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１ 会話の目的は何ですか 

▶教材６ページ 

 

個人的にですが、男性女性問わず会話が上手いなと感じる相手は、 

だいたい「聴き方が上手い」です。 

聴き方、というのはうんうんただ頷くことではなく、 

女性の話の受け止め方と、返し方が上手い、ということです。 

 

会話が上手い、と聞くと 

「男性側の話す内容が面白い」と変換してしまいがちですが、 

それだけでは恋愛につながりません。 

 

これから教材内で解説していきますが、 

どんなに面白い会話を聞かされても、 

女性側の心が動かなければ結果につながらないのです。 

 

この教材のテーマの一つでもありますが、 

「いかに女性に気持ちよく話してもらうか」が、 

あなたの会話のうまさに直結してきます。 

 

また、この教材をきちんとマスターできれば、 

美女にとどまらず、 

上司とか、部下とか、取引先とか、友達とか、 

ご近所さんとか、家族とか、子育てとか(以下略)、 

全ての人間関係の対処法がわかります。 

 

なので本教材は、丁寧に、何度も読み返してみてください。 

かなり丁寧に、本質を突いていますので、 

おそらく 1回読んだだけでは分からないと思います。 

10 回、100回読みこむことのできる、珍しい教材です。 

 

是非、末永く手元に置いて、会話に悩んだときは読み返してみてください。 
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２ サル山から抜け出してください 

▶教材１３ページ 

 

会話で「上」になるためにはどうしたらいいか？ との解説ですが、 

教材を全て読んでみた感想としては 

「主従関係」という言葉の方がしっくり来ます。 

 

「上下」だとつながりが無いイメージですが、 

「主従」だと二人の間に強固なつながりが存在します。 

あなたが会話における主となり、女性が従となる形がゴールです。 

女性を手のひらの上で転がしている…ような感じです。 

 

この会話術をきちんと再現できれば、 

相手の女性はあなたと話すことが心地よくてたまらなくなりますので、 

あなたが会話や恋愛の主導権を握って、 

会話の流れも、その女性との未来も、あなたの手でコントロール可能となります。 
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３ 二種類のマインドコントロール 

▶教材 24ページ 

 

『人間に対する根源的な愛が必要』 

本っっっっっっっっっ当にそうです。 

ものすごく大事なことを書いています。 

目の前の人物を、きちんと愛せるかどうかで結果が決まります。 

 

ただこれは、人類を愛する、という壮大なことではありません。 

 

あなたにとって、好きな人も、苦手な人も世の中にいる状態で、 

目の前の人物を、一人の人間としてきちんと愛することで再現が可能です。 

※愛する、が良くわからなければ、 

一人の人間として尊重する、からスタートしてもいいです。 

 

ここを間違えて、相手の女性に『女子大生』とか 

『美女』などのタグを付けてしまうと、つまづきます。 

 

『女子大生』ってみんな同じこと考えていて、同じ思い出があって、同じ大学で、 

同じもの食べていて、同じ服を着て、同じ顔をしているわけではないですよね？ 

 

それぞれは、全く異なる人間です。 

今あなたの目の前にいるのは『1人の人間』であることを意識してください。 
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４ 本当の孤独ってなんだろう… 

▶教材 47 ページ 

 

承認欲求、私もあります。 

認められること、共感されることで、 

自分の存在を肯定してもらったように思います。 

 

この承認欲求って、 

デートで相手の話を頷きながら聞いている時は、全く満たされません。 

 

相手の様々な話に相槌を打って、笑顔で、褒めて、気を使って、 

相手が楽しんでもらったならそれは嬉しいけど、 

肝心の自分の感想は「疲れたー…」です。 

仕事で取引先を接待し終わった後、みたいな疲れが残ります。 

 

で、相手は楽しかったであろうからまたデートの誘いが来るのですが、 

こちらは疲れがあるのであまり乗り気ではなく、 

次第にフェイドアウト…のような流れになります。 

 

承認欲求が満たされるのは、やはり 

自分の話や行ったことに対して、共感や賛同がもらえた時です。 

 

自分から起こした何らかのアクションに対して、肯定の反応をもらえた時、 

「共感してくれるんだ」とか 

「私のしてきたことは間違ってはいなかったんだ」という明るい気持ちになります。 

 

なので、 

「女性にモテるには、女性の承認欲求を満たすこと」とのノウハウは大正解です。 
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５ 幼少期の親との関係性 

▶教材 63 ページ 

 

詳細は伏せますが、 

私は親から「条件付きの承認」を受けて育ちました。 

 

なので、ピアノを頑張ってみたり、 

コンクールで上位入賞を果たしてみたり、 

愛されるために色々と成果を上げてみましたが、 

どれも「ダメダメな部分の自分」は肯定されず、 

「がんばって成果を上げた部分の自分」だけが肯定されてきました。 

 

そういった条件付きの愛情を受け取り続けた結果、 

アラサーになった今でも「親の愛情」というものが何なのか本当に分かりません。 

親の愛情、と言われてイメージするのは、苦しく窮屈なものです。 

 

なので、教材 83ページにある 

『親からの承認不足が世の中には溢れかえっている』 

『みんなこんな感じで承認に傷を抱えていたり、ゆがんだりしている』  

『それでも、今の自分でなんとかせいいっぱい生きている』 

というフレーズを読んだとき、ぽろっと涙がこぼれてしまいました。 

 

前章にあったように、この言葉が私を『承認』してくれたからです。 

「よく、頑張ってきたね」と言ってもらえたような気持ちになりました。 

 

もちろん、このフレーズをそのまま他の女性に言ってみても、 

私と同じように心を打たれるかどうかは分かりません。 

 

ただ少なくとも私はこのフレーズで、 

子供のころから抱えてきたものから、少しだけ心が軽くなれました。 

ご参考まで。 
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６ 他人と比べた自分を見てみると 

▶教材 86 ページ 

 

『何かで一番であってもそれ自体は承認欲求にとってはあまり重要ではない 

本人が重要だと思っている分野で優れているかどうか』 

 

『承認欲求で重要なのは 

本人が重要だと思っている分野で優れているかどうか』 

 

これ、本当にそうです。 

 

たとえばですけど、私が新卒で就いたところは男性メインの部署で、 

当時入りたての私が一番若くて、周りはみんな自分より年上の男性たちでした。 

 

で、この時それはそれはモテて大事にしていただいたのですが、 

これは「23歳そこそこの初々しい女性」がモテているわけであって、 

「ありす」という女性がモテているわけではないんですよ。 

 

なので、私よりも年齢が下で芸能人並みに可愛い子が入ってくれば、 

その子の方に人気が出るのは当然だし、 

私が魔法か何かで明日からいきなりしわだらけのおばあちゃんになったら、 

20 代と同じモテ方はしていないと思うのです。 

 

そんな理由で、仕事では容姿を褒められるよりも、 

仕事っぷりを褒めてもらえる方が 1000倍嬉しかったし、 

年齢を重ねても「ありすさんと話していると楽しい」って 

内面を褒めてくれる方がずっと嬉しかったです。 

 

で、一般的な容貌の私ですらこれなので、美女はこの上を行くと思います。 

つまり、美女ほど「外見で判断されて、内面を見てもらいにくい」のです。 

 

また、「本当に褒めてほしい・認めてほしい部分こそ、相手に見てもらえない」 

という傾向は美女だけにとどまりません。 

 

例えば… 

 

・巨乳の女性 
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・有名芸能人 

・地位が高い人 

・逆に地位が低い人 

・良くも悪くも「異端」な人 

・何かでものすごい成果を上げたことのある人 

・逆に、ものすごい失敗をしたことがある人 

 

などなど、 

こういった「希少性のある何か」という要素を持っている人ほど、 

相手はその「希少性のある何か」に目を取られやすくなります。 

結果、そういった人々ほど内面の承認を受けづらい傾向になる…というわけです。 

 

「希少性のある何か」を持っている人たちが日常的に受ける承認は、 

外見的なものや過去の偉業といった目につきやすい部分です。 

 

それがその人にとって最も承認してほしい部分であれば問題ないのですが、 

そうではなく、 

もっと「人間的な部分での承認を受けたい欲求」がその人の中にあるのなら、 

外見的な部分や過去の偉業を褒め称えるのは逆効果、です。 

 

ですので、この教材は一般人にもよく効くのはもちろんのこと、 

美女や上記のような 

「本当に認めてほしい部分とは異なる部分で、承認を受けやすい人たち」 

にこそ、効きやすいです。 

 

* 

 

『不特定多数の男性からチヤホヤされたい女性は少数派』 

 

これ本当です。私もあてはまります。 

 

理由は相沢さんが解説しているのとまったく同じ理由です。 

一応私の気持ちを書いてみます。 

 

『不特定多数にチヤホヤされても面倒くさい。 

好意を抱かれても、いずれ振らなくてはいけない。 

 

振り方にも気を付けなくてはいけなくて、 
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相手に逆切れされてストーカーとか事件になったら最悪殺されてしまう。 

だから振る時は丁寧に、傷つけないように、フェイドアウト。 

 

肉体だけ、外見だけモテるのは一番いやだ。気持ち悪い。 

肉体的にモテて良い事なんてなかったし(痴漢・セクハラ等) 

そもそも身体しか見てないってことだし、 

それって私じゃなくて、同じ身体のパーツがあれば誰でもいいってことでしょ？』 

 

という感覚です。 
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７ それでも劣っている自分 

▶教材 95 ページ 

 

『女の子のメイクや日常の努力をナチュラルなんだと勝手に思い込んでいる』 

について。 

これ読みながら そうなの！？ とこちらが驚きました。 

ナチュラルなわけがないじゃないですか…！！！！！ 

 

まずメイク。「ナチュラルメイク」というメイクがあります。 

キレイなすっぴん、に見せるためのメイクです。 

 

 

https://youtu.be/sRbR49R8qvg 

 

本気出した「整形メイク」ってのもあります。 

 

https://youtu.be/X0erTeHPRIY 

 

 

※気になる方は Youtubeで「ナチュラルメイク」とか「整形メイク」とか。 

わかりやすいのだと「半顔メイク」とかで検索してください。 

女性達の熱い努力が見られます。 

 

ただ、身体はメイクが効かないので、ジムには通っています。 

https://youtu.be/sRbR49R8qvg
https://youtu.be/X0erTeHPRIY


美女を落とすための会話術 『モテ道』購入者様限定 補足コメント付きレジュメ 

 

 
14 

 

  

Copyright(C) 2018 girl-review.com All Rights Reserved 

スタイル良く見えるように日常的にダイエット、 

引き締めるための筋トレやストレッチ、 

お風呂上がりのスキンケア(きりがないので中略) 

あと欠かせないのがムダ毛処理。 

 

女子にはムダ毛が生えていないと思っている男子がいる… 

というのは都市伝説だと思っています。 

 

生き物ですから、毛は生えます。 

薄い人も濃い人も、みんなケアして 

「ツルツル肌」であるように見せているんです。 

そうでなければ「脱毛」がこんなに熱い市場である理由がありません。 

 

* 

 

『女の子の外見を見て、勝手に内面まで理想化して、そいつを押し付ける』 

 

経験あります… 

職場で、挨拶する程度の知り合いの先輩が、このタイプでした。 

上司が冗談で私の LINEをその先輩に教えてしまい、 

数日おきにポエム的なメッセージが届くようになりました(;´Д｀) 

 

その先輩とはしっかり話したことが無いので、 

私がどんな人間かは、ほとんどわかっていないはずです。 

それにもかかわらず、ポエムにつづられる私の姿が 

どんどんその先輩の中で美化されていきました。 

 

「先輩が好きなのは私じゃない。 

先輩は、先輩の脳内にいる想像の私に恋をしているんだ」 

と、届く LINE を読みながら思っていました。 

 

勝手に舞い上がる相手を見上げながら、 

「私はここにいるのに」と気持ちがどんどんずれていきました。 

 

* 

 

