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結婚につながる恋愛 
 

～男女関係のキホンのキ。～ 
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～はじめに～ 

 

こんにちは。心理カウンセラーのこのはなさくやです。 

英国人のパートナーとともに、東京とメルボルンをベースに、カウンセリング、セラピー、

ヒーリング活動を展開しています。 

 

 

個人の成長、人間関係、教育、健康、キャリア、経済問題等、さまざまな分野をオー

ルラウンドに扱いますが、 

男女関係・パートナーシップの癒やしをもっとも得意とし、かつ情熱を傾けて取り組ん

でいます。 

 

 

これまでに個人セッション、ワークショップ、セミナー、トレーニングを通じて、のべ

10,000人を超えるクライアントや受講生と関わってきました。 

 

そして、物理的・時間的・地理的な限界を超えて、さらに多くの人々と関わって行くた

めに、メールマガジンやブログ、そして、mixi、twitter等の各種ソーシャルメディアを通

じて、深い信頼と絆に基づいた長続きする愛情関係、幸せなパートナーシップを築く

ためのメッセージを日々発信中です。 

 

 

●メールマガジン「True Love～真実の愛～」

http://archive.mag2.com/M0082886/index.html  

 

●ブログ http://solar-lunar.livedoor.biz/ 

 

●mixi http://mixi.jp/show_profile.pl?id=46983 

 

●twitter http://twitter.com/truelove_sakuya 

 

  

http://archive.mag2.com/M0082886/index.html
http://solar-lunar.livedoor.biz/
http://mixi.jp/show_profile.pl?id=46983
http://twitter.com/truelove_sakuya
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【このテキストの目的】 

「友達にはなってもつきあおうと言ってもらえない。」 

「つきあう人には事欠かないんだけど、長続きしない。」 

「いったんつきあうと長いけれど、だらだらとした腐れ縁状態で、結局結

婚にまでおつきあいが進展しないまま、最後には結局振られてしまう。」 

 

そんな不毛な恋愛を繰り返しているあなたに、 

結婚につながる恋愛をするための基本的考え方、 

特に恋愛初期の真剣なおつきあいに発展するかどうかの微妙な時期の

注意事項をお伝えすること。 

これが、このテキストの目的です。 

 

若干耳に痛いことも、率直に書いております。 

どうぞ心して読んでください。 

あなたは、本来、愛される価値のある存在なのです。 

 

このはなさくや 
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【前編】 

 

やることリスト 

 

(To Do List) 
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１．まず、「わたしは結婚する！」と決めましょう（コミットメント） 

 

結婚につながる恋愛をするために最も大事なこと。 

 

「基本のキ」に聞こえるかもしれませんが、 

 

 

まずは、 

 

「わたしは結婚する！」 
 

と決断しましょう！ 

 

なかなか恋人ができない、恋人はいるんだけれど、結婚にまで進展しない人。 

 

実は、本人自身が、結婚すると決めていないのです、 

 

 

「えええ？そんなんことないです～。」と半べそかくかもしれませんが、 

自分をごまかしてはいけませんよ。 

 

どこか 100％決めていない。逃げがある。 

相手や環境にめぐまれないからということにしてはいるけれど、実は本人が本

気ではないんです。 

結婚するということに対して。 

 

まずは、「結婚する！」と決めましょう！ 

コミットメントをすることです。 

これだけは、絶対に、絶対に、絶対にはずさないでください！ 
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2．なぜ結婚したいのか、自分の動機をチェックしましょう 

～結婚・パートナーシップに関するセルフチェック 13項目～ 

 

わたしのところでは、結婚に関する個人セッションにいらっしゃる方には、全員に、 

下記のセルフチェック表をお渡しして、まずはご自身を内観していただきます。 

 

通常は非公開ですが、このテキスト上では特別に公開いたします。 

 

① あなたはなぜ結婚したいのですか？ 

② あなたに今パートナーがいないのは全て自分の責任として受け止められますか？ 

③ あなたがパートナーを求める動機は「愛」ですか？「飢え」ですか？ 

④ パートナーを持たないいることの隠れたメリットへの依存に気づいていますか？ 

⑤ パートナーを熱烈に求めることでなにかから逃げようとしていませんか？ 

⑥ 「せめて人並みに」という発想からパートナーをもとめていませんか？ 

⑦ あなたがパートナーを求める表の動機・裏の動機に気づいていますか？ 

⑧ あなたが理想だと思う、その理想は、本当にあなたの理想ですか？ 

⑨ お父さんやお母さんの人生をかわりに生きようとしていませんか？ 

⑩ あなたが求める理想のパートナーの資質の陰の部分に気づいていますか？ 

⑪ その資質が持つ陰の部分も含めて、全面的に引き受ける覚悟はありますか？ 

⑫ あなたが引き寄せたいと願うそのパートナー像は、あなたの魂の目的と 

合致していますか？ 

⑬ あなたがパートナーシップを通じて世界に何を分かち合っていくのか、 

十分に明確ですか？ 

 

