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 2018年 12月 13日 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 
 

全国の 20～39歳女性 1,000人調査 恋愛番組多数監修の晴香葉子氏分析 

｢意中の男性の振り向かせ方が分からない｣“尻込み女子”7割以上 

足音近づくクリスマスに｢焦り･ストレス感じる｣約 6割 

  『マンガーマネジメント』で“尻込み女子”を応援! 

男性が｢思わず好きになってしまう｣フレーズ 1位 ｢逃げるは恥だが役に立つ｣(9巻)を期間限定で実質無料公開 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区､代表取締役社長:苫名 明､以下 NTT ソルマーレ)で

は､全国大都市圏の 20 歳～39 歳の独身女性 1,032 人と､20 歳～39 歳の男性 310 人を対象に､｢クリスマスに

向けた恋愛意識｣のインターネットリサーチを実施いたしました｡調査では､8 割近くの女性が｢男性を振り向かせるのが苦

手｣､約 6 割がクリスマスに向けて｢焦りやストレスを感じる｣と答えており､意中の彼を振り向かせる方法を模索しているこ

とが分かりました｡そんな皆様を､『マンガーマネジメント』で応援したいと思い､男性が｢思わず好きになってしまう｣フレーズ

で 1位に輝いた｢逃げるは恥だが役に立つ(海野つなみ/講談社)｣の 9巻(右書影)を､コミックシーモアからのクリスマスプレゼントとして､12月

23日(日)･24日(月)限定で実質無料公開します(商品 URL:https://www.cmoa.jp/title/70551/vol/9/)｡ 

是非､この機会に参考にして頂き､思い出に残るクリスマスを過ごすきっかけにしてみてはいかがでしょうか｡ 

 

｢クリスマスに向けた恋愛意識｣リリースサマリー 

■近づくクリスマスに焦り､ストレス抱える女性､多数｡約 3割が､仕事がおぼつかない､彼氏のいる友達と距離を置く｡ 

• 近づくクリスマスの足音に焦り｡焦りがゆえに､イライラを感じたり､ストレスを感じる女性約 6割｡ 

• 半数近くが幸せそうな人が羨ましくなる他､3割以上が楽しそうな人に劣等感を感じたり､幸せそうな人に嫌悪感｡ 

■男性の振り向かせ方が分からない!失敗の恐れからなかなか彼に仕掛けられない･･･｡7割以上が“尻込み女子”｡ 

• 8割近くの女性が｢男性を振り向かせるのが苦手｣と回答｡ 

• ｢彼の振り向かせ方が分からない｣という理由から､積極的にアプローチできず､悶々としている“尻込み女子”は 7割以上｡ 

6割以上が｢好きな人に嫌われるのが怖い｣､3割以上が｢振り向かせる言葉が分からない｣と回答｡ 

■【一方､男性の意識は】女性からのアプローチ求める!女性から言われると｢思わず好きになってしまうフレーズ｣とは? 

• 女性からのアプローチを待っている男性､9割以上｡積極的なアプローチで､6割以上が意識｡ 

• 女性から言われると思わず好きになってしまうフレーズ 1位は･･･｢逃げ恥｣!主人公･みくりの健気なフレーズに思わず心奪われる｡ 

■【マンガの中に答えあり!】マンガでストレス解消!｢マンガーマネジメント｣とは? 

• 明治大学名物教授 堀田秀吾氏解説!マンガを読むことでストレス解消効果あり｡心の余裕こそが恋愛成就の近道! 

■【タイプ別マンガーマネジメント】『ジェットコースター型』『嫉妬型』『一人で十分型』『無気力型』あなたはどのタイプ? 

• 女子マンガ研究家･小田真琴氏監修､タイプ別オススメマンガ紹介! 

■【人気フレーズの裏に心理効果あり!】恋愛番組監修実績多数の心理学者･晴香葉子氏が分析 

• 『逃げ恥』に隠された振り向かせるテクニックとは?答えは｢存在承認＋好意の返報性｣にあり! 