『結局みんな、老人になっちゃいますからね』 
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同感です。 

だから、若さとか外見で寄ってくる相手は、あまり信用できません。 

 

「私がシワシワのおばあちゃんでも、私のこと好きですか？」 

って話です。 

 

高畑勲監督の『かぐや姫の物語』にも同じような場面がありました。 

 

 

石作皇子が仏の御石の鉢を持ってくる。それは本物ではない。 

しかし石作皇子は愛を語る。 

「ともに野山を駆け、夜は一緒に眠ろう。心が大事なのだから」 

とかきくどき、姫ははっとする。 

それは他の求婚者は決して言わなかった言葉だった。 

石作皇子が御簾を上げると、醜女と入れ替わった「姫」がいる。 

石作皇子は一瞬の間も置かず、即座に「勘弁してくれ」と求婚を取り下げる。 

この男も、姫の美しさが欲しいだけだったのだ。 

 

引用元：戦場のガールズ・ライフ-『かぐや姫の物語』の、女の物語- 

http://mamiamamiya.hatenablog.com/entry/2013/12/02/100005 

 

 

 

■参考：かぐや姫の物語 [DVD]高畑勲 (監督) 

https://amzn.to/2QDbIQt 

 

 

ありのままの本当の私、嫌な部分も受け入れてもらえる、 

そんな恋愛がしたい…って、これ理想ですね。 

 

これは男女問わず、恋愛とか友人とかそういうの飛び越えて「理想」です。 

  

http://mamiamamiya.hatenablog.com/entry/2013/12/02/100005
https://amzn.to/2QDbIQt
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８ 無能なスパイとは？ 

▶教材 124 ページ 

 

『目の前のその人を、もっと知りたいという気持ち』 

 

そう！ 

これですこれこれ。 

 

大事ですからもう一回書きます。 

 

『目の前のその人を、 

もっと知りたいという気持ち』 
 

です！ 

 

日常的にいろいろな方から恋愛相談を受けますが、 

「この人、このままだと伸びないな…」と 

こちらが感じてしまう相談者様って、 

この気持ちがかなり欠けている状態にあるのがほとんどです。 

 

目の前の女性を名前のある一人の人間として見ていなくて、 

「女性」とか「OL」とか「ナース」のように、表面しか見ていません。 

なので、意識を変えていく必要があります。 

 

今あなたの目の前にいる女性は、落としたいと思っている女性は、 

ロボットでもなければ人形でもありません。 

 

数十年の人生を、悩んだり笑ったりしながら生きてきた、 

血の通った一人の人間です。 

 

これがわかっていないと、 

「教材の通りにやりましたけど、教材通りの反応が返ってきません」 

という疑問につながります。 

 

これに対しては、 
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「人間だから！ 

あなたの目の前にいるのは人間だから！！ 

スイッチ押せば同じ場所が毎回作動するロボットじゃないから！ 

教材のテクニックはツール！ 道具！ 

テクニックという名前のスコップを使って、相手の心を深堀していくんだ！ 

土が柔らかいなら掘りすぎないように弱い力で掘る！ 

土が固いなら強めに掘る！ 

石が出てきたらよける！ 

宝石が出てきたら傷つけないように丁寧に掘り出す！ 

その場その場の状況に応じて、 

臨機応変に対応するための経験値を身につけるんだ！」 

 

…ということをオブラート 10枚に包み、そういった相談を頂くたびに返信しています。 

 

* 

 

『女性を【モノ】として扱わない。 

【属性】とか【外見】で扱わない。 

とことん目の前の個人を見つめていく』 

 

コレに尽きます。というかこれが全ての答えです。 

これがどういうことなのか腑に落ちているのなら、 

この先読まなくても落とせます。 

 

* 

 

『その女性からどれだけ情報を引き出せるのか』 

 

A 級会話教材である『モテ会話マスタープログラム』や『ガールズマインドハッカー』、 

そして『ブーストコミュニケーション』に共通しているのが、 

この「相手の女性から情報を引き出して共感する」というノウハウです。 

 

■モテ会話マスタープログラムのレビュー記事 

https://girl-review.com/motekaiwa-4/2611/ 

 

■ガールズマインドハッカーのレビュー記事 

https://girl-review.com/gmh-2/934/ 

 

https://girl-review.com/motekaiwa-4/2611/
https://girl-review.com/gmh-2/934/
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■ブーストコミュニケーションのレビュー記事 

https://girl-review.com/bcom/1099/ 

 

* 

 

『目の前の女性本人に、直接、聞く』 

 

うーん…これ、あなたのタイプと、女性のタイプによります。 

 

というのは、ある程度の信頼関係が構築できていないと、 

女性側がマナーとしての嘘をつく場合があるからです。 

で、その嘘を信じて、そのまま行動してしまうと NG です。 

 

参考になるかわかりませんが、実際の経験を書いておきます。 

 

社内の飲み会で、積極的に話しかけてきてくれる上司から 

「そっか、周りからはありすちゃんって呼ばれてるんだ。 

じゃあ俺も下の名前で呼んでいい？」 

って言われたことがあるのですが、 

これって断ったらその後めちゃめちゃ気まずくなるのわかりますよね？ 

その場だけでなくて、 

翌日以降の仕事で顔合わせる時も数日気まずいですよね？ 

 

正直「ええっ下の名前はちょっと…」と思ったのですが、 

「相手は上司だし、これ断ったらその後仕事しづらくなるわ」 

との考えが瞬間的に浮かび、 

「攻めてきますね～(笑顔)」 

「友達みたいになってるじゃないですか～(笑顔)」 

みたいな言葉で「察してくれ」とかわしましたが、 

その後も訊かれ続けたので最終的に承諾したことがあります。 

 

これ、嫌々承諾してるんですよ。 

なんでそれほど親しくないあなたから下の名前で呼ばれるのかと。 

相手は「下の名前で呼べるくらいの仲になったぞ！」 

と思っているのかもしれませんが、 

呼ばれている本人にとっては、 

それほど印象がよくなかったりします。 

 

https://girl-review.com/bcom/1099/


美女を落とすための会話術 『モテ道』購入者様限定 補足コメント付きレジュメ 

 

 
19 

 

  

Copyright(C) 2018 girl-review.com All Rights Reserved 

なので、質問して相手から本心で答えてもらうには、 

ある程度仲良くなっておいて、 

ある程度本音を言い合える仲になっておくことです。 

そうでないと、私がしたように 

「マナーとしての嘘をつかれる危険性があります」 
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９ 理解とは勘違いである 

▶教材 159 ページ 

 

『100％理解することは、おそらく不可能という、 

謙虚さをしっかりと自分に言い聞かせたうえで 

理解しようと頑張るしかない』 

 

『目の前の女の子が、どう感じるのか？ 

これを「想像」して、理解しようと全力を尽くすこと』 

 

ここ、すごく大切なことを言っています。 

 

育ってきた環境が同じ兄弟でも、姉妹でも、親子でも、 

相手を 100%理解できるかと言えばおそらく不可能です。 

 

「理解するのは不可能」だから、 

そこそこ理解できていればいいや、だと距離はすこしずつ遠ざかります。 

 

「理解するのは不可能」だから、 

できるだけ正確に理解したい、だと距離は縮まっていきます。 

 

恋愛関係だけでなく、人間関係全てにおいて言えることです。 

 

* 

 

わからないことは訊く、について。 

訊かれたくないこともあります。 

変に詮索せず、ただ話を聞いてほしいだけの時もあります。 

うんうん頷いていてほしいだけの時もあります。 

 

なので、わからないことは訊く、という姿勢よりも 

「わかったふりをしない」という姿勢でいたほうが良いです。 

 

  



美女を落とすための会話術 『モテ道』購入者様限定 補足コメント付きレジュメ 

 

 
21 

 

  

Copyright(C) 2018 girl-review.com All Rights Reserved 

１０ 逆らえない魅力 

▶教材 217ページ 

 

感情がある程度通じ合ってきた相手に対しては 

「この人なら、受け止めてくれるかな」という感覚を持ちます。 

 

この時の脳内イメージとしては、 

相手が布団とか、野球のグローブみたいな感じです。 

受け止めてくれそうにもない相手は、 

平らで跳ね返して来たりする壁みたいなイメージを持ちます。 

 

この感覚になるまでの時間・期間は人それぞれです。 

好印象の溜まり方はポイントカードみたいな感じなので、 

短時間のうちに好印象を感じるアクションが複数回続けば早く心を開きますし、 

長い時間過ごしても好印象を感じるアクションがあまり無ければ心を開きません。 
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１１ もっともシンプルで根源的なもの 

▶教材 222ページ 

 

１ 自己重要感を与えること 

 

『必ずそこには「誰かに褒めてほしい。認めてほしい」という願望があります』 

 

うーん…そうでない場合もある…というか、 

その「誰か」には「本人」も含まれています。 

 

つまり、女性がオシャレをするのは、 

100％男性に認められたいからやっているわけでは無くて、 

自分で自分に満足するために、 

ただ好きでやっている場合もあるということです。 

 

たとえば、子供ってオモチャの変身ベルトとか付けて 

勝手に変身して勝手に戦ってると思うのですが、 

あれって「誰かに認められたいからやってる」とか 

「誰かにモテたいからやってる」わけではないと思うのです。 

本人が、楽しいからやってる。自己満足です。 

 

女子高生とかが、「かわいい～」って言いながらコスメを試したりしているのも、 

あれは純粋にアイテムがかわいいからそう発言しているのであって、 

手にした瞬間に「これでモテるかも」とまでは思っていないのです。 

 

自分が、この商品を、可愛いと思った。 

 ↓ 

可愛いものを身につけた自分は可愛い。 

 ↓ 

自己肯定感上昇。 

 

みたいな感覚です。 

 

ただもちろん、好きでやっている場合も、 

褒められたり認められたりすれば嬉しいです。 

 

* 
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『「この人なら私を理解してくれるに違いない！」 

という人物からの承認が本当に強く深く満たされる』 

 

事実です。 

 

「この人と話していると心地よいな」 

「この人と話していると嬉しいな、心が温かくなるな」 

「会話がテンポよく進むな」 

…と思える、そんな相手からの承認は強いです。 

 

ただ、相手からの承認だけに依存しているわけではなく、 

個人的には自分が自分に対して行う承認も同じくらい大切です。 

相手からどれだけ認められていても 

自分で自分のことを認めることが出来なければ、キツいだけなので。 

 

なので、「自分が嫌い」という女性がいれば、あなたが承認を与えつつ、 

その女性が自分で自分を認められるように誘導していくと、 

女性のあなたに対する存在感が増します。 

 

「すごいね」ではなく、 

「●●が出来たんだね」「▼▼を努力してきたんだね」のように、 

具体的にコメントできると吉です。 

 

 

１ 信頼関係が浅いうちはあまりストレートな褒め方はしない方が良い 

 

同感です。 

信頼関係が浅いのであれば、褒めるよりも気持ちや感情を伝えたほうが、 

言われた側は受け入れやすいです。 

 

やっぱり「褒める」って、上下関係がうっすらと見えます。 

例えば上司に対して「良く出来ましたね！」とか 

「頭いいですね！」って言うのは失礼なわけで(^^; 

 

ただ、「自分の気持ちや感情を伝える」という場合でも、 

場合によってはあなたの好意をうっすら感じ取って、 

するっと引くこともあります。 
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これは「女性から見て、あなたが生理的にダメだった場合」、 

そして「信頼関係がゼロ、もしくはマイナスだった場合」にあてはまります。 

なので、最低限の信頼関係は築いておいてください。 

 

余談ですが、231 ページの「幸せな気分になる」について。 

これを信頼関係が浅い異性から言われた場合、私はちょっと引きます。 

 

というのは、「幸せ」って最上級の言葉だからです。 

 

「あなたと一緒にいると楽しい」 

だから↓ 

「あなたと一緒にいると幸せ」 

になるんですよね？ 

つまり、「楽しい」よりも「幸せ」の方が、言われる側にとっては強い言葉なんです。 

 

