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オトコって、 

なんでフェイドアウトするの？？！（怒） 
 

 

別れるときに彼にちゃんと話しあってもらえなくて 

キズついたアナタへ 

 

 

 

 

 

 

マリッジカウンセラー このはなさくや 著 

  



2 

 

■著作権について■  

 

このテキストは著作権法で保護されている著作物です。  

 

下記の点にご注意ください。  

 

このテキストの著作権は、このはなさくやに属します。  

著作権者の許可なく、このテキストの全部または一部をいかなる手段においても  

複製、転載、竜よう、転売、公開等することを禁じます。  

このテキストの開封を持って、下記の事項に同意したとみなします。  

このテキストは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、このテキストの全部

または一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、  

関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行

なう場合があります。  

契約に同意できない場合は、作成者であるこのはなさくやにその旨を通知し、本テキスト

の返却と削除をもとめます。  

このテキストに書かれた情報は、作成時点での著者の見解です。著者は、事前許可を得

ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。  

このテキストの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありまし

ても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願いま

す。  

 

【推奨環境】  

 

このテキストに記載されているURLはすべてクリックできます。  

もしクリックできない場合は、最新のAdobeReaderを下記のページよりダウンロードしてく

ださい。（無料）  

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 3  
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【ごあいさつ】  

 

初めまして。マリッジカウンセラーのこのはなさくやです。  

 

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、Facebook、twitter等、各種ソーシャルメディアを通じて、深い愛

とゆるぎない信頼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://ameblo.jp/abundantia9/  

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

●twitter http://twitter.com/truelovesakuya9  

●Facebookページ http://www.facebook.com/Konohanasakuya.True.Love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ameblo.jp/abundantia9/
http://www.facebook.com/Konohanasakuya.True.Love
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【このテキストの目的】 

 

すてきな男性と出会って、彼からアプローチがあって、あなたの方も、その男性をどん

どん好きになって、そうするうちにその男性から告白されて、彼氏・彼女の関係になる。 

 

恋の始まりって、いつもドキドキワクワクしますよね。 

 

やがて、彼のおうちに招待されて、彼のご両親公認になって、そのうちこのまま結婚す

るのかなぁ．．．と、彼の苗字に変わった自分の名前を想像してみたり．．． 

 

とはいえ、男女関係はいつもいつもうまくいくわけではありません。 

 

結婚までたどりつかないうちに、残念ながらお別れ、という結果になってしまうことも 

ありますよね＾＾ 

 

お付き合いしていた彼から突然別れを切り出され、しかもそれを、直接会ってではなく、

メール、または電話で言われた。 

 

どうしても納得がいかず、「会ってきちんと話し合おうよ。」と彼に言ったけれど、 

彼は「もう会わないほうがいいと思う。」と取り付く島もない。それっきり、音信不通。 

 

「メール一本、電話一本ですまそうなんてひどすぎない？」 

「どうしてオトコって、都合が悪くなるとフェイドアウトするの？？！ 

「わたしって、彼にとっては、話し合う価値すらない、どうでもいい存在だったの？ 

 

この出来事が傷になってしまって、次のパートナーシップに踏み出す勇気がなくなって

しまった、そんな女性たちは少なくありません。 

 

本書を通じてわたしは、そんな女性たちに向けてメッセージをお送りしたいと思います。 

 

「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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【オトコって、なんでフェイドアウトするの？？！（怒）】 

 

「大好きで大好きでつきあっていた彼。このまま結婚するんだろうなと思っていました。 

その彼から、“もう別れよう。”って言われたんです。しかもメールで。“わたしの何

がいけなかったの？ちゃんと話しあいたいから会おうよ。”って言っても、なしのつぶ

て。それっきり連絡が途絶えちゃって．．．こんなのってあんまりです（泣）」 

 

わたしは男女関係に関するカウンセリングをしていますが、お付き合いしていた彼から

突然別れを切り出されて、ちゃんと納得がいくまで話し合ってもらえず、そのまま連絡

がとれなくなってしまった、こういうご相談は驚くほど多いです。 

 

