
 

 



ページ 1 

 

コレをしなければモテる！ 

男性恋愛NG集 
5000人の婚活の行動と結果を見てきた 

現役結婚カウンセラーが 

収入よし、人柄よし、学歴よし、交際にはなるのに 

なぜか途中で断られる男性の行動を分析、 

なにをしたからいけなかったのか？ 

見落としがちなポイントをここだけの情報で 

お伝えします. 
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5000名の男性女性の婚活の行動とその結果を分析、 

男性がなにをしたら、いい交際も終わってしまうのか、その理由となった NG行動を全部お伝えする

ことにしました。 

 

この資料の NG事項を、全部しないでくださったなら、 

もう、交際から 3回のデートまでで、お相手に断られることはなくなります。 

 

もしかしたら、 

女性って、そんなことで断るんですか？ 

と反論したくなることもあるでしょう。 

でも、女の気持ちは女性にしかわかりません。 

明るい未来のために、 

騙されたと思ってクリアされてください！ 
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目次 コレをしなければモテる 男性恋愛 NG30選 

第1章 モテそうなのにモテないとしたら・・？～まずはココを疑え 

３６歳 一流企業サラリーマンが、身長１７５㎝、まあまあイケメンなのに、フラれる原因 

NG1 ケチと思われた 《女性心理理解不全》 

NG2 デートでの服装がダサかった。バッグが変だった。ヘアスタイルに色気がない。《準備不全》 

NG3 ついビジネスマインドで女性とつきあってしまう。《色気不全》 

NG4 僕って普段キレイな子としか会わないです、と平気で言ってしまう。《自分ファースト》 

NG5  女性の収入もあてにしている。 《経済依存》 

 

第２章 過去からの学びを踏襲しすぎて～若いときのあなたと今のあなたは違う人 

50歳 慶應大卒、上場会社サラリーマン。学生時代同棲した彼女からの束縛から結婚したいの

にできない原因  

NG６ 若いときに恋人に束縛されたことを忘れられない。モテると自信過剰 

NG７  NLP などの心理学をすべて恋愛に当てはめてうまくいくと思っている。恋愛体験不全 

NG８ お金目当てな女性を、恋愛と勘違い。思い込み自信過剰 

NG９  加藤茶に続け、と思っているうちに、国際結婚でも難しくなってしまう。カモ 

NG10 子育ての負担を女性に任せすぎている。自己中 

 

第３章 若い時を取り戻したい～気持ちはわかるが、女性は引いてしまう 

44歳弁護士、高身長高収入、ソフトなイケメン。若いときには資格取得で勉学に明け暮れてい

たので、失われた時間を今、取り戻したい。 

NG11   青春時代に遊べなかった若い女性とどうしてもつきあいたい。相手の立場の理解不全 

NG１２ 女性が男性と出会って、男性のどんなところに惹かれていくのか、理解できない。不勉強 

NG１３ 女性はハイヒールなのに、自分でか早く先に歩いていってしまう。自己中 
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NG１４ 人を内面で好きになれない。自分のメリットしか考えていない。 自己中 

NG１５ 決断力に欠ける。人を内面で好きになれない。恋愛体験不全 

 

第４章 希望が高いためになかなか結婚できない～お前は何サマか？と思われる 

ラサール→東大法学部→東大ロースクール→親は資産家経営者、家族のレベルに合って超絶美

人な良家のお嬢さんがなかなかいない 

NG１６努力して到達した未来の自分に、ふさわしい最高の相手を常に考えてしまう。自己中 

NG１７自分のいいところを見せるのがお見合いだと勘違いしている。婚活不勉強 

NG１８属性が一つ秀でていれば、女性はついてくると思っている。自信過剰 

NG１９自分の家族を理想としている。自分ファースト 

NG２０自分の狙っている女性は、もっとランクの高い男性を考えているという意識の欠如。自信

過剰 

 

第 5章 いやらしいと思われてしまって属性いいのに決まらない～ 

モテないわけではないと自負しているが、うっかり行動で命取り 

NG２１ 相手の服をジロジロみたり、脚や胸をみてしまった。婚活不勉強 

NG２２ おしぼりの使い方が悪い。マナー不全 

NG２３ 長い傘で場所を刺した。マナー不全 

NG２４ お料理するんですか？と初対面で聞いてしまった。女性心理不勉強 

NG２５ 箸の使い方がまずかった。マナー不全 

 

第 6章 好き好き戦略は百害あって一利なし 

～成蹊大卒、地方銀行員、43歳 
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NG２６まだ正式につきあっていないのに、なぜか誕生日を知っていてプレゼントしてしまった。女性

心理不勉強 

NG２７相手以上にスタンプを押している。女性心理不勉強 

NG２８返事がないと、また LINE をしてくる。女性心理不勉強 

NG２９相手が結婚相手に何を求めているかを知ろうとしていなかった。自己中 

NG３０ 声のトーンがソフトでなかった。コミニュケーション不全 

 

まとめ モテるとは色気。色気とはけっして押しの強くないことである 

１． 女性があなたを好きにならない限り、結婚はうまくできない。 

２． たくさん好きになった女性と結婚しようとするからうまくいかない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ページ 6 

第1章 モテそうなのにモテないとしたら・・？～まずはこれさえしなければいいのに！ 

３６歳 一流企業サラリーマン。身長１７５㎝、まあまあイケメンなのに、フラれる原因 

NG1 ケチと思われた《女性心理理解不全》 

成功しよう、億万長者になろう、と向上心の高い男性ほど、いざ女性とのデートとなったときに奮発

することができません。つい、まだ本気で付き合ってくれるかわからない段階の女性に、うっとりさせる

ようなデートを提供することができずに、コスパばかりを計算してしまします。ビジネス脳で婚活の収

支をいつも考えています。 

そのために何が起きるのかというと、まだ 3回デートをしていないのに会計の時に、ワリカンをほのめ

かしたり、1000円だけくれる？とささやいたり、ディナーではなくランチばかりしたり、ディナーなのに

お酒をオーダーしなかったり・・こんなことが 1度でもあれば、瞬間にもう彼女の心は冷めます。 

デートなのにコスパの計算をするなんて、この男はケチ、と烙印を押されます。 

いいですか？男性は女性を最短で射止めようとしたなら、何よりも大事なことは、あなたから色気

がほとばしることです。コスパを気にしている風を醸し出す時点で、もうあなたからは色気の一

滴も滴り落ちません。 

ああ、私はチェーンの居酒屋さんにふさわしい女と思われているのか、1500円のランチもおごっ

てもらえない女とみられているのか？などなど、女性は、おごられた食事の金額を自分の評価と

みて、がっかりしています。好きになれないどころか、あなたに「最低の男」の烙印を押すでしょう。 

本交際に入る前は、女性にそのようなみじめさを味わわせないほうがいいに決まっています。 

おごってあげたい女性を選んでお見合いし、デート 2回目とか 3回目までは、うっとりさせる、雰

囲気あるデートを心がけてみましょう。高いところに行けばいいというのでもなくて、丁寧に意図して

選んだお店をちゃんと予約して、お店でのメニューも、いいものを選んでもらったというもてなしをして

いきましょう。あなたを特別と考えている、と伝えて帰ることがデートの意味です。 

そこまでの気持ちになれないなら、無理に会おうとしなくていいのです。 

婚活でケチる男の人は、婚活が長引くので、結局は安物買いの銭失いになります。活動は集中し

て！行うのが結局は得です。 
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NG2 デートでの服装がダサかった。バッグが変だった。ヘアスタイルに色気がない。《準備不