この内観が不十分だと建て前とホンネのズレに気づくことができません。 

建て前とホンネのズレを修正し、一致させていくことが、現実化のカギです。 
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3.あなたの「存在理由」を知る 

 

2009年の世界人口は 68億人と言われていますが、その 68億人ひとりひとりの指紋

が全員違うように、わたしたち一人一人、それぞれがユニークな存在理由を持ってい

ます。 

 

存在理由とは、あなたがなぜこの世に生まれてきたのか？人生の目的、使命、魂の

ブループリントのことを指します。 

 

『自分何のために生まれてきたのか？ 

自分はいったい何をするためにこの世に生まれてきたのか？ 

わたしの使命は何か？』 

 

ここをしっかりと押さえておくことは、実は男女関係のみならず、交友関係・仕事・勉

強・趣味・冨・健康など、あらゆる分野で勝利を収めていくために必要なことなので

す。 

 

「わたしにはいったいどんな男性が合っているのでしょうか？」 

占い感覚でこの手の質問をしてくる女性が非常に多いのですが、どんなに条件のい

い男性であったとしても、この「存在理由」がぼやけているとどんな人があっているか

はわかりませんよ。 

 

逆にここが明確になっている人ほど、他人や世間の価値観ではなしに、本当に自分

に合った人を引き寄せることができますから、カップルになってからしばらくすると誰も

が遭遇する、いわゆる「ラブラブの時期」（ハネムーン期またはロマンス期）が終わっ

た後にやってくる、お互いのアラが見えて不満が出てくる「権力闘争期」や、その後の

死んだような時期である「デッドゾーン期」（冷戦期、倦怠期ともいう）に問題が起きた

時に、問題の存在を、二人で取り組むあらたな課題としてとらえ、互いの成長の糧に

し、その結果絆を深めるための糧にこそすれ、別離の理由にしなくて済むようになる

のです。 

 

いいかえれば、存在理由を明確にしておくことで、パートナーとの関係性においても、

目的がはっきりしているために、問題や誤解がおきるたびにいちいちビクつく必要が

なくなる、ということです。  
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さて、あなたの存在理由を知る方法についてですが、具体的に書き始めると終わらな

くなってしまって、このテキストの目的から逸脱してしまいますので、ここでは割愛しま

す。 

推薦図書をいくつか書いておきますので、参考にしていただければ幸いです。 

 

 

●「ソース―あなたの人生の源はワクワクすることにある。」マイク・マクナマス著 
http://amzn.to/cEXk8i 

 

●「人生の答えはいつも私の中にある」アラン・コーエン著 

http://amzn.to/a6GUAM 

 

●「アルケミスト」パウロ・コエーリョ著 

http://amzn.to/bKmEga 

 

●「さとりをひらくと人生はシンプルで楽になる」エックハルト・トール著 
http://amzn.to/byKRMH 

 

●「自分から自由になれるゼロ思考」佐田弘幸著 

http://amzn.to/92fOBL 

 

●「「魂の目的」ソウルナビゲーション―あなたは何をするために生まれてきたのか」 

ダン・ミルマン著 

http://amzn.to/dd4p9H 

 

●「エニアグラム―あなたを知る 9つのタイプ 基礎編」 

ドン・リチャード・リソ＆ラス・ハドソン著 

http://amzn.to/9UViBq 

 

  

http://amzn.to/cEXk8i
http://amzn.to/a6GUAM
http://amzn.to/bKmEga
http://amzn.to/byKRMH
http://amzn.to/92fOBL
http://amzn.to/dd4p9H
http://amzn.to/9UViBq
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【後編】 

 

やってはいけないことリスト 

 

(Not To Do List) 
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１．知りあって間もないうちから過去の身の上話をしないこと 

 

恋愛ベタの女性がよくやりがちなことワースト３のひとつ。 

 

出会って間もないうちに自分の過去をあらいざらい相手の男性にぶちまけてしまうこ

とです。 

 

最初ないし二回目くらいのデートで相手の関心を引こうと一生懸命過去の苦労話を無

意識のうちにでもアピールしてしまってはいませんか？ 

あるいは、悩みを洗いざらいぶちまけることで親しくなろうとはしていませんか？ 

 

悩みを打ち明けることや過去の苦しかったことを分かち合う、これを「傷でつながる」と

いいますが、たしかに、女性同士のつきあいでは、この傷でつながる同悲同苦的なつ

ながりかたは有効であることは多いです。 

 

