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「会いたい」と思われるために 

女性からの恋愛相談をいただく中で 
・好きな彼を誘っても断られる。 
・付き合ってる彼が私よりも仕事や友達を優先する。 
・ゲームするくせにラインの返信をしてくれない。 

このように、男性に対するお悩みがあり 
→相手を責める 
→自分を責める 
その結果、苦しい状態に陥ってる女性も多いです。 

今回の内容は 

男性心理も含めて 
どうやったら男性から会いたいと思われる女性になるか？ 

その心の仕組みを通して、 
あなたには人として大事な部分や、これから人生を堂々と生きる方法。 

恋愛も含めて、周りとの人間関係を良好にして 
幸せに生きるためのポイントを解説していきます。 



男性が求めているもの 

 
まずはあなたには 
男性が根本的に何を求めているか？ 

それを知ってほしいと思います。 

例えば、 
・ラーメンが欲しい男性にカレーをあげたら嫌がられる。 
・お腹空いてる人にご飯を与えるから相手は嬉しい 
・お腹いっぱいの時にご飯を与えると相手は苦しい 

ここでまず理解してほしいことは 
相手が欲しいものをまず知らないと 
失敗に繋がりやすいということです。 

そして、あなたにもう１つ知って欲しいことは 

男性というのは基本的に、 
「自由」と「開放感」がすごく好きです。 

これは裏を返せば 
「支配されたくない」 
「閉鎖的な状況が嫌い」 
ということにも繋がります。 

女性に知ってほしいのは 
男性という生き物は 
・支配されてると感じる 
・この女性は心を閉ざしてると感じる 
・オープンで俺に関わってくれてないと感じる 

そう感じることによって 
その女性に対して熱が冷めて、心を閉ざしやすくなり 
心の距離も離したくなると考えるようになっていきます。 



そして、もう１つ。 

男性は自由と開放の根っこには 
自己重要感を満たしたい！ 
という欲求があります。 

『自分は特別だし、すごい男だ！』 
という承認欲求に近い欲求を強く持っています。 

この自己重要感を満たしたいけど 
満たせない状況というのは 

・自分は特別じゃないんだ… 
・自分は大切にされてない… 
・自分は情けない… 

という感覚を感じている時でもあるので 

男性はできるだけ 
そのような状態を避けたい！ 
と思いやすい傾向だったりします。 



女性に冷めていく本当の理由 

例えば 

１、彼女（女性） 
２、仕事 
３、友達 

という優先順位から 

↓↓ 

１、仕事 
２、友達 
３、彼女（女性） 

という優先順位になってしまった男性がいたとします。 

このような状況の時に女性は、 
『私は愛されてない！』 
『どうやって私に振り向かせて惚れさせるか！？』 
ということを考えてしまいがちです 

ですが、先ほどの男性の根本に戻ってみましょう。 

男性は基本的には 
『自己重要感を満たしたい！』 
というのがあります。 

最初は、 
「こんな素敵な女性と付き合えた俺って特別！」 
という嬉しさやワクワクがあるので 
その女性への優先順位は欲求が満たされるので高くなります。 

ですが、時間が経ってくると慣れが生じます。 
そうなると感謝が薄れたり価値観が合わなくなるなどにより 



不自由さを感じたり、『なんか閉鎖的だなー』と感じます。 

その結果、 
男性は女性で満たしていた自己重要感を 
次の仕事や友達で満たすようになります。 

これが時間が経つと 
冷めていく男性の根本的な理由だったりします。 



人が行動する根本 

ここで改めて、 
しっかり理解してほしい心の仕組みとしては 

人が行動する理由は 
自分が求めてる欲求を満たす 

これは人間の本能でもあります。 

ここで気付いてほしいことは 
男性と同じようにこれを女性もやってる 
ということ。 

女性も何か目的があって 