全》 

皆様は就活の時には、リクルートスーツを揃えるし、お葬式ならブラックフォーマルを着ますね。 

リクルートスーツや喪服なんて、何度も着ないじゃないかよお・・と思っても、やっぱり普段の服とは違

うから、ちゃんとマナーとして揃えたと思います。そうしないと、常識がないと思われたりしますしね。自

分にいいことは起きません。 

あなたがいくら、ある程度オシャレだとしても、婚活には婚活用の、婚活服というスタイルがあるのを

ご存じでしょうか？ 

女性なら、ブラウスに花柄のスカートとか、ワンピースとか、首と手首の見える服とかのモテ服がありま

すが、実は男性にもあるのです。 

ところが、プロフィール写真はスーツでごまかせるので、1回目のデートのスマートカジュアルがダサくて

撃沈してしまう方は多いのです。 

オシャレでなくて沈没もあるし、下手にスタイリストをつけて、芸能人でもないのにファッション関係者

みたいな服装を着て、素のあなたとかけ離れたスタイルになるのも、これまた、婚活上は NGなので

すね。お見合いの結果を知らないファッションの専門家に婚活服をチョイスさせるのは危険なことも。 

服だけではなく、女性から見た、色気を感じさせる上品はヘアスタイルも、美容室の 2時間であ

なたの運命を変えますし、出会いも変えます。バッグなどの小物もつい、気を抜きがちですが、そこ

は女性がものすごくよく観察しています。子供の塾のバッグみたいのを持って現れたということで、フラ

れた銀行マンの方もありました。 

このように、婚活の時には、お見合いのプロフィール写真の服から成婚まで、一通りコーディネー

トを先に揃えるのが安全でコスパがよいです。そうは言っても、 

✅美容室でどんなオーダーをすればいいかわからない 

✅コロナでお店に買い物に出かけるのが、難しい 

✅着回しの全部を新調したら、何十万もかかりそう・・第一コーディネートに自信がない 

「見た目が 9割」という言葉もありますが、女性は中身が大事という方は婚活では少ないほうだと

思います。見た目がよい前提で中身もよい人と結婚したいのが女心。 
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とはいえ、外見は、婚活で必要な力、魅力的外見力、包み込んで守ってくれる内面力、収入・

学歴・家柄などの属性の 3 つの要素のうち、ただひとつ、たった 1日で！本人の努力なしにガラッ

とチェンジすることが可能な要素です。 

モテるためには、外見（服とヘアスタイル）だけはプロの力を借りて良くなった方が早いですね。 

そうは言っても、プロならスタイリストに任せれば安心と言って、ファッションスタイリストをつければいい

というものでもないのですね。その服が流行かその人に似あっているかがポイントではなくて、大事な

のは、その服で、「女性が結婚したいと思うかどうか」ですね。 

カジュアルファッションが苦手でスタイリストを付ける男性も多いですが、なんというか、ファッション業界

の人みたいなカジュアルスタイルにして、公務員という肩書と、全然マッチしていない、謎な方も時々

目にします。白パンはいたらいいというのでも、ハットをかぶればいいというわけではないですから、そこ

は婚活の女性心理とお見合いの結果を知り尽くした人の意見が一番ですね。 

さらに・・！ヘアスタイルが男性のモテを磨くカギで、色気を感じるかどうかは、ヘアスタイルで左右さ

れると言ってもいいくらいです。女性はイケメンならいいのではなくて、ソフトな色気を感じて初めて、

その男性に恋をします。 

 

NG3 ついビジネスマインドで女性とつきあってしまう。《色気不全》 

お仕事はデキて向上心があって勉強のできる方ほど、どこかで、営業成績を上げることと恋愛で成

果を出すことをごちゃまぜにしています。確かにビジネスと恋愛は、多動が大事、即決断が大事と

いったような共通点もあります。 

とは言え、ビジネスと違いうのは、必要な要素に、「色気」という、きわめてアンニュイなものがあること

です。 

相手を論破するような押しの強さはマイナス効果でしかなく、そこまでのクロージングは相当な魅力

があなたにないと、かえって破滅の原因となります。 

ビジネスと同じように、少しでも経費をかけないで、デートし、相手の心をつかもうとしたり、 

好き好きを送り続けたり、迷惑に感じて返信しないのに、そこでくじけずに、送り続けたり・・ 

それは、ある時には、DM を送りまくる企業戦略と似た効果を残すかもしれませんが、多くはその前

に嫌われて終わります。 
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男性が思う男らしさと女性が恋愛に落ちるのに必要な雰囲気は、違います。ノウハウでは表せな

い女性心理の感性を知らないと、夢中にしてからクロージングをする段階まで、なかなか到達し

ないので、3回目のデートで終わってしまうのです。女性の恋愛心理は女性に聞くことです。 

 

 

 

NG４ 僕って普段キレイな子としか会わないんです、と平気で言ってしまう。《自分ファースト》 

婚活を始めるにあたり、私に一言おっしゃる方は意外に多いです。 

「村田さん、わかっていると思いますが、僕、ふだん、キレイな子としかつきあってないんで・・」 

このことが何を意味するか、おわかりでしょうか？ 

自分はそこそこモテますから、外見偏差値は相当高めの人を持ってきてくださいね‥と言う指南で

す。お気持ちはわかります。 

けれども、婚活の結果を考えると、この思考を持つ男性は、外見、コミュニケーション能力、家庭環

境、卒業校偏差値、収入などのうちいくつかは、抜きんでているものの、最後、自己評価というとこ

ろで、その精巧さが危なっかしいことがままあります。 

特に、自己評価が高いためにこれまで成功できてきた方が、この罠にはまりやすいです。どういうこと

でしょうか？つまり、 
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自己評価の高いデキる男性が狙う、最高レベルの女性は、相手も同じく、トップレベルの男性とし