「ああ、わたしたちって同じね。」といった具合で、共通の言語でわかりあえているよう

な感覚を覚えるのです。 

 

そしてこのやり方で男性ともつながろうとしてしまうのです。 

 

女性の多くが持っている誤解の一つとして、 

「自分の感情や、悩みや、苦労した体験を打ち明ければ打ち明けるだけ、相手の男性

と深いところで理解しあえてつながれて愛される。」というものがあります。 

 

ですが、このやり方は実際のところ男性にはあまり有効ではありません。有効ではな

いどころか、逆効果に働いてしまうことすらあるのです。 

 

たしかに優しいタイプの男性の中には、苦労話に一生懸命に耳を傾けてくれる聞き上

手な男性もいるにはいます。 

 

そして、その女性が切々と訴える苦労話に、その場では耳は傾けてはくれはするかも

しれませんが、残念ながら女性としての魅力を感じることはないのです。また、場合に

よってはその女性自身は明るく笑い飛ばして話しているつもりかもしれませんが、そ

の場合でも、かえって自虐的に感じられてしまうか、あるいは「こんなに頑張っている



13 

 

わたしを見て！」という要求が案に感じられてしまって、その女性が安っぽく見えてし

まのです。 

 

このように何かを打ち明けて男性の関心を引こう引こうとするクセを持っている人の場

合、相手の男性が自分の理想の男性であればあるほど、最初っから全開モードで人

情味をあけっぴろげにして頑張ってしまいます。 

 

その結果どうなるかというと、その男性は、彼女を友達としては見てくれても、女性とし

ては見てくれないということが起きてしまいます。 

 

出会い活動をくりかえして数はこなしているのになかなか一対一でつきあうパートナ

ーができないという女性の多くは、実はしょっぱなからこれをやってしまっているケー

スが実の多いのです。 

 

近づこう近づこうとして頑張れば頑張るほど相手の男性を追いやってしまう、というこ

とですね。 

 

ですが、近づく、ということ、親密感というものの本質は、本当はそんなものではない

のです。 

 

初対面でいつも無意識のうちに用意している話があるのであれば、それはあなたが

その話をしないと男性から好かれないと思いこんでしまっているからです。それは幼

尐期に両親とのかかわりでつらい思いをしたことかもしれませんし、過去のつらかっ

た失恋のことかもしれません。あるいは職場でどんな重い責任を担っているのかを話

さないと落ち着かないという人もいます。 

 

もちろん話の流れで聞かれればそういう話をすることくらいは誰にだってあるでしょう。

しかし、それが、その話をしないとなにか落ち着かない、つまり苦労話をブチまけない

と、ありのままの自分を受け入れてもらえているという感じがしない、関心を持っても

らえないのではないか？という自信のなさや怖れから来る強迫行動であれば、それ

は問題です。 

 

人間というものは不思議なもので、たとえ顕在意識では自覚がなくとも、「わたしは彼

に釣り合わない。対等ではない、立場が低い。」と、無意識にでもそう思っていると、不

思議と相手に伝わってしまって、結果相手はあなたを高く評価しなくなってしまうので

す。 
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繰り返しになりますが、心を開かないと相手から関心を持ってもらえないのではない

か、好きになってもらえないのではないかとあなたが心配になるのはわかりますが、

最初から全開モードで心情をくどくど述べても、女性とであれば、共感しあってつなが

りあうきっかけにはなるかもしれませんが、男性は、残念なことにその相手を異性とし

て好きになることはありません。 

 

一番たちが悪いのはいわゆる「優しい」といわれるタイプの男性、「かわいそうがり」タ

イプの男性です。 

 

彼らは最初はあなたの苦労話を親身になって聞いてくれるでしょう。 

 

そしてこれは本当によくある話なのですが、この手のかわいそうがりの度合いがかな

り強い男性、彼らは共依存者、回避依存者である可能性がかなり高いのですが、彼

らは弱っている女性を救うヒーローになることに異常なまでに情熱を傾ける傾向にあ

り、いったん、彼らの「救いたい」という情熱に火がつくと、性的なバウンダリー（境界

線）を超えてまで、つまり、あなたと性的な関係を持つことであなたを癒そうとすること

さえあります。 

 

そして、女性の場合は、相手から性的に求められることイコール「愛されている」と勘

違いする傾向にあり、またいったん性的な関係を持ってしまうと、相手に情が移り、心

理的に執着するようになります。 

 

しかし、女性が最初から身の上話をどんどんすると、男性は相談相手にはなってくれ

てもその女性をこころから深く尊敬し愛する気持ちを持ちにくくなってしまいます。 

 

