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１．はじめに 

どうも、こんにちは。 

狂気レイです。 

 

この度は、私の kindle 本をご購読頂きましてありがとうございます。 

 

今回、kindle 本のノウハウを最大限に活用する為、出会い系アプリ

で失敗しないための『絶望的にやってはいけない自己紹介文の失敗

例１０選』をご紹介していきたいと思います。 

 

そこで、まず本編の内容を紹介していく前に、 

 

「出会い系アプリのプロフィール作りであっても『好かれる紹介文』

を学ぶ前に『嫌われる紹介文』を先に押さえておけ！！」 

 

という言葉を先に伝えておきます。 
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失敗パターンを先に学ぶ理由については、これから紹介する『初回デ

ートでやってはいけない○○集』の特典の２通目のメールでお伝え

する予定ですので、一旦ここでは割愛させていただきます。 

 

一応要点だけ伝えておくと、女性はパートナーを選ぶ過程で反射的

にマイナス点に注目する習性を持っているという話です。 

 

また、この特典記事の後半部にある『３．おわりに』にて、そのこと

についてサラッと触れていますので、詳しく知りたい方は、このレポ

ートの記事の後半部分を漏れなく一読するといいでしょう。 

 

ですので、出会い系アプリで女性のアリ＆ナシ審査を通過するため

には、『いかに欠陥が無い男性像を演出するか？』を追求していかな

ければならない現実がそこにはあります。 

 

それと、今回の１０通りの失敗パターンを知って改善できるという

ことは、逆説的に“あなたの自己紹介文の内容が女性ウケしやすい方
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向に変化している”ことと言い換えることもできるのです。 

 

そもそも、多くの男性は『やってはいけない自己紹介文』が何かすら

わかっていないわけですからね。 

 

・・・ということで、守りのライティングテクニックも恋愛成就させ

る為には、全く以ってバカにできないスキルの一つとなりますので、

これからお伝えする失敗例を面倒くさがらずに、一つひとつ丁寧に

紐解いて学んでいきましょう。 

 

今回の内容も私の経験や女性からの意見を取り入れて築き上げたも

のですから、それなりに有益な情報であることはお約束できるかと

思います。 

 

それではお待たせしました、 

これからお送りする『絶望的にやってはいけない自己紹介文の失敗

例１０選』、心ゆくまでお楽しみください。  
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２．自己紹介文の失敗例１０選 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

初めまして○○と言います。 

今は◇◇に住んでいます。 

よろしくお願いします。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

この文量を見る限り、女性が知りたい情報が全くと言っていいほど

見当たらない。仕事は何をしていて、趣味は何があって、どんな性格

で、どんな考えの持ち主なのか。あまりの文章の淡白さに、男性に対

して適当なイメージを感じる女性も少なくないだろう。だからと言

って、文字数の限度まで書き殴って長文化すればいい話ではないが、

文量に比例して熱意がある！本気度が高い！と判断する女性も少な
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くないので、自己紹介文のボリュームは多めの方向で調整すること

が好ましい。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 A「この人は一体どんな人なの！？」 

女性 B「もしかして、この人は真剣に出会いを探していない！？」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

初めまして○○と申します。 

皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

私はこの場を通じて人生の伴侶となる相手を探しております。 

～中略～ 

もしも、私に興味を抱く方がおりましたら、気兼ねなくお声をかけて

頂ければ幸いです。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

ビジネス文書ですか？？履歴書の志望動機欄のコメントですか？？

と思わざるを得ない文体。出会い系アプリは恋愛がテーマ。そして、

恋愛はプライベートな関係性。尊敬語や謙譲語を乱用している時点

で、TPO を無視した女性に距離感を感じさせてしまうやってはいけ

ない自己紹介文となっている。日本には慇懃無礼
いんぎんぶれい

という言葉がある
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通り、かしこまり過ぎることは、かえって相手に不快感や不信感を与

える結果となるのだ。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 C「お堅すぎて会話しづらそう・・・。」 

女性 D「真面目過ぎて話がつまらなそう・・・。」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

初めまして○○と言います。 

出会い系アプリには全く慣れていなくて自信がありませんが、良い

人と出会いたいと思っています。 

やり取りをしていて、つまらない会話になったらごめんなさい。 

結構人見知りしてしまう性格なので、慣れるまで時間がかかるかも

しれません。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

男としての頼もしさを１ミリも感じさせない文章。自己紹介文は、自

分の魅力を伝え、相手に関係を持つことのメリットを提示すること

のできる大事なアピールポイント。この文を書いた男性の心理とし

ては、予め保険をかけるつもりで自分の短所を伝えている可能性も

あるが、ネガティブ発言によって女性にデメリットを感じさせてし
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まっている時点で本末転倒な結果となっている。コミュニケーショ

ンの世界では、言葉の印象を和らげるために『申し訳ありませんが』

『大変恐縮ですが』という枕詞（クッション言葉）を使うこともある

ものの、今回のへりくだり具合は、単に卑屈な印象を与えるだけのコ

メントに成り下がってしまっていることに留意しよう。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 E「なんか頼りなさ過ぎるこの人。」 

