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２月の一大イベントと言えばバレンタイン。カップルはもちろん、片思い中の女の子や、

何個チョコもらえるのだろうとそわそわしている男子にとって楽しいイベント。少女マン

ガを読んでいた私に植え付けられた日本のバレンタインのイメージはこんな感じです。実

際は分かりませんが、多分バレンタイン＝女子がチョコレートを渡す日という認識が一般

的だと思います。 

ですが、アメリカでは全然違います。ま

ず、アメリカの小学校ではバレンタインは

クラスみんなで祝うイベントです。クラス

全員バレンタインの日にバレンタインカー

ドというものを持っていきます。どの小学

校もやっているので

スーパーでは子供が

好きなキャラクター

が乗ったカードとキ

ャンディーがセットになって売ってある事が多いです。一クラス平

均２５人いるので、小学生の時は必ずそれくらいカードやお菓子が

もらえるということです。そしてこの約２５個のカードやお菓子を

どうやって持って帰るかというと、バレンタイン当日クラスでバレ

ンタインメールボックス（郵便箱）を作ります。これは、空の靴箱

や茶色い袋をバレンタイン用にデコレートし名前を

書きます。一斉にバレンタインカードを配るとき、メ

ールボックスを自分の机の上において、配り終わって

机に戻ると、袋や箱に入ったお菓子をみて目をキラキ

ラさせて喜ぶのが恒例でした。その後、先生が持って

きたカップケーキを食べながらクラスメイトと話す

時間がとても楽しかったです。 

ここで皆さんもお気づきかもしれませんが、アメリ

カでは女の子だけがあげるのではなく皆が皆に手紙

やお菓子を配る日なんです。愛をみんなに広めようと

いうことなのでしょう。そして、渡すお菓子の王道と

してチョコレートがありますが、それと同じくらい王

道なのがキャンディーです。私はキャンディー派でし

た。まぁ小学生の私からするとバレンタイン＝お菓子

が貰える日。それだけで、嬉しかったです。 



中学に上がると少し変わって

きて、バレンタイングラムとい

うものがあります。なにかと言

いますと、学校が売っている１

ドルで買うキャンディーグラム

です。手紙と小さなお菓子付で

友達、好きな人、先生、自分

に送ることができます。送り

主は名前を書かなくても大丈夫なので、片思いを寄せている人に

送るのももちろんオッケー！アメリカは日本と違って、中学に上

がると一コマごと先生ではなく生徒達が移動します。なので、教

師・教室・クラスメイトが一日 6 回変わり、ホームルームもあり

ません。どうやってこのバレンタイングラムが生徒達に届けられるのか？実は先生と生徒

会の協力があります。大体３時間目くらいにバレンタイングラムが入っている袋をもった

生徒が授業をいったん中断し、バレンタイングラムを配ります。この時、誰が何個もらっ

たか結構注目が集まります。 

高校生に上がるとカップルも増え、男の人が学校で花束やぬいぐるみ、チョコレートな

どを彼女に渡す風景は普通でした。友達同士でお菓子交換をし、高校でもバレンタイング

ラムがあります。先ほど、アメリカではバレンタインは皆が皆にお菓子を渡すと言いまし

たが、カップルの場合少し違います。アメリカでは、男の人が女の人に花やチョコレート、

カードやぬいぐるみ、それとおいしいディナーをご馳走してくれます。日本の男性にも見

習ってほしいですね＾＾もともと日本のバレンタインは独自の発展を遂げたため、女性が

男性にチョコレートを渡す日。そして後からホワイトデーが新たな行事として生まれたみ

たいです。なので、アメリカにはホワイトデーはありません。バレンタインにお菓子を配

りたい人が配って、その日で終わるのでとても気楽な感じで私は好きです。 

ここでいきなりですが、独身だしバレンタインとは無縁と思

っている方、朗報です。アメリカでは２月１３日は Galentine’s 

Day（ギャレンタインデー）といって女性が女性を祝う日。彼

氏・旦那がいようが関係がなく仲のいい女友達と一緒にブラン

チを食べる日です。これは最近できたイベントで、もとはアメ

リカの大人気テレビドラマが広めたのです。そして、２月１５

日は Singles Awareness Day（独身意識の日）と言って独身な

のを楽しもう！と開き直る日です。なので、２月のイベントは

バレンタインだけではないことを知ってもらえれば嬉しいで

す。ここだけの話、私がこの時期一番楽しみにしていたのは２

月１５日から始まるチョコレートやキャンディーの半額セー

ルでした。よく大学のルームメイトと１５日にスーパーのお菓

子コーナーを買い荒らしたのは今ではいい思い出です。 

     では、次回まで XOXO 

バレンタイングラムのチラシ 

バレンタイングラム 



When you think of February, I think the event that comes to mind is Valentine’s 

Day. It’s a fun day not only for couples but also for girls that have crushes or boys that 