男性が相手の女性を、単なる一時的な恋愛ごっこの相手としてではなく、長い人生を

共に歩む対等なパートナー、つまり結婚の対象として見られようになるには、男性の

こころに愛情が育たないと無理なのです。そして男性のこころに愛情が育つには、そ

の女性を尊敬できることが不可欠なのです。 
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2．あまり早い段階から肉体関係を持たないこと 

 

これについては、わたしは道徳的に正しいとか間違っているとかそういう倫理的見地

から言っているのではないことまずはお断りしておきます。 

 

あくまでも男女関係の力学的側面からお話しします。 

 

さて、男性という生き物には、多かれ尐なかれ狩猟本能というものがあります。 

自分から追いかけて仕留めたいという欲求です。 

 

これは、男性ホルモンの一種であるテストステロンの働きによるものです。 

 

男性ホルモンの中でもとくにテストステロンは闘争的本能を呼び覚まし、  

獲物を攻撃ししとめさせる攻撃的なホルモンと言われています。  

男性にひげが生え、声が低くなるのはテストステロンの影響であると言われ

ます。 

 

男性には本来『優劣をつけたい』『勝ち負けをはっきりさせたい』という強い

欲求がありますが、これはつまり、テストステロンがノルアドレナリンなどの

「意識を活発化させるホルモン」の分泌を高めることによるものです。 

 

また、異性として魅力を感じ、なおかつまだ性交渉を持っていない女性に対

しては、テストステロンが多く分泌され、結果、その女性をどんな手でも使っ

て口説き落としたいという強い欲求が起こります。 

 

ところが実際に一度性交渉を持ってしまうと、二度目以降、テストステロンの

分泌は、激減してしまうのです。なぜなら、性交渉をもつまでは、テストステロ

ンは、発情作用により多く分泌されていた、一種の異常事態にすぎず、２回

目以降はそれが通常のレベルにまで戻ってしまうからです。  

 

こうしたことから、男性は通常、男女関係をたくさん経験してたくさん失敗してそこから

たくさん学んだ精神的情緒的に成熟した男性でもない限り、自分が相手の女性に異

性として関心を抱いた場合、その女性との関係を急ぎたがります。 
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この状態の男性は、人間に限らずどんな動物でもかなり派手な求愛行動をとります。 

驚くほど情熱的です。 

 

【参考】さまざまな動物の求愛行動について→ http://q.hatena.ne.jp/1138098821 

 

 

で、問題は、この状態の男性が自分に向ける情熱を、女性の側が愛だと勘違いしてし

まうことから起こります。 

実際のところ、男性自身でさえも、遊びではない、自分は彼女を愛しているのだと思っ

ていたりすることもあります。 

 

ですが、遊びか遊びでないかという問題ではなく、この時期の男性の情熱は、まだ

「興味・関心」の域を超えるものではないことを知っておかねばなりません。 

まだ二人の間には、「愛情」は育ってはいないということです。 

 

ところが、セルフエスティーム（自尊心）の低い女性の場合、男性に性的な関係を求め

られたときに、自分はまだ十分に準備ができていない、時期尚早だと感じていたとし

ても、その正直な気持ちを彼に伝えてしまったら、彼の関心を失ってしまうのではない

かと怖れたり、あるいは、彼の求めを断ってしまうことで、彼を傷つけてしまうのではな

いかという罪悪感から、断りきれずに応じてしまうのです。 

 

つきあいはじめてから数か月で終わってしまう長続きしない恋愛を繰り返す女性とい

うと、性的に奔放で男性を翻弄するプレイガール、たとえば女優の叶姉妹の叶恭子さ

んのような女性をイメージするかもしれませんが、実際のところ、およそ 8割が、プレイ

ガールどころか、それとは真逆の、一見まじめでおとなしそうなごくごく普通の女性な

のです。 

 

「ノーが言えない女性」です。 

 

  

http://q.hatena.ne.jp/1138098821
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【早いうちに男性と肉体関係を持ってしまうとお付き合いが長続きしない理由】 

 

●その①：生理的な理由 

では、性的に追い求めてくるのは男性のはずなのに、それに応えてしまうとなぜ男性

から大切にされなくなってしまうのか、それを解明していきましょう。 

第一に、前出の、テストステロン分泌量の減尐という物理的・生理的な問題があげら

れます。 

それゆえに男性には、「釣った魚にエサやらない」という傾向性がみられるわけです。 

 