女性 F「男らしさが無くて残念な印象しかない。」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

初めまして○○と言います。 

私は現在△△の仕事をしていますが、家族は父親に先立たれたため

母親と弟の３人暮らしで二人を養っている状況です。 

母親は元々病気がちであまり先が長くない為、少しでも多くの時間

を家族と過ごしたいと考えています。 

できれば一緒にお墓参りに行ってくれる方だと嬉しいです。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

場合によっては同情票としてのいいね！を得られる可能性もあるが、

共感するのは同じ境遇にある極わずかな女性だけ。見ず知らずの男

の重たい身の上話を聞いて同情して好いてくれるほど、出会いの場

に集まる人間たちは生易しくはない。更に、その戦略では同情を買う

ことは出来ても、好意や恋心が育むことはまずできないだろう。もち
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ろん、重たい身の上話をすること自体が悪いわけではないが、『ぶっ

ちゃけトーク』が相応しいタイミングは、恋愛プロセスの後半部分で

あると言える。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 G「重たすぎて負のオーラを感じる。」 

女性 H「デリケートな話過ぎて触れづらいし、そのせいで関わりづ

らい。」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

初めまして○○と言います。 

僕は清潔感があって大人しい女性がタイプです。 

しかも、結構僕はお喋りな性格なので、色々話を聞いてくれると嬉し

いです。 

あとは、連絡もマメにしてくれる人だとありがたいです。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

自分の好みを示すということは、見方を変えれば読み手に己の恋愛

の方向性を示す大事なメッセージとなる。しかし、度を越えてその姿

勢を前面に出してしまうと、恋愛関係の基本であるギブ＆テイクの

バランスが崩れてしまい、相手に対して『わがまま』や『自分勝手』

な印象を与えてしまうだろう。言ってしまえば、要望ばっかりの“俺

が！！俺が！！スタイル”の文章構成と化してしまう為、恋愛で『男
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性から幸せをもたらしてもらう側』の意識でいる受け身の女性にと

っては、全く響かない自己紹介文となってしまうのだ。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 I「注文が多すぎてなんかムカつく。」 

女性 J「理想が高くて面倒くさそう。」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

仕事は現在、第三セクターの会社で働いています。 

その中でも、デベロッパーやクライアントとの繋がりを大事にしな

がら、やりがいを持って仕事をしています。 

モットーは、初志貫徹の精神で仕事に尽くすことです。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

一見、知的な男性を醸し出している文章に見えるが、結局のところ自

分にしか文章の全容がわからないオナニープロフィールと化してい

る一例。出会い系アプリは、一度に多くの異性へのアプローチを可能

とする為、言い寄られる異性の数が多いモテる女性に対しては、数秒

単位でいかに気を引くかが勝負の分かれ目となる。そんな中、一目見

て言いたいことが伝わらない文章の時点で自己紹介文としては致命

的。仮に主張している内容に欠陥が無かったとしても、読み解きづら
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いことは、読み手に対して目に見えぬ潜在的なストレスを与えてし

まうことになる。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 K「意識高い系をアピールしている感じで鼻につく。」 

女性 L「賢くない私とは話が合わなそう。」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

初めまして○○と言います。 

仕事は△△をしています。 

趣味は□□です。 

好きなものは××です。 

休日は※※して過ごしています。 

付き合ったら◇◇したいです。 

よろしくお願いします。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

会話と同じように、文章にも受け手に響きやすいリズムというもの

がある。お坊さんのお経や校長先生の話が単調が故に飽きが来るの

と同じように、ひたすら単調な文章は、読み手に対してつまらなさを

感じさせるもの。見方によっては、単調な文章は必要な情報を効率よ
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く抜き出せる利点はあるものの、出会いの場には全くと言っていい

ほど不向きである為、書き手のキャラクターや感情を一切感じさせ

ない無機質さが有り余るほどのマイナスな印象をもたらしていく。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 M「この人、単純な文章だから話しをするのも上手くなさそう。」 

女性 N「人間味が感じられないからちょっと怖い。」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

こんちは、初めまして○○です！！ 

仕事は◇◇してるんだけど、マジでやりがいを感じています。 

昔はクソみたいな生活送ってましたけど、これから大事な人との時

間をメッチャ大事にしていきたいと思ってます。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

語調（文章の調子）一つ悪いだけで、そこから育ちの悪さや素行の悪

さを彷彿とさせてしまい、どんなに書いている内容が良くても審査

の対象にすら上がらなくなることがある。親しみやすいことと馴れ

馴れしいことは全くの別物で、その間には男としての成熟度の大き

な隔たりがあり、馴れ馴れしいことと行儀が悪いことの間には、更に

考慮しがたい人としての成熟度の大きな隔たりがある。賢い女性ほ

どそういったディテール（細部）で男性の器を判断してくる為、優れ
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た品格を示すためにも、言葉遣いや組み込むキーワードには細心の

