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男を沼らせて恋愛を有利に進めたい 

今回の内容は 
どうやって男を沼らせるか？ 

その秘訣を心の仕組みを通して解説をしていきます。 

今回の内容を最後まで読むことで 
人間関係の上達のコツ、男性との関係を深める秘訣もわかります。 

そのぐらい今回の内容は男性を沼らせて、 
女性の皆さんの人生を良くする内容でもあるので 

恋愛を順調にさせたいけど 
・自分に自信がない 
・男性とどんな会話をすればいいのか？ 

それらの疑問や悩みが解消されて 
狙った男性だったり、あとは親子の会話だったり。 

人間関係を円滑に作れるポイントを心の仕組みを通して 
ガッツリ解説をしていきます。 



自己開示をする 

自分から見た相手と、相手から見た自分というのは 
必ずギャップというのが発生しやすいです。 

このギャップを埋める為のポイントが「自己開示」です。 

この自己開示というは、 
簡単なことではないように感じますが 

自己開示こそが、人との『絆』を創るものです！ 

最初に知って欲しいこととしては 
人は自己開示することでしか 
・自分と繋がれない 
・人と繋がれない 
という本質的な問題があります。 

なので、自己開示というのは 
ただ、相手と良好な関係を作るテクニックではなくて 

人生をより豊かにするほどの 
すごい力を秘めている！ 
というのを先に知っていて欲しいと思います。 



自己開示の具体的な方法① 

次に、具体的には 
自己開示とは何をしないといけないのか？ 

それは、あなたの人生の中で 
・人生で起きたとても最高なこと（上位３％） 
・人生で起きたすごく最悪なこと（下位３％） 

この２つを自己開示するだけです。 

自己開示が苦手な人 
相手と良好な関係を作るのが苦手な人は 
この最高と最低の間の 

どーでもいい出来事だけを、相手に話している傾向だから 
自己開示をしていても心が動かせない傾向だったりします。 

特にみなさんに知って欲しいのは 
人生で思い出したくない下位3%の体験が 
すごく重要なポイントになります。 

それを共有された時、 
『あ、〇〇さんもそういう体験があったんですね！？』 
という共感が生まれます。 

ですが、 
いきなり初対面の相手に、 
『私の人生の最悪な出来事はこんなんで～』 
と言うのは、微妙な空気になる可能性があります。 

なので、少し関係性ができた相手に 
・「本当は私ってこんな大変なこともあったんだ～」 
・「こんな最高なこともあって～！」 



というように 
自分の人生の中で起きた上位3%と下位3%のことを話すと 
相手の心が動いたり、共感が生まれるからこそ 
相手と絆を創ることができるということです。 