強い言葉なので、信頼関係が浅い状態で使うと、 

「ずいぶん距離が近いな…」と相手の好意の大きさに違和感を抱いて、 

自分側からすっと引きます。 

 

あくまでも私では、という話ですが、参考まで。 

 

 

２ アイテムを指摘して一言だけ共感する 

 

うーん… 

信頼関係が浅いのであれば、指摘のみ。 

友人関係程度でようやく共感、です。 

 

信頼関係が浅い状態なら「髪切った？」「良いね」くらいにとどめておいてください。 

顔見知り程度の間柄で「自分もその髪型好き」と、 

女性そのものに対して好意を示してしまうと、ちょっと重いです。 

 

「良く知らない人から好意を抱かれている」 

とは、女性にとっては結構怖いので、 

「好意」を示すのであれば、それなりの近しい距離にいることは必須です。 
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3 変な褒め方はしない 

 

「洋楽聞くんだー。おしゃれだねー」と言われると、 

普通に「ありがとうございます」と返しますが、 

うっすらとモヤモヤが発生します。 

 

そのモヤモヤも数分程度で消えてしまうものなのですが、 

積もり積もると「嫌悪感」に変わります。 

 

この時感じるモヤモヤを言語化してみると 

「この人洋楽聞かないのかな。なんか世界が狭そうだな…」とか 

「なぜそれがおしゃれ？？ 洋楽なんてそこら中にあるでしょ？？」とか 

「というかなぜそこで褒める？？」とか 

「もしかして私に気に入られたがってる？？？？」とか、 

そんな言葉になります。 

 

 

4 セクハラっぽい褒め方はしない 

 

身体のパーツについて褒めるのは、信頼関係が友人以上に積みあがってからです。 

出会ってすぐにこれを言われると「身体目当て？」と判断します。 

 

また、「女子大生？」とか「若いねー」とかも 

「だ か ら な に？」と内心思っています。 

そこしか見てないのかと。 

 

 

5 努力している部分に尊敬を示す 

 

褒めるというよりも、努力していることをわかってあげる 

コレに尽きます。 

 

 

6 外見を褒めるなら質 

 

うーん… 

教材の例だと、有りと無しがあります。 

1 つずつコメント付けてみます。 
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◆「髪質キレイだよね」 

これはあり。努力して手に入れるものなので。 

 

◆「爪がキレイだよね」 

これもあり。爪は努力しないときれいにならないので。 

 

◆「ステキな声してるよね」 

声の仕事に就いていない一般的な女性に、 

これを言ってしまうとたぶんモヤっとされます。 

言っていいのはアナウンサーや声優、舞台女優など。 

つまり、「その声を努力して手に入れることが予想される場合」と 

「相手が声を仕事にしている場合」です。 

 

日常的な声って自分では変えられないものです。 

その変えられない生の部分を褒めてくるので、 

身体のパーツを褒められたときと同じくらいの気持ち悪さを感じます。 

 

どうしても声について褒めたいのなら、仲がある程度深まってから。 

もしくは「良く通る声だよね」とか「話し方穏やかだよね」とか、 

「発声方法」とか「話し方」とか、「本人の努力で変えられる部分」にしてください。 

 

◆「姿勢いいよね」 

これは素直にうれしいです。 

ただ、褒めるときは本当に姿勢がいい人に使ってください。 

自分の姿勢の良い悪いは、自分自身でもよくわかっているので。 

 

◆「立ち姿が美しいよね」 

…ちょっと気持ち悪いです。 

立ち姿、だと全身。 

頭から背中、腰、お尻から脚へのラインが立ち姿みたいなイメージなので、 

全身をじろじろと見られたような気持ち悪さがあります。 

 

なので上記、「姿勢いいよね」の方が言われた側も受け入れやすいです。 

 

◆「一緒に話していると、力が湧いてくる」 

ええー… 

これも相当信頼関係が築けていないと気持ち悪いです。 
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信頼関係必須、友人以上の信頼関係で口にしてよいフレーズです。 

 

◆「生命力が輝いているよね」 

…よくわからないので、言わないほうが無難です。 

 

◆「空気感が好き」 

「どんな？」って高確率で訊き返してきますので、 

満足のいく答えが出来ない場合は言わないほうが無難です。 

言うなら友人以上の信頼関係が出来てからです。 
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１２ 教祖の役割 

▶教材 249ページ 

 

2 理想側であること 

これ、別にものすごくイケメンであるとか高収入であるとか 

そういう外的な要素は一切関係なく、 

「あなた自身が人として信頼感をおかれる存在であること」です。 

 

行きつけのバーのマスターみたいな感じとか、 

昔からある駄菓子屋のおばあちゃんみたいな感じとか、 

そんな「この人は大丈夫」みたいなイメージです。 

 

だから「大丈夫！」がまず言えることと、 

あなたの「大丈夫！」が信頼されるだけの存在となること。 

どうやってなるか、は 254 ページから書かれていますが、 

一朝一夕で出来るものではありません。 

だからこそ、それが出来ている人の存在感は、増すのです。 

 

教材ではパスタ屋か居酒屋で例を上げていますが、 

これ正直どっちでもいいんです。失敗しててもいいんです。 

失敗したら、そこで笑えるかどうか、です。 

笑って、その失敗を楽しい思い出に変えられるかどうか、です。 

 

選択が正解だったならそれでよし。 

選択が失敗だったならそれをいい思い出に変えられるかどうか。 

私なら、そこを見ます。 
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１３ 人見知りの構造 

▶教材 271ページ 

 

3 同じであること 

初対面で「同じ」である印象を植え付けたいのなら、 

『ブーストコミュニケーション』が具体的な会話を解説しています。 

 

■ブーストコミュニケーションのレビュー記事 

https://girl-review.com/bcom/1099/ 

 

ダメな部分を見せる、については『モテ会話マスタープログラム』でも解説しています。 

 

■モテ会話マスタープログラムのレビュー記事 

https://girl-review.com/motekaiwa-4/2611/ 

 

完璧すぎる自分を見せ続けていると、 

相手の女性にとってあなたはとっつきにくい存在として固定されてしまいます。 

結果、悪い意味で高嶺の花になってしまうのです。 

 

なので、「ダメな部分をあえて見せる」 

これが、あなたの周りにある壁を一気に下げてくれます。 

 

* 

 

『コンプレックスを消すんじゃなくて 

コンプレックスをそのまま受け入れる』 

 

これについてはこちら↓も参考ください。 

 

■ハゲた男性に惚れたことのある女性が書く、薄毛の男性のモテ道 

https://girl-review.com/aga/9470/ 

  

https://girl-review.com/bcom/1099/
https://girl-review.com/motekaiwa-4/2611/
https://girl-review.com/aga/9470/
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１４ アドレナリンの恋 

▶教材 308 ページ 

 

４ 衝突者であること 

 

衝突者であることを求めている女性に対応するために、とのことですが、 

相手の女性と万が一ケンカになった時の対処法として覚えておくといいです。 

このやり方、きちんと良い場所に着陸できるケンカのやり方です。 

 

* 

 

そして基本、受けて立つというスタンス。 

これものすごくいいです。 

・覚悟が出来ている心の強さ 

・あなたのどんな面も受け入れるという包容力 

が人として魅力的です。 

 

なので、この姿勢を貫いてケンカをし終わった後は、 

女性側に「ありのままの自分を受け入れてもらった」という 

安心感に近い感覚が残ります。 

この感覚が、「この人(＝あなた)は人間として信頼できる」という 

信頼感に結びついていきます。 

 

* 

 

また、まずは黙って聞くという姿勢。 

神です。 

男の中の男だと思います。 

 

女性側がヒートアップしているその場では気づきにくいですが、 

後でこの場面を女性本人が思い返したとき、 

「そういえば、あの人言い返したり逆切れしたりしなかった、 

私の話をきちんと聞いてくれた…！」 

と、あなたの器の大きさに惚れ直します。 

 

ちなみに、私も夫とたまにケンカをしますが、 

321 ページの打ち返し方は、 
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私が夫に対して言い返せなくなるポイントと一致しています。 

悔しいことに、的を得ています(^^; 

 

* 

 

『最後は相手の言い分を、本当に言いたかったこと、 

本当に主張したかったことをしっかりと解釈してあげて、こちらも謝ってください』 

 

これ、すごいです。 

すごすぎて人間国宝レベルじゃないでしょうか。 

 

これが出来る男性ってレアです。離したくなくなります。 

これが、器の大きさをみせるってことです。 

 

こういったタイプのケンカって、 

女性は単にわがまま言いたいだけだったりします。 

 

わがまま言って、受け入れてほしいだけ。 

わがまま言った自分を、受け止めてほしいだけ。 

あなたという名の布団で、ころころと転がりたいだけ 。 

 

だから、それをわかった上で、受け止めて、 

明らかに間違っているところは冷静に指摘したりして、 

相手の言いたいことを解釈して謝ると、相手を尊重したことになります。 

 

このケンカの仕方、おそらくどんな恋愛教本にも書いてないはずです。 

 

* 

 

セリフとしてすごいのは、 

『お前(※ここはきちんと名前の方が良いです)との未来を真剣に考えているからだろ』 

『本音を言ってくれてありがとう』 

ここです。 

 

ケンカした後に、さんざん男性側も嫌な思いをしているはずなのに、 

こういったタイプの言葉が言えることで、器の大きさを見せられます。 

 

* 
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女性が取り乱し始めた時に 

『徹底的に相手を論破する』 

『相手にしないで「で？ここに何しに来たの？ 話し合いじゃないの？」と言う』 

これができるのも冷静さが見えてかっこいいです。 

※ただし、言いっぱなしだと女性の自尊心打ち砕いただけでマイナス効果なので、 

必ず、必ず仲直りの流れに組み込んでください。 
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１５ 鏡に映っているのは誰ですか？ 

▶教材 331 ページ 

 

5 鏡であること 

 

受け止め方について。 

彼女が愚痴を言ってきたときに、 

「あー。同僚とそりが合わないときついよね」 

「ああ。嫌なお客さんっているよね」 

の、冒頭「ああ」があることで、ものすごく好印象になります。 

 

ただ「同僚とそりが合わないときついよね」と言うよりも、 

「あー」があったほうがずっといいです。 

 

というのは、「あー」が入ることで、話し手である女性側の方で 

「今、私の言葉を受け入れて考えてくれている」と勝手に解釈するからです。 

 

* 

 

また、彼女が質問してきたことは、彼女自身が話したいこと。 

との意見にも同感です。 

私もそうだし、私の周りの女性もそうだったりします。 

 

たとえば友人とそれまでなんとなく話していたのに、 

相手が急に話題を変えて、質問して来たりします。 

そんな時は、「彼女が質問してきたことは、彼女自身が話したいこと」 

だったりするので、私も教材のように友人にその質問をそのまま振ります。 

すると、結構な確率で相手が悩みや置かれている状況をしゃべりだします。 

 

こんな感じで、女性が急に話題を変えて質問してくるときって、 

だいたい自分の中で整理がつかなくなって、第三者の意見を参考にしてみたいときです。 

 

なので、悩みが膨らんでいるこの状態の時にちょっとつつけば、 

結構簡単にしゃべりだします。 

あとは会話に寄り添っていけば、好感を得られやすいはずです。 
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１６ 恋愛感情を抱いてしまう仕組み 

▶教材 363 ページ 

 

相談、たまにします。 

あくまでも私の場合ですが、相談するときの心理というのは、 

「これ、どうしたらいいのかな…モヤモヤするな…」 

と、とくに解決手段を求めているわけではなく、 

このモヤモヤを解消したい、という気持ちだけです。 

 

女性のモヤモヤを解決するには解決手段を示せばいい、のではありません。 

女性のモヤモヤを解決するには、話を聞いてあげればいい、のです。 

 