注意を払うべきだろう。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 O「性格が荒らそうで嫌だ。」 

女性 P「なんか頭悪そうなイメージ。」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

僕は真面目に出会いを探しています。 

たまにこのアプリを使ってると変な女性からメッセージが来るんで

すけど、正直面倒くさいのでやめてください。 

そういった人は、他の人をあたってほしいです。 

また、お金にがめつい女性も嫌いです。 

ちゃんと最初のデートは割り勘で行ける人だけお願いします。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

どんなに真っ当な意見を述べていたとしても、そもそも自己紹介文

で悪態をついてしまう時点で『器が小さい男性』として、女性からは

問答無用の大減点を食らってしまう。恐らく、あなたも目にしたこと

があると思うが、今回のような“悪口＆忠告文”は、女性側には多く見

られる文章だ。しかし、男性と女性では恋愛で置かれている立場が違
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うことと、異性に求めているポイントが違うことも第一に考慮すべ

きで、間違っても「だったら自分も書いていいんだ。」という方向性

でメッセージを作り上げてはいけない。もしも、男女同一視して女性

と同じように本音を文中にぶちまけてしまっているのなら、それは

今後女性と関係を築いていく上で極めて大きな障害となるだろう。

その強気な姿勢が通用するのは、圧倒的なまでのイケメンで、驚くほ

どに年収が高く職業に華があり、ずば抜けて学歴が高い、ごく一部の

メンズだけだとあえてここで明言をしておく。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 Q「性格がキツそうで絡みづらい。」 

女性 R「悪口書いている時点で人としてあり得ない。」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《例》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

初めまして○○と言います。現在は◇◇に住んでいて仕事は△△を

しています。その中でも日々お客さんと関わりあう中で感謝をもら

いながらやりがいを感じています。休日の過ごし方はアウトドアが

趣味でしょっちゅう山登りやキャンプをしながら楽しんでいます。

最近見つけた絶景のスポットがお気に入りで既に５回も通ってしま

っています（笑）もしも付き合った時は綺麗な景色を見せに連れて行

きたいと思っています。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《解説》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

意外と盲点になりやすい部分として、自己紹介文の視覚的な配慮の

有無が挙げられる。つまり、どういうことかというと、『段落を設け

たり、句読点を付けたり、括弧を付けたりして、読みやすさを意識で

きているか？？』という話。上記の文章を見てもらえばわかる通り、
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ダメな自己紹介文の例として、ぱっと見の読みにくさが際立ってい

る様子がおわかりいただけるだろう。もちろん、今まで語ってきた話

だと、語調や文章の内容の方が遥かに重要度が高いものの、少しでも

女性の目に留まる自己紹介文に仕上げたければ、こういった些細な

点にも気を配るべきである。 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘《女性が感じる印象》─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

女性 S「読むのにちょっと疲れそう。」 

女性 T「少し大雑把な性格なのかな？？」 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
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３．おわりに 

・・・さて、ここまで『やってないけない○○シリーズ』の“自己紹

介文の失敗例１０選”をお送りしていきましたが、いかがだったでし

ょうか？？ 

 

女性の習性である、“マイナス部分を積極的に見つけようとする試み”

は、例え相手の顔が見えない文字媒体を通した場合であっても、その

特徴は顕著に表れます。 

 

女性によっては、プロフィールを見る段階で「どんなに魅力的な部分

があってもマイナス点が一つでもあると弾く」と考えている人も少

なくありませんので、初回デート同様に自己紹介文であっても守る

意識で書き上げることは、他の男性と差別化するための有効な手立

てであると言えます。 

 

特にマイナス点に執着する姿勢は、モテる女性になればなるほど強
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くなりますからね。 

 

何故なら、腐るほど男性からコンタクト申請が来るため、わざわざ

『マイナス点のある潜在的リスクを抱えている男性』とやり取りす

る理由が見当たらないからです。 

 

例え、“マイナス点が一つでもある男は不合格”という基準で９割の

男性を弾いたとしても、５００人から申請があればそのうちの５０

人は生き残るわけですから、女性としては対面で会う候補数として

十分な数を確保できていると言えるでしょう。 

 

ですから、そういった女性たちの目にも留まるように、まずは今回の

“自己紹介文の失敗例１０選”をよくよく頭の中に叩き込んで、女性

に少しでも不快感や不信感を与えない文章作りを目指していってほ

しいなと思います。 

 

プロフィール作りとは、恋愛プロセスの中でも特に特に初めの部分
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に位置する必要なスキルであり、自己紹介文によって出会いの間口

を広げようとする意識は、今後の恋愛の結果を左右する大きなカギ

となるのです。 

 

そのうち機会があれば、自己紹介文作りの攻めるスキルなんかも紹

介していけたらいいなと考えていますね。 

 

それまでに今回の情報をもとに、各自自分のプロフィールを見つめ

直して、色々改善していってみてください。 

 

・・・ということで、レポート特典はここまでです、 

 

最後までご一読いただきありがとうございました。 