か会わない、付き合わないということです。 

外見も年齢も属性も、どれにも苦労なく恋愛してきた恵まれた美人の周りにいる男性は、ハイレベ

ルの人間ばかりです。ハイレベルで当たり前の人間が 5人以上集まると、最後には、性格、それ

も、恵まれた資質、恵まれた環境でありながら、人間がどこまで謙虚であるか・・実際には、そこ

で、勝負がつくのです！ 

謙虚とは、言い換えれば、「自分と同程度の人間は、世の中にはいて捨てるほどいて、その女性を

得るためには、もっともっと努力しないといけないことがたくさんある」と思えるか思えないか・・そこにな

ります。 

本当に謙虚さを残した、一流の人間は、間違っても「自分はキレイな子としかつきあわないん

で」というような、上から目線な発言をしません。 

不細工な女性のところにも行けと言っているのではなくて、トップレベル同士の戦いとなるときには、

現実はそんなに甘くはないとわきまえた方がいいということです。勝負の分かれ目は、楽観的ポジテ

ィブとは違う局面なのだと、気づいている人だけが、ハイレベルの中の美女と幸せになります。 

女性から見たら、あなたの思考は、どう映るのか？一つ一つの思考に対して、そんなクリティカル

な目を自分に忘れない人間が、最後には強いです。本気の恋愛バトルのときには、女性目線を

いつも忘れないでください。裸の王様ね、と思われることが、最もみじめな結果になります。 

NG5  女性の収入もあてにしている。 《経済依存》 

ハイスペックと言われる男性の 4割に、昨今は、女性の高収入を狙う人がいます。 

男性が収入が少なくて、あわよくばと高収入女性を望むのではなくて、自分も十分収入を上げてい

るけれども、更にいい生活をするために、女性の収入に期待するのです。高収入同士のいい生活

のための結婚という感じです。 

一見、お互いにいいようですが、この結婚も、狙って仕掛けると罠にはまります。どういうことかと言い

ますと、 

高収入女性も高収入の男性との結婚を望み、同様に支出の高い家計を回せる生活を期待する

のです。支出の高い家計という夫婦の暮らしは、概して社交にもお金を使うことが多く、個別に週

末も他の人と時間を過ごしたり、ホームパーティに人を招いたりということで、そこに異性関係も入っ

てきたり、その疑いを持たれたりすることも、ままあります。 
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高収入同士というのは、お互いにモテると思っていることが多いので、結婚してからも他の人との交

流をやめることがありません。結婚に至る前は、自分への気もちを感じられていたふたりも、夫婦のマ

ンネリのなかで、他人への興味関心が強くなると、お互いをつなぐものはただ相手の高収入というだ

けになり、端からは人も羨むカップルに見えても、家庭の実態は大変冷たいものになります。 

恋愛した相手がたまたま高収入だったというのならいいのですが、最初から恋愛に相手の高収入を

オンして相手を探そうとしても、そうはうまく問屋が卸さないのでしょう。 
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第２章 過去からの学びを踏襲しすぎて～若いときのあなたと今のあなたは違う人 

50歳 慶應大卒、上場会社サラリーマン。学生時代同棲した彼女からの束縛から結婚したいの

にできない原因  

NG６ 若いときに恋人に束縛されたことを忘れられない。《自信過剰》 

世の中には、一流大学を出て、憧れられる職業に就き、収入も見た目もあるレベル以上、話も面

白く、いいお店にも連れて行ってくれてお金使いもきれいなのに、それでも、結婚しない、デキない男

性がいます。 

彼らは女嫌いなのかというと、むしろ女性との交流を好み、特別な関係の異性関係を持とうとする

意欲も満々です。それなのに、なぜ結婚しないのか、できないのか、その理由に、実は彼らには、過

去のぬぐい切れていない恋愛の傷があると分かることが非常に多いです。 

傷の実際は、どんなものなのでしょうか？ 

彼らの過去には、得てして大学生の時くらいの、甘い恋人との時間があります。彼らにとっての理想

の彼女だったその女性とは、一時は将来の結婚も話していたりしたのですが、いざ同棲してみたら

大変！優しい彼女が、相当に嫉妬深く、彼を束縛し、いつも「いつ帰ってくるの？」「今日はどこで

何をしていたの？誰といたの？」そんな風に、がんじがらめになり、自分一人の時間をなかなか持た

せてくれなかったりしたとき、男性は、「女性とはこんな風に豹変するのか！結婚なんてとんでもな

い。僕には会いたいときだけ楽しめるパートナーがいれば、それで十分だ」と思い込んでしまうので

す。 

ところが、その刷り込みを続けて 50代にもなると、本当は女性と付き合ったからと言って、依然のよ

うにあなたを縛る女性は早々出てこないのです。男性も女性と同じ経年変化が表れており、だれ

も、若いときのあなたを束縛したように、今のあなたを独り占めしたいと思わないのですね。 

結婚は、若いときには多少の束縛であったかもしれませんが、50代ともなれば、孤独死するリスク

の対処を急いだほうがいいくらいです。もう誰も、あなたを束縛しないのに、結婚を避ける意味は、

ただの思い込み、むしろ束縛してくれるほど愛してくれる女性がいるなら、探したいくらいです。 

過去の栄光もトラブルも、今のあなたにはあてはまりません。 
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NG７  NLPなどの心理学をすべて恋愛に当てはめてうまくいくと思っている。《恋愛体験不

全》 

男性は得てして論理的に物事を観るので、女性との恋愛にも、必ず論理がある、論理通りに行え

ばうまくいくはずと思いがちなところがあります。 

ビジネスと恋愛が同じだという人の意見を聞こうものなら、躍り上がって喜び、だったら押しの一手、

説得あるのみとマシンガントークをする人もいれば、いやいや、恋愛の論理と言っても人の心理なの

だから、心理学を学べばどんな人でも落とせる！と 1年かけて大金を投じ、土日に NLP のセミナ

ーに通い詰める人たちもいます。 

心理から攻めれば、ビジネスも恋愛もうまくいくだろうと思うからです。 

ところが・・女性でも NLP に興味を持ち、かじってみる人はまあまあいて、彼女から見ると、実際付

き合う男性に、あきらかにこれは、NLP手法を使っているなと思わせるようなことに出ると、モテる女

性であればあるほど冷めて、何だ、あの人のネタは心理学か、とがっかりして去ります。 

NLP の手法は、間違いではないことも多いですが、そうは言っても、すべての女性を落とすのに必

要不可欠というわけではなく、恋多き女性であれば、人の作った論理ではなく、あなた自身が生身

で作り出した手で、私に挑んでほしいと願うはず。 

これはミラーリングか、ペーシングか、オウム返しか‥とわかるような方法は、中途半端なキザ、自己

陶酔型人間と思われ、ある程度の知的レベルの女性にしか、通用はしません。 

恋愛は本当に、生身の女性がどう感じるか、それだけなのです。男性脳で考えても、答えはみつけ

られません。 
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NG８ お金目当てな女性を、恋愛と勘違い。《自信過剰》 

女性を好きになり、夢中になると、てっきり相手も自分に好意があると思い込み、突進してしまう方

がいらっしゃいます。相手が、結婚に適した女性であるのならいいのですが、問題は、相手の好意

は、ビジネス上や個人的にお金欲しさの好意であることに、気づかないで気を許してしまうケースで

す。初婚で 50代の高学歴目な男性の一部に見られます。 

オヤジ狩り、パパ活という言葉がありますが、得てしてそのような当該男性は、ご自身がそのターゲッ

トとして見られていることに気づいていません。そればかりか、30歳も違う女性が、本当に自分と意

気投合し、ふたりに、家庭という未来があるのだとすら、信じて疑いません。 

 