・男性ともっと連絡したい 
・もっと愛されたい 
・もっとデートしたい 
と思う傾向だと思います。 

これって男性と同じように 
あなたも何かしらの行動を通して、 
何かしらの欲求を満たそうとしてませんか？ 

・連絡回数が増えたら！ 
・優先順位を私にしてくれたら！ 
・愛してるって言われたら！ 

→私が安心する、彼氏彼女という立場に依存できる 
→男性と同じように自分の自己重要感が満たされる 
▶私は彼の特別でいられるから嬉しい！ 

言語化していくならこのような感じだったりします。 



なので男性という生き物は 
・仕事をする 
・友達と遊ぶ 
・家でゲームをする 
という『手段』を使って何かを満たしてるように 

恋愛で悩んでる女性の傾向としては 
男性という『手段』を使って、自分を満たそうとしています。 

これまで僕は１万人以上の女性の相談に 
直接、乗ってきましたが 

統計をとっていくと 
このような事実が隠れているな～と感じました。 

もちろん、それが悪いわけではないですが 
この仕組みを知っておかないと 

・すれ違いが起きる 
・自ら素敵な関係を破壊してしまう 

このような、もったいない結果になってしまうので 
そのような避けれる失敗は防いで欲しいと思います。 



女性がやりがちな失敗 

まずあなたには、男性の気持ちを考えて欲しいと思います。 

先ほど例として紹介した優先順位の男性がいたとしても 

仕事よりも情熱を向けれる女性が現れたら 
どれだけ仕事一筋の男でもその女性を絶対に振り向きます。 

男性はシングルタスクと言われますが 
恋愛と仕事、ゲームも同時進で男性はやろうと思えば全然やれます。 

シンプルにそこに向けるだけの情熱がなかったり 
めんどくさいと思ってるだけです。 

男性の立場で考えてみてください。 

・自分磨きをしない 
・自分で自分を高めようとしない 

そのような女性から、 
『連絡返してよ！』 
『もっと構ってよ！』 
『ゲームする暇があるなら、ラインぐらい返せよ！』 
『SNS見る暇あるならライン返せよ！』 

って言われたらどう思いますか？ 

男性からしたら、 

『君に時間を使っても、前ほど自己重要感が満たされない』 
というのが本質的な解答ですよね。 



そして、付き合ってる彼氏や結婚してる旦那は 

仕事をするのは 
・家族を養うために！ 
・大好きな彼女を養ってあげるために！ 
という理由で仕事をしているかもしれません。 

男にとって仕事や趣味というのは 
自己重要感を満たせる手段にもなりますが 

・その仕事よりも私をみてー！ 
・ゲームより私をみてー！！！ 
・SNSなんかやるより私をみてー！！！ 

と言ってしまう女性は 
どのような失態をやってしまってるかというと 

客観的に言語化するなら 
男性の自己重要感を満たす唯一の手段を 
奪おうとしてる状態だと言えます。 

そうすると男性は思います。 
「私をみてー」って気持ちはわかるけど 
『君は仕事の代わりになるぐらい、僕の自己重要感を満たしてくれるの？』 

自己重要感を満たせるほど、 
・僕のことを褒めてくれるの？？ 
・必要としてくれているのか？？ 
そう男性は思います。 

しかし、 
ここを言語化できている男性はほぼいません。 

ですが、 
違和感でなんか嫌な気持ちを 
味わってる男性は多いです。 



それが結果的に、男性がよく口にしてしまう 
『めんどくさい』だったりします。 

これが男女がやらかしてしまう根本だったりします。 

ここで、あなたが恋愛で悩んでいるなら 
ぜひ、次の問いかけに答えてみてください。 

　あなたは男性の自己重要感を満たしてあげるほど 

・褒めてあげたりしてますか？ 
・感謝を伝えて、愛を伝えてますか？ 
・男性の自己重要感を満たしてあげるほど 
　美しい女性になろうと努力してますか？ 
・その男性の隣にいても男性が自慢できるぐらい 
　芸能人ばりのオーラだしてますか？？ 