この流れが、 
本当に人と繋がっていくし、分かり合える方法 
と言えます。 



自己開示の具体的な方法② 

自己開示もコミュニケーションの一種ですが、 
このコミュニケーションというのを分解すると 

・言葉 
・体験 
・感情 

の３つの媒体によって成りたつと言えます。 

ですが、多くの方は 
相手の会話をする、コミュニケーションをとる、 
という時は「言葉」だけに囚われすぎてします。 

・何を言うか？ 
・どんな表現をするか？ 

実はそこを考えるのは 
あまり意味がなかったりします。 

なぜなら、 
言葉以外にも感情、体験を共有することによって 
人は誰かと絆を作って繋がっていくからです。 

例えば、「ディズニーランド」 

という言葉そのものに対して 
あなたはどのような意味づけ、解釈をしてますか？ 

・ディズニーで楽しいかった記憶が蘇った人もいれば 
・ディズニーに行って、彼氏と喧嘩して別れた 
という体験の人もいると思います。 



このように言葉は同じでも、 
どんな意味づけ、解釈をしてるか？ 
それは人それぞれですよね！ 

恋愛テクニックなどでも 
よく言われる「共通点探し」がいいというのは 
実はここが根本の理由です。 

「ディズニー！」という 
言葉を使っただけで目の前の相手は 

・楽しい記憶 
・楽しい感情 
・嬉しい気持ち 
を思い出して、心が明るくなるかもしれない！ 

一気にポジティブになって楽しい感情になります。 

それをあなたと共感して 
共有するから絆や信頼が生まれます。 

なので、このように 
共通点探しをする本質というのは 
このコミュニケーションの３つの要素によって 
相手を絆を創ることができるから！ 

という根本を知っておくと 
今後の自己開示の参考になるので 
すごくオススメだったりします。 



ジョハリの窓 

次に、『ジョハリの窓』というのを紹介していきます。 

好きな人がいたとしたら、後々は家族のように愛し合う関係になりたいですよね？ 

そのような理想があるのなら、その相手とは 
どのみち家族のようにオープンな関係でいたいと思います。 
 

　　　　　　　　(図1:ジョハリの窓) 

このジョハリの窓というのは 
心理学の１つで、自己分析を心理学目線で解説した内容だったりします。 

このジョハリの窓を理解することによって 
自己開示をした相手とは強固な人間関係が作れて 

かつ、自分ですら気付けなかった 
自分だけの魅力も発見することができるようになります。 



例えば 

左上の『開放の窓』 

これは「自分も知っているし、相手も知っている」 
という領域です。 

・自分はこう思われている 
・相手は実際にそのように思ってる 
という意見が一致している状態です。 

僕自身、「イルティ」「youtubeで活動をしている」 
ということは僕も視聴者のみなさんも知ってる。 

なので、 
この領域に該当されますね！ 

左下の『秘密の窓』 

自分は知ってるけど 
他人は知らないこともあります。 

例えば、 
・今朝食べた朝ご飯はなんだったのか？ 
・誰にも言ってない隠し事 

このような領域が秘密の窓です。 
主に、トラウマ、コンプレックスなど 
誰にも打ち明けれてない隠し事が該当します。 



右上の『盲点の窓』 

自分は気付いてないけど、周りのみんなは知っている 
そのような領域です。 

例えば、 
・ズボンの社会の窓が空いてる 
・服にゴミがついている 
とかですね！ 

他には、自分ですら気付かないうちに 
相手に不快感を与えてしまい指摘されて 
始めて気付くということもあると思います。 

右下の『未知の窓』 

自分も知らない、周りのみんなも知らないこと 
その領域がこちらです。 

実は、この誰にも知られていない 
あなただけの魅力は『未知の窓』にあったりします。 

・私の才能ってなんだろう？ 
・何が私の強みなんだろう。。。 
と悩まれる方もいますが、 

自分でも、自分の魅力に気付けてないのは 
実は、まだここに隠されて発見できてないだけです。 

すごく極端に言えば、 
・めっちゃ男を沼らせて恋愛で成功したい 
・早く素敵な恋人を作って安心したい 
・収入を５倍、１０倍にしたい！ 

そのような理想を確実に叶える方法はあります。 

ですが、その方法は、 
自分は知らない周りの誰も知らない、という状態。 



だから、そこに辿り着けてない 
というのも１つの理由だったりします。 

今のあなたが 
・もっと更に堂々と自信をつけて、 
・余裕感のある自立した女性になる方法 

・その上で男を惚れさせ、追わさせて、 
・沼らせるほどの魅力は絶対にあります。 

それがあるけども、 
自分も知らないし、周りの人も知らないから 
そこに辿りつけてないだけです。 

では、どうやって辿り着けばいいのか？ 
ここが知りたい方が多いと思います。 



未知の窓にたどり着く為に 

あなたの魅力が隠れている「未知の窓」 

本来の自分らしさを取り戻すためには 
・「未知の窓」の領域を減らす 
・「開放の窓」の領域を増やす 
ということをやるのがオススメです。 

自分が知らないことを 
気付くというのは、すごく難しいです。 

他人から指摘してもらわないと 
意外と気付けないことも多いです。 

ですが、自分が知らない領域を自分で 
気づいて広げていくというのは難しい。 

では、何によって 
自分の「未知の領域」にある宝物に近づけるのか？ 

・他人が知らない領域を減らす 
・他人が知ってる領域を増やす 

そのために必要なものが最初にお伝えをした 
「自己開示」ということです。 



自己開示をすると 
必然的に、他人が知ってる領域が増えていきます。 

・実は自分ってこんな一面があって 
・こんな経験をしてきて 
・実はこんなことが苦手で 
・ここが怖くて、、、 
・本当は我慢してたけど、あの食べ物嫌いなんです～ 