この、別れ際に納得がいくまできちんと話し合ってもらえなかったということから端を

発して、その後何年たってもその傷がいえずに、そのままずっと恋人ができない、 

特に、20代後半ごろにこういったことが起きて、その後 10年以上、40歳近くになるま

でまともに一対一で付き合うパートナーが見つからない、こういう方は実は少なくない

です。 

 

 

【同じ出来事であっても、男女間では感じていることにズレがある】 

 

さて、これは男女間に限ったことではないのですが、 

二人の人間の間にすれちがいがおきるとき、 

同じ事柄を体験してはいても、内面で感じていることはそれぞれにまったくちがってい

るものです。 

 

これは、男女間の別れであっても同様に、男性自身が別れに対して感じることと、 

女性が「彼はこう思っているに違いない。」と思い込んでいること間に相当なズレがあ

ります。 

 

実のところ、彼女が傷ついているのは、相手の男性が直接会って自分と話し合いをして

くれなかったこと、そのことそのもののせいではないのです。 

 

女性の側が「彼はこう思っているに違いない。」と思い込んでいること、 

これは実は自分自身の意識の投影、つまり、自分が同じ対千葉だったらきっとこういう

ふうに感じるだろうな、そしてこういうふうに行動するだろうな、 



6 

 

だから相手が今こういう行動をとっているということは、きっと相手は自分に対してこ

のように思っているっていうことなんだろうなといった具合で、 

相手が内面で考えているであろうことを推測している、ということです。 

 

女性の場合は、会ったり、あるいは電話で話す場合などでも、 

相手とたくさん話をすることイコール、相手を大切に思っているという気持ちの表現な

んですね。 

 

逆に、相手を嫌っているとき、相手に対して怒っているとき、 

相手を無価値だと思っているとき、相手を軽蔑しているときなどは、 

会ったり話そうとしたりはしなくなります。 

ですから、女性は、別れに際して男性が自分と会ってきちんと話をしたがらないのを見

ると、自分が彼の立場だったら、相手の男性に対してあいそがつきていて、歯牙にもか

けないくらい愛情が冷めきってしまってバカにさえしているものだから、彼だってきっ

とそう思っているに違いないという前提で、彼の言動を推し量ろうとするわけです。 

 

つまり、彼が自分と話をしたがらないのは、 

自分という存在が彼にとって、わざわざ時間をとって会うということをせずに、 

お手軽にメール一本で済ませられてしまう程度の価値しかなかったからだ、 

というふうに解釈をしてしまうのです。 

 

ですが、彼が会いたがらないのは、 

あなたが彼にとってそれくらいの価値しかなかったからだ、 

ということではないのです。 

 

実はここが男性と女性の感じ方の大きな違いなのですが．．． 

 

彼にとってあなたの存在が大きくても、 

あるいは大きいからこそ、 

別れに際して直接会って話をするということがとても難しく感じられるのです。 

 

男性はどうしても、別れるときにきちんと理由を話して説明するということが苦手です。 

彼らは潜在的に自信がないのです。 

 

もちろん、だからといって、メール一本で済ませてしまうかどうかということは、 

彼の大人としての成熟度にもよりますが。 
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つまり、彼があなたと会わないでメール一本電話一本で済ませてしまったということは、 

彼も男性であり、男性の傾向としての、別れるときにきちんと会って話をして説明する

ことに苦手意識をもっていること、そしてその苦手意識を乗り越えられなかった彼の未

熟さゆえであって、 

あなた自身が彼にとって意味のない存在だったからであるとか、 

軽くあしらえる存在でしかなかったから、 

だから彼が話し合おうとしてくれなかった、ということではないのです。 

 

 

【男性は女性の涙がニガテ】 

 

それともうひとつ、別れに際して女性は泣くでしょう？もちろん個人差はありますが。 

 