【｢マンガーマネジメント｣の効果を実証した特設サイト公開中 https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/?page=research&s】 

◆女性向け意識調査(インターネットリサーチ) 

･調査期間:2018年 11月 17日(土)～18日(日) 

･調査地域:大都市圏(東京･大阪･愛知･福岡)  

･有効回答数:1032人 ･対象者:独身女性／20歳～39歳 

◆男性向け意識調査(インターネットリサーチ) 

･調査期間:2018年 11月 23日(金)～25日(日)･調査方法:インターネットリサーチ 

･調査地域:大都市圏(東京･大阪･愛知･福岡)  

･有効回答数:310人 ･対象者:男性／20歳～39歳 

https://www.cmoa.jp/title/70551/vol/9/
https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/?page=research


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ近づいてきたクリスマス｡20～30代の女性たちの 84.1%がクリスマスは｢恋人､好きな人と一緒に過ごすもの｣と考えていること

が分かりました｡そんな中､お付き合いしている方の有無にかかわらず､クリスマスが近づいてきたことで焦りやストレスを抱えていたり､その

経験がある人の割合は､57.1%にも上ることが明らかになりました【グラフ 1】｡さらに､幸せそうな人がうらやましくなったり､劣等感を感じ

たり､幸せそうな写真が SNS にアップされると嫌悪感を抱く方が多くいることが明らかになりました【グラフ 2】｡ 

 

また､クリスマスが近づくことでストレスを抱えた結果､一人で出歩かなく

なったり､仕事中に恋愛のことを考え始めたり､彼氏のいる友だちと距

離を取る女性が多数いることが分かりました【グラフ 3】｡ 

クリスマスは｢恋人たちのもの｣というイメージが強いせいか､焦りやストレ

スを感じやすく､その結果マイナスな行動を取りがちであることが分かり

ました｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近づくクリスマスに焦りやストレスを感じる彼女たち｡理想的な恋愛を成就させるために､自分からアプローチは行っているのでしょうか｡男

性を振り向かせることへの意識について聞いたところ､78.7%の女性が｢男性を振り向かせるのが苦手｣と回答しています【グラフ 4】｡ま

た､｢男性の振り向かせ方が分からない｣｢振られたら友達に戻れないと考えてしまう｣｢素直に自分の気持ちを伝えられない｣などの理

由から､好きな相手に｢尻込み｣してしまう方は 75.4%と多くが“尻込み女子”であることが明らかになりました【グラフ 5】｡ 

 

なぜ彼女たちは､尻込みしてしまうのでしょうか｡尻込み理由を聞い

たところ､｢自分に自信がないから｣が76.9%と一番大きな理由とな

っています｡また､｢好きな人に嫌われてしまうのが怖いから｣と答えて

いる人も 62%居ることが明らかに｡さらに､｢好きな人が振り向くよう

な言葉が分からないから｣と答えた方は31.1%にも上っており､意中

の男性を振り向かせることが分からず､その結果､自信を持つことが

できず尻込みしている実態が明らかになりました【グラフ 6】｡ 

 

【グラフ 1】クリスマスが近づいてきたことによる､ 

焦り･ストレスの有無について n=1,032 

近づくクリスマスに焦り｡幸せそうな人を見るとストレス感じる女性多数｡ 

【グラフ 2】クリスマスが近づき周りが 

恋愛ムードになり､感じること n=1,032 

【グラフ 3】クリスマスが近づき､焦り･ストレスを感じた時に取る行動 n=815 

意中の男性の振り向かせ方が分からない!多くの女性が”尻込み”中! 

【グラフ 4】男性を振り向かせることについて n=1,032 【グラフ 5】恋愛において尻込みしてしまう比率 n=1,032 

【グラフ 6】好きな人へのアプローチで尻込みしてしまう理由 n=778 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で､素直に気持ちを表現したり､積極的にアプローチする女性に対して､男性はどのような印象を持っているのでしょうか｡今回､大

都市圏在住の 20～30 代男性 310 名にもインターネットアンケートを実施しました｡その結果､｢素直に気持ちを伝えてくれる女性は

魅力的｣と答えた男性の割合は 91.9%に上りました【グラフ 7】｡また､今まで意識していなかった女性からアプローチされることで､意識

し始めた経験のある方は 63.5%､更に交際を始めた経験のある方は 51.0%にも上りました【グラフ 8】｡意中の男性がいらっしゃる女

性は､アクションを待つのでなく､積極的にアプローチを仕掛けることで､素敵な恋に発展するかもしれません｡ 

 

 
 

そこで今回は､女子マンガ研究家･小田真琴氏ピックアップの元､前述の男性 310 名へ､女友達に言われて好きになるフレーズと､好

きな女性に言われたらもっと好きになる｢神フレーズ｣を聴取､上位 5作品をランキング化しました｡ 

 

 

 

 

 

 

