしいことは 
自分が思ってる価値観は相手も同じだと思い込みやすいです。 

私はこの時に、このような気持ちになるから 
相手も同じような行動をしてくれるだろう… 

という期待が生まれてしまい 
その期待通りに動いてくれない相手にイライラしてしまう。 

それはそのはず、 
男女というのは180度逆なので 
相手に対して嫌いの感情が爆発してしまう 

そんな喧嘩もよくあるパターンだと言えます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

補足として 

自尊心がそもそも低すぎる女性は 
常に自分の存在否定をしている傾向なので 

ネガティブというより 
自分の存在が薄まりそうだなと感じると、すごく焦って感情的になりやすいです。 

それは恋愛の好きとは全く違う、 
生命の危機からくる感情的な焦りです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



嫌いだけど好かれたい 

ここで、 
女性からよくいただく質問があるので紹介します。 

彼のことを嫌いになったけど 
・それでも寄りを戻したいです 
・やっぱり復縁をしたいです 

という相談もたくさんきます。 

先に答えを言っておくと 
それは女性の視野が狭くなっているだけ 

視野が狭くなってしまうと男性に依存してしまい、 
・過去の男と寄りを戻したい 
・復縁をしたいと思ってしまう 

そのように思いやすい傾向です。 

人の歴史のお話になりますが、 
昔の時代は、狩りをして生活をしていました。 

現代であれば、人間関係や男女関係には理性と感情が大事になるけど 
当時の時代はそれよりも何が大事だったか？ 

それは『生存』だったりします。 

当時の時代は、生きるか死ぬか 
だから理性や感情なんかよりも、生きたいという生存欲求の方が強くなる。 

そのような本能というのは 
実は今の私たちも持ち合わせているのが心の仕組みです。 

なので、理性や感情よりも「生存欲求」が優先されて 
男性に依存して、復縁したいと思ってしまうパターンもあります。 



ここがわかってないと男女の違いがわかっても、 
小手先の悩みに惑わされ、恋愛が終わってしまいます。 

しかも、今のこの現代で当時の様に 
・野生の動物に襲われる 
・餓死や脱水症状になる 
などによって生存が失われることはないです。 

では、現代における生存って何を指してるかというと、 
『自分は存在していいのか？』という自尊心のことです。 

表現を変えるなら、 
自分という価値を失いたくない 
ということだったりします。 

ここには、安心感の欲求というのが人間にはあり、 
自分が安心することを優先したいからです。 

なら、自分に自信がない、自尊心が低い女性は 
・どうやってこの自分の価値を保ちたいか？ 
・どうやって安心感を得ようとするのか？ 

それが、誰かへの依存によって満たそうとしてしまいます。 



依存先が多い人、少ない人 

例えば、 
自分の居場所ならコミュニティでも、男性でもいいですが 

・依存先が３つある女性 
・依存先が１つしかない女性 
どっちの方が余裕感ありそうに見えますか？ 

深く考えずとも、依存先が3つある女性だと思えますよね。 

３つある場合、１つがダメになっても、まだ２ついるから、 
まだまだ余裕だよねって考えれると思います。 

ですが、１つしかいないと、その１つがダメになってしまうと 
自分の居場所がなくなってしまい自分の存在否定が始まってしまう。 

それは本能として 
『自分はこの世から必要とされていない！』 
という恐怖に変わってしまうからです。 

これが家族、親、友達、恋人などの依存先が複数あれば良いですが 

特定の男性にしか依存していない場合、それがダメになったら 
・私を必要としてくれる人がいなくなる！！ 
・私って誰からも愛されてない！！ 
・私ってこの世に生きている価値があるのかな… 