泣くのがいけないと言っているのではないのですが、 

男性は女性に泣かれるのがとても苦手です。 

罪悪感のスイッチを押されてしまうのです。 

 

で、実は、この「泣く」ということの意味ひとつとっても、 

男性にとっての意味と、女性にとっての意味は天と地ほども違います。 

 

女性にとって泣くということはある意味ごく自然な感情の発露でしかありませんが、 

男性にとって、女性に自分の目の前で泣かれるということは、 

とんでもなく脅威でもあるのです。 

 

ちなみに、女性はよく泣きますが、それは悲しいという感情がこみあげてきて、 

その感情のエネルギーが出口を求めて、結果、泣くという形をとるということなのです。 

 

そして、その感情エネルギーが出ていくプロセスで泣いているときに、 

それをジャッジされたり心配されたりしないで、ただ受け止めてもらえることが 

女性にとっては大いに助けになります。 

 

男性の側から特別に何かしてもらうということが必要なのではないのです。 

 

ただただその場に共にいて共感してもらえる、 

感情を分かち合ってもらえる、受け止めてもらえる、つながってもらえる、 

この感覚が女性にとってはものすごく大切なプロセスなのです。 
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ですが、男性は女性の涙を上記のようには感じられません。 

 

男性は女性の涙を誤訳します。 

男性にとって女性が泣くということは、 

「あなたがわたしを不幸にしたのよ？責任とってよ！」 

といった具合で、 

無言で糾弾されているように感じてしまうのです。 

 

それがゆえに男性は女性が泣くと動揺してしまうのです。 

 

あるいは女性の側が気丈なタイプで泣かないにしても、 

その女性が｢わたしにも言い分あるんだけど｣といった具合で、 

自分の意見を言ったとしても、 

男性はやはり動揺をしてしまうことを免れられないのです。 

 

男性は女性に比べて自分の感情にふれるということに慣れていませんから、 

感情的に動揺すると、自分自身の体制をととのえるために、 

相手を責め返すといった具合で攻撃に転じます。 

 

こういう状態にハマってしまうと、男性にとって、女性を受け止めるということは、 

至難の技になります。 

 

女性にとっては意外に感じられるかもしれませんが、 

男性は、相手が動揺をしている時に、 

動揺している相手に動揺をしてしまう自分がそばにいるのはとてもマズいことだと 

本能的に感じてしまうんですね＾＾ 

 

女性が泣いたり感情が高ぶってついつい相手を責めるような口調になってしまうのは、 

そうすることで感情の解放をすることのほうに実はウェイトが置かれていたりするの

ですが、 

男性の場合、相手が泣いたりあるいは責めるような口調で自分に意見をしてきたりする

ときは、それを男性である自分がなんとかしなければならない、 

つまり自分が問題解決しなければならないという責任を感じてしまうのです。 

 

ですが、女性に泣かれたり責め口調でまくしたてられると、 

男性自身が動揺してしまいますから、 
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動揺してしまう自分は彼女を支えられる自信がない、 

彼女の問題を解決する自信がない、 

問題解決できない自分は無能だ、役立たずだ、 

無能で役立たずな自分をさらけ出すのはなんとしても回避せねばならない、 

このように感じてしまうのです。 

 

だから、別れに際して、きちんと話し合うことで、気持ちをすっきりさせたい、 

ちゃんと話すことで、話を聞いてもらうことで癒されたいという 

女性特有の心理がわからないのです。 

こういったケースで、 

女性の側で理解する必要があることは、 

男性が話し合いをしたがらないことは、 

決してあなたが、わざわざ話し合いをするほど彼にとって価値がないとか、 

彼があなたを軽んじているとか、 

そういう意味ではないということです。 

 

相手に価値を感じられなくなったとか、相手のことがどうでもよくなったから、 

ということがコミュニケーションを絶つ理由になるのは 

むしろ女性に見られる傾向性です。 

 