are anxiously waiting to see how many chocolates they’ll receive. At least this is the 

kind of presumption I have of Valentine’s Day in Japan having read shoujo manga 

growing up. I’m not sure how much of this is true but I am certain that the culture of 

girls giving boys chocolate is very much a thing.  

However, it is completely different in America. First, Valentine’s Day in an 

American elementary schools is an event celebrated by the whole class. Everybody 

brings valentines cards on the day of and because almost all elementary schools do this, 

local supermarkets sell packs of cards that come with candy, usually with a character 

that is popular among children.  

Let’s say the average number of people in an elementary school classroom is 

around 25, therefore you get around 25 cards and or chocolates the day of Valentine’s 

Day. So how do you bring that home, well the answer is quite simple. Usually on 

Valentine’s Day we make valentine’s mail boxes in class. This is made with either an 

empty shoe box or a brown paper bag and is decorated in hearts and of course our name. 

When we all pass out our valentine’s card, we’d place our box or bag on our desk and 

come back to a bag full of candy and chocolates! Of course, being elementary schoolers 

our eyes would sparkle with joy. After all the candy gets passed out, the teacher would 

have cupcakes to pass out and honestly I think that was the best part.  

You might have noticed by now that in America, it’s not just the girls that pass 

out chocolates. Everyone gives everyone candy and cards; it’s probably to spread the 

love. As for the snacks that are passed out, I believe in Japan it’s almost always 

chocolate, but in America candy is also a big one. I personally preferred candy over 

chocolate. But as an elementary schooler, getting sweets on Valentine’s Day was a plus 

all-round the board.  

 It’s a little bit different when you go into middle school as “valentine’s gram” 

becomes a new culture. This is a small message card you can send with candy to a 

friend, teacher, yourself, or crush. The great thing about this is you don’t have to write 

your name. What’s a little different about American middles schools and Japanese 

middle schools is the fact that we do not have a set home room class. Therefore we 

move from one class to the next every period and have 6 different classrooms, teachers, 

and classmates. So how are these valentines grams passed out? It’s actually thanks to 

the student body and the teachers. Usually during 3rd period, a student comes around 

with a bag full of valentine’s gram and briefly stops the class to pass them out and this 

is when people pay attention to the number of grams others get.  

 As we move up to high school, the number of people in relationships increases 

and as a result boys giving their girlfriends flowers and chocolates at school are not a 

rare sight to see. Friends give each other chocolates and Valentine’s Day grams are still 



a thing. Although I said earlier that Valentine’s Day is a day where anyone can give 

anyone sweets; when you are in a relationship, it’s a bit different. The boyfriend gives 

the girlfriends chocolates, stuffed animals, flowers, and on top of that treats you to a 

nice dinner. I wish the boys in Japan would learn from this *wink. Japan’s Valentine’s 

Day developed in its own way and White Day is an event made afterwards by the 

Japanese and therefore, white day does not exist in America or any western culture. I 

personally like Valentine’s Day in America because people that want to pass out sweets 

pass it out and it just ends there, I feel like it’s much more easy-going and friendly to 

all genders.  

 This is a bit sudden, but for those of you who thought Valentine’s Day has 

nothing to do with you because you are single- I have some good news. In America there 

is this thing called Galantine’s day where ladies celebrate ladies. It’s held on February 

13th and is a relatively new holiday spread by a popular TV series, Parks and 

Recreations. It’s a day where you gather your favorite lady friends whether they have a 

significant other or not and have brunch. February 15th is Singles Awareness Day 

where all the single people out there appreciate each other and have fun. I guess the 

main point I wanted you all to know is that Valentine’s Day isn’t the only event of 

February. I personally love the 15th as all the chocolate goes on sale. I have a fond 

memory where my college roommate and I would clean out the shelves that sold candy 

and chocolate that day. 

Well until next time, xoxo 