というように 
自分を責めて、自己否定ばかりしてしまいます。 

だから、彼に依存してでも 
どうにかして私自身を満たさないといけない 

という感覚の女性も多かったりします。 

ですが、それでは安心感が満たされないので 
膨大なストレスを感じてしまう。 



それによって 
・思考力が落ちる 
・意識レベルが低下する 

それによって余計に、自己中心的な思考しかできなくなり 
冷静な判断ができなくなってしまいます。 

さらに状況を悪化させるような行動をとってしまいます。 

世間的に言われる、メンヘラ、恋愛クラッシャー、などは 
このパターンの女性で、ここが根っこの理由だったりします。 

今、関係を修復させたいと考える男性から、 
完全に見切りをつけられたら、依存先がなくなりやることが無くなる。 

そうなると、その女性は 
全てが自己責任になってしまいます。 

思考力や意識レベルが低下した女性は 
それが嫌だし、自分で責任を取りたくないと考えるので、 
いつまでも彼に依存をして振り向かせたい気持ちに囚われてしまいます。 

なぜなら、彼に振り向いてもらえたら 
恋愛が成就するわけではなくて 
自分が苦労せずに、欲求を満たす事ができるからです。 



このような傾向のある女性は、全員とまでじゃないですが、 

・彼以上に私のことを理解してくれる人が今後、現れないかもしれない 
・また０から新しい関係を作るのがめんどくさいから 
このような不安を抱えている傾向だったりします。 

なぜなら、 
・彼以下の男と出会っても、自分が満たされないから 
・彼が「好き」という感情で盛り上がってる状態だから 
・彼以上なんているわけがなく彼から好かれるのが私の運命！ 
という義務感にすり替わってしまってるパターンもあるからです。 

そして、０から関係を作ろうとしても 
出会った男性に相手にされなかったら自分が傷ついてしまう。 

そもそも、思い出してほしいのは 
このような女性の目的は自分を満たすためなので 

新しい出会いで自分が頑張ったのに、 
相手にされなかったらムカつきますよね。 

それで自分が傷ついたり、恥ずかしい思いをしたくない 
そのリスクを取るよりも、一度、心を開いた男性に依存した方が自分を正当化できる。 

そのような思考によって、いつまでも依存して執着してしまいます。 

一度、好きになった男性、 
私を一度好きになってくれた男性の方が 
初見の男性よりも可能性は感じやすいですよね。 

得体の知れない人よりも、ある程度知ってる男性の方が 
過去の楽しかった記憶もあるので、そちらで結ばれているイメージがしやすいです。 

だから、そんな距離の近い彼の心を取り戻せば 
私は「満たされるよね」という思考になってしまいます。 



このように、 
依存したい！復縁したい！と考えてる女性の中には 
このように視野がせまい状態になってしまってる方もいます。 
※全員がそうではないです。 

冷静に考えてみると、世の中には他にも男性はいるのに 
目の前の人だけを見てしまう。 

それこそカマキリが獲物を見ているかの様に 
その人しか見ていない状態です。 

だから、女性の中でよくある 
・ろくでもない男だと分かっているけど忘れられない！ 
・どうにかして彼を振り向かせたいんです！ 

というような思考は、好きという感情ではなくて 
不安や恐れから発生している感情だったりします。 

確かに同じ感情ではあるけど 
不安や恐れからくるので、言い方を変えるなら執着です。 

一言でいうなら 
寂しさを埋めたいだけだったりします。 

しかし、これは 
その女性が悪いわけじゃない事を知っておいてください。 

というのも 
実はネガティブはポジティブの７倍、引っ張られやすいんです。 

なので、対策する為には、ネガティブに負けないよう、 
自分の世界にポジティブを７倍用意することが大切です。 

また、意外と、恋愛をしている女性の中には 
相手を好きという恋愛をしているよりも 
不安や恐れなどの焦りの方が大きい女性が多かったりします。 

ここに気付いてない女性も多いので 
今回の動画をきっかけにぜひ気付いてほしいなと思います。 



好きなのは間違いないと思いますし、 
そんな頑張る女性は応援したいですが、 

まず大前提として、今している恋愛はネガティブから来ていないか？ 

そこをしっかり理解した方がいいです。 

理性と感情がごちゃごちゃになってしまい、 
彼ってそんないい男じゃないし、ろくでもないし、クズだとわかっているけれど 
けど、何故か忘れられないし、離れられないんです！ 