たとえば女性に「仕事で失敗してしまった」というモヤモヤがあったとき、 

相談された男性側からの「気にしない！」とか「次は段取りを考えよう」とか 

そういった解決策的アドバイスは確かにありがたいのですが、 

それを聞いたところで、女性の「仕事で失敗してしまった時の嫌な気持ち」が 

同時に消滅するわけではないのです。 

 

どうしたらいいか、は女性はなんとなくわかっています。 

分かっているけれど、目の前のモヤモヤが濃すぎて、前に進めないのです。 

だから、このモヤモヤを吐き出して、前に進む力が欲しいのです。 

ただ単に、モヤモヤを吐き出す場所が欲しいだけです。 

 

なので、アドバイスや説教は逆効果となります。 

教材にある通り、自分の気持ちを押し付けているからです。 

アドバイスは、女性側が求めてきたときに一言いう程度でちょうどいいです。 

※詳しくは『実践編』本編 25ページを参考ください。 

 

なので女性が言う相談とは、相談というよりも 

「自分のモヤモヤした話を聞いてもらって、すっきりして、 

すっきりした心理状態で自分の選ぶべき道を自分で選びたい」 

という感じです。 

 

この時、女性が相手に求めるのは「話をうんうん頷いて聞いてくれる姿勢」だけです。 

 

* 
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378 ページ、まったくそのとおりです。 

特に、「幼い子供に戻ってしまう」の箇所、本当にそうです。 

世に広まりすぎると困るなと思っています。 

実践・再現できる人もそうそういないから大丈夫かな…とも思っています。 

 

この「幼い子供に戻ってしまった女性」を、ただただ承認して、 

フワッとしたあたたい布団でくるむように包み込んであげるのが、あなたの役割です。 

冬の朝のあたたかい布団のように、女性は抜け出せなくなります。 
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１７ 友達を飛び越える 

▶教材 383 ページ 

 

『あなたが承認したいときに承認するのではなく 

女性が承認してほしいその瞬間を見逃さずに与えるというのが 

自己重要感を与える時のキモ』 

 

同感です。 

女性が承認してほしいタイミングで承認を与えられると、 

女性側は「受け入れられた！」「受け入れてもらった！」という気持ちになります。 

これが、相手の気分による承認だと、『条件付きの愛』になってしまいます。 

 

* 

 

『現実的には共感をベースに５つ全てを与えていくことになる』 

 

これも同感です。 

この５つの配分は、相手の女性のタイプによって違います。 

どの要素が強くて弱いのか、その組み合わせは 100人いれば 100通りです。 

なので、この５つ全てを繰り出せるようになっていたほうが、再現性は高まります。 

 

自分自身の足場をしっかりと基礎固めしたうえで、 

上半身の形を自在に変形させていくようなイメージです。 

 

* 

 

『俺は女としてのお前に興味を持っている』 

 

同じ言葉で言ってしまうと昭和風味なので、 

行動と言い換えた言葉、雰囲気で伝えていきます。 

使うのは信頼関係を構築し終わった最後、総仕上げの部分です。 

 

* 

 

『エロくないキス』 

 

これは惚れてしまう…！と絶賛したいのですが、 
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発動条件は必ず守ってください。 

1 つでも抜けるとかなり逆効果になります。 

 

あと、ステップ３でちょっとでも 

・おどおどしたり 

・照れたり 

・やめようかとか思ったりすると 

エロさだけが残って逆効果になります。 

 

イメージとしては、キスじゃなくて握手するときの感覚。 

手を伸ばして相手に触れる。 

スッと一連の動作を行ってください。 

 

あとステップ４。 

絶対にそれ以上のことはしないことです。 

身体に触れたりとか舌入れたりとかは言語道断。 

軽いキスだけです。絶対。 

 

ここで変にそれ以上のことしようとすると、「身体目当て？」みたいに思われます。 

逆に、それ以上のことしなければ、女性の方で 

「えええ？？ 今のどういう意味？？？」 

「キスしたけど全然体目当てっぽくなかったし、期待していいの？？」 

「でも逆に軽すぎたし、ただの遊び？？？」 

「ああもうよくわからなーい！！！」 

と勝手に恋愛的な妄想を始めてくれます。 

 

* 

 

『このキスは先延ばしにしないでください』 

 

条件が揃っていることが確実なら、実行可です。 

ただし、条件が揃っていても初回デートでいきなりこれをやってしまうと 

「身体目当て…？」となってしまうので、 

複数回デートを重ねてからの方が無難です。 
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１８ 到達点は洗脳です 

▶教材 405 ページ 

 

『女性の話に真剣に、真剣に、耳を傾けること』 

 

これまで私は『モテ会話マスタープログラム』のレビューや 

『ガールズマインドハッカー』のレビュー、 

そして購入者様にオマケで付けているメール相談の中で 

「女性の話を引き出すこと」「相手に特別感を持たせること」 

そしてなによりも 

「相手の女性の話を真剣に聞くこと」ということを書いてきました。 

 

それをやっている男性は本当に少ないのだと、 

だから女性の話に対して真摯になるだけで希少性が出てモテると書いてきました。 

 

ただそれに対して、 

「女性の話を聞く男性はそんなに少ないですか？」とか 

「ありすさんの周りだけたまたまそういった男性がいなかったのでは？」 

というようなコメントもたまにいただきました。 

 

これはおそらく男性が言う「女性の話を聞く」と、 

女性が言う「自分たちの話を聞いてもらう」の間には、 

かなりの認識の違いがあるためだと思います。 

 

理論編を読んでいただいた方は分かると思いますが、 

「話を聞く」とは「求められていないアドバイスをする」や、 

「男性だけが会話を楽しんでいる」ということではありません。 

 

『100％理解することは、おそらく不可能という、 

謙虚さをしっかりと自分に言い聞かせたうえで 

理解しようと頑張るしかない』 

 

『目の前の女の子が、どう感じるのか？ 

これを「想像」して、理解しようと全力を尽くすこと』 

 

これが恋愛において好感度を上げまくる「聞く」です。 
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この教材に書いてあるように、 

「女性の話に真摯に耳を傾ける男性」は本当に少ない存在です。 

出来てない男性が多すぎるのと、 

見当違いな聞き方をしている男性が多いので、実践すればモテます。 

 

アドバイスや説教や見当違いに褒めたりすることをせず 

本教材『美女を落とすための会話術』に書かれているノウハウを 

正確に実践していきましょう。 
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実 践 編 
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第 1章 話が盛り上がったはずなのに 

▶教材 6 ページ 

 

2 回目のデートにつながらないのは、少なくとも女性の方は 

『そんなに楽しくなかった』 

『そんなに(気持ちは)盛り上がってもいなかった』 

 

本 当 で す 

メール相談でも「会話も弾んだし、女性も笑ってくれました！ 

…でも 2回目につながりません…」という相談は非常によく受けます。 

 

でもここは本当に相沢さんの言う通りで、女性側で 

「会話が楽しくなるように気を使ってくれた」とか 

「場が暗くならないように女性の方で笑顔を振りまいた」 

という気遣いをしてくれていた、 

いわば「接待デート」だった可能性もあるんです。 

 

接待だからあなたは当然気分がいい。 

でも相手の女性は接待して疲れている…という状態。 

この状態だと 2回目を誘っても、 

女性側に行くメリットがほぼ無いので、断られます。 

 

女性側が「また会いたい」と思えるデートだったら、 

女性は間違いなく 2回目のデートをします。関係を続けていきたいので。 

 

じゃあ何で女性はそんなに気を使うの？ 

つまらないならつまらないと言ってくれればいいのに… 

 

と思うかもしれませんが、 

「1回目のデートは楽しかったのに 2回目は拒否」する女性って 

男性に対する警戒心からこのような行動をとります。 

「つまらない」って率直に言って険悪な雰囲気を作りたくないからです。 

 

1 回目のデートって、まだ相手のことが良くわかっていない状態です。 

良くわかっていない相手と、知らない場所に行くとしたら、 

相手を怒らせたり機嫌を損ねさせるのは女性にとって自殺行為です。 

キレられたら怖いですし、最悪のケースでは事件になります。 
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相手は自分よりも体も大きく、筋力もある相手です。 

男性全員が危険なわけではないということはもちろんわかっていますが、 

万が一、まだよく知らない目の前の相手が危険人物だったら、最悪死ぬのです。 

 

だから、それほど盛り上がっていなくても、話すし、笑顔を出します。 

 

※ここでは「1回目のデートで盛り上がったのに 2回目につながらない」 

という話をしていますので、 

1回目のデートで明らかにつまらない顔をしている女性についての解説は省略します。 

というか、そういう女性は早めにお別れしましょう(^^; 
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１ 心のエネルギーを補給する『側』 

▶教材 24 ページ 

 

・説教をしない 

・解決方法を提案しない(アドバイスをしない) 

 

…本っっっっ当にそうです… 

これを言い当てている相沢さんの鋭さが恐ろしいです。 

 

アドバイス、だいたい見当違いです。 

「あー、ありがとうございますー(棒)」で終わります。 

40 ページにもあるように、「感謝の言葉は社交辞令」です。 

これ以上あなたの言葉で自分が傷つきたくないから、 

いちばん傷つかない方法で会話を終わらせます。 

 

悩みについて一番よく状況を知っていて、 

それについて一番悩んでいるのは本人です。 

 

で、あなたに言う時はアドバイスが欲しいわけじゃなくて、 

「自分の気持ちを分かってほしい」時です。 

アドバイスは別に要らないんです。 

なので、本人以外の人が訳知り顔でアドバイスすると、途端に気持ちが冷めます。 

ああ、この人は私の悩みを理解してくれない、 

アドバイスしてわかった気になっているだけだ、って。 

 

で、それ以外。 

教材 25ページにもあるような本気の悩み相談のとき。 

この時はあなたも本気で 

30 秒～1分くらいで本当に重要な部分のみバシッと、答えてください。 

 

ダラダラ言うと要点もブレますし、あまり賢そうに見えなくなります。 

 

* 

 

女性が『愚痴』や『悪口』を言う時っていうのは 

大人の仮面を外したいとき、 

よそ行きの自分を止めたいとき、 
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つまり、疲れているとき。 

 

わかります。精神的な布団が欲しいんです。 

フワフワにして温かくして、くるんと全身包んでくれる布団が欲しいんです… 

 

なので、甘えさせてあげて、疲れをいやしてあげるのが正解です。 

 

ここ重要なので 30回読んでください。 

テスト(実際のデート)に出ます。 

 

* 

 

だから、頑張らせたらダメなんです。 

 

うわあ、大好きです、あいざわさーーーーーーん！！！！！！！！ 

…と叫びそうになりました。 

これです。ここです。50回読んでください。 

 

相沢さんはなんで恋愛業界にとどまっているのでしょうか… 

何かの教祖になれる気がします。 

 

* 

 

『究極のところ、人は人を助けられません。 

自分以外には、自分を助けることは出来ないんです』 

 

これ、「だから、何もできない」というマイナス思考の諦めではなく、 

「だから、出来る限り最高のことをしよう」というプラス思考の諦めです。 

 

誰もが、自分を助けられるのは自分だけであると理解して、 

それでも助けようと努力する姿勢が人として魅力的になります。 
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２ 両面価値の真ん中で 

▶教材 44 ページ 

 

評論、弱った時に言われると虚無になります。 

評論されながら何を思っているのかというと、 

「あなたの言っていることは、確かに正しいのは分かる。 

けれど、それはあなたにとっての正しいで、 

私の今置かれている状況にとっての正しさではない」、という話です。 

 

* 

 

『自分に自信がある男性ほど、 

弱い自分、つまらない自分、醜い自分、どうしようもない自分を 

自分自身で許し、受け入れられているものです。 

だから、女性の弱さとか醜さも許せるし、受け入れられます』 

 

ここ核心です。 

見せかけの自信しか持っていない人、 

ガラスのハートな人ほど、評論をします。 

 

「俺はこんなに正しいことを言えるし考えている。それに比べてお前は…」 

みたいな空気を感じるほどです。 

こういった人は、自分が自分を肯定したいがために、 

相手を利用しているだけだと思っています。 

 