イマドキは、国際結婚であっても 20歳以上年の離れた若い女性との結婚は、偽装結婚なのでは

ないかと入国時に疑われるのに、相手が日本人であってすら、これは奇跡の出会い、運命の出会

いだと信じてしまうと、もう、傍が何を言っても、彼は聞きません。 

初婚の男性にしてみると、待って待ってようやく出会えた女性として、彼女との結婚を考えます。 

このパターンの男性は、相手が夜の接待をするお店の女性だったり、目的が集客である場合でも 

パパ活でお小遣いが欲しいだけの女性であっても、「いや、彼女は水商売をしていても、育ちがいい

お嬢さまだ。」とか、「困っているから支援してあげたい」「力になりたい」と考えてしまいます。 

若いときの苦い恋愛から女性不信や結婚嫌いとなり、会社員であれば定年間近までを、まじめに

生きてきて、ようやく結婚してもいいと思える女性に出会えた彼のお相手が、純愛ではなく、彼のお

金目当てであると、どうやったら、理解してもらえるでしょう？ 

 

悪いことは言いません。親子ほど違う恋愛には、9割 9分何かがあります。 

動物としての自然の在り方を、もう一度考えて冷静になってください。たとえ、お金目当てに近づい

た若い彼女と結婚できたとしても、あなたの 10年後に、彼女が同じようにあなたと親しくしているか

どうか、80歳になったら介護してくれるか？いやいや、寝たきりの自分を置いて、若い男を作るかも

しれない、自分はただの ATM だったのかもしれない・・そんな風にあとで知ることがないように、本当

に目を覚ましていただきたいなと、常々思います。 

自分が歳を重ねた分、パートナーも歳を重ねて普通なのです。 
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NG９  加藤茶に続け、と思っているうちに、国際結婚でも難しくなってしまう。《いいカモ》 

芸能人が何かをすると、なぜか不思議に自分にもそういうことが起こりえるのではないか？と思う傾

向が人にはあるようです。有名芸能人というのは、それだけ身近な人間ととらえられるのでしょうか？ 

歳の差結婚をする芸能人は多いですが、最近の傾向としては、男性がうんと年下の若い女性を

望む以外に、女性が年下男性と結婚したがる傾向が如実に強くなっている傾向のことを、すべて

の男性に知っていただきたいなと常日頃感じます。 

芸能人が年下の男性と結婚する度に、女性は羨望のまなざしで、ため息をついているのです。 

女性のオヤジ化なのでしょうか？男性も女性も若いのがいいと叫び合う時代に、私たちは婚活をし

ているのです。 

難しくて当たり前ですね。 

そんな現実を踏まえて、本当に年下の女性と歳の差婚をしたい場合には、どこに行けばいいのか？ 

これまでなら、日本人をあきらめて、中国人、ベトナム人などの海外に目を向けるという方法があり

ました。そちらに舵を切り、周囲が羨むような年下の美人と結婚し、かわいいお子さんを持ち、幸せ

いっぱいの男性も、少なくありません。 

しかし、日本人同士でも難しい結婚、海外であると、法律の違いから、何事にも時間がかかった

り、手続きが煩雑だったり、お互いに乗り越えるべき壁は、低くはないでしょう。 

苦労を乗り越えて、理想を貫くかどうかは、あなた次第。 

とは言え、国際結婚の場でも、20歳も歳の差があると、入管で疑われることもあるのだと聞きま

す。入管は、歳の差が親子ほどある場合に、女性は本当に結婚が目的で来ているのか、厳しく調

査するということです。日本人でだめでも外人ならという作戦も、今後はもっとこの傾向が強くなるで

しょう。 
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NG10 子育ての負担を女性に任せすぎている。自己中 

特に 50代の男性初婚の場合、子育てを軽く見ると痛い目にあいます。たまたま子どもを産むこと

ができる女性と結婚できたとして、その後 20年、つまり後期高齢者としてすでに健康寿命を終え

ている時期にも、まだ子供さんは、就職しておらず、学費がかかり続けます。 

若い奥さんに頭が上がらない日々を過ごすだけでなく、お子さんが自分のお父さんはずいぶん年を

取っているとコンプレックスに感じることも、学校生活のなかではあるかもしれません。 

50代でなくても、30代エリート男性が、自分が思い切り働いて成功するために、よそのおうちのお

父さんのようには、育児参加できなかった場合、その影響がすぐには現れなくても、ご自身が高齢に

なったときに、恨みがましく思われることも、ないとは言えません。 

女性の不満は、その時にすぐ湧き上がるばかりではありません。 

定年同時に離婚を言われないように、子どもを育てることを妻に任さないように、気配りをすること

で、ようやく安心な老後があると思ってもいいでしょう。 
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第３章 若い時を取り戻したい～気持ちはわかるが、女性は引いてしまう 

44歳弁護士、高身長高収入、ソフトなイケメン。若いときには資格取得で勉学に明け暮れてい

たので、失われた時間を今、取り戻したい。 

NG11   青春時代に遊べなかった若い女性とどうしてもつきあいたい。《相手の立場の理解不

全》 

男性は、女性との恋愛に関して、若い時の経験を捨て去れないことがよくあるのだなと、女性のそ

れと比べて思います。 

幼少期から優秀、一流受験校から東大文Ⅰ、東大ロースクール、有名弁護士事務所・・誰もが

羨むエリートの属性の男性が、30代に入ると、どうしても、次に叶えたい夢が「若くてかわいくて美

人で、若いときに得られなかった理想の恋人と結婚したい」という望みです。 

もちろん、彼らは学生時代にも、多少の恋愛はしたはずです。しかし、とにかく勉学が大事だった時

の禁欲がたまりにたまって現在に至っているため、今の婚活で女性に求める偏差値は、相当に高い

のです。 

✅女優並みの外見、もちろん若さ、育ちの良さ、実家の裕福さ、実家の家族の学齢職歴、資

産・・そこまで全部そろわないと、自分を満足させることができない A さん。 

✅ひたすら女性のアイドル性、スタイルにこだわり。学齢も家柄も全く関係ないが、若いはちきれん

ばかりの可愛さが自分を癒すために必要な B さん。 

若いときの犠牲を、時間ができた今手にいれたい、その熱い情熱が、こだわりとなり自分自身を苦

しめることにならないように、自分のこだわりのすべてを、結婚相手の外側に求めないように、最終

的には条件ではなく、その人が自分を愛してくれるかどうか・・心で結婚相手を決めていただきたい

です。それがないと、若いときの犠牲を今、晴らす奪回戦は、終生終わることなく続きかねません。 
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NG１２ 女性が男性と出会って、男性のどんなところに惹かれていくのか、理解できない。《女

