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【調査概要】外国人との出会いに関する実態調査

調査期間：2022年8月22日〜2022年8月29日
調査機関：ENSPORTS
調査一覧ページ：https://www.ensports.com/magazine/research
調査対象：男女156名（男性44名、女性112名）

有効回答数：156件

調査方法：インターネット調査

【出会った場所とお相手の国籍に関する集計表】

場所 人数合計 アメリカ 韓国 オーストラリア カナダ 中国 イギリス タイ フランス イタリア 台湾 インドネシア スペイン ドイツ フィリピン ブラジル シンガポール スリランカ ニュージーランド ネパール マレーシア メキシコ アルゼンチン アルメニア イスラエル インド ウクライナ サウジアラビア ジャマイカ バングラデシュ ベトナム ベリーズ チェコ デンマーク ルーマニア ロシア

留学 24 3 5 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

学校 20 6 4 0 0 3 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

仕事 19 3 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

アプリ 17 4 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

バー 16 5 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

お店・習い事 13 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

イベント 11 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紹介 11 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ナンパ 10 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旅行 9 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ワーキングホリデー 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ゲーム 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ボランティア 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数合計 156 39 23 9 9 8 7 6 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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性別 年齢 相手の国籍 出会いのきっかけ 外国人と交際する注意点・コツ

男性 30代 アメリカ

インターネットの掲示板で友達募集中の書き込みを見て、ご飯を食
べに行くようになり、少しずつ仲良くなって、その流れで付き合うよう
になりました。なかなか外国人と付き合う機会がないので、インター
ネットでの出会いはおすすめです。

アメリカ人は仕草や表情が違うので、ニュアンスの違いはありまし
た。悪気はなくても悪い方に伝わってしまったりしました。

女性 40代 アメリカ

クラブで出会って、はじめはお互いに違う人とお付き合いしている状
態でした。毎週末クラブで顔を合わせて少し話してという関係で、友
達とも言えないような不思議な関係でした。私が付き合っている人と
別れて、その事を彼に言ったら、ちょうど同じ週に彼も相手の方と別
れていたというのです。それで、何となくクラブではなくてご飯を食べ
ながらこの人とゆっくり話してみたいと思ったので、こちらからご飯を
食べに行かないかと誘いました。それから、3回ほどご飯を食べに
行って、3回目のご飯の後で彼に家に誘われました。その時に私は
家に行ってもいいけど、それは友達としてなのか彼女としてなのか
はっきりさせたいと伝えたところ彼女としてという答えが返ってきた
のでお付き合いすることになりました。

言葉が一番困りました。スラスラと話せる人であれば困らないかも
しれないですが、そうではなかったので、喧嘩にすらならなかったで
す。喧嘩しようとしても、伝わるように話すことを考えるともうどうでも
いいやとなってしまうので、言葉って大切だなって思いました。

男性 20代 イタリア

私が通っていた大学に留学生として来ていた方で、サークルやボラ
ンティア活動などを通して出会いました。趣味や嗜好が似ていて飲
みに行ったり遊びに行ったりしているうちに恋愛に発展していきまし
た。少しの間でしたが、同棲したこともいい経験でした。

同じ言語で話をしていてもニュアンスや伝わり方に相違があること
が多々あったので、お互いの伝えたいことをなんとなくではなく、しっ
かりと理解しないといけないと思います。

女性 30代 シンガポール
友達のツテで合コンをしたら参加していて、普通にしゃべっていたら
仲良くなった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

考え方が少しちがうのと、話し合いをきちんとしないと伝わらないと
ころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

女性 30代 アメリカ

仕事先で出会いました。バイトとして新しく入ってきたスタッフが、彼
でした。色々とわからないことを質問してくるんですけど、わかったと
きの反応がとてもチャーミングです可愛らしいなと思っていました。
でもきっとここのスタッフ誰にでもそうだろうと思い、このキュンとした
気持ちは隠していたのですが、同僚からあなたのことが好きみたい
です相談されたよと聞いてからは、こちらも意識して話すようにしま
した。その後誘われたデートで付き合い始めました。

食べ物の好みが合わないことが多くて、どちらかがどちらかに合わ
せるのでちょっと疲れました。日本人同士なら伝わるニュアンスも、
わざわざ説明しないと伝わりませんでした。

女性 40代 アメリカ

旅先で泊まったホテルのマネージャーで、とても良い親切な人だ
なぁというのが第一印象でした。よく顔を合わせ話すうちに食事や映
画に行くようになり私のバースデーを祝ってくれた事をきっかけに交
際を申し込まれ恋愛に発展しました。

やはり言語です。大体通じるのですが、相手は全く日本語がわから
ないので、日本語の細かいニュアンスを伝えるのが難しく最終的に
自分の英語力が上がって解決に至りました。

男性 40代 台湾

大学の経済学の授業でたまたま隣にいた台湾から留学に来ている
女性がいて、勉強のことで質問を受けたことにより親しくなっていき
ました。それからしばしば学食で一緒にご飯を食べたり、カラオケや
ゲームセンターなどで遊ぶようになっていきました。しだいにその台
湾人女性に惹かれていって水族館に行った際に告白をしました。そ
して付き合うようになりました。

価値感や文化の違いに困りました。日本人は言いたいことを直接
言わずに曖昧なかたちで話すことが多いですが、台湾人ははっきり
と物事を言います。それとデート中おしゃれな服装ではなく普段から
着ているようなラフな格好で来ることが多く、また化粧もしないすっ
ぴん状態で来ることも多くてそうしたデート中におしゃれや化粧をし
ないことが多々あるため、日本人と台湾人の恋愛は結構苦労しまし
た。

女性 20代 アメリカ

私の通っていた大学は外国語学部が有名で、他の学部生でも必修
の授業で英語が取り入れられているほど外国語を重視しています。
交換留学生が来ていたり、語学が有名ということで外国人の方も生
徒としていたりしてたので、サークルなどの課外活動でもたくさんの
外国の方と知り合える機会があるのですが、私は比較的大学内で
人数の多い外国の人と交流するためのサークルで知り合って、英
語を使うゲームなどに参加をする度に仲良くなりました。

私自身、英語が堪能ではないため言葉の壁は心配な点でした。重
い話や深い話をする時は、相手が日本語に理解のある場合ではな
いと、不慣れな英語での会話では伝えにくいのではと感じます。
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女性 30代 アメリカ

ネイビーとして数年間だけの滞在として、日本に来られている際に
出会いました。最初はお互い英語を教えてもらうのと日本語を教え
るために、連絡を取りはじめて友人として仲良くなりました。しだいに
付き合うようになりました。

言葉や表現の違いです。日本語は曖昧な言葉が多く、大丈夫との
ひと言でも相手にとってはイエスなのかノーなのかハッキリ言われ
ないとわからないと理解し合う事が難しかったです。

男性 20代 アルメニア

アルメニアに来て知り合った友人のインスタグラムのおすすめ欄に
出てきたので、フォローし交流が始まった。自分のサッカーの試合を
見に来たことが初めて会った時だったが、そこからプライベートでも
会うようになり交際に発展した。

アルメニアでは英語が母国語ではないため、お互いに母国語では
ない言語でコミュニケーションを取るのはかなり頭を使う。

女性 20代 スリランカ

言語交換アプリで知り合って仲良くなり付き合い始めました。
遠距離だったので、中間地の東京でデートをしようということになり、
デートをしました。
東京に住んでいた時期があるらしく、色々と案内してもらって
ディズニーランドやスカイツリーなどの観光地に行きました。

静まり返った電車の中でスリランカ語で大声で電話をしてしまった
り、
スリランカにいる家族に大量に物を買ったりお金を送るけれど、
恋人にはきっちり割り勘というような独特の感じが無理でした。
そういう向こうの文化を理解できる日本人じゃないと付き合っていく
のは無理だと思います。

女性 40代 インドネシア

1人で行った旅行先のバリ島で出会いました。現地に住む友人が紹
介してくれたサーフィンのインストラクターでした。
特に予定も決めていなかったので、毎日海に行きサーフィンを教え
てもらっているうちに、お互いを意識するようになりました。

バリ島は旅行者と現地の人の生活の格差が大きく、ホテルやクラブ
など現地人だと入れない（入りづらい）場所があるのが面倒でした。

女性 20代 ルーマニア

私自身がルーマニア人のアーティストのファンであり、歌詞の翻訳
や解釈を聞くために、アプリでただの会話相手として出会った。話す
うちに愛を表現するような文面が送られてくるようになり、相手が好
意を持っていることに気づいた。旅行が趣味ということもあり来日
し、直接話すことで、交際に発展した。

外国人からすると当たり前だそうだが、常につながっていたいと要
求されることが多かった。ルーマニアと日本の遠距離ということもあ
り、時差もあるので私はメッセージだけのやりとりでいたかったが、
いつでも電話がかかってくるので、対応が本当に大変だった。

女性 30代 フランス

一人でバーで飲んでいる時に、後から彼がやってきて声をかけられ
ました。グイグイくる感じでもなくて交換も待つことができ、連絡先を
交換して後日改めて二人で飲みに行くことになりました。何回か食
事などデートをした後に、告白されて付き合いました。