* 

 

『あなたの価値観や正論でもって 

どちらかだけを肯定して、どちらかだけを否定してもいけません』 

『何が正しいかをあなたが決めてはいけない』 

 

これ、理論編 249ページの「教祖になる」こととは別の話です。 

これは「相手の話を聞く上での基本姿勢」ということについて話しています。 

普段は中立、ここぞというところで教祖になります。 

 

* 
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『あなたが中立的な価値観＝何でもありの価値観』 

 

これ、何でもかんでも受け入れていると、中身のない薄っぺらい男になります。 

聞き手の理想像は「お寺のお坊さん」です。 

・否定しないで聞く 

・でも自分の確固たる信念は持っている 

…みたいなイメージです。 

 

「そうだねー」「そう思うよ」と何でもかんでも同意するのではなく、 

時々質問したり、求められたら自分の意見を言ったりしたほうがよいです。 

 

* 

 

「この人に話しても、引かれない」 

「この人に話しても、否定されない」 

「この人に話しても、受け止めてくれる」 

 

やっぱりね、癒しが欲しいんです。 

癒しグッズとかモノじゃなくて、人に癒されたい。 

疲れてる自分を、心ごと包んでほしい。みたいな。 

 

だから、 

「この人なら、私の気持ちを受け止めてくれる」 

と感じられた相手につぶやきます。 

分かってもらえなくてもいい、受け止めてくれればいいんです。 

受け入れてくれた、という感覚が安心感と信頼感につながるので。 
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３ 肯定したつもりだったのに 

▶教材 70 ページ 

 

女性が弱っている時、 

それぞれのコメントがどう聞こえるか直訳してみます。 

 

「そんなこと言ったってさー」 

＝あなたが言っているのは単なる愚痴。 

改善しようと思っていないただの愚痴。 

 

「でもそれは…」 

＝見落としていることがあるんじゃない？ 

 マイナスばっかり見てて、視野が狭いんじゃない？。 

 

「それは違うんじゃない？」 

＝あなたが間違っている 

 

です(;´Д｀) 

やめましょう。 

 

* 

 

その決断をするのは女性だし、 

決断の結果を請け負うのも女性です。 

なのでそれは、相手が決めることであって 

あなたが口出しすることでは無い。 

 

ほんっっっっとうにそうです。 

的外れなアドバイスほど、 

「それをやった結果の責任までとらなくていいから、そう簡単に言えるんでしょ？」 

って思います。 

 

72 ページの例文に至っては 

「全 て お 前 が 悪 い」 

と脳内変換されて、弱っている心に刺さりますので、お口にチャックです(;´Д｀) 

 

* 
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「うん。でも○○のわがままはなんか好き。もっと言ってほしい」 

 

惚れます。瞬殺です。というか読んでて惚れました。 

 

「わがままなんかじゃないよ」 

だと、わがままな一面を否定しちゃうのでダメです。 

「そうかそうかー。そのわがままなところ含めて全部好きだよー」 

と、心理的に全部包み込んであげる感じがベストです。 

 

同じ理由で、78 ページの 

「本当は真面目でかわいい子なんだって知っているよ」 

もベストではないです。 

 

これ言われたら、たぶんその場は笑顔で「ありがとう」って言うと思います。 

でもなんか心にもやもやが残る…という印象です。 

 

このもやもやを細かく書いてみると、 

「自分で自分のことがわがままだってよくわかっているのに、 

この人(＝あなた)は、その醜い部分を見ないで、 

真面目でかわいいという上澄み部分しか見ていない…。 

わがままな私はやっぱりダメだし、 

この人の前では真面目でかわいくないと愛されないんだ」 

という思いです。 

 

フェイドアウトするための心のポイントカードに、 

ピッと加算された感じですね(^^; 

 

* 

 

「今回の試験、自信ないな…」 

に対して、「大丈夫！〇〇ちゃんなら絶対に受かるよ！」は 70点。 

自信が無いというモヤモヤは解消されないけれど、 

受かると信じてもらっているからです。 

 

で、「そっか。自信ないんだ。どんな感じだったの？」 

という言葉の後、 

その女性の気持ちをひとつひとつ拾い上げて包んであげられたなら 200点。 
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「そっか。自信ないんだ。どんな感じだったの？」 

という言葉の後、 

「でも」「そんなことないよ」といった否定の言葉を入れてしまった場合、 

やっぱり 70点です。 

 

* 

 

「私、キャバ嬢やってみてもいい？」 

とか言い出したら、 

「いいよ、そしたら、全力で通い詰めるから(笑)」 

「いいよ。そしたらオレがジャンジャンみついで、 

ナンバー１にしてあげる(笑)」 

 

このあたりの例文、子供の頃に読んだ絵本を思い出しました。 

 

  

「ぼくにげちゃうよ」 

作： マーガレット・ワイズ・ブラウン 

絵： クレメント・ハード 

訳： 岩田 みみ 

出版社： ほるぷ出版 

 

Amazonリンク→https://amzn.to/2QKt9i2 

 

 

  

子うさぎと母さんうさぎのお話です。 

ある日のこと、子うさぎは家を出てどこかに行ってみたくなりました。 

 

そこで母さんうさぎに「ぼく、逃げちゃうよ」と話すと、 

母さんうさぎは「おまえが逃げたら、母さんは追いかけますよ。 

だって、おまえはとってもかわいいわたしのぼうやだもの」と答えました。 

 

「母さんが追いかけてきたら、ぼくは魚になって泳いでいっちゃうよ」と子うさぎ。 

すると、母さんうさぎは「おまえが小川の魚になるのなら、 

母さんは漁師になって、おまえをつり上げてあげますよ」と答えました。 

 

https://amzn.to/2QKt9i2
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「母さんが漁師になったら、 

ぼくは母さんよりもずっと背の高い山の上にある岩になるよ」と子うさぎ。 

すると、母さんうさぎは……。 

 

引用元：絵本ナビ「ぼくにげちゃうよ」 

http://urx.blue/Nyyd 

 

 

こんなかんじで最終的に 

「じゃあ、逃げなくても同じだねー」みたいな終わり方をします。 

 

子供の絵本に乗っているくらいなので、 

「本能的に安心する手法」といっても過言ではありません。 

 

嫉妬してしまうような行動をとられたり、 

言われたりしたときは「まず包む」。です。 

 

絵本の全文朗読はこちら↓ 

https://youtu.be/wwjq53Qh4bE 

 

女性が持っている「感じ」を含めて肯定する、のはハイレベルな聴き方です。 

初心者程すぐに出来るものではないので、 

早々に諦めてしまうのはもったいないです。 

 

公式ページにも言及があったように、 

毎日練習しても 3か月はかかると前向きに諦めましょう。 

とにかく場数。練習です。 

 

* 

 

「私にも悪いところがあったんだけれども」 

 

肯定も否定もしないで話を聴くこと。 

状況が複雑に絡んでいることもあるので、その場で肯定とか否定とかしてしまうと、 

女性の内面とのずれが起こる場合があります。 

なので、肯定も否定もしないでただ聴く、のが無難です。 

 

* 

http://urx.blue/Nyyd
https://youtu.be/wwjq53Qh4bE
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「私って可愛くないし」 

 

これは相沢さんの言葉の方向性をそのまま使って吉です。 

「一般論は俺にはよくわからんけれども、俺は好きだよ」 

「一般的には俺にはよくわからんが、俺は可愛いと思っているよ」です。 

 

同様に、若さも体格もその他「私って〇〇だし」系は全て 

「その基準は俺にはよくわからないけれど、俺は雰囲気ひっくるめて全部好き」 

というスタンスを貫き通してください。 

 

* 

 

『否定された方は、そのようには受け取らずに、 

「自分の存在をまるごと否定された」と感じる。 

 

Twitter で見かけた解説を貼っておきます。納得でした。 

以下のような受け取り方をする相手もいますので 

「否定」には注意を払う必要があります。 
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難しいことを言っている、と思います。 

ここだけでなく全体に言えることですが、 

この教材は 100 回読んで、100回実践して、ようやくうっすらとわかってくる教材です。 

1 年、3年、5 年かけて、読み込める教材です。 
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４ 一般論など求めていませんよ 88 

▶教材 88 ページ 

 

『恋愛ってのは、どんどん深入りしていった方が有利ですので、 

女性が体験している感情を、「その女性だけの特別なもの」として、 

丁寧に丁寧に聞いてあげて、受け止めてあげてください。 

 

『モテ会話マスタープログラム』および 

『ガールズマインドハッカー』を読了済みの方はお分かりかと思いますが、 

これらの教材で解説している内容が、この「特別感を与える聴き方」です。 

 

この聴き方を行うことで、女性側の自己肯定感がものすごく高まります。 

自分は特別な人間なのだと、自信が生まれます。 

前に進む力を、あなたが与えたことになるので、 

結果としてあなたに対する信頼感が爆発的に高まります。 

 

* 

 

大変なのは、辛いのは、自分だけじゃない 

なんてことは、理屈では分かりきっている。 

でも、せめて、あなたからは、そんな「わたし」を 

大切な、特別な、世界でたった 1つの「個」として扱ってほしい 

 

全くその通りのことを私が思っています(*‘∀‘) 

 

* 

 

女性にラベルを貼らない 

 

質問が来そうなので、先に答えておきます。 

これ、『ブーストコミュニケーション』第 5章のラベリングとは、全く違う話です。 

 

『ブーストコミュニケーション』で使われているラベリングとは、 

あなたという存在を彼女に分かりやすくラベリングで認識させ、 

かつ彼女との共通点でくくる、というラベリングです。 

 

逆に、本教材『美女を落とすための会話術』で言われているラベリングとは、 
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彼女とさらに深い仲になる時にラベリングという決めつけをするな、という話です。 

 

つまり、 

『ブーストコミュニケーション』で言われているのは 

「初対面時にラベリングで距離を縮めるのは有り」という話。 

 

『美女を落とすための会話術』で言われているのは、 

「より距離を詰めていくときにはラベリングではなく『個』を見る」という話です。 

 

初対面の時にいきなり個を見ると、 

グイグイ入ってくる感じがして拒否が出る場合があるので、 

初対面ではゆるーくラベリングして共通点として距離を縮めます。 

 

で、相手から信頼感も引き出して、安心されて、 

色々と話をされるようになったら深い話に切り込んでいきます。 

この時はラベリングをせず、「個」として話を聴いていきます。 

 

同じ「ラベリング」という単語ですが、 

『ブーストコミュニケーション』では有りで、 

『美女を落とすための会話術』では無しになっているのは、このためです。 

 

* 

 

『実践の場に出たら、全部忘れて、 

ただただ、目の前の女性の「心」を探求してください。 

で、ある程度実践を重ねたら、 

また、教材に戻って、新しく得た、自分の体験と照らし合わせながら、 

もう 1度、頭と心を整理整頓する』 

 

同感です。一見遠回りですが、これが一番近道です。 

 

人間の心は教科書通りにいきません。 

目の前のその人をただ見つめるしかないです。 

 

なので、知識は知識として持っておいて、 

その上で、わかっているからこそにじみ出てしまう雰囲気を漂わせながら、 

目の前の人の心の動きを見る…という感じです。 
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５ 自覚できない男たち 104 

▶教材 104 ページ 

 

『男性が全体の 4割以上話していたらあやしい』 

 

一つの目安になる数字です。 

特に、自分が好きな話題とか、 

うんちくとか語ってしまっていた場合、 

女性の話をさえぎって話していた可能性が高いので注意です。 

 

話すこと、特に相手が聞き入ってくれている時に語るのって、楽しいですよね。 

だから、その楽しい最中にさえぎられると、 

「あー…まだ話したりなかったのに…」 

と不満が残ります。 

女性が話している時は、最後まで言葉を語り尽くさせてあげてください。 

 

* 

 

あなたが気持ちよくなることではありません 

女性を気持ちよくさせること、それが目的です。 

 