性心理不勉強》 

お見合いで、自分の仕事のことなどを、マシンガンのように話し、女性から断られる男性が、まだ

時々います。 

男性は、仕事でのプレゼンと間違え、いかに自分をアピールするかに気持ちを集中させてしまうので

すが、女性からすると、「自分に関心を持ってくれているか」だけを見ているので、男性の仕事のこと

はほぼ、関係がないのですね。 

お見合いから交際にはなれても、ため口にしていくタイミングがわからなくて、距離を縮められなかった

り、世間話ばかり楽しんでしまったりする方だと、女性があなたを男性として意識することができない

ので、ほぼ途中で断られておしまいになります。 

これらのケースは何が悪かったのでしょうか？ 

一生懸命がダメだったのですね。 

婚活では、相手をどうやって自分に恋愛感情を持たせるかだけを最初は考えないといけません。 

つまり、追わないと手に入らない相手だと、女性に感じさせないといけないです。 

なので、僕はいつでもあなたが大好きであなたを待っていますよと感じさせるような、早すぎる時期の

プレゼントも、仕事アピールも世間話も、まったく無意味で、会話のなかでは、「引く」ことを考えるこ

とが肝要です。 

攻めと引きをどう計算するのか？それは、相手の女性の性格や属性により変わります。詳しくはオン

ライン無料相談でお応えしますね。 
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NG１３ 女性はハイヒールなのに、自分だけ先に歩いていってしまう。《自己中》 

高学歴で自分の学歴に自信を持っている男性のなかに、「ハイヒールで足が痛いのに、デートで速

く歩いていってしまう」という方があります。 

これも、昔から存在し、まだあるのだなと思う、断りの理由です。 

男性は得てして背の高い方だったりします。足が長いので、普通に歩いても、女性より速く歩くこと

になるのでしょう。 

このような男性はもしかしたら、 

・女性がハイヒールで歩くのは、脚が痛いこと。速く歩けないこと。 

・歩く速度を女性に合わせる必要があること。 

をあまり意識していないのかもしれません。 

人に合わせる経験が今までに極度に少ない人であったためです。試しにお姉さんのハイヒールが玄

関にあったら、履いて歩いてみると、その大変さがわかるでしょう。2分で足が痛い、女性はこんなも

のを履いているのか、と驚くでしょう。素敵に魅せたいのでヒールの靴を履く。あなたに気に入られるた

めです。 

 

しかし、婚活では学歴が高かろうと、特別な職業だろうと、人間として相手を思いやれるか、自分

の利得ばかり考えているかが、結果の分かれ目なので、人からいつも尊敬される立場できたけれど

も、恋愛となったら違うのだな、と意識を変えていただけるとうまくいきます。慣れるまで、「なんで？」

と府に落ちないかもしれませんが、やってみる価値は絶大です。 
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NG１４ 人を内面で好きになれない。自分のメリットしか考えていない。 《自己中》 

人より優れている要素の多い男性なら、結婚に関しても最高の女性を手に入れようと思うのは当

然です。 

自分にふさわしい女性は、努力でほしいものをすべて手に入れてきた自分を、さらに成功させてく

れる属性の女性と考えます。 

そして、実際のお見合いでも、そのような女性たちと出会っていくことになります。 

ところが、現実には、そのようなハイスペックな男性が婚活では意外に苦戦をしています。なぜなので

しょうか？ 

それは属性が高いため、女性ならハイレベルな人ばかり、断っても断ってもまた沸いてくる、そのため

に人を材料として見てしまい、個別の人間の部分で、好きになる、理由なく惹かれていく感性を鈍

くしていってしまうからです。 

婚活の場合、条件がそろっていれば幸せになれると思いがちな罠が常に存在しています。 

あなたにとってぜひお会いしたい女性は、他のハイスペックな男性も会いたい人であるので、お見合

いになってからの競争は相当なものになります。 

プロフィール上はパスしても、そこから見られるのは、「いかに他の男性を超えて、自分を理解してく

れるか」という部分です。自分は条件がいいから、女性はついてくると考えるのは一番マズイ考

えで、お見合いというチャンスを得たならば、裸で勝負するくらいの謙虚さで、人間である相手の女

性の中身を、勉強し、掘り下げ、誰よりもあなたを理解する男性は自分である、と彼女が感じる

ように、ソフトさと実績を重ね合わせながら、信頼を勝ち得ていくことになります。 

具体的にやるべきことは、コトバのひとつ、語尾の一つでも左右されるほど、大変にセンシティブなも

のとなりますので、あなたの対するお相手別にも変わっていきます。 
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NG１５ 決断力に欠ける。優秀なのに仕事以外の要素は、今決めなくてもいいと考える。《決

断力不全》 

仕事や勉強を優先して、結婚という人生最大のリスクヘッジをあまり重要視しない男性がありま

す。一から起業して大成功している経営者のなかにも、オピニオンリーダーとなって活躍する人のな

かにも、なぜか結婚とか家庭の構築に関しては、ネガティブなものの見方をされているのか、重要視

せずに決断しないできている方もあります。 

 

これかで男女が平等になり、男性でも家事は当たり前になり、コンビニもありという世の中では、個

体が人生 100年を全うすることだけを考えれば、結婚はしなくても、可能です。何ら問題がないば

かりでなく、結婚相手とうまくいかない可能性がないという見方をすれば、安心なのかもしれません。 

では、人間にとって、それでも結婚する意義はなになのか？というと、個人の人生は必ず、ほぼ

100年以内に終わるということです。 

そのことに関し、モーツァルトやベートーベンやエジソン級の実績を世界に残せば、レアケースとして何

百年先にも名前と功績が人類のために残されて、あなたの影響を配信し続けることが可能です

が、ほぼ 9割の人間は、死を迎えれば、もっというと、定年して社会から離れれば、その影響力と

人間関係もなくなります。 

人間が結婚する意味は、実はそこなのです。 

自分の人生が終わりに近づき、最後はもはや、社会に何も残せないようになっても、あなたのこと

を、かけがえのない大事な人間として愛する人達を作る、そういうことです。若いときには感じにくい

ことですが、人が老いて、人の世話をできなくなり、される側になったとき、それでも威厳をもって自ら

の生を全うしようと頑張れるかどうかは、ありのままの私を、世界でたった一人の大事な人だと言って

くれる人間が、利害関係を超えているのかどうか？ 

その 1点だけなのです。 

その時その時に恋人がいれば、結婚はいらない、と思う方は、あなたの残す仕事の価値が大きいだ

けに、亡くなった後も 100年 200年、あなたの存在に感謝する人を作る意味を、ちょっと考えて

みるのもいいと思います。実際に、老いてチカラを失うその前にです。 
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第４章 希望が高いためになかなか結婚できない～お前は何サマか？と思われる 