日本人よりもストレートに愛の言葉を伝えてきてくれるのは良いです
が、スキンシップが多めで外でも人目を気にしないのが困りました。

男性 40代 中国

小学生を対象に異文化体験を目的とした国際交流ボランティアに参
加した際、私が担当したグループに参加し、打ち上げで連絡先を交
換しました。彼女のほうからデートの誘いがあり、何度か食事を重
ねて告白をされました。女性のほうから告白されたのは初めでグイ
グイ引っ張られ、そのまま流されて付き合うようになりました。

日本人の場合、付き合うと異性の友人とは二人っきりで行かず、行
くとしても事前に相談しますが、外国人の場合は全く気にしないこと
が多かったです。

女性 40代 韓国

留学先のオーストラリアの語学学校で同じクラスになり仲良くなりま
した。グループでよく一緒にでかけるようになって、2人でデートをす
るようになり、少しずつ距離が近づいた後、告白をしてくれてつきあ
うようになりました。

共通言語は英語でしたが、お互いネイティブではないので、細かい
内容をうまく伝えられず歯がゆい思いをしたことがありました。

女性 20代 アメリカ

都内の飲食店で声をかけられ、その場にいた互いの友人と一緒に
食事を共にした。向こうから連絡先交換をしたいと言われ、LINEを
交換した。その後連絡が頻繁にくるようになり、一対一で会う約束を
して、数回食事に行った後に付き合うことになった。

多くの愛情表現を求められるため、人によっては重いと感じると思う
空気を読む感覚が理解できないため、はっきり言わないと伝わらな
い
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女性 30代 アメリカ

当時20代前半で英語を勉強したかったのですが、お金もなかったた
め、日本語を学びたい外国人と外国語を学びたい日本人が集う
「Oh My Japan」
というサイトを利用したことがきっかけで知り合いました。
少しサイト内で連絡をしてから、LINEを交換して時差を考えて毎日
決まった1時間に電話をしているうちに仲良くなり、彼が日本に来た
際に恋愛に発展しました。
向こうも日本語を勉強しているため、コミュニケーションがそこまで
大変ではなかったのが大きかったです。

・時差があるため、決まった時間にしか連絡がとれない
・多額の費用がかかる上、休みもお互いに合わせるのが難しいた
め、気軽に会えない

女性 30代 オーストラリア

自分がオーストラリアにワーキングホリデーに行ったときに、自分の
住んでいるフラットの友達が開催したパーティーで相手に出会いま
した。お互いそこまでパーティーを楽しんでいなかったので、それが
元で意気投合して話すようになり、会う回数を増やして付き合いまし
た。

日本のように告白しました、今から付き合いますというようなスタイ
ルではないので、自分の立場は何なのか？という疑問が湧いてし
まうところ。

女性 20代 中国

新卒で入った会社の同期で、はじめはお互い同期という認識しかな
かったけど、ラインを交換して、連絡を取るようになってから、良く電
話とかで話すようになりました。その後、何回か食事に行って、交際
に発展しました。

考え方の違いが大きいなと思いました。日本人は平和主義の人が
多くて協調性が高い人が多いが、中国人はあまり協調性はなく個
人主義という感じがする。

男性 50代以降 韓国

知り合ったきっかけはPCをプラットフォームにしたMMORPGリネー
ジュ2です。
このゲームは序盤こそソロプレイ出来るものの、途中からはPTプレ
イが必須。
私はPTLとなってPTを作る側だったのですが、こういう役割をしてい
ると他プレイヤーと積極的にコミュニケーションをとっていく必要があ
ります。
PTを募集しても、こいつがPTLだったらやめとこう、この人がPTLな
ら面白いから行こうという感じでPT編成に大きく影響するので。
こういう事情もあったのでPT時はチャット多めで会話したり、他プレ
イヤーがミスをしても優しくフォローしたりしていました。
そんな中、日本語が覚束ないプレイヤーがいたんです。
私はPTLとして優しく指示を出したり、直接会話するWISという機能
を使ったりしていました。
だからか他プレイヤーより距離が縮まったのでしょう。
やがてフレンド登録するようになり、そこからメール交換もするよう
に。
この時には相手が韓国人女性だと理解していました。
メールでやり取りするようになってからプライベートな事も話すように
なり、意外にも彼女は隣県在住でした。
なら一度ご飯でも食べにいきませんか？と誘い、デートをしてから
一夜を共に。
そこから恋人関係になりました。

土足文化の違いに困りました。彼女の母国韓国も日本と同じように
靴を脱ぐ文化はあるのですが、日本程の意識はないんだろうなって
感じることがよくありました。
具体的には居酒屋へ座敷席を案内されたら、私達日本人ならスタッ
フから何も言われなくても靴を脱ぎます。
でも彼女はスタッフから注意をちゃんと受けないとわからないんで
す。
大体そういう場合は私が率先して靴を脱いで見せる必要があり、面
倒でした。

女性 40代 ジャマイカ

友だちと３人でバーで飲んでるとき隣の席でジャマイカ人の男の人
が３人で飲んでいて声をかけられました。その時の一人の人が私を
気に入り連絡先を教えてほしいと言われたので交換しました。それ
から毎日連絡を取り合い二人で会って付き合うことになりました。

まだ日本語がほとんどわからなかったので会話はほぼ英語でした。
私も喋れましたが完璧ではなかったので時々お互いいってることが
わからなかったのでしんどかったです。彼は毎日会いたい会いたい
とか愛してると言ってくるのですがそれを私にももとめてこられたの
がしんどかったです。
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男性 40代 フィリピン

勤めていた職場にフィリピン人が数人働いており仲良くなって一緒
にフィリピン料理のお店に行った時そこで働いていたウェイトレスの
子がテーブルの担当だったことがきっかけで、かわいい感じの明る
い人柄に惹かれ連絡先を交換しました。

言葉が通じにくくコミュニケ—ションがしにくいことで誤解が生じた
り、文化や考え方の違いゆえにちょっとしたことで喧嘩してしまうこと
です。

男性 50代以降 オーストラリア

30代の頃にオーストラリアに住んでいたことがあります。その時に
職場で出会ったオーストラリア人と交際したことがあります。日本に
とても興味を持っている人で、とても良くしていただきました。言葉や
文化の違いはあるものの、英語の勉強にもなり、さまざまな経験を
する良い機会になったと思っています。

国籍にもよるかと思いますが、基本的に外国人と交際する際には
自分の意見をはっきりと言わないと伝わりません。外国人の方は日
本人の様に空気を読むようなことはしない様な気がします。

男性 40代 韓国

彼女は、自分が在籍していた大学院に留学生で来ました。彼女の
顔が自分の知り合い（大学時代の彼女）にそっくりで、初めて会った
時に本人と見間違え「なんで、ここにいんの？」と聞いてしまったほ
どでした。それがきっかけで話をするようになり、他人とは思えずに
色々とお世話をしているうちに付き合うようになりました。結局、1年
間の留学が終わって、韓国に戻ってしまったので、恋愛もそれを機
に終わってしまいました。

まずは言葉。ただ、それは直接話していると何となくニュアンスも伝
わるし、メールなら調べながらできるので何とかなる。正直、一番
困ったのは、韓国と言えば儒教の国で、礼節などにきびしく、分かり
やすく言えば、結婚する前の、付き合っている段階では、キスから
体の関係までどこまでがオッケーなのか、その感覚が分からなかっ
たこと。

女性 30代 カナダ

英会話に行っていて、相手はそこで講師をしていた。授業前や後に
雑談をしていて好きな映画や音楽の趣味が合うことが分かり、プラ
イベートでも会って遊ぶようになった。何度かグループで遊ぶうちに
さらに仲良くなり付き合うことになった。

映画館で声を出して笑うなど、日本人はしない事をして少しだけ恥
ずかしかった。出先で「外人とその彼女」イジリを受けることがある
のが嫌だった。

女性 30代 オーストラリア

当時通っていたバーで何度も顔を合わせるたびに仲良くなり連絡先
を交換しました。自然な流れでデートをするようになり、気づいたら
付き合うようになっていました。お互いに特に告白のようなものはあ
りませんでした。

文化が違うので、すれ違いも多く大変でした。特に食の好みが合わ
ずお互いの国の料理があまり好きではなかったので、食事の時は
よくケンカをしていたので、食の好みは重要だと思います。

女性 30代 ブラジル

仕事がITなのですが、大きなプロジェクトで他の会社からも沢山の
人が来てシステムを作っていました。その中にいた人で、彼から一
目惚れと言われて、アプローチがすごかったです。とりあえず付き合
うことになりました。

恋人へのアプローチがすごいと思います。好きと言ってくれたり、夜
もかなり積極的です。日本人は慣れてないので恥ずかしいです。

女性 30代 アメリカ

駅で声をかけられて、出会いました。はじめは道案内かと思いまし
たが、ナンパだったようです。英語の勉強になるかと思い、少しお話
しをし意気投合。日本語は苦手な方だったのでコミュニケーションに
苦労しましたが、メールのやりとりをして、その日は帰りました。