ですから、これは女性の側で、 

自分だったらきっとそういう理由でコミュニケーションを絶つだろうからという憶測、 

つまり、自分で頭の中で思い描いたストーリーに反応してしまっているわけです。 

 

“投影”が起きている、ということです。 

 

 

【男性の話し合いは結果重視、女性の話し合いはプロセス重視】 

 

さて、男性にしてみれば、 

もう彼女とはやっていけない、別れると結論を出したのに、 

結論が出たものについて、わざわざ話しあうことにはあまり意味が感じられないのです。 

 

男性が結果重視主義で、女性がプロセス重視主義であることの違いによります。 

男性にとっての話し合いは、「結論を出すため」です。 
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一方、女性にとっての話し合いは、結論はどうあれ、相手とつながるためのツールなん

ですね。 

 

そして男性は修羅場を嫌います。 

女性のほうがむしろ修羅場には強いです。 

 

それは、その男性があなたのことを面倒くさいという意味ではありません。 

 

別れという、正直あまり気分のいいことではない、 

お互いに強く感情を揺さぶられ、とりみだしてしまうリスクの多いことを話し合うこと

は、冷静であれば持ち出さなくともよい余計なものがでてしまって 

感情的になってケンカになってしまうかもしれない。 

男性は感情のバランスを崩すともろいですから、 

そうなったときに、男性にとっては、どっしりと鷹揚に構えて、女性であるあなたを受

け止めたり支えたり見守ったりすることが非常に困難になってくるのです。 

だから出来ない、自信がない、という意味なのです。 

 

で、女性側は、「別れに際して男性がきちんと話し合ってくれなかった、 

だからわたしは傷ついているのだ。」といった具合に問題をとらえてしまう傾向がある

ようですが、 

問題の本当の核心は、実はそこではありません（笑） 

癒すべきポイントはまったく別のところにあるのです。 

 

 

【「ちゃんと話し合いたかった。ただそれだけなのに。」って、それホント？】 

 

さて、 

＞ちゃんと話し合いたかった。ただそれだけなのに。 

＞男性って繊細な生き物なんですね(-_-;)  

 

かつてこのテーマをメルマガで扱った時に、それを読んでくださったある女性読者さん

から、上記のようなコメントをいただきました。 

 

他の女性の皆さんの多くも、上記のような感想をお持ちかもしれませんね＾＾ 

 

ですが、文字通り、本当にただ話し合いたかっただけ、ということであれば、 
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失った恋について、そこまで引きずったりはしないものなのです。  

 

ここは女性自身が、自分をごまかさないで正直に見つめなければならないポイントがあ

ります。 

 

そこまで何年も引きずる本当の原因。 

それは、実のところ、別れ方そのものに問題があったのではないのです。 

 

 

【無価値感からくる痛みによるすり替え】 

 

「わたしには価値がない。」 

という無価値感をずっとこころの奥に抱え続けてきて、 

「思考は現実化する」の原理原則通りに、 

｢自分は愛されなかった｣という現実を引き寄せてしまうわけですが、 

 

かといってその自分の信念、 

「自分は大切にしてもらえない。自分には価値がない。」 

を受け入れることができない。 

つまり、自分には価値がない、自分は大切にされるに値しない存在であると思い込みつ

つも、そんなのは耐えられない、絶対に受け入れるもんかと、自分で自分の信念に対し

て抵抗して戦っているのです。 

 

「自分は好きな人から愛されなかった。」 

「せっかく好きになった人なのに、関係が続かなかった。」 

 

この事実を事実として認め、受け入れることは、 

たしかにすんなりとはいかないものですし、苦痛を伴います。 

 

その苦痛がゆえに、 

「せめて別れる時くらいちゃんと話し合ってほしい。 

人として大切に受け止められたい。」 

という要求に、いつの間にか問題が摩り替わってしまっているのです。 

 

そして、自分は何も要求したつもりはないのに、 

彼のほうが自分に誠実に対応してくれなかった。 
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「自分は好きな人にそんなことまでさせてしまうほど価値がないのか？」 