 

女友達にも､好きな女性からも言われたら好きになる､堂々の 1 位はドラマなどでも大ブームとなった､｢逃げるは恥だが役に立つ(海野

つなみ/講談社)｣9 巻から､『あなたがいないとやっぱり寂しい あなたが好きなの』がランクイン｡素直に気持ちをぶつける様子に男性た

ちが気持ちを惹かれていることが分かります｡ 

今回は､素直な気持ちを伝えられずに悩む､尻込み女子の皆さんを応援するため､｢逃げ恥｣の 9巻を 12月 23日(日)･24日(月)

の 2日間限定で実質無料公開します(商品 URL:https://www.cmoa.jp/title/70551/vol/9/)｡ 

是非この機会に参考にして頂き､思い出に残るクリスマスを過ごすきっかけにしてみてはいかがでしょうか｡ 

 

 
 

近づくクリスマスに向けて､恋愛を成就させたい場合や､たとえ恋人が居なくても楽しく過ごすにはストレスフリーであることが重要です｡ 

そこでオススメなのが､｢マンガーマネジメント｣｡実は今回､マンガを読んだ場合･読まなかった場合で､簡易な検証を行ったところ､ストレ

ス解消に一定の効果があることが確認されました｡イギリスのサセックス大学の研究で､本を読むこと自体に､ストレス解消効果があるこ

とが分かっており､特に物語性があると効果が高いそう｡物語性があると良い理由は､『共感する』からです｡東邦大学医学部の有田秀

穂教授の研究では､共感することで“幸せホルモン”と呼ばれる神経伝達物質『セロトニン』が増えることが分かっていますし､共感するこ

とで心身をリラックスさせる副交感神経が優位になるという研究もあります｡ストレス解消の効果があると考えられるマンガ｡ちょっとした空

き時間にも気持ちを切り替え､活力を与えてくれる“マンガーマネジメント”の効果､みなさんも是非体験してみてください｡ 

【｢マンガーマネジメント｣の効果を実証した特設サイト公開中 https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/?page=research&s】 

 

 

 

【一方､男性の意識は?】女性からのアプローチを待っていることが明らかに! 

男性が｢思わず好きになってしまう｣女性から言われたいフレーズベスト 5 
1位の｢逃げ恥｣9巻を､期間限定で実質無料プレゼント! 

【グラフ 7】素直に気持ちを伝えてくれる女性に対する印象 n=310 【グラフ 8】今まで意識してなかった女性からアプローチされた結果 n=310 

ストレス社会の中で元気になる方法を研究する､明治大学名物教授 堀田秀吾氏が推薦する 
｢マンガーマネジメント｣とは?マンガで得る､心の余裕こそが恋愛成就の近道! 

堀田 秀吾(ほった しゅうご) 
明治大学教授､法言語学者｡シカゴ大学大学院言語学研究科博士課程修了､ヨーク大学ロースクール修士課程修了･博士課程単位取得退学｡テレビ朝日｢ワ

イド!スクランブル｣レギュラーコメンテーター､雑誌･WEB 連載多数､｢学び｣×｢エンタメ｣をライフワークとする｡著書に『言葉通りすぎる男､深読みしすぎる女』!』『科学

的に元気になる方法集めました』ほか｡共著に『特定の人としかうまく付き合えないのは､結局､あなたの心が冷めているからだ』など多数｡ 

https://www.cmoa.jp/title/70551/vol/9/
https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/?page=research


 

 

また､今回の調査結果では､“尻込み女子”たちのタイプが複数存在することが浮き彫りになりました【グラフ 9】｡ 

◆『ジェットコースター型』:好きになるのも､冷めるのも早い｡その人のことばかり

考えるが､冷めるのも早いと 31.5%が回答しています｡ 

◆『嫉妬型』:自信がある人や､素直に好きと表現できる人に嫉妬すると､

31.1%が回答しています｡ 

◆『一人で十分型』:恋ばかりでなく､別のことにも没頭するのが好きな｢一人で十

分型｣には 29.6%が回答しています｡ 

◆『無気力型』:恋愛へのやる気を無くしたり､どうせうまくいかない､と諦めてしま

う傾向のある｢無気力型｣｡少数ですが､7.8%の人が回答しています｡ 

 

 