あたりまえですが、意思疎通に苦労しました。メールも英語で、苦労
しました。細かなニュアンスが伝えづらかったです。

女性 20代 オーストラリア

六本木のバーで友人と飲んでいた際に、オーストラリア人の男性に
話しかけられ、連絡先を交換し、そこから何度かカフェやご飯に行く
うちに告白されて付き合いました。過去の日本人の男性とあまり変
わらない出会いから付き合いでした。

親に紹介する際に、いいイメージを持ってくれるか心配でした。ま
た、自分が紹介してもらう際にも、相手のご両親と打ち解けられる
かが不安でした。

女性 30代 カナダ

私がカナダにワーキングホリデーで留学しているときに出会いまし
た。彼は私が働いていたカナディアンレストランの従業員でした。職
場で不慣れだった私に優しく接してくれて、カナダ生活のコツや英語
の勉強の相手などをしてくれる間に恋愛へと発展しました。

外国人の方と恋愛をする上で困った出来事は彼の方の友達やご両
親との付き合いでした。とても楽しいのですが、たくさんの友達や家
族がいた人だったので、正直、そういう付き合いが大変で疲れてし
まう面が大変で困っていました。

女性 40代 カナダ

インターネットで英語を学習するために英会話チャットをしていて知
り合いました。彼は郊外に住んでいたので会うことは想定していま
せんでしたが、都内に出張があり、実際会ってみようということにな
りました。誠実な人柄から恋愛に発展しました。

感情表現が豊かなので、人前でもボディータッチしてくるところが、
知り合いの前などでは気恥ずかしかったです。
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女性 20代 アメリカ

大阪のクラブで私が一目惚れをして話に行きました。
彼は日本語が通じたので盛り上がり意気投合しました。
彼は神戸に住んでいたので次の週に神戸まで会いに行きご飯に
行ったり買い物したりなど何回か会って付き合うことになりました。

言葉は通じるので困らなかったですが、人前でのスキンシップなど
がかなり多くて恥ずかしいと感じる時がありました。
日本男性では絶対しないようなことを普通にするのでびっくりしまし
た。
女友達との距離も少し近く感じたので、私みたいな嫉妬深い人は覚
悟いります。笑

女性 30代 ドイツ

友人に誘ってもらった国際交流会に行き、そこで出会った。その中
でも何人か気が合う５.６人と毎回飲んでいた。
そのうちに、個人的に誘われるようになり、飲みにいったり、遠出し
たりと、そこから交際に発展していった。

人をしっかり見極めないと、相手が自分に対する目的が違ったり、
詐欺にあうこともある。
困ることは、言葉が通じな時がある。

女性 50代以降 韓国

当時アパレル関係の仕事に就いていて、服の生地やボタンなどの
仕入れ担当をしていたため、韓国のソウルにある東大門総合市場
へ買い付けに行っていました。何度も同じ店を訪れていたので、日
本人の客も多い事からか日本語も片言でしたが話せるその店の従
業員の彼と、韓国語を勉強したての頃の私は自然と顔見知りから
食事をするようになり恋愛に発展しました。

コミュニケーションを取るためにはお互いの国の言葉の細かいニュ
アンスまで理解できなければならないと感じたので、共通して理解し
合える言葉やお互いの国の言葉を話せて理解できる語学力は必要
だと思います。

女性 30代 イタリア

私がいた大学に、交換留学で来日していました。私の学部は外国
語教育が盛んで、日本史や日本文学専攻でも外国語の単位をいく
つか取る必要がありました。その中で、留学生と日本の歴史を外国
語で学ぶ授業があり、その受講生として知り合いました。当初、私
は彼を全く認識していなかったのですが、日本人が1人だし日本史
専攻だったので、色々解説しているのを聞いて「かっこいー」と思っ
たらしいです。

言語でのコミュニケーションが想像以上に大変でした。彼が日本文
学専攻で日本語も話せたので、日本語と英語で何とかなるかな？と
思っていました。たしかに事務連絡はできるのですが、感情・感覚
が関わる問題を話し合う場合は毎回破綻しました。加えて彼が日本
語に自信を持っており、むしろ私の日本語がオカシイとか言われた
こともあり、もう無理だと思いました。

女性 30代 韓国

音楽留学でフランスにいた時に同じ音楽学校に通っていた人です。
２歳年上で、家も近くて、学校までの往復の電車でよく一緒になって
いたので仲良くなり、告白されました。練習で帰りが遅くなることも多
かったので、一緒にいて貰えるだけで安心しました。

私は絶対に将来的に日本に住みたかったし、その事で相手や相手
の親御さんに寂しい思いはさせたくなかったので結婚は考えられな
いと思い、必ず終わりの来る恋愛、というのが辛かったです。付き
合う人＝結婚相手の候補という私みたいな人はよく考えてお付き合
いを始めた方が良いです。

男性 30代 ウクライナ

大学生の時に所属していた人口問題を扱うゼミで、一つ上の先輩で
した。異国料理を食べるという共通の趣味があり、様々なところに食
事へ行く中で、2人で過ごす時間が増えていって、相手を意識するよ
うになっていきました。

育ってきた環境（文化）が違い、そこに対する理解がなかったことに
困りました。当時はウクライナ紛争のかなり前でしたが、一緒にロシ
ア料理を食べに行った時に「もともとウクライナはロシアの植民地
だったから」とかなり強い口調で喋っており、日本人からすると、知
識としてはあっても、そこまで意識してきたことではなく、どういう反
応をすればよかったのかわかりませんでした。

男性 20代 スペイン

出会い系で出会いました。その人は40代の男性でした。日本で教
師をしている人でした。メッセージを軽くてからすぐに会うことになり
ました。やりとり自体はそこまで深い内容を話していなくてすぐに
会ってしまいました。

文化が違うのでそこが大変でした。さらに、日本語がたまに通じな
い時があって、そこもすごく大変だなと思いました。

女性 40代 インドネシア

相手がホテルのバトラーで私がお客として出会いました。一人旅で
私の部屋のバトラーで日本語も話しやすくて2回目の宿泊は友人達
と一緒に泊まり彼が休みの時に友人達と誘って出かけたりして擦れ
てないとこが可愛くて好きになり友人達が盛り上げてくれて付き合う
ことになりました。

年下、末っ子、インドネシア人だからか不思議ちゃんでした。1年位
で別れました。会いに行ったのは3、4回。後は電話かメールで連絡
取り合ってました。
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女性 30代 韓国

相手の方がカフェを経営していて、私が常連で通っていました。
予約ができるか尋ねた所、LINEで予約してほしいと言われLINEの
交換をしました。
最初は本当に予約のためにLINEをしていたけど、突然相手からも
し近くにいるのならお茶でもしない？と誘われてお茶に行きました。
そこから彼のお店に行った後2人で会うようになり3ヶ月が経つ頃に
実は初めてお店に来た時から好きだった。と告白をされ付き合いま
した。

日本語は話せる人だったけど、知らない単語も多かったり、ゆっくり
話さないと伝わらなかったりしました。
なかなか言いたいことが伝わらなくてお互いイライラして喧嘩になっ
たこともありました。
国も文化も違うんだから、と割り切って付き合った方がうまくいくと思
います。

女性 50代以降 アメリカ

地下鉄で電車から降りて歩いていると、元々外国人に興味があり、
向こうから外見が好みの背の高い相手が歩いて来たので、反射的
にわざと転んで会話のきっかけを作った。相手もこちらを心配してく
れていたので話がトントン拍子に進み、すぐ付き合う事になった。

性行為において、いつもアナル(肛門)へ性器を挿入された。あちら
の国では当たり前みたいで本当に嫌だった。

女性 30代 マレーシア

知り合いの紹介。最初はお互い紹介されると思ってなくて、一緒に
飲み会をした。そのときに、連絡先を交換し連絡を取っているうち
に、2人だけで会うようになった。2人で会うようになってから、連絡も
頻繁になってきて付き合うようになった。

はっきりと自分の意見や、話し合いをさせられること。本当はいいこ
とだと思いますが、日本人からするとそんなことくらい雰囲気でわ
かってよ。と
いうことまで、しっかり話をする。

女性 40代 ベリーズ

英会話学校のスタッフとして働いていたときに、その学校の講師とし
て働いていた先生でした。ベリーズ出身で、ベリーズを知っている日
本人が少ないなか、私がベリーズに旅行したこともあって、距離が
近くなりました。

私の英語力がそこまでなかったのと、相手がまだ日本への理解が
深くなかったのもあって、コミュニケーションにつかれてしまい、友達
に戻りました。

女性 20代 韓国

友達がすごくおすすめの人がいると紹介してくれて出会いました。
外国のかたと言うので自分の中でハードルが高く初めは気乗りしま
せんでしたが、実際に出会うとイメージと違って気さくで面白くいつ
の間にか好きになっていました。