という矛盾した発言はしていないか？？ 
そこともしっかり向き合ってほしいと思います。 



ニーズの捉え方 

ここからは、イルティがやってるコーチングスクールと 
少し被ってしまう内容になりますが今回は特別に記載していきます。 

深くは話せませんが、 
これから伝える内容の中で 
自分は今どこに該当しているかをチェックしてみてください。 

本当に素敵な恋愛だったりパートナーシップ、 
大きくいうとリレーションシップ（人間関係）と言っていますが 
それには３段階があります。 

１、相手は私の為に存在している 

最初にお伝えした依存だけする人は 
恋愛も人間関係も、全ては私のためにある！ 
という思考が強かったりします。 

そのような方は 
もう自己中心的な思考しかできなくなります。 

そのような方は理解力が低いではなく、 
ストレスがかかりすぎて、自己肯定ができなくなり 
自分を守ることしか考える思考になってしまうからです。 

無条件で愛されることを体験してこなかった方は 
このような傾向になりやすいです。 

２、相手と私は対等な関係である 

そして、男性と女性は対等だよね！ 
というのは理想論だし、一見良さそうにみえますが 

男女の関係では絶対に対等でいてはいけない！ 
というのはがあります。 



その理由としては 
対等な関係でいることによって 
男性が男らしくなれなかったり、女性が女性らしくいることを制限してしまう。 

その結果、 
相手に対する魅力が軽減して関係が悪化する可能性も起こってしまうからです。 

３、あなたのニーズ＝私のニーズ 

このような私とあなたは一心同体 
という思考が男女のリレーションシップにはすごく重要です。 

この関係がお互いに自己責任を持てて 
相手に対して理想の関係を築きやすくなります。 

ちなみに、大事なこととして 
自分のことを自分自身が普段からどう思っているか？ 

自分に対する前提が、自分の感情を作ってしまうので 
この目に見えない自分の解釈と向き合っていくのが大事です。 



もっと自分と向き合う 

不安や恐れが強い女性は 
ご自身が思っている以上に自分と向き合った方がいいです！ 

なぜ自分と向き合うのかというと、 
理想の自分を取り戻すためですよね。 

例えば、 
人生を生きていて、『急に依存したい！！！』 
なんて思いますか？ 

何かしらの出来事があり、何かしらのきっかけがあって、 
そのような思考になってしまうのだと思います。 

皆さんは元々、あなただけの自分らしさがあって 
理想の自分があったはずです。 

それを今、忘れてしまって 
本当はこういう生き方をしたかったけど 
今は、全く違う方向性に人生に進んでしまったと感じてませんか？ 

だから、自分と向き合うことによって 
再び、自分を満たせれる自分に戻れるようになります。 

それが本来のあなたらしい自分だし 
それが本来の、あなたらしい理想の姿です。 



そもそも、理想の自分って焦ってますか？ 

「私の将来の夢は焦ることです！」 
「不安や恐れを感じることです！」 

そんなことは絶対になかったと思います。 

将来の夢は 
・幸せに生きたいです！ 
・素敵な家庭を築きたいです！ 
・自分のやりたい夢を叶えたいです！ 
そのような野望があったはずです。 

それらを満たせるような人生を 
しっかり送りたいと考えていたはずです。 

なので、その理想の本来の姿に戻るために 
自分と向き合おうね！というお話だったりします。 

自分と向き合うことで 
・なんで私は不安や恐れを感じているのか？ 
・なんで彼に依存してしまっているのか？ 

それを自分で気付けるようになります。 
その為に自分と向き合って、自尊心を取り戻してほしいと思います。 