ラサール→東大法学部→東大ロースクール→親は資産家経営者、家族のレベルに合って超絶美

人な良家のお嬢さんがなかなかいない 

NG１６今ではなく未来の自分に、ふさわしい最高の相手を常に考えてしまう。《自己中》 

男性で向上心がある方の場合、今の自分に釣り合う人よりは、目指す 10年後の自分にふさわし

いと思える女性を選ぼうとする場合があります。 

30代前半の場合は、特に、結婚は将来の上昇機運を招く作業のひとつなので、将来こうなる前

提で、それにふさわしい女性を妻に据えようとします。 

ところが、現在ではなく、未来の相手を投影して結婚を決意する能力は、令和時代の女性には

欠落してきています。あなたがもし、今はこんな感じだけど、将来はいくつかの会社の社外取締役

になっていたいという未来像をもって取締役の妻にふさわしいような女性を探そうとすれば、相当苦

戦する理由は、そこです。 

昔なら、『手鍋下げても』、とか『糟糠の妻』という「将来伸びる貧乏な若者と結婚して、夫に尽く

し、成功させる」スタイルが女性の結婚観のなかにあったのですが、今の女性にとっては、今が

大事。将来性で選んでもらえる可能性はほぼないと思っていいでしょう。 

そうなると、自分はまだまだこれから大きくなると思るのであれば、女性も今はたいしたことはなくて、

これから、二人で伸びてビッグになる‥と考えたお相手選びをしたほうが、結局は公私ともに満足

な人生を歩めることになります。最高最善を探しまくるあまり、該当者に会えず、独身で人生を終

わる危険とはかりにかければ、こちらの方が賢いことは明白と言えるはずです。 
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NG１７自分のいいところを見せるのがお見合いだと勘違いしている。《婚活不勉強》 

誰でも初対面の人には、自分のいいところを出したいと思います。 

けれども、客観的に見たときのあなたのいいところは、プロフィールにほぼ、書かれているわけです。女

性はそれを見て、あなたとお見合いされています。つまり・・！ 

お見合いの時に、お相手の好意を得るためには、プロフィールと同じことを伝えても時間の無駄にな

ります。特にスペックの高い同士の婚活は、あなたが相手に望むように、女性もあなたに対してすべ

ての面に関して素晴らしくて当然なのです。 

 

婚活とは、信頼と魅力で惹きつけ、途中相手を恋愛感情に落として目をくらませ、あなたとの将

来へのネガティブ局面を感じさせなくして成婚に着地する作業です。 

ですから、お見合いでは紙に書いた通りではなくて、会ってみたら意外だった！といくつ思わせて帰

るかがポイントになります。 

✅堅物かと思ったら、話題が柔らかくて素敵だった 

✅声のトーンが魅力的だった 

✅自分の目線で話してくれていた 

✅自分を女性として見てくれている気がした（仕事の話をしないということ） 

✅自分の名前を何度も読んでくれた 

✅育ちの良さを感じる丁寧な応対だった 

 

具体的にはこんな感じになります。とは言え、これらをどの順番で装備していくか、嫌味にならないよ

うにどう振舞うか、決してあなたにぞっこんと見せないで、相手を恋愛に落とすにはどうしたらいいか？

などはケースによって、繊細に変わることです。 
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NG１８属性が一つ秀でていれば、女性はついてくると思っている。《自信過剰》 

 

東大です、慶應です、外銀です、商社です、身長 180 センチです‥例えばこんな風に、一言いえ

ば、独身女性がへえ‥！と振り返ってくれるような属性を持つ、外見偏差値も 60以上の男性

で、なぜか 30代の頃から 50代まで婚活を続けている（決断しないできたため、そうなる）方は

相当数いらっしゃいます。 

彼らは女性から見ても、確かに、スペックが高くて顔もよい、太っていない、話題も魅力的ということ

で知り合いでいることになんら、マイナスがないので、友達レベルで言えば常に美女が周りにいる環

境となります。 

ところが、以前ある東大卒弁護士さんが嘆いた通り、「わあ、東大なんですか、弁護士さんなんで

すか！すごいですね。」のあと、「友達紹介してください」という、ていのいいフラれ方をすることがまま

あるようです。 

初対面の自己紹介時点で、圏外に入れられてしまった原因は、何なのでしょう？ 

恋愛候補者でなく、コンパしましょうね、友達連れてきてねの人になってしまったのはなぜでしょう？ 

それは・・ 

色気の欠如 

これだけです。 

色気は女性に使われることが多いかもしれませんが、実は婚活の決め手となるのは、その男性に

色気を感じるかどうかであり、あなたから安心魅力的属性以外に何も感じないのであれば、悲しい

ですが永遠にあなたは、コンパ集客要員になってしまいます。 

そんなこんなで、一つ秀でた属性ホルダーであっても、それだけで人はついてくるが、彼女はできな

い、結婚はできない・・ということになります。 

具体的にはおひとりずつ、足していくニュアンスが違いますので、詳しくお知りになりたい方は個別に

ご相談ください。 
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NG１９自分の家族を理想としている。《自分ファースト》 

男性にも女性にも見られるのですが、結婚相手に、「自分の家族と同じようにしてね」と実家踏襲

を望む方があります。 

実家踏襲？そんなこと誰も考えてないよ 

と言われそうですが、両親のような仲が良い夫婦が理想ですと書かれている方は少なくありません。 

結婚して二人でゼロから家庭を築くとき、二人で半々に影響力を及ぼして行くのがバランスがとれそ

うですが、半々もなにもなくて、お見合いの前に、プロフィール上ですでに、 

「お父さんお母さんのような夫婦に」「実家のようななかよし家族に」と述べてしまう場合は、本心

は、ご実家を踏襲してほしいということに翻訳できるのです。 

円満な家庭に育って何が悪い？それは美点ではないか、と思われると思いますが、実際にそれは

美点です。愛情深く育った方のほうが、いいでしょう。けれども、忘れてならないのは、 

うちが理想だから、うちの常識、うちの雰囲気に合わせてね、うちを基準に考えて家庭を創ってね・・

と無言の負担を相手に与えていますよ、ということなんですね。 

 

昔の結婚は、相手の家に染まることを当たり前の善徳としていました。でも、家事育児シェアをはじ

めとして、今は女性のオーダー通りに動いてなんぼの価値観です。実家のお母さんの味噌汁がおい

しかったというだけで、壊れたカップルもありました。女性は自分の思い通りにしたいか、もしくは実家

でしてきた通りにしたいと思っています。 

ですから、いくらあなたのご両親の作った家庭が素晴らしかったとしても、婚活の作戦上はそれには

触れないほうがよく、「二人でいいところを足し合って、世界一の家族になろうね」くらいにしておいた

ほうが、結局はあなたの思い通りの家庭ができると言えるでしょう。 

 

夫婦という有機体の中においては、思ったことを思った通りに言わない技術も、生きる知恵とな

るのです。 

 

 

 



ページ 26 

NG２０自分の狙っている女性は、もっとランクの高い男性を考えているという意識の欠如。

《自信過剰》 

男性は特に、夢中になると前後左右空間の中の自分の立ち位置が、つかめなくなることがあるよう

です。 

普段はごく客観的なものの見方をする、ノンカリスマティックな普通の精神の持ち主でも、子と恋愛

という化学変化を起こしたとたんに、自分は突進さえ全力で行うなら、全知全能となりうる！くらい

に思って止まらなくなるのです。 

とは言えこの期間はほんの 3週間なのですが・・。 

 