●その②：精神的な理由 

多くの女性が誤解している、というより、男性自身も自覚していないのですが、実は男

性は、表面意識上では、セックスに対する欲求もあらわで、セックスとい言うものを楽

しむものととらえ、肉体的に親密になりたがる傾向が強いのですが、その反面、意外

に思われるかもしれませんが、男性は実は、潜在意識下のかなり深い部分で、セック

スに対し強い罪悪感を持っているものなのです。 

とくに男性が相手の女性をちゃんと好きな場合、この罪悪感はより顕著なものとなり

ます。 

ですから、相手の女性を本当に好きな場合、男性は関係を急ぎながらも、本人すらも

無自覚なこころの奥深いところでは、おつきあいがあまり早い段階での肉体関係につ

いては、むしろ相手の女性にストップをかけてほしいと、実は望んでいるのです。 

よほど成熟している男性で限り、そして、特に若い男性であればあるほど、自分の肉

体的な性欲をコントロールすることには非常に困難が伴います。 

ですから、女性にとっては不思議に感じられるかもしれませんが、自分の方から情熱

的に口説いておきながらも、いざ、相手の女性が、自分をたしなめるどころか、言うこ

とを聞いてしまって、男性からの性的な求めに応じてしまうと、男性は表面意識では

喜んでいるように見えるでしょうが、内心、幻滅してしまうのです。 

この幻滅は、実は男性自身の罪悪感から来るものなのですが、男性は、この罪悪感

を感じたくないために、相手の女性に投影します。 

つまり、悪いのは自分ではなく、相手の女性の方が、性的にだらしがないのだ、という

ことにしてしまうのです。 

そしてその女性に対する尊敬の念を失い、彼女を大切にしなくなってしまうのです。 

 

以上、二つの理由から、わたしは、おつきあいのあまり早い段階で、相手の男性と性

的な関係を持つことを、女性にはお薦めはしておりません。 
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3．不倫はやめておきましょう 

 

これについても、わたしは道徳的に正しいとか間違っているとかそういう倫理的見地

から言っているのではないことまずはお断りしておきます。 

 

あくまでも男女関係の力学的側面からお話ししています。 

 

 

【わたしが不倫をおすすめしない最大の理由】 

 

まず、あなたがこのテキストを手に取ったそもそもの目的に立ち戻ってください。 

 

「結婚につながる恋愛」というタイトルをつけておりますし、それは、4ページめの、 

「このテキストの目的」というところにも明記してあります。 

 

すでに結婚している彼の考えをどうにか変えさせて、なんとか奥さんと別れさせて自

分を選ばせるためのノウハウを書いたものではありません。 

 

それを期待してここまでお読みになった方、残念でした m<(_ _)>m 

 

 

【不倫だとわかってはいるのに女性がその関係にしがみついてしまうプロセス】 

 

① 夫婦間に問題が起きた時 

 

これは男女の性差なのですが、夫婦間でなにか問題が起きると、 

女性は、どちらかというと、その問題一点に意識が集中する傾向性があります。 

問題にしっかりと向き合ってその問題に関わる当事者と話しあうことが問題解決に役

に立つことであり、そういう関わり方が誠実さであるととらえます。 

 

一方、男性はどちらかというと、問題が起きた時に、問題に近づき直面することを、 

女性ほどは好みません。 

むしろ問題に集中するのではなく、一歩引いて距離を置いて、意識をそらして、全体

像をとらえようとする傾向があります。 

様子見をすることが役立つと考えることすらあるようです。 
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② 問題そのものよりも妻の存在が問題にすり替わる瞬間 

 

ですからわたしは普段から個人セッションやセミナー等でお伝えしているのですが、 

何か問題が起きた時に、奥さんがあまりご主人に詰め寄りすぎると、いつのまにか問

題そのものよりも、奥さんがしつこく詰め寄ることの方が、いつのまにか問題にすりか

わってしまって、そちらの方の問題に対処しようとしはじめてしまうのです。 

 

そして先ほど書いたように、男性の問題への対処法は女性とは違います。つまり距離

を置くことで問題に対処しようとするのです。 

 

女性がよく男性について、都合が悪いことが起きるとすぐ逃げる、ずるいと評するの

は、こいうったことが男性の反応として起きているのだということを、女性側が納得で

きないことによります。 

 

余談ですが、わたしのセミナーや個人セッションでは、カップルの間で問題が起きた時

に、男性に話してもらいやすくするためのコミュニケーションの仕方をお伝えしていま

す。 

 

③ 男性が妻以外の女性に逃避したくなるとき 

 

さて、こういった男性特有の傾向性から、もちろんその男性の人間としての成熟度に

よりますし、夫婦間で問題があると、男性は、妻と向き合って徹底的に話しあうよりも、

むしろそこから逃げるために、ほかの女性に見が向いてしまう時もあります。 

（もちろんすべての男性が浮気に走るというわけでは決してありません。） 

 

「すべての生物は苦痛から逃避し快楽に向かう」という行動心理の話はあなたも聴い

たことがあるでしょう。 

 