育ってきた文化が違うので、同じことが起きてもとらえかたが(言葉
も含めて)違ったりする時が多かったです。

女性 30代 中国

学校で出会いました。最初は、あまり話すことがなかったけれどクラ
スメイトということもあり、次第に仲良くなりました。きっかけは、隣の
席で、彼が教科書を忘れたときに私の教科書を二人で見て授業を
受けたことだと思います。

言葉が通じないときがあったり、私が恋愛していた彼は卒業と共に
中国へ帰ってしまったので、遠距離になる可能性があることを注意
した方が良いと思います。

女性 20代 アメリカ

私が大学4年生のとき研究室に留学生として彼が来日しました。彼
は日本語を話せなかったため、書類や契約書を英語へ通訳したり、
学校内外での留学生サポート(街の案内等)などを私が担当してい
るうちに仲良くなりました。

アプローチや愛情表現が強く、はじめは慣れずに恥ずかしいと感じ
ていた。また連絡をまめに取りたいとのことで、既読や返信をしない
と電話がかかってきたりと時間が経つにつれ面倒に感じた。

女性 30代 オーストラリア

クラブで活動するちょっとしたアイドル活動のようなことをしていた
時、お客さんとしてきていた彼に声をかけられ、意気投合したので
次第に外で会うようになったのちに付き合うことになりました。彼か
ら携帯の番号を渡されたのが一番はっきりしたきっかけです。

言葉のちょっとしたニュアンスが伝わりにくかったり、同じ言葉でも
受け取り方が違うと言った『感覚の違い』には少し困ったこともあり
ます。

女性 20代 韓国

留学先のカナダで、言語交換の場で韓国人男子（友人K）に出会い
ました。その時にSNSを交換してお互いの友達を連れて飲みに行く
約束をしました。友人Kに連れられてその場にいたのが彼氏です。
最初は全く興味がなく会話もしなかったのですが、帰り際になりバス
ターミナルで解散になりました。たまたま家の方向が同じでバスの
番号が一緒だったため、バスが来るまで2人きりになりました。向こ
うは少し気があったようでこの後2人で飲みに行かないかと誘われ
意気投合。そこで告白をされて付き合うことになりました。

価値観の違いやズレ、常識や文化の違いなどで衝突することがよく
あります。（例えば電話の頻度、恋愛の仕方、飲酒量が多い、上司
との付き合いは絶対など）
どちらかがネイティブレベルで話せるのなら問題はありませんが、
そうでない場合必ず会話の中で「上手く伝わっていないな…」とか
「そういうことを言いたいんじゃないのにな…」ということが出てきま
す。
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女性 50代以降 アメリカ

ハワイに旅行した際、勤めていた提携のゴルフ場に行った。その時
そこで働いていたのが彼。旅行中いろいろ私達を案内してくれて仲
良くなり、食事などして意気投合。すぐ付き合う事になり、遠距離し
ました。休みの度にハワイに行ってました。

やはり向こうも日本語があまりわからず、私も英語が流暢ではな
かったので、細かいニュアンスが伝わりづらく、コミュニケーションが
うまく取れなかった。

女性 30代 メキシコ

メキシコに留学していた時に、メキシコ人の友人に連れて行っても
らったパーティーで、その彼とは出会いました。パーティーの日に彼
も含めた5人くらいで仲良くなり、後日みんなでメキシコ料理を食べ
に行ったりして、そのあと、付き合うようになりました。

その当時の自分の語学レベルが中級くらいだったので、細かい言
葉のニュアンスを伝えることが難しかったです。

女性 30代 アメリカ

私が通っていた大学に彼が留学で来ていました。彼は生まれて初
めて日本に来たらしく、日本での生活に戸惑い、わからないことが
多く困っていました。そこで、大学の留学生をサポートするボラン
ティアをしていた私が彼のパートナーとして日本を案内し、日本での
生活ルールを教えることに。例えば、一緒にスーパーに行って食材
や日用品を買ったり、電車に乗ったり、バスに乗ったり。出会ってす
ぐに連絡先を交換し、何か困ったことがあればすぐにメールや電話
をできるようにしていたので、なんの違和感もなく、すぐに仲良くなり
ました。大学でも大学以外でも一緒にいる時間が長く、共通の友人
もたくさんできて、一緒に遊び、学びました。出会って7ヶ月が経った
頃、大学のカフェテリアで勉強をしている時に「こんなに親切にして
もらったのは生まれて初めて。君といるとすごく安心する。これから
もずっと一緒にいてほしい」と言われ、付き合うことになりました。私
も彼と会うたび、話すたびに素敵な人だなと感じていたので、その告
白がすごく嬉しかったことを覚えています。それに、彼が日本語を勉
強しているように、私も英語を勉強していたので、お互いにちょうど
良かったというのもあります。

やっぱり母国語が違うので、上手く気持ちが伝わらないことが多々
ありました。お互い覚えた日本語や英語を使って会話するので、微
妙なニュアンスが伝わらず、喧嘩になったこともあります。私はそん
なつもりで言ってないのに、彼にはすごく失礼な言い方に聞こえた
ようで怒られたり、その逆もありました。そういった時に「そういう意
味で言ってないよ。私はこう思って、この言葉を使ったんだよ」と落
ち着いてちゃんと話し合いができる人、関係なら良いのですが、話し
合いを嫌がる人だと言葉のすれ違いでなかなか上手くいかないと
思います。とにかく、トラブルは解決を先送りにせず、その場ですぐ
に話し合って解決することをオススメします。

男性 40代 ニュージーランド

29歳の時にワーキングホリデーでニュージーランドに滞在していた
時に知り合いました。
バックパッカーに滞在しており、８人部屋のルームメイトとして知り合
いました。
色々と話していくうちに気が合い、お付き合いに発展いたしました。

特にはありませんが、やはり言葉の（英語の）意味のとらえ方が、異
なる場合があるのではないかと存じます。

女性 30代 韓国

友達の紹介で知り合いました。友達は、大学で彼と友達になったそ
うです。
初めは、みんなでカラオケにいって遊びました。その時に、電話番
号の交換をして帰りました。頻繁に連絡を取るようになり、遊ぶ機会
も多くなりました。
仲良くなって、三か月ぐらいたった時に彼から告白をされて付き合う
ことになりました。

外国人と困った点は、やはり食べ物です。デートしていても食の好
みが合わなかったのでデートして外食するときは　すごく大変でし
た。
会話は、日本語もペラペラだったので特に問題はなかったです。

男性 20代 韓国

Pairsというマッチングアプリで出会いました。最初は新宿のカフェで
一緒にお話をし、後日品川のアクアスタジアムという水族館でデート
をし、その日にお付き合いをしました。最初の出会いからお付き合
いまで2ヶ月ほどでした。

日本語が少しおぼつかないことがあり、会話が続かないことがあっ
たことです。上手く伝えられず、話が終わってしまうことも何度かあ
りました。
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女性 40代 バングラデシュ

私がカフェで働いているときにお客さんとしてきたのがきっかけでし
た。そのカフェはレジで先に注文、支払いを済ませるシステムだった
のですが、彼はそのことを知らずに席に座って店員が注文を取りに
来るのを待っている様子でした。当時英語を話せるスタッフが私し
かいなかったため、システムの説明に行ってきてほしいと言われ、
彼に説明に行きました。そうすると彼は理解してくれてレジで注文を
してくれました。その際も私が接客をし、注文を受けながら国籍や旅
行の目的などの日常会話をしました。それで彼が好印象を持ってく
れたようで、帰りに連絡先を渡され、初めは英語の勉強や友達感覚
で連絡を取っていたのですがその後付き合うようになりました。

彼はイスラム教だったので、豚肉を食べれませんでした。肉そのも
のだけではなく、ポークエキスやゼラチンを含むもの、豚肉を調理し
たフライパンやフライヤーを使っているお店もNGだったので買い物
や外食の際に困りました。

男性 30代 マレーシア

専門学生時代に同じ専門学校の友人から誘われてその友人の友
人が通っている大学の音楽サークルが主催するイベントに行った際
に参加されていたのが初めて出会ったきっかけです。そのイベント
は小さなクラブハウスを貸し切って行っており約50人程はいました
がその女性は友人と2人で参加されていて私も友人と2人だったの
でお酒を呑んでいたこともあり最初は軽い気持ちで声をかけていま
した。日本語を学んでいるという話を聞いて片言ではありましたが
身振り手振りで話をするうちに共通の趣味(テニス)もありとても楽し
い時間を過ごしました。そこで連絡先を交換してから週に1回程度の
ペースでカフェに行って話をしたりお互いの趣味であるテニスもした
りと同じ時間を過ごすうちに私がどんどん彼女に惹かれていきお付
き合いするようになりました。

言葉は片言だけでも話せればジェスチャーを交えながら会話をする
ことはそこまで難しくはないが相手の方との文化の違いについては
事前に分かる範囲でも知っておくことが大事だと思います。

