
質問1 回答
回答者の

年齢と性別
回答内容

20代　女性
アメリカでもそわそわする女性は結構いますよ。しかし日本のよう
な感じではなく家族や恋人と過ごす感じのほうが強いと思います。
また小学校ではみんなでお菓子交換と化したりしました。

20代　女性

アメリカでもそわそわする女性は多いと思います。でもそれは、告
白されるかとかそういう考えではなくて、彼氏がどういうビックリ企
画をして楽しませてくれるか楽しみなので、そういう気持ちになりま
す。

30代　女性

恋人がどのようなロマンティックな演出をしてくれるのか楽しみで
す。男性も恥ずかしがったり面倒くさがったりせず思い切り楽しん
でいるので、花束・ハート型の風船を持って現れるサプライズも珍
しいことではありません。日本ではなかなか見かけませんが笑。

20代　男性
they do but it's not just women giving chocolate to men in fact
men give present to women too.

31歳　男性
アメリカでも同じようにそわそわする女性はいます。たとえば、友達
以上恋人未満の女性ばかりがそわそわしています。

30代　男性

アメリカでもバレンタインデーではそわそわしはじめる女性は増え
ます。
しかし主にティーンエイジャーの女の子がそわそわするだけです
ね。
近隣のショッピングモールで花束を購入する光景を見かける時期
になるとそわそわする女性が多いようです

１０代　女性

アメリカではバレンタインデーが近くなるからといって女性がそわそ
わし始めるということはありません。もともとアメリカではバレンタイ
ンデーは男性が奥さんやガールフレンドに花束をあげたりロマン
ティックなレストランで夕食を楽しんだりする日です。日本のように
告白の日という意味合いではありません。

20代　女性

男性は女性の喜ぶ贈り物やサプライズのディナーなどをプランする
準備でそわそわしますが、女性は特にそわそわしません。アメリカ
のバレンタインDAYは女性が付き合っている男性から最高のもてな
しをしてもらえる日です。

20代　女性
もらえるかな？というそわそわしはじめる女性は増えません。パー
トナーにどんなものをもらえるのかな？というわくわくとした期待感
はありました。

３０代　女性

日本では女性が告白する日となってますが、アメリカでは夫婦や恋
人同士または正式に付き合う前のカップルなどがロマンチックな日
を過ごし愛を語りある日なので、どこにデートに誘ってくれるんだろ
うとか何かサプライズがあるかものドキドキ感やバレンタインはな
に着ようなどワクワク感はあります。誰かに告白されるかも～のそ
わそわ感はそんなにないです

40代　女性

私の経験では、アメリカのバレンタインは、プレゼントを贈る相手が
日本と逆である、というだけでなく、お友達やお世話になった人、す
でにステディーな関係にある異性にお花やキャンディーをあげる
日、というイメージです。日本のように意を決して告白する日という
かんじではありませんが、ちょっと意外な男子からもらえると嬉し
かったです。でも、必ずしもお付き合いしてくださいという意味合い
ではなかったような気がします。とてもカジュアルなイベントでそわ
そわする女性もあまりいなかったように思います

20代　男性

アメリカでは、バレンタインデーには男女問わず贈り物をします（男
性だけというわけではありません）。バレンタインデーが近いからと
いうだけでそわそわし始める女性は少ないのではないかと思いま
す。

30代　男性

自分の周りでは、バレンタインデーまでに彼氏が欲しくて、年明け
位から積極的にデート相手を探している女性もいました。ですが、
アメリカのバレンタインは好きな人に告白する日というよりは、既に
カップルになっている2人が愛を深める日なので、告白されるかもと
思いながらそわそわしている女性はそんなにいないと思います。

40代　男性
アメリカではソワソワし始める女性はいないと思います。アメリカ
は、男性が女性に花束を贈ったりします。彼女や妻、母親に贈りま
す。男性の方が買い物に迷い、ソワソワしています。

40代

アメリカではバレンタインデーは告白の機会というよりも、既にカッ
プルや夫婦になっている男性が女性に対して愛情を示す機会と受
け取られているように感じます。よって日本のようにバレンタイン
デーに意中の人に告白する、といった意識はあまりないのでよっ
て、バレンタインデーにそわそわする女性というのは私の回りでは
見た事がありません

20代　女性
I think there are some. It is not like girls hit on boys kind of day.
This holiday is more about couples. I don't think American
Valentine's day would change a lot.

30代　女性 人によりますが、イベントとして楽しみにしています。

増える
6名

増えない
9件

人による
2件

バレンタインデー近くになると日本ではそわそわしはじめる男性が増えますが、アメリ
カではそわそわしはじめる女性は増えるのでしょうか？ご自身の体験などありましたら
教えてください。
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40代　女性

たしかに、たくさん貰える女性はいましたが、デートしてくださいと
か、付き合ってくださいとかいう意味合いが日本ほど含まれていな
いので、チャーミングで性格的にも明るくみんなの人気者という感
じの人がたくさんもらっていましたよ。そんな感じなので、男性のほ
うも仮に本命だったとしても、うまくいかなくても落ち込むことなく気
軽にプレゼントできるのではないでしょうか？

20代　男性
It happens in America too and it is awkward but it's completely
okay and they appreciate the action.