男性で恋愛経験が婚活経験に比べて極度に少ない場合、熱意をもって好意を伝え続ければ、

女性は自分を信頼して、やがて好きになるという思い込みのある方があります。 

しかし、この思い込みこそ、あなたの盲点であり、まあまあ良さげなのに 3回目のデートでフラれてし

まう最大理由となっているはずです。 

お見合いをして交際はしてもらっているけれども、真剣交際をオファーするとあっさり断られる原因

は、相手には、もっと自分より魅力的な属性を持つ候補者が名を連ねていることを意識していない

ことです。 

交際してつながっているのは、自分もワンオブゼンなのだと思えば、謙虚になり、ダメでもともと、むし

ろ自分よりもスペックの高い男性がたくさんいると思うことがまず一歩。そして、他の人にできなくて、

自分が彼女にできることはなんだろう？と考えるようになるでしょう。 

自分だけだと思って、日に何度も LINE することも避けるでしょう。 

 

モテて当たり前と考えていそうなハイスペ男性は、かわいいと思われません。 

最後まで手放したくない彼氏は、そのようなオレ様になってもよいようなグレードであるのに、人間が

めちゃめちゃ素直で勉強家、謙虚、丁寧な男性でしょう。 

闘う相手がいることを常に忘れずに、いつも最高のデートを組み立てて、リードしていってください。 

ご検討を祈ります。 
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第 5章 え？っと思われてしまって決まらない～モテないわけではないと自負しているが、う

っかり行動で命取り 

NG２１ 相手の服をジロジロみたり、脚や胸をみてしまった。《女性心理不勉強》 

素敵な女性だなと思えば、相手のことを知りたくなるのは男性の常だと思います。 

どんな体なのかな？と思うことも自然なことでしょう。しかし、多くの女性心理にたけた男性は、知り

たいという本能をあからさまにしては、相手が感づいて用心してしまう、と考え、相手への視線に気

を使いながら、女性を眺めます。 

実際にお見合いの席で、初対面の女性の服が気になって、胸のあたりに視線を向けた男性は、 

ジロジロ見られたという理由で、断りました。 

どうしてそんなことをしたのですか？と質問すると、変わった模様の服だったので、どうなっているのか

興味がわいてみてしまったとのことでした。一瞬なのに、もったいない運を逃してしまいました。 

 

また、1時間のお見合いの場では、最低 1回は相手を褒めなさいとアドバイスされた男性は、 

正直な方で、嘘を言えないため、なにか相手のいいところをと探した挙句、脚がきれいですねと言っ

たのですが、女性は、下からずっと脚を見られておぞましく感じたとの理由で断りを入れました。 

脚がキレイですねというのは、お見合いの場でなければ、全然言っていいことだと思います。 

初対面で、まだフォーマルな関係があるところでいきなり言われたので、女性は恥ずかしく感じたので

しょう。 

このような中高生でもわかるような基礎的な事項をなぜ、まあまあモテる男性が大人になってするこ

とがあるのでしょうか？ 

それは、あなたに気づいたらついてきてしまった、社会的立場、属性ゆえです。どんなお店に行って

も、社会的身分を言うだけで、あなたは学生の頃と違って、良い接待良い扱いを普通に受けてくる

ようになりました。 

そして年月が経ちました。 

気づいてみたら、少年の時には気を使っていたような異性への計らいが、消失し、御多分にもれ

ず、おじさん化の道を歩みだしている可能性があるのです。 
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NG２２ おしぼりの使い方が悪い。マナー不全 

今でもそんな人がいるだろうか？と思いますが、お店で出されたおしぼりの扱いが、おじさんっぽいと、

どうしても女性は、逃げ出したくなります。 

具体的には手を拭いてそのあと、首をふいたり、顔までふいたりすることです。 

そんなことするわけない、という方でも、そのあとジュースをこぼしてしまったとき、手をふいたあとのおし

ぼりで、ふいてしまい、不潔だと思われてフラれた方もありました。 

 

飲食を伴うと、会話に神経を使い、ついいつもの一人暮らしの癖が出てしまうことが多いのです。 

ずっと女性と暮らしていれば、そんなことしないでよ、と言われて気づくのですが、一人暮らしが長くな

ると、だれもあなたに注意してくれる人はいません。 

そんな意味でも、大人が長く一人でいることは、危険です。 

最高の女性を‥と力むより、自分でいいと言ってくれる人をまず探そう‥そんな気楽な意識が、極

上の人生を作るカギになることを、スペックの高い方ほど、意識されていただきたいです。 
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NG２３ 長い傘で場所を刺した。《マナー不全》 

男性は本能的に、長いものを振り回したい願望があるようなのです。 

小学校の修学旅行で、木刀を買った経験のある方もあるでしょう。 

昔のコドモは、「ちゃんばらごっこ」なんて言いましたが、長い棒を振り回したり、下校時に傘を振り回

した光景も目に浮かぶでしょう。 

そんなことするはずないよ、と思われると思いますが、実際に雨の日がやんだ時に、持っていた長い

傘で、あのお店おいしいよと場所を刺したことで、「常識のない人」とレッテルを貼られ、フラれてしまっ

た男性がありました。 

長い傘を振り回す人をどう思う？と知人に聞いてみたのですが、その男性は、 

「それは危ない。そういう配慮ができない男は最低だ」と酷評したものの、ある日、その人も、すいた

エスカレーターーで長い傘で、あっちの方向・・と指し示していました。無意識にうっかりやってしまうん

だなと思います。 

注意してみると、長傘の持ち方も男性の場合、歩きながらふってしまう方が目につきます。女性の

方はというと、まっすぐに固定して持っています。 

気の付かないことですが、こういうことは情報として知っていればすむことなので、婚活では情報を集

めることが大事と思って、ぜひこの資料もおしまいまで読んでみてくださいね。 

女性はそんな小さなことで‥と思うような、意外なことが出てきます。 
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NG２４ お料理するんですか？と初対面で聞いてしまった。《女性心理不勉強》 

お見合いのプロフィールに趣味が料理と書いている人以外に、わざわざ初対面で、「お料理はされ

るんですか？」と聞くのは野暮です。とは言え、多くの男性が知りたくて、聞いてしまっています。 

これをお見合いの場で言ってしまったら、もう二度と彼女に対してはマウントすることはできないと思っ

た方がいいし、彼女があなたに恋をする可能性もごくわずかに落ちてしまうでしょう。 

なぜ、いけないのでしょう？ 

それは、 

１． お料理が得意ですが、別にあなたと何の関係があるのですか？あなたに食べさせるとはま

だ思っていませんが・・と思われてしまう。オレ様、自信過剰と思われてしまう。 

２． お料理が好きな女性なら、プロフィールに当然、料理と書いている。不得意科目な人にわ

ざわざ、「料理はするんですか？」と聞くのは、配慮が足らない。 

３． 家事のために結婚しようとしているのですか？と思われてしまう。（個人的には家事をやっ

てもらうための結婚は多いにありだと思いますが・・） 

 

こんな理由です。へえ、そうだったのか。女性ってそう思うのか・・と思われた方は、ほかにも、もしかし

たら女性の感じ方からすると違和感ありの行動をとっているかもしれません。 

なぜ、いつも理不尽な終わり方になるのだろう？と疑問な方は、個別にご相談くださいね。ご一緒

に原因を解明してまいりましょう。 

 

 

 