女性 40代 アメリカ

妹がアメリカに住んでいたので、遊びに行きました。その時、妹が近
くの友人を集めてパーティーをすることになり、一緒に参加しまし
た。私はあまり英語が堪能でなかったけど、妹が通訳してくれて一
人の素敵なアメリカ人と話をしました。とっても素敵な人で一目ぼれ
しちゃいました。一緒にカフェに行ったり、身振り手振りで、何とか会
話ができました。好きになったので、妹の所に半年滞在しました。

私が最初英語ができなかったので、彼氏に迷惑をかけましたが、優
しい人で、自分も日本語を勉強してくれてなんとか会話が二人でで
きました。夢中になり、結婚したかったけど、結果半年後に、彼氏に
彼女ができ、別れました。悲しかったです。

女性 40代 アメリカ

英会話教室で彼が先生をしており、私が生徒として彼の授業を受講
していたことがきっかけで知り合いました。私自身、昔から学校の先
生や部活の先生を好きになることが多く、自分の知らないことをたく
さん知っている人にあこがれる性格なので、私から彼を食事に誘っ
てアプローチしました。彼自身も日本語があまり得意ではなかった
ので、日本での生活をサポートしてあげたことで喜んでくれて、お付
き合いするようになりました。

日本で知り合ったけど、相手は将来自分の国に帰るのか、それとも
日本に永住するつもりなのか、意見を聞いておく必要があると思い
ます。将来、結婚して外国に住むことになればいくら彼のことが好き
でも日本にいる親や親戚、友達などなかなか会えない覚悟で移住
しなければなりません。また子供が産まれたら、どちらの言語を第
一に教えるのか、どちらの国の教育を受けさせるのか、など問題が
出てくると思います。

女性 40代 アメリカ

とても流暢な日本語を話すアメリカ人と国際交流パーティーで出会
いました。出会った当日に連絡先を交換し何度かデートを重ねて付
き合っていると思っていたのですが、私は彼の彼女のうちの1人だっ
たようです。後々知った事ですが、彼は毎回国際パティーに参加し
て日本人の女の子をひっかけてかいたそうです。

日本で長く生活していて日本語を流暢に話す外国人は、日本人の
扱いに慣れているので、すぐに信用してはいけないと思いました。

女性 20代 韓国

インターネットで知り合い会ってみたところ同い年で出身大学が同
じ、住んでる家も自転車で行ける距離、誕生日も近いなど共通点が
沢山あったので話が盛り上がり付き合うようになりました。今年で交
際4年目になります。

やはり文化の違いに戸惑うことが多かったです。韓国の方は愛情
表現をストレートに行う方が多いのですが、私が恥ずかしがってな
かなか出来ずにいて、不安になったようで何度か怒らせてしまった
ことがありました。日本の方はあまり愛情表現は得意ではないと思
いますが、ある程度相手に合わせてしてあげると関係がより良好に
なると思います。
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男性 20代 フランス

出会いを求めつつ英語の学習を兼ねてtinderのグローバルモード
で外国人の女性と知り合おうとしてマッチングした方の一人。交換
留学生でフランスから来ていて今は大阪に居ると聞き、大学生の自
分はちょうど旅行に出たかったので会いに行き、初対面で当たりだ
とお互い感じ、テンションが高いままちょうど良い居酒屋やバーに行
くうちに甘いお酒が好きでB級グルメを好んで食べるという味覚が
合ったのでその日のうちに勢いで付き合い始めた。

まず恋愛の距離感がかなり密なので、メッセージのやり取りなどを
こまめに行ったり愛情表現をライブに出てるロックバンドのMC並み
に行わないといけない。愛情表現の多彩さに引かないこと。日本人
特有の外国人をイロモノで見るような事をしない、差別に対しての
意識が敏感なので。日常の些細な事でも文化の違いを感じることが
あるのでしっかり話し合うこと。

女性 30代 スリランカ

たまたま友人と入ったバーで知り合い一緒に飲むことになった。相
手は日本に来てまだ間もないころで日本語はほとんど話せません
でした。片言の英語とジェスチャーで会話する程度だったのですが、
私のことを気に入って下さり連絡先を交換しやり取りが始まり、日本
人の男性にはない好意を寄せる発言が多く囁かれ交際にいたりま
した。

私自身英語が話せず、相手は日本語がほとんど話せなったので言
葉の壁を感じることが大きかったです。伝わらないもどかしさでお互
いイライラすることもあり喧嘩することも多々ありました。それぞれ
の国によって食文化など違いがあるので理解するのに困った。

男性 50代以降 カナダ

彼女は教会の伝道師と日本語の勉強のために来日、当時通ってい
た教会に住まいし、週に一度は会うことができた。ブロンド美人で、
で年も同じこともあって、いろいろなことを
片言英語でコミュニケーションをとっていました。

やはり片言の語学力しかないので、深く入り込んだ会話はできな
かった。例えば教会のミサ用語など、特別な言葉が翻訳できず、自
信を無くしてしまった。日本で教える英語は
文法主流で発音がなっていない教師が多すぎるとつくづく思った。

男性 20代 アメリカ

アメリカ留学の場所がとても田舎なので友達ができにくく、ハロー
トークという言語学習アプリで現地の友達を作ったりしていました。
そこでアメリカ人の女性から連絡が来て話していくと気が合いそう
だったので一緒に遊んだりしていくうちに恋愛に発展していきまし
た。

衛生面や宗教などで文化の違いをとても感じるので、付き合う前に
宗教や恋愛観をしっかり聞いておいて理解しておいた方がいいと思
います。

男性 30代 ネパール

職場にて派遣会社として来ていた人です。ネパール人は結婚が早
いのに対してその人は結婚しておらず彼もいなかったので仕事で交
流を深めてました。その後ご飯に行くようになり恋愛へと進みまし
た。中国よりのネパール人だったので日本人に近い感じでした。

文化が全く違うことから食べ物が合わなかったので大変でした。加
えて価値観が全く違うので外国人と恋愛する場合は国にもよります
がどちらかが妥協しないとやっていけません。

男性 30代 タイ

大学生の時です。国際交流が盛んな学校であったため、姉妹校とし
て留学生を定期的に呼び込んでいることが一つのイベントでした。
そこで２か月間、同じ研究室に配属された１人の女の子と出会いま
した。はじめは特に気はなく、善意で日本のご飯をごちそうしていま
した。しかし、次第に恋愛へと発展していきました。

一番は言葉の壁です。メインとなるのは英語。辞書片手に、拙い言
葉でチャレンジしました。しかし、熱意や伝える感情を伝えれば、何
とかなるものです。

女性 20代 タイ

アジアの若い音楽家を対象としたインターナショナルオーケストラの
一環で知り合いました。相手は1つ年上で、約2か月の合宿キャンプ
の中で親しくなっていきました。それぞれの国に帰る別れの日、思
いを告げられ恋愛に発展しましたが、タイと日本という物理的な距
離がやがて心理的な距離になり、残念ながら続きませんでした。

一番は言葉です。共通言語は英語で、相手も私も第二言語だった
ので（特に私はペラペラではなかったので）意思疎通がうまくいかな
い時もありました。
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女性 40代 アメリカ

当時、英会話学校に通っていた。留学先私はホストファミリーの家
で開催されたクリスマスパーティーに何気ない気持ちで参加しまし
た。

アメリカではホームパーティーがよく開かれ、「行ってみるとほとんど
知らない人ばかり！」なんてこともよくあります。
ホストファミリーの親戚や友人を含め、その日は30人以上の参加者
がいました。

少しほろ酔い気分になりソファに座って休んでいると、1人の男性に
話しかけられました。意気投合した上、連絡先交換をし、限られた滞
在期間の間に出かけたりして、その後、彼から告白されました。
帰国後、日本とアメリカでの遠距離恋愛に発展しました。

文化もちがう、遠距離恋愛だった為、相手が何をしているかわかり
ませんでした。今、思い返してみると、外国人との遠距離恋愛はな
かなか難しいと思いました。

女性 20代 オーストラリア

高校生のときに私の通う学校に短期留学したときに出会いました。
週に一回だけ私のクラスで授業を受けることがあり、話してみた
かったので私が思い切って話かけたことがきっかけで仲良くなりまし
た。それから廊下で会ったときも挨拶をしてくれるようになりました。
私が彼の国のことや外国の文化に強い興味を持っていたので、ど
んどん話しかけたことが仲が深まった要因だと思います。

日本人と比べると、なんでもない人へのスキンシップが多いので簡
単に自分のことを好きだと思ってしまわないように注意が必要で
す。

女性 30代 アメリカ

アメリカに短期留学した際に出会いました。夏休みだけの短期留学
で、英会話とダンスのレッスンを受けており、彼とはダンスのレッス
ンで仲良くなりました。カッコ良かったので私は一目惚れ。彼も日本
人に興味あったのかとても好意的でした。かなり短い期間でした
が、最後は今後も連絡を取りたいと告白され、帰国後もしばらくメー
ルで連絡を取り合っていました。お互い高校生だったので、程なく熱
が冷めましたが良い思い出です。