このように自己開示をしていくだけでも 

『え、〇〇さんってそういう人だったんだー』 
『こうだと思ってました！』 
というように、意外！と言われることもありませんか？ 

そのように相手が知らない自分を知ってもらうことで 
「開放の窓」の領域が増えていきます。 

どんどん「未知の窓」の領域に入っていき 
本当の自分の魅力を見つけることができます。 

このように、 
全ては自己開示から始まっていく 
ということになります。 

なので、恋愛に悩んでる女性が 
男性を本当に沼らせたいなら 
自己開示はすごく大事なポイントです。 



盲点の窓を知る為に 

家族や、すごく仲のいい友達であれば 
自分は知らないけど、他人は知っている 
この「盲点の窓」は、勝手に広げてくれたりします。 

『◯◯ちゃんってこんな一面あるよねー』 
『あんたってこんな癖があるよね！』 
というように言われることもありますが 

それが、本当は 
すごくいいフィードバックだったとしても 

それに反発したり 
自分の正しさを優先してぶつかったりして 
せっかくのチャンスを受け入れられない。。。 
という女性もいたりします。 

僕に恋愛相談される方でもよくみられるのは 
『イルティのフィードバックが欲しいわけじゃなく 
都合のいい、自分が苦労しないでいいアドバイスが欲しい！』 
という方はイルティのフィードバックに反発をします。 

なので、そのような人は 
「未知の窓」が小さくなることがないので本当の自分を取り戻せない。 

自分だけの宝物、自分だけの魅力を発掘できない 
という人生で年齢を重ねてしまう傾向だったりします。 

このPDFを見ているあなたにも 
これまでの人生を振り返ってみてほしいのですが、 

過去、本当は宝物がある場所を周りは教えてくれていた。 
だけど、それを受け入れようとせずに 
言い訳、反発をしてしまった 



そんな経験ってなかったですか？？ 

そのような、すごくいいフィードバックって 
めちゃくちゃグサグサくるから胸が痛いですよね。 

友達からでも、恋人からでも、 
ここを突かれると、心が痛い！！　 

その気持ちはすごくわかります。 
昔の僕もそれが苦しくて素直に受け入れられない時期がありました。 

ですが、それを受け止めるという覚悟を決めて 
色んな人のフィードバックを落とし込んでいくと 

・コミュニケーション能力も上がって 
・メンタル面も向上して 
・才能も開花した 

振り返ると自分でも思います。 



それでも素直になれない人へ 

そして、最後に 
基本的に、この心の仕組みを知ってる人は、かなり少ないです。 

素直な人、向上心の高い人は 
これが当たり前のようにできており 
フィードバックを自分の成長と受け止めれる素直さがあります。 

ですが、これを 
『自分は否定されたんだ！』 
という解釈をしてしまうと 
怒りや悲しみの感情を作ってしまいます。 

結局、あなたが何にフォーカスして、どのような解釈をするか？ 
それによって人生は大きく変わります。 

ぜひ、このポイントを理解して欲しいと思います。 

自己開示というのは誰でもできますが、 
結局、自分一人では限界があります。 

真の意味で、男性を惚れさせて沼らせれる女性は 
このような素直さと向上心があるのが前提でもあります。 

その上で、本当のあなたの魅力が 
相手に伝われば惚れる可能性は十分にあります。 

なので、今回の動画、PDFと合わせて 
僕が出している書籍と合わせて読んでいただくと 
より自己開示の必要性、本当の自分の魅力を見つける方法が理解できると思います 

まだ持たれてない方は 
こちらのページでは書籍の第１章を無料公開してるので試し読みされてみてくださいね♪ 
https://note.com/ilty/n/n7f7bd8fad12a

https://note.com/ilty/n/n7f7bd8fad12a