「やさしかったはずの彼にそういうことをさせてしまうということは、 

つまり、わたしにそこまでの価値しかないからだっていうことよね？」 

という無限ループにはまりこんでしまい、 

そこでグルグル回ってしまって、 

何年も何年も自分を傷つける結果になってしまうのです。 

 

ちなみに、この摩り替えは、 

痛みを避けたいがために潜在意識下で起きていることですので、 

表面意識ではなかなか気づきにくいかもしれません。 

 

 

【無価値感から自由な状態でこの出来事を見ると？】 

 

では、この自己無価値感にこころがしばられていない状態で、相手から別れを告げられ

た時、そして相手が直接会って話し合うことを避けた時に、一体どういう反応が起きる

のでしょうか？ 

  

「えっ？彼、わたしと別れたいんだ～。 

うわ～、ショックだな～。残念だな～。悲しいな～。 

やっとこの人だって思える人を見つけたと思ったのに。 

でも、まあ、そういうこともあるよね。 

どちらかが合わないって感じているお付き合いは、 

ムリして続けても長い目で見ていいことないしね。 

立ち直るのにちょっと時間かかるだろうけど、 

まあ、しばらく自分にやさしくしてあげよう。 

今度は自分も相手も納得できる相手と出会えるといいな。」 

 

「え？メール一本で別れたい？それってないんじゃないの？ 

でもまあ、自分から別れを切り出すのってそりゃバツが悪いだろうしね。 

正直あんまり感心した態度とは思えないけど、ま、いっか。 

別れるもんは別れるんだしね。」 

 

こんな感じで実にあっさりしています。 

相手の未熟さや意気地のなさ不誠実さに迎合することはしないけれども、 

必要以上に相手をなじって被害者意識を持つこともありませんし、 
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逆に、「わたしの何が彼にそこまでさせてしまったんだろう？」と 

必要以上に自分を責めることもないのです。 

 

残念だな、悲しいなという自分の失望感を大事にしながらも、 

ゆっくりと時間をかけて自分をいたわった後は、 

前に進もうという意欲があるのです。 

 

うまくいかない関係をどうにかしようと必要以上にしがみつかないので、 

新しい出会いもやってきやすくなります。 

 

また、必要以上に相手や自分を責めることがないために、 

たとえ残念な結果に終わってしまったお付き合いからでも、 

学ぶべきことをしっかりと学びとり、次のおつきあいに活かすこともできるのです。 

 

必要以上に相手や自分を責めているとき、 

とくに「わたしの何がいけなかったんだろう？」とくよくよしているときは、 

一見謙虚なように見えなくもありませんが、 

単に自分をいじめ続けているだけなので、 

経験から学んで知恵に転化する力を自分自身から奪い取ってしまうのです。 

 

 

【自分自身の痛みを理解し寄り添う】 

 

さて、 

「ちゃんと話し合いたかっただけなのに。」 

という思いは、 

実のところ、 

「自分は好きな人から愛してもらえなかった。自分に価値がないからだ。」 

という思い込みから生じる強烈な痛みを避けるために 

“すり替え”が起きている結果生じているのだということを 

これまでにお話ししてきました。 

 

このすり替えは防衛機構です。 

 

痛みを避けるために防衛機構が働いてしまうことを率直に認め、 

正当化せずに手放すことは大切です。 
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ですが、防衛してしまう自分を責める必要はありません。 

 

あなたの心は、 

愛されなかった痛みがあまりにも大きいために、 

「ちゃんと話し合いたかっただけなのに。」 

「人としてどうなのよ？」 

「彼は逃げている。無責任だ。不誠実だ。」 

と相手に対して怒ることで、 

その痛みをなんとかして一生懸命に乗り越えようとしているのだ、 

今はそういう時期なのだと、 

まずは気づいて寄り添ってあげることが大切です。 

 

十分に寄り添って落ち着きを取り戻したときに、 

次のことにふと気づく瞬間があるかもしれません。 

 