兎にも角にも言語です。特に、相手が欧米人の場合は、こちらが英
語を勉強して歩み寄らないと中々先に進めないと思います。あとは
愛情表現の違い等ありますが、男性が積極的な文化がある分に
は、多くの日本の女性にとっては嬉しいことだと思います。

男性 30代 韓国

大学生時代に知り合いのバーによく遊びにいっていました。ある日
女の子グループがバーの片隅でダーツをしており、ナンパしました。
その時は一緒にダーツををして、別れ際にいい感じの子から連絡先
を聞きました。それから何度か食事にいき、お付き合いする事となり
ました。

どうしても食生活や文化の違いがアジア圏でも非常に壁を感じまし
た。彼女は日本食に結構なれていたので問題は少ないように感じ
ましたが、それでも食事は特に大変でした。

女性 40代 アメリカ

私が仕事でアメリカ・シアトルに1年間の長期出張していた時に出会
いました。当時の私は語学力が今ひとつ経験不足だったため、アメ
リカ人の彼氏ができれば英語も上達するだろうと安易に彼氏探しを
開始しました。当時はインターネットでの出会いも盛んだったため、
Match.comというサービスで彼氏を探していました。何人かとデート
した中で、ドイツ系アメリカ人のTOMと知り合い、交際がスタートしま
した。決めては、大手ボーイングの社員であったこととです。さらに、
彼は背が高く綺麗なグリーン・アイで、私が一目惚れしました。私が
はっきりと「好き」という意思表示をしたことが交際に繋がったと思い
ます。

不思議なことに、言葉でのコミュニケーションで困ったことはあまり
ありませんでした。それよりも、クリスマスは家族と過ごすことが当
たり前であることや、デートで食事をした時の支払いも「割り勘」が
当たり前であることに驚きました。当時の日本では、クリスマスは恋
人と過ごすものでしたし、デート代は男性が持つことが当たり前だっ
たからです。男女平等のアメリカ社会では、男性が全てデート代を
持つということはないのかも知れません。金銭的なことと愛情は別
であることを覚悟しておいた方がよい点だと思います。

女性 20代 スペイン

スペインで開催されていた日本のお祭りで出会いました。
友達に紹介されて、現地の友達が欲しかったので積極的にコミニ
ケーションをとり、みんなで料理を作ったり出かけたりしてほぼ毎日
一緒に過ごしました。
しばらくたってから、あちらから好きだと告白され付き合いました。

ネイティヴの言語が違うので、大切な話をしたい時になかなか上手
く伝わらないことが一番困りました。
あとは、食事の量や時間が違い戸惑いました。
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女性 50代以降 アメリカ

グアムのビーチで泳いでいた時に、ビーチでナンパされた。
適当に話を合わせていたら、帰りの飛行機のフライトアテンダント
だった。その偶然にお互いびっくりして、メールアドレスを交換した。
そして連絡を取り合い付き合うようになった。

職業柄、飛行機で飛んでいることが多く、d基本電話ではなくメール
が多かった。
同じ便に合わせて乗り、現地で休みを取って貰ってバカンスを楽し
んだり、日本に来る日に空港まで会いに行ったりした。

女性 40代 フランス

外資系ホテルに勤め、マレーシアに海外転勤になった際の同僚で
す。私にとって初めての海外勤務ということもあり、慣れない環境と
気候のせいで体調を崩していました。無理して勤務していた時に、
配属先が異なるにも関わらず、一番早く気が付いて薬などを差し入
れしてくれたのが彼でした。時折休憩時間などに顔を合わせ、世間
話をする仲に。その後の従業員のスタッフパーティーの際、寮まで
のタクシーが偶然一緒になり親密度が高まりました。その後はグ
ループで一緒に出掛けたりしていましたが、気が付いたら二人でお
付き合いしていた…といった感じです。

価値観の違いが想像以上です。日本人は良くも悪くも協調性や同
調性を重視しますが、フランス人は個人主義。周りの空気を読む事
より、自分の意見をいかにうまく主張するかということを重視するの
で、こちらがオブラートに包んだようなものの言い方をすると、「本音
では何を考えているのかわからない、まるで二重人格だ」と言われ
ることが多々あります。はっきりと自己主張をすることが大切です。

女性 30代 メキシコ

私がワーキングホリデーでニュージーランドに行っていたときに、バ
イト先のバックパッカーの宿で一緒にバイトしていた人。
話をしていてこの人の考え方素敵だなと思っていたら、バイトメン
バーでパブに行った帰り道で「彼氏がいないなら今から俺が彼氏
ね」と言われた。

コミュニケーションで少し困った。自分もある程度英語話せたけれど
流暢な英語ではなかったのでもっとちゃんと色々伝えれたら良かっ
たと思った。

女性 40代 シンガポール

その男性とは婚活パーティーで少し話したときとても気さくで話が楽
しかったのでアプローチしたのですがカップルにはなれませんでし
た。しかしその後街を偶然歩いていたらその男性と再会しお話をし
ていたらとてもきがあったので何度も二人でデートを重ねて付き合う
ことになりました。

感覚の違いです。外人は日本人のように細かいことを気にしないの
で普通に遅刻したり、ラインの返信を返しません。これをいちいち気
にしていたら長続きしないので大目に見てあげることが大事です。

女性 30代 アメリカ

六本木のクラブで連絡交換してからデートを重ねて行きました。大
体デートは日本人と同じ感じです。食事・映画・ディズニー・温泉など
あとはほぼ毎日の連絡・フェイスタイムシツコイほど連絡が来ます。
プラスお褒めの言葉。

言葉の壁と文化の違い、あとは飽きるのか目移りが激しいのかパタ
リと連絡が来なくなるのはざらですし真剣な方はほぼ日本国内には
いないと思います。

女性 30代 ドイツ

職場で出会いました。最初は友人同士でしたが、しだいに職場外で
もよく話すようになりました。自分は意識し始めていましたが、相手
は皆に平等に優しい人で、諦めていました。
しかし、プロジェクトが終わる頃、予想外に相手から突然、付き合い
たいと告白されました。

よく言う外国の人は自立した人に魅力を感じる、というのは本当で、
自分は依存的になりがちだなと実感させられ、反省するばかりまし
た。
生活習慣でいえば、ドイツは健康志向といいますか、彼も添加物や
ラップを特に避けたがりました。電子レンジは食品を破壊するから
と、いい顔はされませんでした。最初の内は特に、料理しているの
を見られると小言を言われるので嫌でした。後になるにつれ、本人
も言葉を選んで指摘を遠慮するようにはなりましたが、習慣の擦り
合わせ時期はお互い相手の言動について思うところがあったように
感じます。

女性 30代 インドネシア

社会人になってからの合コンで知り合いました。彼は大学時代から
日本にいたようで、日本語もほとんど完璧で顔立ちもハーフのよう
な顔立ちだったので、初めは外国人の方だとは気づきませんでし
た。合コンの後に２人で会うようになり、メールも頻繁にやり取りする
うちに付き合うようになりました。メールもまめで、虹を見た写真や、
出張先のご飯のメールを送ってきたりと日本人の人と付き合ってい
る感覚と変わらなく感じました。

季節感や天気への感覚が少し違うなと感じました。秋の終わりの肌
寒い季節でも半袖で着たり、少しの雨なら気にしないと傘を持ってこ
なかったり時々驚くことがありました。
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女性 40代 カナダ

出会いのきっかけは女友達の紹介でした。彼女はおそらく合コンで
アメリカ人男性と知り合ったのだと思います。そして今度は2対2で
飲み会をしようという話になり、彼女は私を、アメリカ人男性はその
友達のカナダ人男性を連れてきました。二人とも中学校の英語の授
業のアシスタントをしており、その繋がりがあったようです。女友達と
アメリカ人男性はその後、仲を深める事はありませんでしたが、私と
カナダ人男性とは家が近いことから意気投合してデートをするよう
になり、彼の帰国時の遠距離恋愛も含めて3年くらいお付き合いを
しました。

言葉の習得はとても大事です。彼は母国語が英語で、日本語は簡
単な会話のみ可能でした。私は母国語が日本語で、英語は中学生
レベルでした。恋愛が順調にいっている間はそれで十分なんです。
相手を好きな気持ちで浮かれていて想像力をはばたかせ、互いの
言ってることをポジティブな意味で理解したつもりになりますし、多
少通じないところがあっても気にしません。しかし気持ちが冷めて来
た時や、話し合いが必要になった時は問題です。私はそうなって初
めて、今までは相手を理解したつもりになっていただけだということ
に気が付きました。本当は何も分かっていなかったのだと。あちらも
同じだったと思います。どちらかが相手国の言葉をネイティブ並み
に話せるならもう片方は母国語しかできなくても大丈夫ですが、そう
でなければ互いに互いの国の言葉が日常会話以上に出来ないと
正しく理解し合うのは困難だと思います。正しく理解し合っていなく
ても軽い恋愛はできますけど、真面目なリレーションシップや結婚と
なると厳しいですよね。