会話でもセックスでもそうですが、 

男性が気持ちよくなることを目的としているものは、 

だいたい女性側は冷めています。 

 

自分はさておき、目の前の女性を気持ちよくさせる、 

という心構えが出来てる人は、だいたい上手です(*‘∀‘) 
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６ 何でもわかる『無能』な男 111 

▶教材 111ページ 

 

結論を急ぐ…これも話を遮るのと同じで、 

女性側は語り尽くしていない感が残るので、好印象にはなりません。 

 

結論をあなたが察してドヤるよりも、 

女性にしっかりと語り尽くさせることの方が、あなたに対する印象が良くなります。 

「この人は、私の話をしっかりと聴いてくれる」 

「この人は、私のことを軽く扱ったりしない」って。 

 

* 

 

女性は、「自分を分かって欲しい」と考える生き物です。 

 

うーん…私はちょっと違うので、サンプルとして参考ください。 

 

私の場合、わかってほしいというより、「受け入れてほしい」、です。 

 

私の考えが 100％わかる、ということは人間である以上無理だと思っているので、 

「私のような考えを持つ人間もいる」ということを認めてほしい、という感じです。 

 

「あなたはリンゴが好き、私はミカンが好き。お互いに好きなものがあってよかったね」 

のように、それぞれの思うところは違っても、 

お互いの存在と考えを受け入れたり、認めているのがいいなと思います。 

 

自分自身という存在を、柔らかくホワッと受け止めてもらいたい。 

私の考えや価値観を否定せずそのまま包むように受け入れてもらいたい。 

肯定してほしい。 

…というのが個人的な意見です。 

※あくまでも「私は」なので、全女性に共通するものではないと思っています。 

 

* 

 

『ただただ丁寧に、真剣に、聴くこと 

そうすると「この人は分かってくれる」と、感じるという現象が起きる』 
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分かってくれる、というよりも 

「この人は、私を否定しない人だ」 

「この人は、私に対して丁寧に接してくれる人だ」 

のように思います。 

 

結論を急いだり、話をさえぎったりせず、ただ私の話と意見に丁寧に接してくれる。 

逆に結論を急ぐと、話を早く終わらせたいのかな、と思います。 

 

* 

 

『何でも答えられるから優秀なのではありません』 

『何でも分かるから優秀なのではありません』 

『それでは、時に、不誠実です』 

 

確かに、何でもわかるわかる言っていると不誠実です。 

本当に分かってる！？ 

とりあえず言っとけばいいとか思ってない！？ みたいに。 

 

「今は分からないけれど、一生懸命に話を聴く」というその姿勢こそ、 

相手に対して誠実です。 
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７ 救世主願望 

▶教材 120 ページ 

 

『ちゃんと話を聞くことが出来ないのは、 

目の前の女性から認められたいと考えているから』 

 

たまにいます。 

これ、すごいと思われたいんだろうな…という言動をする方々。 

 

本人が本人を軽んじている人ほど、 

人間はそのように扱っていいと変な認識があって、 

相手も本人と同じように軽んじてくる気がします。 

 

* 

 

『目の前の女性を救いたいと思えば思うほど、相手を変えようとします』 

 

わかります。私もそうです。 

 

目の前の相手を救いたい、助けになりたいと思うほど、 

「今ここがだめだから、こうしたほうがいい」とか 

「そのままじゃだめだから、もっとこうしたほうがいい」 

…って、言ってました。 

 

現状から何か行動を起こさせて次のステージに進ませようとするのは、 

今の状態を否定することになります。 

 

時期が来れば、人間は勝手に次のステージに行くものです。 

なので、当事者以外の人間が出来ることは、 

当事者本人の動く力をサポートするくらいのものです。 

 

* 

 

女性はあなたの欠落感を埋めるための道具ではありません 

 

この一文、１０００００００００億回読んでほしいです。 
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第 2章 女性の心の奥深くへと切り込む方法 

▶教材 126 ページ 

 

『コミュニケーションとは、話すことでは無く、 

聴くことと受け入れること、です』 

 

あなたがどんなに面白い話をしても、たぶん心は動きません。 

あなたがどんなに立派な話をしても、やはり心は動きません。 

その場では、あなたに感銘を受けたようにふるまっていても、 

肝心の自分自身の心が何も変わっていないので、その他大勢として振り分けられます。 

 

この人は違う、と思わせるには、女性側の感情を動かすこと。 

他の男性が誰も触れてこなかった、彼女の心の部分に触れること。 

 

そのためには、彼女の心を丁寧に扱うことです。 

私はあなたの敵ではありません、あなたを一人の人間として尊重しています。 

という姿勢を貫くことで、彼女がだんだん心を開いてきます。 
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ステージ１：あなたとの会話に対して消極的、警戒的 

▶教材 132 ページ 

 

あなたは、目の前の女性に興味があるし、仲良くなりたいと思っている。 

しかし、女性の方はそうは思っていない。 

この現実。 

この『温度差』を。ちゃんと認識できていないと。 

 

100 いいね押したいです。 

 

女性の方から積極的に仲良くなりたいと思う出会いって、 

一目ぼれとか、あなたが油田持ってるとか、そういったレアな場合です。 

 

世の中の九割九分の男性に対しては、 

「できれば適度な距離を取りつつ、ほどほどの関係で過ごしたい」 

と思っています。 

 

理由は前にも書きましたが、 

「不特定多数の男性から好かれても、 

振ることを考えると面倒くさいから」です。 

 

会社や、学校でも同じです。 

ただ、顔を合わせる機会が多いので、 

嫌われてしまうと過ごしにくくなります。 

 

なので、 

「恋愛は本当に好きな人とするので、 

それ以外の男性とは、ほどほどの距離でほどほどに心地よく過ごしたい」 

という考えが基本としてあります。 
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１ 会話の切り口に適している話題とは 

▶教材 141 ページ 

 

この項目の解説だけでは物足りない、もっとよく知りたい。 

という方には、Saiさん著の会話教材『ブーストコミュニケーション』が詳細です。 

 

■ブーストコミュニケーションのレビュー記事 

https://girl-review.com/bcom/1099/ 

 

初対面時の全く相手の情報が無い状態から、会話を展開させ、 

共通点を見つけ、好感を得て、初回デートにつなぐまでの解説を行っている教材です。 

 

また、出水聡さん著『モテ会話マスタープログラム』の Step３でも 

「初対面の女性との会話」として同じ内容の解説を行っています。 

 

こちらは女性とのロープレ会話動画も付いているので、 

どのように話を展開させたらいいのか、 

実際に会話の中で使うにはどのようにすればいいのかが、 

実際の会話の流れで理解できます。 

 

■モテ会話マスタープログラムのレビュー記事 

https://girl-review.com/motekaiwa-4/2611/ 

 

  

https://girl-review.com/bcom/1099/
https://girl-review.com/motekaiwa-4/2611/
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２ これが意外と会話の盲点 

▶教材 163 ページ 

 

あなたがわからない話、について。 

女性の方がいろいろと知っていて、あなたに話を振るけどあなたは分からない… 

という場合、ものすごく好感度が下がるわけではないですが、 

「あ、この話題についてはあまり話さないほうがよさそうだな…」 

と、女性側でひっこめます。 

 

話しても女性側の満足度が上がらないし、 

あなたの知らない話をすることで場がそれほど盛り上がるわけではないからです。 

 

その話が、女性にとってそれほど重要な話でない場合なら良いのですが、 

これが女性の趣味とか、重要な思い出とかだった場合、 

あなたに受け皿が無いことで、 

「これを話したいのに話せない」 

と、女性側に話せないストレスが溜まります。 

 

もっと言えば、 

これを話して通じる＆受け入れてもらえる男性のところに行きます(;´Д｀) 
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３ モテるオタクとモテないオタク 

▶教材 175 ページ 

 

そもそも会話が苦手な男性というのは、 

１、世間知らず 

２、知識や体験が偏っている 

 

耳が痛いかもしれませんが、事実です。 

傾向として２である場合が多いです。 

 

177～178ページの相談は私自身も受けたことがあるものです。 

興味が自身の考えが枠から出ないので、 

相手の女性と会話が噛み合わない、という印象です。 

 

これに対する対処は 180ページのどちらかしかありません。 

１であれば、趣味コン。 

SNS で仲間を見つけたり、趣味コンの中で相手を見つけること。 

 

そうではなく、もっと広い範囲の女性と出会いたいとか、 

全く違うタイプの女性と出会いたいのであれば、２です。 

 

この場合、相手の女性と話が合う必要がありますので、 

あなた自身を変えていく必要があります。 

 

というか、今のあなたでモテてこなかったわけなので、 

モテるあなたにどのみち変えていかなくてはいけません。 

 

* 

 

１、「理想的ではない」彼女を作る 

 

まずは人と付き合ってみることです。 

相手の心はどのように動き、喜び、悲しんだりするのか 

それを良く知るには、まず付き合うのが一番です。 

 

人間の心がどのように動くのか、 

知っているのと知らないのとでは天と地ほどの差があります。 
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なので、経験が無いのならまず付き合ってみる。というのも一つの手です。 

 

ちょっと違いますが、 

私は相手のことを良く知るために「付き合う」という選択をしていました。 

この人良いな、もっとよく知りたいな、と思ったらまず付き合っていました。 

人間そのものに興味があったので、 

相手のいい面も悪い面も見ることが好きだったのです。 

 

試しに付き合ってみるなんて…女性として嫌じゃないですか？ 

と聞かれそうなので答えておきますが、 

「それは私が決めることでは無く、その相手の女性が決めること」 

「付き合っているうちにお互いの魅力が見えてきて、いいお付き合いになることもある」 

「逆にダメでも、そこから得るものがあればそれはお互いにとって経験」 

と思っています。 

 

* 

 

２、いま口説いている、女性の趣味に合わせる 

 

知識を身につけるのは女性の話を聞くため、について。 

 

目的が女性の話を聴いてモテるため、 

という事であれば、基本程度の知識で十分です。 

ここでひけらかしてしまうと逆効果です。 

 

そもそも女性は趣味レベルの知識を持っているわけなので、 

そこに入門書２冊ほどの知識でひけらかそうとしても、 

相手よりも自分が話したいという自己顕示欲と、 

無知をひけらかすだけなのでやらない方が良いです。 

 

「あるように見せる」ってことをしている時点で、 

自分に自信が無い男性がすることなんです。 

 

それをしなきゃ相手から尊敬してもらえない、とか。 

すごいと思われたいとか。 

それってあなたの都合ですよね？って話です。 

 

相手の女性の話を聴くこと。 
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聴くだけでなく、気持ちよく充分に話してもらうこと。 

インタビュアーとなるために、 

トーク番組のホストとなるために、知識を身につけるのです。 

 

* 

 

３、確率論 

 

旅行 スポーツ(ニュース含) 飲食 ディズニー 健康美容 

OK です。どれかに引っかかります。 

 

『モテ会話マスタープログラム』ではこれについて計 8項目上げてますので、 

気になる方は STEP３部分を読み直してみてください。 

 

確率、なので深い話はここではできなくてもいいです。 

むしろ浅い話で、共通点を認識させて、 

わちゃわちゃしながら相手の緊張感をほぐしていくことが目的なので、 

基本的な知識だけあれば充分です。 
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４ 輪の中心でみんなを笑わせている人気者 209 

▶教材 209 ページ 

 

面白さについて。 

コントみたいな笑いは求めていません。 

緊張感をほぐすのには効きますが、恋愛にコントはいらないのです。 

 

■参考記事：「面白い男はモテる」じゃなくて 

「女性の安心しきった笑顔を引き出せた男はモテる」 

https://girl-review.com/omosirosa/9810/ 

 

ステージ２になったら、恋愛的に切り込んでいく会話が必要となります。 

これは合コンのようなガヤガヤした、第 3者が入り込んでくる会話ではなく、 

1 対 1で二人だけの話が出来る会話において実践します。 

 