上記のケースでは、男性にとっての苦痛は、詰め寄ってくる妻と向き合うこと。 

そして逃避先ある妻以外の女性（浮気相手）の存在が快楽、ということになります。 

苦痛から逃げ快楽に向かうという条件付けに支配されている状態であるからこそ、 

 

浮気相手である女性にとても情熱的に接するので、そのように扱われた女性側は、

「愛されている。」と勘違いしてしまったり、「結婚こそしていないが、わたしの方こそ彼

にとっての本命なのだ」とさえ勘違いしてしまうことすらあるのです。 
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④ 立場の逆転としがみつきの始まり 

 

しかし、それが奥さんに知られてしまうところになって、奥さんを失うのではないかとい

う危機を感じたとたんに、彼は奥さんの大切さに気がついてしまうのです。 

 

すると、この間まで自分に対してあれほど情熱的だった彼の態度がいきなり冷たくな

るので、彼女はうろたえて、最初に自分に恋焦がれてくれていたあのときの彼に戻っ

てもらおうと必死になり、しがみつきます。 

 

なぜならば、誰かに追い求められているという、彼女にとっての快を手放したくないか

らです。 

 

そして、彼女が必死にしがみつけばしがみつくほど彼が逃げるということになり、彼が

逃げれば逃げるほど、彼女は余計にしがみつく、という図式です。 

 

こうして彼女は彼に執着するようになってしまうのです。 

 

 

【首尾よく彼を手に入れたとしても．．．】 

 

そうはいいつつも、彼が奥さんと別れて新しい女性の方を選び結婚する場合もあるか

もしれません。 

 

たまたま出会ったときがどちらか片方が、あるいは双方が、別の相手と結婚していた

だけで、お互いをかけがえのない相手として認識した後、それぞれの夫または妻に対

して誠実に向きあい、きちんと結婚生活に終止符を打って再婚するといったケースで

す。 

 

実際にわたしも、そういったカップルをいくつか見てきています。 

 

ですが、それはごくまれだということは知っておいてください。 

 

何度も離婚を繰り返している男性、あるいは離婚自体は回数は尐ないものの、浮気

を繰り返している男性の場合、都合が悪いことが起きると、きちんと話し合いをもたな

まま、簡単にほかの女性に移るというクセをもっています。 
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その場合は、その男性には、そもそも一人の女性と一緒にやっていこうという考え自

体が希薄で、面倒なことが起きたら、きちんと夫婦二人で話し合って乗り越えていこう

とするよりは、ほかの女性との関係に逃げ込んだ方が楽だという考え方のクセを潜在

的に持っているかもしれません。 

そういった場合には、前の奥さんと別れて不倫の彼女と再婚したとしても、再婚後に

また同じように、彼にとって都合の悪いことが起きた時に、ほかの女性と浮気を始め

る可能性は十分にあるということを知っておいてください。 

 

 

 

 

 

上記に挙げた理由により、わたしは、不倫はお薦めいたしません。  
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【最終章】 

 

愛の説教部屋 
 

ここから先のページは、気の弱い方はお読みにならないでください！ 

 

特に、カウンセラーやセラピストと聞いた瞬間、 

イコール「癒し系」と短絡的な発想なさる方。 

 

夢を壊すのも申し訳ないので、 

画面右上の×印をクリックしてください m(_ _)m 

 

ここから先は、 

心理カウンセラーという立場はひとまず脇に置いて（笑）、 

日本女性の平均年齢の半分以上の年数を生きてきた一人の女性、 

あなたの人生の先輩として、 

喝！を入れさせていただきます！！！ 
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【多様な価値観の時代】 

 

現代はとても自由な時代です。価値観も多様化しています。 

 

人生全般、特に男女関係に関しては、一世代前、つまり、わたしたちの親の時代から

は考えられないくらい自由で、制約も尐なくなりました。 

 必ずしも結婚という形態を取らないパートナーシップの在り方もあります。 

 

さまざまな方がさまざまな考えや価値観のもとに、さまざまな人生模様を展開してい

ます。  

 

一方、自由には責任がともないます。  

その責任の重さを受け止めきれずに葛藤が始まり、答えが見つからないときに、悩み

苦しみが生じます。 

 

恋愛にしても、砂漠のような人生をうるおすオアシスだったはずのものが、泥沼と化す

のです。  

 

わたしのカウンセリングルームに来談にいらっしゃる実に多くの方が婚外恋愛で苦し

みを作られ、わたしが「真実の愛」というメールマガジンの著者であることから、解決

の糸口を求めて来談にお見えになります。  

 