男性 30代 アメリカ

カジュアルなイベントスペースで行われたスタンダップコメディのライ
ブイベントで出会いました。
当時20歳くらいでアメリカの大学から日本に留学している子でした。
お酒を飲みながらの自由な立ち見形式だったので、自然と会話する
流れになり向こうが自分に興味をもってくれたので連絡先を交換し、
数回二人きりで会ったのち、後日付き合うことになりました。

その子は日本語もある程度流暢に話すことができる人だったのでコ
ミュニケーションは問題なかったです。
強いて言えば積極的にスキンシップを求めてくる子だったので、人
前で堂々と抱き合ったりイチャイチャするのにやや躊躇してしまう日
本人男性の特性から、最初は少し戸惑いました。相手の文化や習
慣を受け入れて尊重することもまた、重要なことだと思います。

女性 30代 韓国

共に中国の大学へ留学していてクラスメイトでした。
お互い大学生になって初めての外国人の友達という感じで恋愛と
は違うドキドキ・ワクワク感がありました。
たまたま席が隣になった事もあり毎日学校帰りに食事したりするよ
うになり知り合って2か月経ち彼の部屋で韓国料理を振る舞って
貰った日に結ばれました。

韓国は年齢による上下関係が非常に厳しく、
1歳でも年上の人相手だと敬語必須、食事中も正面ではなく横を向
いてお酒を飲まないといけない等々色々なルールがあり、
彼の先輩と食事する時や遊ぶ時は先輩に気を使っている彼を見て
私まで緊張してしまいました。

男性 50代以降 中国

僕の仕事が美容関係の仕事でお客様として僕の店に来店してくれ
たのがきっかけです。
綺麗な方だったのですがお客様を誘うのは気まずいので通訳をし
てくれている従業員に綺麗な人だねって言ったら
そのままお客様に伝えてしまい、お客様の方から食事に誘って頂き
ました。
それがきっかけで何度か食事に行ったりして交際が始まりました。
最初は言葉がわからなかったので苦労しましたが、話したい一心で
勉強して
半年くらいしたらなんとか通じるようになりました。
常に一緒にいることが普通になり一緒に暮らすようになりましたが
やはり文化の違いや言葉の壁がありお別れしてしまいました。

やはり一番は言葉ですね！どんなに勉強しても通じないこともあり
ますし
誤解されるようなこともあります。愛があれば言葉なんてという人も
いますが
やはり言葉って本当に大事だと感じました。

男性 30代 タイ

よくタイに訪問する事があり、暇つぶしにマッチングアプリのtinderを
触っていたところ、マッチしたため会話をしていました。
東南アジアでは大体フリーランスが使っている事が多いのですが、
たまたま普通の方で仲良くなり、付き合っています

言葉がわからないと意思疎通ができないです。特にマイナー言語
の国で英語も話せないと厳しい。
あとは文化の違いを受け入れられるかどうか
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女性 20代 イギリス

イギリス留学中に友人の勧めで始めたtinderで出会いました。現地
では、出会い系オンリーではなく友達探しのような感じで使っている
人も多く私もその一人でした。アプリ上でメッセージのやり取りをし、
実際に会うことになりましたが特に下心など感じず本当に友達のよ
うでした。出会ってから1ヶ月ほど経って彼から告白され付き合いま
した。その後、帰国を経て遠距離なども経験しましたが出会いから5
年経った今は結婚し旦那になりました。

どちらかの国で出会うことが多いと思いますが、国際カップルの1番
の問題はビザ問題だと思います。よくあるパターンとしてはビザが
切れるタイミングで結婚するか、別れるかの2択になってしまうこと
です。

女性 40代 韓国

新大久保の人気食堂の店員でした。わたしが韓国語の習うために
通学していることを話し、仲良くなり、食事の帰りに連絡先を交換し
ました。
それから数回お店に食事した帰りに、店の外に出て、約束して会お
うと言われ、舞い上がるほどうれしかったことを覚えています。

言葉や態度のニュアンスが違うので、どこまでが友人としてなのか
恋愛対象としてみているのかがわからなくて、長い間こじれました。

女性 30代 韓国

社会人を退職してから美術系の専門学校に通い、そこの同じクラス
で出会いました。前職やそれまでの人生で出会ったことのないタイ
プだった彼に、私が一目惚れしてデートに誘いました。1日デートを
終えて、お互いに楽しかったということで付き合ってみようということ
になりました。

母国の友人や家族と、電話で頻繁に連絡をとる人だったのですが、
言葉がわからないので何を話しているのか、私について話している
ようでも何もわからず、どんな顔をしていればいいのか困りました。
語学の勉強は必須かなと思います。

女性 40代 タイ

留学先がタイ王国でした。当時バンコクで学校に通っていて、日本
から友人が遊びに来たときに日帰りで近場の海にでかけた先で、彼
のいたグループと同じ船に乗り、出会いました。彼のいたグループ
の一人と私の友人が最初に仲良くなったことから交流が始まりまし
た。

生まれ育った国が違うので物事に対する考え方が異なっており、お
互いになぜそこで不快に思うのかと言うすれ違いがあると思います
ので、譲り合う事ができなければ続かないと思います。

女性 20代 イタリア

マッチングアプリで出会いました。始めは本当にデートが出来るとは
思いませんでしたが、その前にビデオ通話で話をして、相手が日本
で働いているため日本語でコミュニケーションが取れて安心しまし
た。実際に会ってからは相手がもともと好意をもってくれていたので
スムーズに恋愛が進みました。

その外国人はだいぶ前から日本に来日してそこで職を得て定住し
ているため、コミュニケーションに困ることはありませんでしたが、や
はりスキンシップの頻度が日本とは違って戸惑いました。また、情
熱的に感じていても、実際は友愛の範疇ということもあり勘違いしな
いように注意が必要です。

女性 50代以降 カナダ

専門学校で講師をしていた時に、学外からの講師の一人として講義
に来られた時に専門学校で出会いました。初めてお会いしたときは
接待をする役割があったので、お茶をすすめながら講義や学生の
話をしました。その方の講義は毎週月曜日の午前であったため毎
週月曜日には学校で接待していました。最初の出会いから2か月
たったころ、接待中に相手から電話番号を書いたメモをわたされて
そこにお付き合いしたいとかかれていました。少し迷いましたがと好
印象だったので一度お会いしてみようと思い、電話して食事をしまし
た。するととても意気投合し、互いにひかれあいました。

外国人と恋愛をする上で困ったことは、日本とカナダの価値観や習
慣の違いで、互いにする出来事の解釈について、なんでそうなるの
か?と理解しあえないことがたまにあってお互いに悶々と腑に落ちな
いことでけんかになることがある。

女性 20代 フランス

元々は大学時代の合コンで知り合いました。その当時は彼氏は3つ
ぐらい年上で、日本語もとても流暢でした。留学で約4年目ほどと
言っていたので、日本での生活にもだいぶ慣れているようでした。
外国人ということもあり、非常に話題性があり、とても話したのを覚
えています。そのことから連絡を交換し、色々とデートなどに行きま
した。

大きな違いとしては、食文化が全く違ったということがとても大きい
と思います。基本的には彼氏は主食はパンのためなかなか食事の
好みなどが合いませんでした。
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女性 40代 韓国

新大久保で韓国と日本の交流会があり、出会いました。
交流会だったので、たくさんの人がいて私は韓国語は話すことがで
きませんでしたが、近くの日本人男性と韓国人男性と話が盛り上が
りしばらく話していました。
交流会が終わり私はそのタイミングで帰ることにしましたが、そこで
彼が途中まで一緒に帰ろうと言ってくれて電車のの中で連絡先を交
換してそこから時々あったりして恋愛に発展しました。

考え方の違いがやはりあり、すこし困ったことはありました。
外国人だからなのか性格なのかはわかりませんが、かなりの実力
主義で仕事に関してはかなりストイックで仕事をなかなか休むことを
しなかった。
なので、会う時間が取れなくなったりしたこともあった。

女性 30代 アメリカ

私がアメリカ旅行に行った際に飲食店で声をかけられました。初め
ての海外旅行だったので、とても怖かったのを覚えていますが、声
をかけられた際に彼氏は日本語を話せるのとができ、色々と楽しい
話をしたのを覚えています。2週間の旅行でしたが、ほとんど彼と同
じ時間を過ごしていて仲良くなり、帰国の際に数ヶ月後に彼氏も日
本に来ると言いました。そして数ヶ月後に実際に奥つき合いすること
になりました。

物の考え方やスタンスがまったく違うということに驚きました。何かト
ラブルやもめ事があった際に考え方が全く違うので、日本の対応の
仕方と全く異なる点が非常に戸惑いました。

女性 30代 アメリカ

職場の同僚が英会話教室に通っていて、彼はそこで講師をしていま
した。日本人女性とお付き合いをしてみたいと同僚に相談があった
ことから、私を紹介してくれました。LINEのやり取りから始まり、食
事に行き、とても紳士な方だったので、お付き合いすることになりま
した。