30代　男性

その女性が誰ともまだコミットメントせず、何人かとDatingをしてい
たのならば、バレンタインデーにデートの申し込みが重なるかもし
れません。以前、自分が何度かデートした女性をバレンタインデー
に誘って断られてしまった時は、「他に本命がいたんだな」と思っ
て、気持ちを切り替え、予定のない友人達と飲みに行きました。日
本のように周り中カップルだらけというわけではないので、別にグ
ループで出かけても浮きませんでした。

30代　男性

アメリカでも一人の女性に複数のデートの申し込みが集まる事が
ありますが、そのような事はジュニアハイスクールかハイスクール
に通うティーンエイジャーの子達の間だけでの事です。
一般的にアメリカのバレンタインデーでは「ほぼ恋人」と言っても良
いフランクな間柄の女性に愛を告白するのが一般的ですので、日
本のバレンタインのような「いきなり告白」といった展開はそれほど
多くありません。
また当然女性にフラれる事もありますが、そんな時でも気まずい雰
囲気ながらも以降は友達として線引きをして友情は続く、という
ケースが多いですね。

40代　男性
アメリカでは、決まった彼がいなければ、複数とデートもありです。
デートしてみて、付き合う相手を決める人が多いです。振られた男
性は、潔く泣く泣く身を引きます。

１０代　女性

アメリカではバレンタインデーは告白する日ではありませんから、
デートが殺到したり、振ったり振られたりとかそういうことは起き得
ません。アメリカでは、男性が女性に花束やギフトをプレゼントする
日です。

20代　女性

アメリカのバレンタインデーは、すでにおつきあいをしているカップ
ル、たとえば夫婦や恋人などのカップル間で男性が女性を気分良
く過ごしてもらえるように色々な計画を立てたりするので、日本の
バレンタインデーとは意味合いが全然違うと思います。

20代　女性

一部の男性はバレンタインデーに告白する人もいるようですが、と
ても少数派だと思います。バレンタインデーはすでに付き合ってい
る人がいる女性に男性がプレゼントをするので一部の女性にデー
ト申し込みが殺到することはありえないです。

20代　女性
私の周りにはそのような女子はいませんでした。フラれた男性がど
うするかは、その人によります。落ち込む人、あきらめる人、めげな
い人など様々でした。

30代　女性

日本のように突然、好きです！付き合ってくださいと告白する人よ
り、すでに仲がよい人たちや恋人同士又は夫婦でロマンチックな
夜を過ごす人の方が多いので、一部の女性にデートの申し込みが
殺到することは少ないと思います。殺到するとなれば、その女性は
何人もの男性に愛想を振りまいてその気にさせてるんでしょう。
正当な理由もなくこの日にデートの誘いを振られた男性は遊ばれ
ていたか勘違いしていたということです。その後はその女性のこと
を忘れて前に進むしかありません

30代　女性

デートの申し込みが殺到…そういう魅力的な女性にはすでにオー
プンな恋人がいるでしょうし、思いつめた（！）告白をするような日
ではなさそうです。片思いでも明るくデートに誘って、誘われた女性
も軽く断れるような、みんなが愛情や友情を声かけあうような雰囲
気の明るいイベントです。

20代　男性
そもそも日本のような「デートの申し込み」のようなもの自体がアメ
リカでは少ない気がします。バレンタインデーであってもそれは同
じだと思います。

31歳　男性

アメリカ人男性がバレンタインデーに女性を誘う場合、ほとんどが
特定の彼女や奥さんです。なのでバレンタインデーに告白はする
場合がありますが、ローズの花束を渡すとかで、デートや食事など
は彼女か奥さんです。その日に告白して振られるということもある
けど、それほど多くないです。振られたらシングルの友達同士で飲
んだりします。

40代

前の質問でもお答えした通りバレンタインデーは告白の機会ととら
えている人は余りいないのでデートの申し込みが殺到する、という
話もTVドラマ等以外ではあまり聞いた事がありません。但し、バレ
ンタインデーに気になる女性を食事に誘うといったことはあるようで
すがそこで断られたら一人で予約していたレストランに行く、といっ
たことはしないようです。男性によってはバレンタインディナーを一
緒にしてくれる女性を根気づよく探す人もいますし、スポーツバー
などで失恋の痛みを癒す男性もいるようです。

20代　女性
アメリカですとバレンタインに告白する機会は日本に比べて少ない
と思います。アメリカの場合プロムというダンスパーティーのイベン
トがあるのですが、それをきっかけに告白する男性は多いです。

20代　女性

There are always some popular guys however like I said, valentine
is not about finding a new lover, it's more about appreciating their
own partners. Even if they hit on someone and got rejected, it's
not like it's the end of the world but could be awkward.

30代　女性 切り替える、新たな出会いを探します。

日本では一部の男性に本命チョコが集まる傾向がありますが、アメリカでは一部の女
性にデートの申し込みが殺到することはないのでしょうか？またお目当ての女性に振
られた男性はその後どうするのでしょうか？

殺到する
2件

どちらかといえば
殺到する

3件

殺到しない
9件

その他
3件
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