「今回は彼のほうから別れを切り出されたけれど、 

本当は自分もこの人じゃないな、と、どこか気づいてはいたのだ。」と。 

 

 

【カップル間に起きることはすべて双方の合意】 

 

わたしのメルマガやブログで何度かお話ししたことがあるのですが、 

カップルの間に起きることは、どちらか一方だけの意思で起きることはありません。 

 

表面意識で気づいているかいないかにかかわらず、 

双方が潜在意識下で合意をして、現実を作り出しているのです。 

 

で、今回のこのケースは、 

彼のほうから一方的に別れを告げられた、 

彼女としてみれば寝耳に水だった、 

しかも別れに際してきちんと話し合ってくれず、 

メール一本だけで一方的に切り捨てられた、 

ということになっていますが．．． 

もう一度言います。 

 

今回別れを切り出したのは彼のほうですが、 
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本当はご本人も、おつきあいしているどこかの時点で、 

「この人じゃないな。」と自分の中で声がしていたはずなのです。 

 

ですが、「この人じゃないな。」という 

自分の内なる声に耳を貸さずに違和感を押し殺してつきあいつづけた結果、 

自分のほうからではなく、 

彼のほうから別れを切り出されてしまったために、 

不意打ちを食らってケンカに負けたような気分になって、 

それが実は口惜しいのです。 

 

ではなぜ、「この人じゃないな。」と内心気づいてはいたのに、 

その内なる声を無視して付き合いを進めてしまったのでしょうか？ 

 

 

【なぜ内なる声が聴けなくなるのか？】 

 

カップルが別れるときには、 

どちらが言いだしっぺになるかはともかく、 

双方の潜在意識下で“合意”がなされています。 

 

つまり、今回のケースでは、 

彼女が彼から一方的に別れを告げられたことになっていますが、 

彼女のほうでも、おつきあいの過程のどこかで、 

「あ、この人じゃないな。」 

という心の中で声がしてはいるのです。 

 

ですが、なぜその心の中の声を無視してしまったのでしょう？ 

 

 

【この人と別れてしまったら後がない．．．！】 

 

一番大きな理由は、 

「この人と別れてしまったら後がないのではないか？」 

という恐怖心です。 

 

本当は納得なんかしてはおらず、 
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この男性は自分の真実のパートナーではないのではないか、 

自分にふさわしい相手ではないのではないかと 

どこか気づいてはいるのだけれど、 

後がないのではないかという恐怖心から、 

女性はその男性を手放せずにしがみつくようになります。 

 

そして一生懸命相手を変えようとします。 

 

自分の愛の力で変えてみせる、癒してみせる、理想の男性に変えて見せると 

頑張ってしまうのです。 

 

この頑張り（犠牲）が長続きすればするほど、 

その相手への執着が強まってしまい、 

余計に手放せなくなってしまうのです。 

 

「手塩にかけた子ほど愛着が湧く。」なんていう言葉もあるくらいですからね＾＾ 

 

 

【男女間の結婚を考えるプロセスのちがい】 

 

では、このようにしがみついてしまう理由をお話しします。 

 

一言でいうならば、 

おつきあいをするにあたって、 

女性がまず結婚を目的にする傾向が強いからです。（もちろん個人差はあります） 

 

言い換えれば、 

つきあっても、結婚をしなければ意味がないと考える、 

まずは結婚ありき、なのです。 

 

もちろん男性も望みますが、結婚を望むプロセスが男性とは真逆なのです。 

 

男性は、まず、お付き合いをしてみる、 

彼女と一緒にいて楽しいかどうか見る。 

 

そのプロセスをふんではじめて、 
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一緒にやっていけそうかどうか、 

生涯を共にしていけそうかどうか、 

やっと考えられるのです。 

 

だから途中で彼のほうから、 

「お前とは結婚は考えられない。別れよう。」 

といわれると、 

「結婚するつもりがないなら、どうしてつきあうの？」 

といった具合で、 

騙されたような気分になるのです。 

 