ページ 31 

NG２５ 箸の使い方がまずかった。《マナー不全》 

小さい頃、お箸の持ち方を親に厳しく注意されて育った方は大丈夫かと思うのですが、意外にお断

りの原因になっているのが、食事デートのお箸の扱いです。 

これも、一人暮らしになれて、テレビや PC を見ながらひとりで掻き込む食事習慣で、すっかり正道

を忘れてしまった NG ですね。 

箸にはその人の育ちが現れるといいます。代表的なもので以下のような NG お箸の作法があり、私

の会員さんでも、このどれかひとつをやってしまったために、✖がついてしまった人がたくさんいます。 

本当に真剣にいい結婚を希望するなら、一度、一人ご飯の風景を、スマホで自撮り撮影してみる

といいでしょう。もちろん動画です。 

じぶんって、人から見たらこんな雰囲気なんだ・・ということが、プロフィール以上に正確にわかるでしょ

う。 

代表的なお断りされる NGお箸の作法は以下となります。 

実は、お箸の NG「嫌い箸」と言われるものは、全部で 80 もあるそうです。多いですね。よく聞くも

のに、 

・舐り箸 お箸についた米粒などをなめてしまう。 

・差し箸 ミートボールなどの時にお箸を突き刺してしまう。 

・立て箸 お茶碗のごはんにお箸を立てに突き刺す。お葬式の時に備えるごはんにこれをする。 

・迷い箸 どれを先に食べようかと、箸の先を迷う所作。 

・寄せ箸 少し遠くの器のものをとるときに、お箸で器そのものを寄せてくる。 

こんなもののほかにも、案外無意識でしがちなのが、 

・割りばしを左右に割る 割りばしは上下に、テーブルに隠れる高さでゆっくり割るとエレガントです。 

・すくい箸 スプーンですくうような所作は子どもみたいです。 

・揃え箸 器でお箸をトントンと、上限を揃える所作。これもお行儀が悪いです。 

知っていればすぐに直せることで、大事な伴侶を逃さないようにしましょう。 
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第 6章 好き好き戦略は百害あって一利なし 

～成蹊大卒、地方銀行員、43歳 

NG２６まだ正式につきあっていないのに、なぜか誕生日にプレゼント《女性心理不勉強》 

女性心理に疎い方は、サイトに誕生日には必ずプレゼントをするという風に書いてあるのを見て、 

そうか、誕生日にプレゼントをすると、彼女は自分を好きになってくれたり、彼氏と思ってくれたりする

んだと思うことがあるようです。 

でも、本当にモテる男性は、そうは考えません。 

彼女の誕生日を知ってはいるけど、知らないでいても不思議はない状態のとき、本命でないなら、

その日に彼女と会うことは避けます。 

女性は、お互いが特別であると認識しているときにプれゼントをされるのは嬉しいですが、何でもな

い人、そろそろ断ろうかと考えているキープの人に、特別にプレゼントをされたら、早く断らなきゃとい

うことになると思います。 

逆に、付き合うことにはなっていないけれど、こちらが好意を持ち、相手もまんざらでない場合、ここ

からは女性のほうから、男性を追わせたいところなので、誕生日の扱いについては、やり過ぎて、しく

じらないようによく、温度感を確かめて進める必要があります。 

個別に違うことなので、ここから先は、オンライン相談で詳しくお話ししますね。 

 

NG２７相手以上にスタンプを押している。女性心理不勉強 

LINE は、女性よりも男性のほうが、相手の反応が気になってしまうようです。彼女がいつ返事をし

てくるのか、1日にどのくらいの頻度でやりとりできているのか、気にしだすと止まらなくなります。 

ところが、相手の女性は意外に、1日 1往復でも真剣にあなたを想い、十分満足できていたりす

るので、実際に 1，2度会ってみるまでは、LINE だけで判断しなくて良さそうです。 

ただ、女性よりはるかに年上な場合、あまりに女子っぽいテンションで、スタンプを連発すると、人に

よっては、ちゃらい、軽い、中身なしの 3拍子に受け取られることもあります。 

彼女が SNS に対して、普段どんな頻度の使い方をする人なのか様子を探りつつ、LINE を続けて

みてくださいね。 
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NG２８返事がないと、また LINEをしてくる。女性心理不勉強 

返事がないときに、どうしてる？とまたまた聞いてしまう男性もいます。 

ただ、女性が「仕事が忙しい」「女子旅するから」「家族の用事」と言った時には、9割、それはいい

わけなので、そのまま退散、他に行った方が婚活ならば、賢明です。 

本当に外せない用事であるならば、その後に彼女のほうから、連絡してくるはずで、何もその後のフ

ォローがないということは、あなたとは結婚する意思がないと考えてよいでしょう。 

相手に見る目がないな、ということで、その悔しさを次に昇華させてください。応援します！ 

 

NG２９相手が結婚相手に何を求めているかを知ろうとしていなかった。自己中 

男性の中には、好きになったらまっしぐらに彼女のハートをつかみに行くタイプの人も多いです。 

ハンターになるのはいいのですが、相手が結婚相手になる男性に、どんなことを求める人なのか、そ

れを少しも考えずに、ただけだもののように、走るのであれば、あなたの未来に勝ち目はないでしょ

う。 

特に 8歳以上年下の女性が相手の場合、 

相手は男性の経済力を見ている可能性もあるし、年上だから尊敬できてリードしてもらえるので

は？自分の知らないこともいろいろ知っているのでは？と、けなげに期待しているかもしれません。 

それなのに、できるだけ、年齢差のギャップを感じさせないようにと考え違いをして、変にため口をきい

たり、馬鹿っぽく見えるスタンプを連発したら、 

ああ・・もう少し大人びている人がいいな、とあるときに去っていってしまいます。 

 

それをさせないためには、デートでは歳上だからこそのエスコートやお店のレベルが必要になることも

あります。 

年下が良いわ、デートは学生っぽくがいいわ、というのだと、彼女はあなたについてはこないでしょう。 

真剣交際に入るまえに、「お友達としてしか考えられませんでした」「結婚がイメージできませんでし

た」と断られてしまいます。 



ページ 34 

NG３０ 声のトーンがソフトでなかった。コミニュケーション不全 

女性は、男性が思うよりもずっと、聴覚から恋愛に入ります。 

映画スターの話しぶりを研究すれば一目瞭然なように、男性のセクシーさとは、つぶやくような、女

性への声かけのソフトさ・・これに左右されると言ってもいいでしょう。 

 

緊張すると、声がうわずったり、喉に力を入れた話の仕方になる方は、要注意です。ボイストレーニ

ングなどして、声には自信あり、と言えるように変身することもできます。 

 

＝＝＝まとめ＝＝＝ 

さて、コレさえしなければモテる 男性恋愛 NG集 

はいかがでしたでしょうか？だいたい分かったけれど、 

いざ婚活の交際の場面では、今どうしたらいいのか 

女性心理が読めない！とお感じの時には、個別にご相談ください。 

個別体験セッションお申込みはこちら↓ 

https://resast.jp/pc_reserves_v2/select_course/15251?course_id=73187&se

lected_service_provider_id=15251 
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