あなたに『そのようになれ！』というわけではないですが 
そのような『努力』をやってないのに 
男性から奪うことばかりを考えてしまうのは良くないよ 

ということです。 

厳しい内容ですが、 
ここはみなさんが幸せになるために 
すごく大切なポイントなので 
ちょっとドMになって耐えて聞いて頂けたら嬉しいです。笑 



男性に対して 
『映画みるより、漫画読むより私にLINE返してよー！』 
と言う女性がいたとしても 

もちろん男性は 
LINEを返す価値があれば返します。 

このような根本がわかってないと 
恋愛テクニックが～ 
男性心理ってなんで～ 
ばかりに囚われて本質を見失ってしまいます。 

そうなると素敵な恋愛をしたいはずなのに 
自分勝手な人生で終わってしまいますよね。 

いま一度、自分と向き合ってください。 

今のあなたは 
男性から奪う前提のfor meなのか 
与える前提のfor youなのか？ 

ここは忘れてはいけないポイントです。 



振り向かせるメリット 

まだ少し厳しい内容が続いてしまいますが、 
ここは自分革命をするために、学ぶ姿勢で読んでいただけると嬉しいです！笑 

・男性を振り向かせたい！ 
・男性を惚れさせたい！ 
という気持ちがあると思いますが、 

振り向かせるメリットを知りたいというのは 
結局、自分のためですよね。 

惚れさせたい、振り向かせたい、という気持ちはわかります。 
その気持ちは間違ってないと思います。 

ですが、そのためには、 
自分の外見や内面の魅力も大事になるし 
相手が振り向きたいと思うメリットが大事だと思います。 

あなたも逆の立場であれば 
そのように感じると思います。 

興味のない変なおじさんから、言い寄られてきたり、ライン送られてきても 
返すのめんどいとか、それよりもYouTubeみたいって思いませんか？ 

やっぱり誰だって返すメリットがないと返さないし 
振り向くメリットがないから無視をすると思います。 

けど、なぜか自分ごとになると 
自分のことを客観的に見れなくなる女性も多いので 
ここに関しては当たり前だと思った方がいいです。 



振り向かせるために忘れてはいけないこと 

今回の情報は、１つの事例を通して 
色々解説をしていきましたが、 

中には、仕事をする理由が 
安心感を満たすための男性もいます。 

・生活を安定させないと！！ 
・だから、仕事を休めない！！ 
・すごく不安だから仕事を一生懸命頑張っている！ 

なのに 
・仕事よりも私をみて！ 
・私とデートしなさい！ 

『え、だって君とデートするたびに奢れって言われるし 
安いところに行ったらすごく不機嫌になるからなんか避けたい・・』 

このように不安が募るから外出デートはしたくない！ 
もう家で安く済ませるでいいじゃん！ 
と思うような男性もいるかもしれないです。 

そして、男性は 
『君と付き合うのはすごく疲れる！』 
と言うかもしれません。 

ですが、女性の目線としては 
人によるとも思いますが、 

・彼氏に奢ってもらったら大事にされてると感じる！ 
・自分の自己重要感が満たせることができる！ 

だから、 
・男性にデート連れてってほしい 
・ご飯をご馳走してほしい 
という気持ちがあるかもしれません。 



ですが、最終的には 
「(私に奢ってくれないから)彼は私のことを愛してませんでした。 
もっと私のことを愛してくれる男を探します！！！」 

という、 
もったいない終わり方をする女性も多いように感じます。 

色々な角度から解説をしてきましたが、 
ここをしっかり理解して欲しいと思います。 

それが 
相手にこちらから先に愛を提供するから 
相手はいつでもあなたに会いたい！ 

と思うようになる、ということ 

基本的にモテる女性、愛される女性は 
ここがしっかりできてる女性に多いです。 



リレーションシップを極める 

このリレーションシップというのは 
【自分と相手の心が繋がった関係】のことを指しています。 

会いたいと思われる女性になるには 
一番、理想な状態は 

男性にとって唯一無二の関係になる。 
つまり、男性にとって世界で一番心の繋がった男女のリレーションシップを築いていく 

これがすごく重要になります。 

なので、小手先テクニックでどうにか相手を惚れさせる！ 
という思考を持ったままだと 

・運よく付き合えても、 
・運よく結婚しても、 

素敵な夫婦関係が築けなかったり 
子供との関係も悪くなって 
家族全員が笑顔じゃない家庭になってしまう。 

という悲しい人生になってしまいます。 

なので、イルティは 
女性の皆さんにはリレーションシップをもっと深く学んで欲しいと思います。 

それが、最終的に男性の心を掴んで、 

男性が会いたくなるような女性になり 
そのような正しい方向で素敵な恋愛をする 
というのを忘れないで欲しいと思います。 

リレーションシップに関しての心の仕組みは 
今後のyoutubeでも発信を続けていくのでぜひお楽しみに！！