そして、まず結婚ありき、そのためにお付き合いする、 

つまり結婚というゴールが最初から決まっているから、 

その結果をなんとしても得るために、 

「この人じゃないかも？この人は自分の夫としてふさわしくないかも？」 

というサインが途中で見えても、 

無視して彼に尽くして癒して変えようとする、 

犠牲に走ってしまうのです。 

 

この途中で気づく、 

「この人じゃないかも？」 

というサインをしっかりキャッチするかあるいは無視するかは、 

「この人を手放してしまったらあとがない。」 

という恐怖心に支配されてしまっているかどうかにかかっているわけですが。 

 

 

【女性が最終的に結婚を望む真の理由】 

 

くりかえしになりますが、 

女性は「まず結婚ありき」という目的志向で 

お付き合いをする傾向にあります。 

 

と、このように書くと、 

「必ずしも全員の女性がそうとは限らない。 

結婚なんて紙切れ一枚のことだし、 

そんな形式的なことよりも、 
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もっと本質的なことを大切にすべき。」 

という反論の声も聞こえてくるわけなのですが、 

それはもちろんそういう方も中にはいらっしゃるでしょう。 

 

実際に事実婚という、法律上の結婚という形を取らずに、 

実質的なパートナーという結びつきを選ぶカップルもいます。 

 

そして近年では、おもに欧州や豪州を中心に、 

法律的に結婚をしていないカップルが、 

法律的に結婚したカップルと同等の権利を保障されている国も出てきています。 

 

結婚をしなくても、 

一生そばに寄り添いあって生きられればいいじゃないかという 

考えでしょう。 

 

ですが、女性はやはり、本心のところでは結婚を望む傾向にあります。 

 

厳密に言うと、結婚をそのものをしたいというのではなく、 

結婚という、男性にとってめんどうくさいとみなされがちなもの、 

できれば回避したいものとみなされがちなもの、 

つまり、結婚というものをすることによって、 

ほかの女性を見ることが許されなくなるなど、 

自由を制限されるものであるにも関わらず、 

あえて自分のために、その面倒くさいものに飛び込んでくれる、犠牲をいとわない、 

そこに女性は価値を置くからなのですが。 

 

つまり、そうしてもらえることで、自分は愛されていると感じられ、 

自分には価値があると感じられるからなのですが。 
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【本当に話しあわなければいけない相手とは？】 

 

さて、このテーマの結論です。 

あなたは別れに際して彼と最後くらいはきちんと話をしたかった、 

その気持ちを彼は尊重してくれなかったと感じていらっしゃるようですが、 

本当に話し合わなければいけないのは、彼ではなく、 

実は自分自身なのです。 

 

愛していると思っていた人から 

自分が望んだ形での愛情が返ってこなかったということで、 

「やっぱり自分には愛される価値がないのだ。」 

と証明されてしまったような気持ちになって 

傷ついていらっしゃるかと思います。 

 

そんな自分を十分に受け止めてあげることが大切です。 

 

結婚についての期待が大きすぎたために、 

ふたりのお付き合いについて 

しっかりと目を開いてリアリスティックに見ることができなかった部分も 

確かにあるでしょう。 

 

ですが、 

好きな男性から本当に愛されていると思っていてワクワクしていた自分、 

二人の関係をよくするために精一杯頑張った自分、 

なのに期待した結果にならなくて、傷ついた気持ちを味わっている自分。 

 

全部あなたです。 

この世にたったひとりしかいない、大切な大切なあなたです。 

 

今はゆっくりと自分をいたわりましょう。 

うまくいかなくて痛い思いをしながらも果敢にチャレンジし、 

やるだけやってそこから学んだ自分を認めてあげましょう。 

 

あなたの準備ができたときに、 

また新しい人に必ず出会いますから。 
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【手放すのためのアファーメーション】 

 