「わたしたちは出会うのが遅すぎただけです。わたしたちの愛は本物です。」  

「占い師の先生にもみてもらいました。わたしたちは前世からの縁だと言われました。

今世でも出会うべくして出会った運命の相手、ソウルメイトだと言われました。」  

「わたしたちはただのソウルメイトではありません。ツインソウルと呼ばれる双子の魂

で切っても切れない仲なのです。」  

 

みなさんそれに必死で切々と思いのたけを訴えられます。  

 

カウンセラーたるもの、職務上、いかなる場合においても自己の信条や価値判断をさ

しはさまずに、受容・共感・受容に徹する立場にあります。  

 

ですが、この章では、カウンセラーという立場からはいったん降りて、一人の人間とし

て、一人の女性として、わたしが思うところを率直に述べさせていただきます。  
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【不倫をしている女性の方へ】  

 

あなたにはおできになりますか？  

 

お相手の男性を、本当に本当に愛していると断言なさる方。  

彼のためなら、命もいらないとまでおっしゃる方。  

わたしたちの愛は真実の愛です、この愛が真実の愛であることを何が何でも証明して

みせるとおっしゃる方。  

 

彼を手放せますか？   

 

あなたは、彼をそこまで大切でかけがえのない存在だと思っていらっしゃるのですよ

ね？  

だったら、手放しましょう。今すぐに。  

 

あなたにとってそれほど大切な彼は、あなたとの関係を続けることにより、 

生涯添い遂げることを誓った伴侶である妻に嘘をつき、そしてあなたにも嘘をつく、 

非人間に成り下がってしまっているのです。 

  

彼は、あなたとお付き合いを止める事により、家庭に戻るでしょう。  

彼を、まっとうな男性に戻しておあげなさい。  

 

愛しているから手放す。  

本当に彼を愛しているからこそ手放す。  

 

それが出来ないのであれば、あなたは彼のことを、大切になど思ってはいないという

ことです。  

自分の欲が最優先だということです。結局は。  

 

真実の愛を語るあなた。  

あなた、ハラをくくれますか？  

 

  



25 

 

【不倫をしている男性の方へ】 

  

もう、そろそろ彼女を放しておあげになったらいかがでしょう？  

 

女性というのは、あなたがた男性とは違うんですよ。  

言葉では割り切った関係とうそぶいても、肉体関係が出来ると情が移る、 

そういう生き物なんですよ。  

 

女性のその習性をご存知の上の言動・行動ですか？  

だとしたら、いただけないですね、そのお考え。  

 

彼女を本当に大切に思うのなら、彼女の将来を考えてあげる。  

彼女の人生をこれ以上汚さない。  

これが、大人の男性というものではありませんか？  

 

「オレが家庭をもっていたのは最初から知っていたはずだし、アイツも納得してオレと

付き合っているんだ。本当に嫌ならアイツの方から別れを切り出してくるはずだ。」  

 

バカも休み休み言うことです。  

彼女は納得なんぞしていませんよ。  

 

あなたに嫌われたくないから、自分のホンネを飲みこんで我慢しているのです。  

そして彼女は、あなたへの情にしばられてがんじがらめになってしまったがゆえに、 

あなたに別れを告げられないでいるんですよ。  

 

もうこれ以上彼女を縛りつけてはいけません。  

彼女を自由にしておあげなさい。  

 

彼女が一人になることを怖がるがあまりに、彼女の方から別れを切り出せないことに

いつまでもアグラをかいていないで、あなたのほうから、去っていっておあげなさい。  

 

最後はあなたが、悪役になってあげることです。  

酷い汚い別れ方を、わざとするのです。彼女の為に。  

 

オレだけのせいじゃない？  

この期に及んで、どのツラさげてそんな往生際の悪いセリフを吐くんですか！！！  
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あなたには、男としてのプライドのかけらもないのですか！  

もう、充分いい思いはされたでしょう？  

 

自分の弱さと向き合えないために、他の人間を泣かせるのは、いかがなものかとわた

しは思いますよ。  

 

あなたが自分を本当の男だと思うなら、最後くらいは彼女に、大人の男性としての度

量を見せておあげなさい。  

 

自分の尻は自分で拭く。仁義を切る。落とし前をつける。 

 

これが男としての真のあり方ではありませんか？ 

 

そして彼女も、そんなあなただからこそ、あなたを愛したはずです。 

 

 

どうか今すぐ彼女を手放してあげてください。 

 

あなたがた二人の愛が、真実の愛であるならば。 
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【あとがき】 

 

以上が、特別書き下ろし無料テキスト「結婚につながる恋愛」のすべてです。 

いかがでしたでしょうか？ 

 

わたしは「今のご時世、結婚だけがすべてではない。」とうそぶきながらも、本心では、

こころから愛する男性とめぐり合い、その男性から、生涯ただ一人のパートナーとして

大切にされる、愛し愛される結婚をしたいと望む、すべての独身女性のためにこのテ

キストを書きあげました。 

 