恋愛的な会話、つまり心に深く入り込んでいく会話は、 

誰にも邪魔されない 2人きりの空間が必要となります。 

 

* 

 

その場のリーダーが面白いっぽいことを言っているから 

その空気が楽しくて笑う 

 

あるあるです。 

 

* 

 

大きな声で 

笑顔で 

楽しそうに 

の３つの前提をクリアした状態 

 

『モテ会話マスタープログラム』にこの笑いについて書かれています。 

ステージ１のときは、この笑いで充分です。 

 

* 

 

https://girl-review.com/omosirosa/9810/
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女性をマインドコントロール一歩手前に持っていくという目的に限定して言えば、 

ユーモア系のトークは、ほとんど不必要です。 

このスキルは、いくらでも、代替可能です。 

 

ステージ２の状態では、ユーモア系のトークは無くてもいいです。 

有ってもいいですし、無くてもいいです。 

あなたがユーモアを言えるタイプなら言えばいいし、 

そうでないなら言わなくていいです。 

そのくらいどっちでもいいです。 

 

ステージ２で必要となるのは、恋愛的に切り込む会話術なので、 

たまに笑顔、が出せるなら、それだけで十分です。 
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５ フィーリングをマスターする 231 

▶教材 231 ページ 

 

感性を一致させること、について。 

同感です。 

 

同じところで喜んだり、同じところで悲しんだり、 

そういうことが出来る人と、付き合えることは幸せです。 

 

なので、「感性が合う人」に出会うと 

もっと話したいなとか、もっと一緒にいたいなとか、自然と思います。 

 

これ、無理に合わせようとすると、バレます。 

 

なので、たとえば例にあったように、 

相手の女性が「目玉焼きは醤油派」で、自分は「ソース」、なら 

「味が付いている方が好きなんだよね」のポイントで一致させます。 

何もかけない人もいるので。 

 

相手の女性が「朝の匂いが好き」で、 

自分が「夜の匂いが好き」なら 

「やっぱり 1日のうちに匂いって変わるよね」 

「匂い感じない人もいるみたいだけど、あるよねー」で一致させます。 

 

パッと見、意見が違うようでも、 

よくよく話を聴いてみるとどこかで一致していたりします。 

 

なので、何度も書きますが「話をよく聴くこと」が大切です。 

最初にしっかりと深い関係になっておけば、 

その後は差が面白くなるので、多少ズレても平気です。 
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６ どこを拾うのが正解か 276 

▶教材 276 ページ 

 

拾い方については、相沢さんが推奨する考え方で合っています。 

 

「この女性は、自分の人生の中で、 

何に対して、時間とお金と労力を使っているんだろう」 

 

「この女性の頭を占めているものは、何だろうか？」 

 

「この女性にとって優先順位が高いものって、何だろうか？」 

 

「この女性の 24時間は、何で彩られているのだろうか？」 

 

このくらい丁寧に女性を見たほうが、拾いやすいです。 

 

だいたい、初対面の段階とか、 

話初めの段階でいきなり自己開示する女性は稀です。 

話されなくて普通、くらいに思っておいてください。 

 

なんとなく雑談を続けているうちに、 

ふっと女性がキーワードを言う瞬間が来ますので、 

それを拾い上げられるように注意力を高めておくことです。 

 

この注意力は先天的に身に付いている人もいますが、 

そうでなければ場数と経験と検証の繰り返しで身に付きます。 

日々練習、です。 
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補足、自己開示について 294 

▶教材 294 ページ 

 

自分の感情を表現することについて。 

これ、今何を考えているのか口に出してもらうと安心します。 

 

女性にとっては、男性が何もせずに黙っていることって、ちょっと緊張します。 

 

「自分よりも一回り大きくて、腕っぷしの強い人間が、無言で何かを考えている様子」 

って想像するとちょっと緊張しませんか？ 

 

 

※こういう方々が隣にいて終始無言、だと緊張しません？ 

※※あなたにこんなに筋肉がないことは分かっています。 

ただ、「女性よりは強い」のは、男性である以上事実です。 

 

なので、 

「暑いね」「寒いね」のように、 

自分が何を考えて感じているのか、口に出してください。 

当然ですが、相手の女性に関してどう思うか、まではいわなくていいです。 

自分が、今のこの空間で、何を感じているのか、です。 

 

* 

 

女性からくる「薄い質問」について。 

これ別に本気で知りたがっているわけではありません。 

ステージ１の段階においてのこの質問は、単なる雑談です。 

 

もう少し細かく言うと、 
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「今目の前にいる良く知らない男性はどんな人なのかを、 

ぼんやりと知って安心しておきたい」 

です。 

 

詳しくは知らなくていいんです。 

今後この関係が続くかもよくわからないので。 

 

また、仕事に関する質問について。 

相沢さんの回答例のように 

「電器屋さんで来たお客さんに、最新型のテレビを売ってるよ、8Kとか」 

のほうが仕事に対するイメージがわきやすいので、 

具体的に答えたほうが良いです。 

 

役職とかはいらないので、仕事内容を 

「小学生でもわかるように」わかりやすく説明してください。 

丁寧に話すことで、雑な感じがせず、優しい印象になります。 

 

目の前の女性を安心させることが目的なので、 

言えないところがあれば、多少のフェイクは入れてもいいです。 

 

この場合は、親しくなった後で「仕事内容変わったんだー」と言えばよいです。 

なので、フェイクの入れすぎは後々きつくなります(;・∀・) 

 

* 

 

欠点についての対応はこの通りで OKです。 

訊かれたら答える。 

女性が言ったら賛同する。 

良い意味でのギャップとして使う…などです。 
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ステージ２あなたとの会話に対して意欲的。オープンマインド 314 

▶教材 314 ページ 

 

深い話について。 

「ごくごく親しい、一部の限られた人にしかしない話」 

との認識で合っています。 

 

ここで出された４つのテーマに関しては 

私も夫くらいとしか話しません(^^; 

 

やはり重すぎるのと、非常にプライベートな内容なので、 

「この話題を受け入れられると確信できている相手」のみに話します。 

 

なので、これら４つのテーマについて、 

相手の女性と深い話が出来たら距離はだいぶ縮まっていると判断してよいです。 
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１ 「記録」の世界から抜け出す 

▶教材 320 ページ 

 

距離が縮まっていない相手からいろいろ詮索されるのは嫌です。 

相沢さんも書いていますが、 

「なぜ『あなたに』その話をしなきゃいけないのか」ということです。 

 

良く知らない相手が、自分について良く知っているのは、 

あまり良い気分ではありません。 

 

逆に、ステージ２になったなら質問してください。 

質問しないと「この人、私に興味ないのかな…」と、諦められます。 

 

質問も、「記録」よりも「記憶」で進めたほうが上手くいきます。 

 

私自身、複数の某コンクールで上位入賞、優勝もしたことがあるのですが、 

その「結果」について質問をされる時、話していて盛り上がるのは「記憶」の方です。 

 

「記録」って数字です。 

1 位を取ったとしても、別の年にも１位はいるし、別の国にも１位はいます。 

 

でもそれにまつわる「記憶」は私だけのストーリーです。 

私だけの経験があるので、話していて気持ちいいなと思います。 

 

その「記憶」には女性の考え方や価値観、 

感じ方の全てが入っているので、訊いて損はないし、 

むしろほとんどの男性は「記録」というインパクトの方に気を持っていかれるので、 

「記憶」について聞いてくる人はほとんどいません。 

なので、訊くだけでも好感度が上がります。 
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２ 冷たいやさしさ 

▶教材 332 ページ 

 

女性が『愚痴』や『悪口』を言ってきたときには、 

それは、甘えている証拠なのだから、 

ちゃんと、甘えさせてあげないとダメだってことです。 

 

惚れてしまいます。 

 

いや私自身あんまり愚痴とか悪口とか言ってると 

自分が潰れてくるんで言わないんですけど、 

もし自分が愚痴や悪口を言った時に、 

否定や説教をせずにしっかりと甘えさせてくれる男性がいたら、 

たぶん一生ものの付き合いをしたくなります。 

※私の場合、それが夫でした。女性が人生の決断をするレベルで惚れます( *´艸｀) 

 

* 

 

愚痴や悪口の聴き方についても同感です。 

絶対に聞き流してください。 

自分の中で止めると、自分が潰れます。 

 

流すこと。 

避雷針みたいに通り抜けさせること。 

感情を持っていかれないようにすることです。 

 

ただ一部、あくまでも人ごと、の姿勢でいると 

その姿勢にイラッとしてくるタイプもいます(^^; 

そういった方々についても感情移入しすぎず、流すこと。 

自分と相手との間に境界線を引いてください。 

 

自分の感情と、彼女の感情を分けて、 

ダークサイドに持っていかれないようにしてください。 

健康な人間であれば、吐きだし尽くしたらあとはケロっと元気になります。 
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３ 便利な鉄板ネタ 340 

▶教材 340 ページ 

 

鉄板ですね。 

女子会とかでも鉄板ネタです。 

 

ただ、あなたとの距離がある程度近づいていないと、 

話しづらいので、充分に信頼感構築をしておいてください。 

 

あと、過去の話から口説き方を探すとき、 

出来れば前出の「記録」ではなく「記憶」の方を丁寧に聞いてあげてください。 

その方が細かく話しやすいので、情報の量が違います。 
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４ 二極化する鉄板ネタ 368 

▶教材 368 ページ 

 

誘導尋問、…これは嫌です。 

更に殻に閉じこもります。 

 

「お母さんとうまくいっているの？」 

と、いきなり聞くのは NGですが、 

たとえばそれまでお互いのお母さんの話題で、 

子供の頃はかなりケンカした…とか、 

充分に助走が付いているなら、まあまあアリです。 

 

あと、鉄板ネタはいずれも本人のプライベートと深く結びついていますので、 

信頼感が充分に構築できていなければ拒否します。 

充分に機が熟してから訊いたほうが無難です。 

 

ゴールが付き合うだとしたら、 

７とか８合目あたりでチラッと言うことがあるかもです。 

 

でもそこで食いつきすぎてもだめで、 

(※ええこの人なんでそこに興味があるの？？ みたいに引きます) 

ほどほどの距離を取りつつ、聞き役に徹してください。 

 

相手がチラッと話して来たらこっちもチラッと返す。 

口をつぐんだらそれ以上突っ込まない。また機を待つこと。 

で、またチラッと話して来たらチラッと聞く。 

そのくらいの牛歩でもちょうどいいくらいです。 
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５ これが上手い質問です 

▶教材 374 ページ 

 

自由連想法の会話、 

これ「訊く(＝質問する)」のではなく、 

「聴く(＝耳を傾ける)」に意識を置いたほうが上手くいきます。 

 

質問を投げかけるのではなく、傾聴する。 

傾聴によって、女性側が話しやすくなるので、情報量が増えます。 

 

質問に意識を置いてしまうと、尋問のようになってしまうので、 

どちらかと言えば「聴く」方に意識を置いてやってみてください。 

しっかり聴くことで、的確な質問も浮かびやすくなります。 
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補足、強すぎるストレスやトラウマについて 

▶教材 389 ページ 

 

綱渡りと一緒、との意見に同感です。 

これってその時の雰囲気とか、 

女性がどれだけ消化できてるかとか、 

それまでの話の流れとか、 

様々なものに影響されやすいので、「これ」という正解は無いのです。 

なので、その場の状況に応じてバランスをとる、綱渡りのような感覚が必要になります。 

 

* 

 

「何でもかんでも、話せば楽になるとは限らない」 

 

同感です。 

私も話して楽になる場合とそうでない場合があります。 

 

話して、言葉につられて気分まで落ちてきてしまう場合と、 

話して、共感してもらってスッキリする場合です。 

 

なので、話すのを決めるのはあなたではなく、 

女性に判断をさせてもらえるとありがたいです。 

 

* 

 

「自分のことをカウンセラーか何かだと過信しない」 

 