「別れるときに彼はちゃんと話しあってさえくれなかった。わたしは彼に、いい加減に

扱われた。彼に気持ちを踏みにじられた。彼を信じていたのに。」 

 

きちんと納得がいくまで話し合うチャンスをくれなかった彼を恨む気持ちはよくわか

ります。 

あなたのこころは痛みのために悲鳴を上げているのですから。 

 

「彼が他の誰かを見つけて幸せになってしまうなんて絶対に許せない。」 

その気持ちもよくわかります。 

 

ですが、この思いは同時に、あなたの潜在意識に向かって、 

「だからわたしは幸せになんて絶対になってやるもんか！」 

と宣言をしてしまうようなものなんですね。 

 

どうしてもこころが痛くて、彼へのこだわりを手放すことが出来ないというあなたのた

めに、こころを軽くするのにとても助けになるアファーメーションをお伝えしましょう。 

 

「わたしは○○さんを、こころから解放します。そして彼の幸せをこころから望みます。 

わたしのその意識的な選択により、最善の道が開けて行くことを、わたしの魂の奥深く

で知っているからです。わたしは○○さんを解放することを選択します。」 

 

もしあなたの彼が、あなたから離れた理由が、彼が他の人を好きになってしまったから

というような、複数の人が関わる問題であれば、上記の文の「○○さんを」の部分を、

「○○さんと××さん」、あるいは「○○さんたち」に、「彼の幸せを」の部分を「彼

らの幸せを」に変えても結構です。 

 

このアファーメーションを、何度も何度も、あなたのこころが受け入れるまで唱えてみ

てください。 

この言葉にはパワーがあり、もし正しく理解して用いるなら、あなたの周りに起きる出

来事が変わっていきます。 

たくさんの相談者さんたちの仕事運や恋愛運を変えてきたアファーメーションです。 

 

特によいのは、夜眠る前に、鏡に向かって声に出して言うことです。 

彼のことを思い出して苦しくなったときに唱えてもかまいません。 



21 

 

【あなたの人生にミラクルを招き入れるためのアファーメーション】 

 

「わたしっていつも損ばかりしている人生を送っているような気がする。」 

こんな風に自分のことを思ってしまってつらくなってしまう時。 

 

次のアファーメーションを唱えてみてください。 

 

「わたしは、自分の本質は愛される価値のある存在であることを、こころから信じます。

そしてこのようにこころから信じた時に、奇跡が起きることを知っています。 

わたしは、ありのままの自分にくつろぎます。 

そして、わたしの人生に、幸せや豊かさがやってくることを歓迎します。」 

 

この言葉を、毎晩寝る前に唱えてみてください、 

 

少しずつ少しずつ、あなたの意識を変えていく、パワフルなアファーメーションです。 
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【あとがき】 

 

以上が、「オトコって、なんでフェイドアウトするの？？！（怒）」のすべてです。  

 

都合が悪くなるとフェイドアウトしてしまうオトコドモの行動のナゾが、少しは理解できたで

しょうか？  

 

「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。」 

時代は変わっても、これは、すべて女性の変わらない願いだと思っています。 

 

その願いが真剣であればあるほど、過去の恋愛でうまくいかなかった体験は、「二度と失

敗したくない。」というプレッシャーとなって、重くのしかかってくるでしょう。 

 

「もう二度と、あんなつらい思いはしたくない。」 

過去の恋愛での痛手がモトになって、一歩踏み出す勇気がなかなかもてない。 

 

そんな女性たちへの、わたしからのメッセージです。  

 

「過去の体験から学ぶことはとても大切です。 

ですが、その過去の体験を、どうか自分をいじめる理由にはなさらないでください。 

 

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。  

 

あなたには、愛される価値があります。」 

 

あなたがこれから幸せなパートナーシップを引き寄せるために、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。  

ぜひわたしのカウンセリングをご利用ください。  

 

 

◎このはなさくやFacebook公式ページ

https://www.facebook.com/Konohanasakuya.True.Love 

https://www.facebook.com/Konohanasakuya.True.Love