特別難しいことや小手先のテクニックは一切書いていません。 

ごくごくあたり前の、むしろ古くさい保守的とさえ思えることも書いたかもしれません。 

 

しかし、男女関係の原理原則はいつの時代も変わらないのです。 

 

男性は自分を安売りする女性には価値を置きません。 

 

女性が男性から、たったひとりの女性として大切に扱われるためには、まずは女性自

らが、自分で自分を大切にすることを学ぶ必要があるのです。 

 

自分を大切にすること、それは自分の価値を取り戻すことに他ならないのです。 

 

これまでにあなたは、あまり幸せではない恋愛を繰り返してきたかもしれません。 

ですが、どうか、その体験を、自分自身を嫌ったりさげすむ理由には絶対にしないと、

約束してください。 

 

過去の体験がどうあれ、あるいは他人があなたをどのように扱おうと、あなたまでそ

れに合わせて自分をさげすむ必要は一切ないのです。 

 

あなただけは、決して、ご自分を諦めてしまわないでください。 

 

わたしも、こころを扱う専門家として、可能な限りお手伝いをさせていただきます。 

いつでもお気軽にご連絡ください。 

 

◎このはなさくやメインサイト http://www.konohanasakuya1.com/ 

http://www.konohanasakuya1.com/
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【メールセミナーのご案内】 

あなただけをたった一人の女性として生涯愛してくれる男性。これが「ソウルメイト（魂

の伴侶）」です。 

 

●ソウルメイトを引き寄せるための方法。 

●現在のパートナーとの関係性を、ソウルメイトレベルの関係性にまで育む方法。 

●男性と女性のものの考え方や感じ方、コミュニケーション方法の違い。 

●年齢や容姿に関係ない、女性としての自分の魅力の発見の仕方とその表現方法。 

●男性の教育の仕方。 

 

わたしがこれまでに幾人もの師から学んだこと、そしてなによりも、わたし自身が、失

敗を含む自らの体験から学びとった男女関係の法則の数々等、 

ソウルメイトをあなたの人生に引き寄せるためにお伝えしたいことは、山のようにあり

ます。 

 

ですが、あまりにも膨大な量をお伝えしても消化しきれないであろうことを見込んで、 

今回のこの無料テキストにはほんの導入の部分しか盛り込みませんでした。 

 

このつづきは、12回のメールセミナーとしてまとめ、更に深く学ぶ意欲のある方向け

に公開しています。 

メールセミナーはもちろん無料ですし、必要ないとお感じになったらいつでも解除可能

です。 

 

あなたもこのつづきをメールセミナーで学んで、 

ソウルメイトを引き寄せてみませんか？ 
            ↓            ↓            ↓ 

 

 

はい！今すぐメールセミナーに登録して、 

ソウルメイトを引き寄せます！ 
 

http://truelovesakuya.seesaa.net/
http://truelovesakuya.seesaa.net/
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【ご紹介キャンペーン】 

 

このテキストを最後の最後まで読んで下さりありがとうございます。 

尐しはお役にたちましたでしょうか？ 

このテキストをもし気に入っていただけたようでしたら、ぜひともあなたの

お友達やお知り合いにご紹介いただけますと大変うれしく思います。 

 

さて、このテキストのご紹介にご協力くださる方には、わたしからの 

特別オファーがあります。 

 

●特別オファーとは．．． 

わたしのこのテキストをご紹介いただきますとポイントがたまります。 

そのポイントで、わたしの教材やカウンセリングなどを、無料でゲットして

いただくというキャンペーンです。 

 

●このキャンペーンの参加方法は、こちらのページをご覧ください！ 

          ↓       ↓       ↓ 

http://solar-lunar.sakura.ne.jp/medousa/kekkonnicampain/index2.html 

 

 

あなた様のご参加を、お待ち申し上げております！ 

http://solar-lunar.sakura.ne.jp/medousa/kekkonnicampain/index2.html
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【発行者情報】 

 

心理カウンセラー・代替療法セラピスト 

このはなさくや 

 

●メインサイト： http://www.konohanasakuya1.com/ 

 

●メルマガ「True Love～真実の愛～」： http://www.mag2.com/m/M0082886.html 

 

●ブログ： http://solar-lunar.livedoor.biz/ 

 

●女性専用無料メールセミナー（全 12回）「True Love～真実の愛～」 

ご登録はこちらから→ http://truelovesakuya.seesaa.net/ 

 

http://www.konohanasakuya1.com/
http://www.mag2.com/m/M0082886.html
http://solar-lunar.livedoor.biz/
http://truelovesakuya.seesaa.net/