過信したとたん、ちょっとずれ始めます。 

上から目線になったり、 

他人事のようになったり、 

上っ面だけの共感になったり。 

 

されたいのはカウンセラーの真似事ではなく、 

下手なら下手なりに一生懸命話を聴いてもらうこと、なので、 

カウンセラーになろうとかは思わなくていいです。 
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補足、重たい自己開示 395 

▶教材 395 ページ 

 

ステージ２では、恋愛的に切り込んでいく必要があります。 

やり方は『ガールズマインドハッカー』で説明しているので省略しますが、 

ここでの自己開示はあまり意味を成しません。 

 

特に、あなたのマイナスの感情がテーマとなる場合は逆効果です。 

女性を口説き落とさなくてはいけないのに、 

あなたの悩み相談の時間になってしまっているので、 

女性が恋愛モードからスッと冷めます。 

 

他人から必要とされたい場合の女性には打ち明けちゃったほうが早いとのことですが、 

個人的にはしっかり甘えさせてあげてほしいかな、と思います。 

 

一見、他人から必要とされたいタイプの女性でも、 

みんながみんな頼ってくるので、自分が誰にも甘えられない… 

というパターンもあるからです。 

 

このあたりは個々で異なるので、 

相手の女性をよく観察しながら使い分けをします。 
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６ 会話はこうやって掘り下げる 

▶教材 400 ページ 

 

掘り下げる会話、について。 

 

何か一つの質問で急に会話が深くなるわけではなく、 

徐々に、段階的に深くしていく感じです。 

 

で、その時の尋問のように質問をただ重ねるだけじゃなくて、共感。 

共感しながら聴いてください。 

 

アドバイスは求められない限りせず、 

女性が何を思っているのか、何を感じているのか、 

「記録」ではなく「記録」を聴いてください。 

とにかく「彼女の感情」を聴くことです。 

 

* 

 

女性が自分の話をするときに、 

一番話したいことって、事実ではなくて、気持ちなんですよ。 

 

これ、私もそうです。 

 

「●●という出来事があった」 

という話を聴いてほしいんじゃなくて 

「●●という出来事があったとき、自分はこう思った」 

という話を聴いてほしいです。 

 

なので、気持ちを丁寧に聴いてくれる人がいたら、 

「この人は私の気持ちを大切にしてくれる」 

って好感度が上がります。 

※ただこれ「自分の話」ってだけなんで、 

「今日街で芸能人に会ったよ！」のような「本人が主役ではない話」の時は、 

出来事メインで訊いても OKです。 

 

女性側の積極的なもっと話したい、って気持ちの見分け方は 

「あなたの話をさえぎって、急に話し出したとき」 
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で合っています。 

 

このチャンスが来たら、より丁寧に 

「事実よりもバックグラウンドを」聞いてあげてください。 
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第 3 章 言葉ではない会話術 

▶教材 414 ページ 

 

ノンバーバルについて。 

 

以下、文章での解説が続くので、もし視覚的に見たいという方がいましたら 

出水聡さんの『モテ会話マスタープログラム』が良いです。 

女性との会話をロープレ形式で動画を用いて学ぶことが出来るので、 

タイミングとか、雰囲気とかも分かりやすいです。 

 

■モテ会話マスタープログラムのレビュー記事 

https://girl-review.com/motekaiwa-4/2611/ 

 

 

 

  

https://girl-review.com/motekaiwa-4/2611/
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１ レベル別で３段階 

▶教材 416 ページ 

 

あいづちについて 

 

自然に出てくるままに任せてください、と書かれていますが、 

その「自然」が女性から見ると変だったりする場合もあるので、 

動画会話解説教材『モテ会話マスタープログラム』で 

タイミングとリアクションを確認してください。 

 

また「同じ単語を使う」という方法も良いです。 

「ちゃんと私の話を聞いていてくれるんだな」という印象なので、 

相槌が苦手…という方は相手の言ったキーワードを繰り返して使ってみると良いです。 
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２ ５パターンの沈黙をマスターする 

▶教材 448 ページ 

 

沈黙について 

 

ゼロで始まり、100で終わるのは好印象です。 

ただ、相沢さんのように、 

待ち合わせ場所からお店まで一切喋らないのはやりすぎかと(^^; 

 

お店でのトークで女性を楽しませることに自信があるならいいですけど、 

そうでないなら相手の女性の警戒心を高めてしまいます。 

無駄に緊張させるのもあまり良くないので、ほどほどに雑談してください。 

 

* 

 

あと、真剣な会話での沈黙は全く気にしなくていいです。 

早くしゃべらなきゃとか、そんなこと全く考えなくていいです。 

相沢さんも書いているように、ここでの沈黙は 

「しっかり話を聴いていますよ」 

という感じで受け入れられるので、最低限の相槌、リアクションで OKです。 

 

* 

 

私個人の話ですが、信頼関係が出来てからは、「沈黙＝日常」で、 

「しゃべる＝なんか面白い事」です。 

なので、仲良くなればなるほど、しゃべらなくなります(私は)。 

こういう女もいる、ということで…サンプルとして参考ください。 
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３ 即効性抜群のテクニック 

▶教材 471ページ 

 

仲がいい人は正面よりも隣。について。 

 

隣って、物理的に距離が近いんですよね。 

間に何もないし、寄りかかったりできるし。 

 

ただ、まあいきなり横並びだと人によっては引くので、 

2 軒目とか 3軒目とか、充分に信頼関係を構築してからの方が効果があります。 

 

あとお店を 2時間で変えるのも良いなと思いました。 

ずっと同じ席で体も動かせずじーっとしていると疲れるので、 

適度に動いたり、雰囲気変えたりすると、身体も気分もほぐれるので、オススメです。 

 

時間は 2時間、って決めなくてもいいので、 

なんか中だるみしてきたな…と思ったら店を変える、くらいでいいです。 
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第 4 章実践で役に立つマインドセットのお話 

▶教材 488ページ 

 

そろそろ終盤です。 

憶えておくとスムーズに進めますので、 

これら２つは頭の片隅に置いておいてください。 
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１『脳みそ』の疲労を感じたことありますか？ 

▶教材 489 ページ 

 

女性は自分の話を自由に話している時が一番気持ちいい…って、 

これ男性も同じですよね？ 

 

男性とか女性だとか関係なく、 

自分の好きな話を熱く語る時間や、心の内面をほぐすように語る時間は、 

「相手から自分の存在を肯定してほしい」という心理があり、 

人間である以上、同じだと思います。 

 

また、無口な女性もいるにはいますが、 

彼女たちは気心知れた仲間内では、きちんと自分の考えや気持ちを口にします。 

 

無口な女性は単に周りに対する警戒心の高さから無口なだけで、 

自分の話を聴いてもらうことが苦手、というケースはあまり無い気がします。 

※あくまでも私の周りの女性たちを見て…という話です。 
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２ 女性を手のひらの上で転がす、ということ 

▶教材 497 ページ 

 

良く知らない相手と初回デートに出た場合、 

私は「その場の雰囲気が悪くならないよう、笑顔で『接客』します」。 

これはマナーとして、です。 

 

ここで不貞腐れたり、変な印象を与えてしまったりすると、 

後々なにか悪いことにつながるかもしれない。 

良い印象さえ与えておけば、いきなり危害を加えられることはまず無い。 

と思うからです。 

 

で、こちらはマナーとして楽しもうとしているのですが、 

 

・それを分かっているうえで、こちらを楽しませようとしてくれる男性 

・それを分かっているにも関わらず、私の態度に甘えて横柄に振舞う男性 

・それがわからないにも関わらず、楽しませてくれる男性 

・それがわからないで、横柄に振舞う男性 

 

などなど、様々なタイプの男性がいます。 

 

この場合、好印象なのは 

わかっているとかいないとかは関係なく、女性側を楽しませてくれる男性、です。 

 

楽しませる、といっても教材を読んだあなたならわかるかと思いますが、 

面白いことを言うわけではなく、 

私の存在を丁寧に扱って、話を聴いたり、言葉を投げかけてくれる人です。 

 

これ、話を聴いてもらっている方は心地よいのですが、 

やる方は疲れるんですよね…(;´Д｀) 

 

もし、あなたがこの会話をしても全く疲れない、むしろ楽しい、 

と言えるような相手に巡り合えた場合、 

その相手とは相性がかなり良いと思うので、 

恋愛関係に限らず、長いお付き合いをしたほうが人生は楽しいと思います。 
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第５章 おわりに～いちどもモテたことが無い美女のお話 

▶教材 524 ページ 

 

いまのもっと頭が軽い、パーな乗りの若い女の子。 

 

これ、渋谷に努めてた頃の私かなと思いましたので、 

当時のことを思い出しつつ、書いてみます。 

 

相手の女性のことが頭が軽くて、パーに見えるのであれば、 

あなたは相手の表面しか見られていない証拠です。 

少なくとも、あなたの前ではそう見せているだけなので。 

 

20 代前半、渋谷勤務だったころ。 

自分でも、あまり真面目そうなのはウケが悪いとわかっていました。 

ウケが悪いと、仕事に響きます。 

 

軽く、笑顔で、明るく。 

こうすることが世渡りするのに都合が良くて、 

周りもチヤホヤしてくれるので、 

生きやすいし仕事もしやすかったかったです。 

 

年齢相応の軽い格好をして、ナンパされながら、 

バカにされながら、痴漢もされながら、かわしてました。 

自分の気持ちを消すことが、大人の女性としてのマナーであると思っていました。 

 

軽く見える女性の中にもいろいろな考えがあるので、 

表面的に軽く見えるからと軽い話をしてそのまま進めてしまうと、 

いずれ関係が止まります。 

 

どんな女性も、掘り下げれば様々な感情や考えが出てきて、 

ひとつとして同じものはないということ。 

それをすべて聴くことが、女性の心を丸裸にすることです。 

 

* 

 

あと、「女性の話を聞けば落とせる」んじゃなくて、 

「信頼感構築して安心感を抱いてもらって、相手の心をほぐして 
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その女性の心の奥にある話したい＆肯定してもらいたいことを 

ゆっくりと段階的に聞きだして「記憶」を認めてあげて 

どんどん深い話を引き出して、感情を共有していくことで、相手の女性は、 

『あなたになら何を話しても受け入れてもらえる気がする』 

という気持ちから 

『話していると心地よい』『この人とずっと一緒にいたい』 

という気持ちに変化した結果、恋愛的にあなたに引き込まれていく」 

です。 

聴くだけではだめです。 

 

* 

 

世の中のほとんどの男性は、その女性の一面だけ見て、 

残りの９割を、自分の頭の中で都合よく、勝手に作り上げて、 

偽物の、その女性の『像』を、本物の、その女性に押し付けて、 

「好きだ」って言う。 

 

本っっっっっっ当にそうです… 

 

女性から見て、よく知らない相手から「好きだ」って言われるのは、 

まず間違いなくこのパターンですし、 

メール相談を受けている中でもこのパターンに出会います。 

 

相手の一面しか知らない場合、「その部分が好き」ならわかるのですが、 

相手の一面しか知らないのに、 

その他のパーツを自作して、 

「全部好き」って言っているのが怖いんです。 

妄想の中で恋してない？ って。 

 

だから、口説くときはちゃんとその女性の内面を見つめること。 

都合のいい面だけ見ないこと。 

 

そもそも丁寧に話を聞いてくれる男性ってそれだけで希少なので、 

本書の「話を聴く方法」をきちんと実践することをオススメします。 
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※補足：本書は「マインドコントロール一歩手前」がゴールになっています。 

そのため、告白はどうするのか？ という話になりますが、 

これに関しては相沢さんの他教材『90日で告白を成功させる方法』で解説されています。 

 

■90日で告白を成功させる方法 特典付きレビュー 

https://girl-review.com/90kokuhaku/9321/ 

 

本書『美女を落とすための会話術』で信頼感構築をした後、 

恋愛に切り込みたい場合にお使いください。 

https://girl-review.com/90kokuhaku/9321/