今回､皆様に理想とする恋愛に近づき､人生を豊かに過ごしていただきたいという思いから､小田氏より､上記 4 つの“尻込み”タイプに

あったマンガをオススメいただきました｡是非この機会にご自身のタイプにあったマンガを読んでみてはいかがでしょうか｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆“尻込み女子”が生まれる背景の一つに SNS による筒抜けへの懸念あり｡ 

女性たちが”尻込み”する要因の一つとして､SNS などにより恋愛事情が筒抜けになる｢不安｣があります｡常に｢誰が誰と何を言ってい

るかわからない｣という環境では｢失敗したくない｣という後悔回避の思いも強くなり“尻込み”にもつながります｡男性側にも SNS による

筒抜けの不安､好意を伝える言葉がセクハラと取られてしまうことへの危惧など､距離を縮めることを躊躇させる社会的要因があります｡

難しい時代ですが､女性から好意を示されば､男性の不安は低下｡恋愛への関心や積極性が高まり､相手にも惹かれやすくなります｡ 

◆1位になった『逃げ恥』のフレーズは､｢必要とされたい｣欲求が満たされ､存在意義も実感できる優れたフレーズ!  

1 位に選ばれたフレーズには｢存在承認｣と｢好意の返報性｣という心理学要素が組み込まれています｡｢自分がいなくて困った｣という

“結果”や“事実”が｢明白な好意｣として伝わりますし､『寂しい』と弱みを隠さず素直に伝える姿は､その言葉を受け取る男性の自尊

心もくすぐります｡また､『好き』というストレートな言葉が続くことで､｢好意の返報性(好意を示した相手には安心して好意を抱く心理)｣

も起きやすくなります｡マンガは､登場人物の言動を手本に恋愛を学ぶことができますし､心が穏やかになるなどのリフレッシュ効果もあり

ます｡この機会に｢マンガーマネジメント｣でリフレッシュしながら､登場人物の表情や会話に注目してみてはいかがでしょうか｡ 

 

 

 

 

『ジェットコースター型』『嫉妬型』『一人で十分型』『無気力型』あなたはどのタイプ? 

女子マンガ研究家 小田真琴氏推薦!タイプ別オススメマンガとは? 

ジェットコースター型:｢マリーマリーマリー(勝田文/集英社)｣ 嫉妬型:｢高台家の人々(森本梢子/集英社)｣ 

一人で十分型:｢プリンセスメゾン(池辺葵/小学館)｣ 無気力型:｢人は見た目が100パーセント(大久保ヒロミ/講談社)｣ 

『熱しやすく冷めやすい私が結婚したらどうなってしまうのだろう?そんな不

安の方にはこちら｡鍼灸師のリタとギタリストの森田の結婚生活を描いた

ほのぼのコメディです｡相手が本当に好きな人ならば､結婚しても毎日

恋し続けることはできるのですよね｡ただしそんな相手を見つけるのが大

変そうではありますが……｡』(小田) 

■恋愛番組監修実績多数の心理学者･晴香葉子氏が分析 
『逃げ恥』のフレーズに隠された振り向かせるテクニックとは?答えは｢存在承認＋好意の返報性｣にあり! 

晴香 葉子(はるか ようこ) 
作家･心理学者｡早稲田大学オープンカレッジ心理学講座講師｡東京都出身｡文学修士｡学芸員資格取得｡博士後期課程単位取得､在籍中｡メディアで

の心理解説実績､著書多数｡企業での就労経験を経て心理学の道へ｡研究を続けながら､様々な角度から情報を提供｡執筆､講演､監修などの活動を続け

ている｡近著『人生には､こうして奇跡が起きる』(青春出版社)｡ 

小田 真琴(おだ まこと) 
女子マンガ研究家｡女性誌や『ダ･ヴィンチ』などの雑誌やウェブに､おもに大人の女性向けのマンガ＝女子マンガに関する記事を執筆｡自宅の 6 畳間には本棚 14

竿が所狭しと並び､無数のマンガが作家名順に並べられている｡TV出演実績有り｡ちなみに男｡ 

『引っ込み思案な地味系女子･木絵の特技は｢妄想｣｡口数が少ない

くせに､頭の中では語る語る!そんな彼女の秘められた魅力に気づいたの

はエリートイケメン･高台光正｡実は人の心が読めるテレパスだった｡ 

このお話のポイントは｢大切なことはちゃんと伝えないと伝わらない｣という

こと｡現実にテレパスは居ない｡きちんと言葉にしてみるべし｡』(小田) 

『少女マンガはなんといっても恋愛至上主義の世界｡でも､女子マンガ

は違います｡1人だろうがなんだろうが､毎日が楽しく､充実していればそ

れでいいのです｡本作は､居酒屋で働く年収 250万ちょっとの独身女

性･沼越さんが家を買おうとする物語｡恋愛してもしなくても､結婚しても

しなくても､あらゆる人を優しく肯定してくれるマンガです｡』(小田) 

『真面目だが垢抜けない理系女子たちが､あまりに色恋と無縁なことに

｢このままではいけない｣と一念発起､終業後に｢美｣を研究し始めた!つ

けまつげ､眉毛の描き方…ファッション誌でおなじみのテーマに理系なら

ではの角度から切り込む様がユニーク｡少しずつでも自分を変えようとす

る姿は感動的ですらあります｡ドラマ化もされたヒット作｡』(小田) 

【グラフ 9】恋をした時の自身の性格 n=815 



＜実質無料キャンペーン詳細＞ 

キャンペーン期間中に｢逃げるは恥だが役に立つ(海野つなみ/講談社)｣の 9 巻をご購入いただいた方全員に､シーモアポイントにて 9 巻ご購

入金額相当のポイント(420 ポイント)を全額お返しいたします｡ 

･キャンペーン期間:2018年 12月 23日(日)0:00～2018年 12月 24日(月)23:59 

･ポイント獲得日:2019年 1月 10日(木) 

 

＜電子書籍配信サイト『コミックシーモア』サービス概要＞ 

国内最大級の電子コミック･電子書籍配信サイト 

｢コミックシーモア｣は､2018年8月16日に14周年を迎えました 

｢コミックシーモア｣の創設日である8月16日は｢電子コミックの日※｣に認定されています｡※一般社団法人､日本記念日協会にて登録 

①取扱い冊数52万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは27万冊以上を配信しており､国内最大級の品ぞろえを誇ります｡コミックに限らず文芸･小説､ビジネス･実用書､ライトノベル､写

真集を配信中です｡ 

②｢レンタル｣｢読み放題｣など多様なサービスを展開 

閲覧期間を限定(2泊3日)し､安価で提供する｢シーモアレンタル｣や､新規登録者は｢7日間無料｣でお楽しみ頂ける厳選タイトル読み放

題の｢シーモア読み放題｣も提供中です｡ 

③業界最大級となる110万件以上のお客様レビュー 

④対応端末(スマートフォン/タブレット/PC)でマルチデバイス利用が可能 

⑤毎月大量のキャンペーンを展開 

無料作品3,306冊以上を常時提供しています｡1,545本以上の特集･キャンペーンを展開しています｡ 

≪数値はすべて2018年11月30日実績≫ 

 

＜エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社について＞ 

NTTソルマーレは､｢エンターテイメントを通じ人の心を豊かにする｣ことを目標とし､国内最大級の電子書籍サービスの1つである｢コミックシー

モア｣の運営､恋愛ゲーム｢Shall we date?シリーズ｣｢Moe! Ninja Girls｣､および､新規事業のミュージックアプリ｢リリンク｣を中心としたエン

ターテイメントサービスを提供しています｡ 公式URL:http://www.nttsolmare.com/ 

 

■電子書籍事業 

･国内最大級の電子書籍配信サイト｢コミックシーモア｣の運営 公式サイト:https://www.cmoa.jp/ 

 

･事業者向けコミック読み放題サービス｢シーモアBOOKSPOT｣の提供 

･デジタル出版を牽引するオリジナルブランド｢ソルマーレ編集部｣の展開 

･We Love コミック｢あつまれ!マンガを愛する人よ｡｣ 公式サイト: https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/ 

 

■ゲーム事業 

･女性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ｢Shall we date?｣シリーズの提供･運営  

公式サイト(英語):http://shallwedate.jp/ 

 

 

･男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ｢Moe! Ninja Girls｣の提供･運営  

公式サイト(英語):http://ninjagirls.moe/ 

 

 

■新規事業  

･音楽と写真で作る､新しい形のメッセージングアプリ｢Lylink｣ 公式サイト:https://www.lylink.net/ 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

●エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 電子書籍事業部 仲野 熊野 永田 

 連絡先:06-6228-8861 e-mail:info@nttsolmare.com 

http://www.nttsolmare.com/
https://www.cmoa.jp/
http://shallwedate.jp/
http://ninjagirls.moe/
https://www.lylink.net/
mailto:info@nttsolmare.com