車で洋楽(ZEBRAHEAD)を流したら、歌詞の内容が過激すぎると
指摘を受け、少し気まずくなりました。

男性 20代 アメリカ

大学生当時に私が加入していたテニスサークルで、海外留学生とし
てサークルの見学をしていた際に出会いました。たまたまペアで試
合をすることになり、一緒に何試合かしていくうちに自然と仲良くな
り、ご飯に行く事が増えてきました。
出会ってから2ヶ月後くらいに向こうから告白していただき、お付き
合いすることになりました。

お互い母国語しかできない状況で出会ったので、最初は話をする
のにとても苦労しました。話が噛み合わないことも多々あったので、
言語の壁を越えるまでは時間がかかると知りました。

女性 20代 イギリス

コンビニのバイトをしている時に来店されました。私はあまり英語が
得意ではなく身振り手振りのジェスチャーで対応していましたが、
「僕、日本語喋れるよ」と、とても上手に話された事がきっかけで知
り合い、その後常連さんとして毎日来てくれて仲良くなりました。

文化の違いがありました。日本語は確かに上手なのですが、方言
まではまだ詳しくなかったので。そこでの意見の食い違いが多かっ
たです。

男性 50代以降 イギリス

私が26歳で地方の中学校で教員をしているときの話です。その町
の教育長は当時では珍しく英語教育に力をいれていました。そのた
め、私の中学校では週3日ではありますが、外国人の先生が中学
生に英語を教えるようなシステムが研究されていました。私はその
中学校の研究主任をしていたので、その外国人のリンダ先生（22
歳）の担当（お世話係）をすることになったのがキッカケです。その
間3年間リンダとは恋愛関係になりました。その後リンダはイギリス
へ帰国しました。

日本人と違って「言わななくてもこれくらいは大丈夫だろう。」は危険
です。英語が堪能ではなくても、片言の英語やジェスチャーで自分
の意思や考えを伝えることは大事です。

男性 40代 ブラジル

私が生産技術の事務職で彼女が製造スタッフだったのですが、彼
女が使用していた設備がトラブルを起こし私が対応している所を見
て凄いと思ったらしく、
そこから少しずつ設備の仕組みやトラブル時の対応方法を教えて
いるうちにお互い意識するようになり付き合うことになりました。

彼女は日本語が分かるのですが私はポルトガル語が分からず、彼
女がブラジルの友達と話をする時はポルトガル語で話をするので、
何を話しているか分からないのが困りました。

女性 30代 ブラジル

出会いの場所は、行きつけの居酒屋でした。友人と2人で飲んでい
たところ、彼も友人と2人で来ていて、話しかけられたのがきっかけ
です。会話も弾み、連絡先を交換して会うようになり、お付き合いす
る事になりました。

やはり文化が違うので、食事が1番困りました。好みが合わず、些
細な事で意見が分かれてばかりだったのが困りました。
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男性 40代 タイ

一度パック旅行で行ったタイが大変気に入り、一人旅で何度のも行
くようになりました。基本バンコクで遊んでいましたが、お金がない
のでいつもアソーク辺りの同じ安い宿に泊まっていて、そこの近く飲
み屋にほぼ毎日通っていたら常連になってしまい、そこで働く女の
子と仲良くなりました。昼間タイのワット・ポーなど観光スポットで
デートするようになり、タイに来た際は、必ず連絡を取って会うように
なりました。

本気で恋愛すると相手との熱量の差にショックを受けると思いま
す。彼女は遊び感覚だったのか、よくプレゼントをせがまれたり、果
ては家族を紹介されましたが、その家族にも何かプレゼントをする
よう言われ、こちらが冷めてしまった経験があります。

女性 30代 ニュージーランド

私が大学生の時に研修旅行でニュージーランドを訪問。その時のホ
ストファミリーになってくれたのが、当時現地の大学で日本語を勉強
していた彼でした。その時は２日滞在しただけだったので帰国後何
度かメールでやり取りしただけでしたが、その5年後にニュージーラ
ンドに留学した際、私から連絡をして再会。学校終わりにカフェなど
で会い、話しているうちに彼から好意があることを伝えてくれまし
た。

私は流暢に英語を話せたわけではなく、彼の言う言葉を頑張って聞
き取って、聞きなおして(彼も少し日本語は話してくれましたが、私の
英語と似たレベル)しながらの会話だったので、上手く意図が伝わら
ない事がよくあり、誤解される事もありました。

女性 30代 台湾

私の通っていた大学は、海外の大学と交換留学をするプログラム
がありました。そのプログラムを利用して彼は日本へ来ました。1年
の時は、背が190近くあるし無表情で近寄りがたい雰囲気で話した
ことはありませんでしたが、2年になると取っている講義がほとんど
同じで、顔を合わせる機会が増えました。プリントを渡したのをキッ
カケに少しずつ話すようになり、辿々しくても一生懸命伝えようとして
くれたり、講義や日本に馴染むために努力している姿、真面目で優
しいところに段々惹かれて付き合うようになりました。
4年の冬、大学を卒業後は台湾に帰る。一緒に来ないかと言っても
らえましたが日本を離れることに抵抗があったのと当時は日本で叶
えたい夢が私にはあったので、とても悩んだし考えたし沢山話し合
いもしましたが、最後はお別れを決めました。

日本には存在して台湾には存在しない言葉や習慣があると、説明
が難しかったです。特に付き合う前?付き合いたての頃は日本語と
英語と身振り手振りで伝え合うことが多かったです。

男性 30代 フィリピン

出会いは恥ずかしながらフィリピンパブです。
ふらっと入ったお店で一目惚れでした。客観的にかなりの美人で人
気嬢だったので何度も店に通い、3ヶ月程でようやく外で食事出来る
仲になりました。
外で食事するようになり、デートを重ねて、出会って半年経った頃、
猛アピールし続けた末に交際する事に。
ただ付き合った後は嫉妬が凄く、いつも彼女がお店が終わる時間ま
で、家にいる証拠写真を送って彼女を安心させなければならなくて
寝れませんでした。寝よう物なら大激怒です。
デートしている時も、一瞬でも私の目が他の女性を見ると大激怒さ
れました。男でも女でも歩いていれば視界に入るのは当然なのにで
すよ。
フィリピンの女性は嫉妬が凄いのは知ってましたが、強烈すぎて大
変でした。
その他にも理不尽な事で喧嘩は絶えなくて、いつも頭を下げて仲直
りの日々に疲れました。
愛されてる証拠だと思えば、そこまで苦ではなかったです。本当に
好きだったので、それでも一緒にいたいと思ってました。
愛情表現は凄くて、キスやハグは常にで、ずっとベタベタしているの
で、私的には凄く良い彼女でした。

外国人とお付き合いする上で、1番大変な事は言葉の壁です。深く
伝えたい話や、細かい説明が言葉が違うととても難しいです。
誤解が生まれ、些細な事で大喧嘩になります。
注意点ではないですが、アドバイスするのであれば、向こうの言葉
を勉強すると良いです。
何処の国の方でも、自分に歩みよってくれてれば嬉しいはずです。
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男性 20代 アメリカ

私は当時、大阪の外国語大学に通っていたのですが、金銭的な理
由で留学に行けなかった為、日本に来ている多くの留学生と友好関
係を築く中で英語を練習していました。大学二回生の時、留学生の
友人が主導の交流パーティーに参加したとき彼女と出会いました。
彼女はNY生まれNY育ちでしたが、血筋はアジア系で、日本語が非
常にうまかったため、彼女の事を”英語が上手い”日本人だと思って
いました。そのことにびっくりした私は彼女に興味を持って話しか
け、すぐに意気投合しました。彼女はとても哲学的でありながら、そ
の思想の中には女性らしさの様なものを感じ、私はそれが楽しく
なって、気が付くと３時間以上も二人で会話をしていました。
パーティーが終わり、帰ろうとする彼女を見たときに自分がすでに彼
女に惹かれていることに気が付いたころには、体が勝手に彼女の
腕を握っていました。
「やってしまった！」と思いましたが、彼女を私は見つめあいその夜
は二人で過ごしました。
自分にこんなに情熱的な一面がある事に驚きながら、互いに情熱
に身を任せたあの日は良い経験です。

言語と文化の違いは非常に大きかったです。言語と言っても、単純
な日本語力・英語力の問題というよりは、その言葉の持つ力の大き
さの違いが原因で喧嘩になったことが多かったです。日本人同士で
も、大阪弁の人にとって”アホ”は大きな力を持たず、人をそこまで気
づ付ける事はありませんが、この言葉が標準語圏の人に向けられ
ると大きな力を持ち、人を傷つけたり怒らせることが多いです。その
様な事が違う言語・文化で育った者同士のコミュニケーションの中
では頻繁に起きるため、口喧嘩を良くしました。
また、ジョークは文化と言語の影響を大きく受ける為、私の冗談が
気に食わない事が多かったみたいです。

男性 50代以降 中国

海外赴任で、中国で3年間仕事をしておりました。現在は、海外赴任
終わって半年程度日本の会社に復帰しております。出会いのきっか
けは、私が働いていた中国の会社です。私の会社は浙江省に有る
工場でしたが、私は主に事務所で管理職をしており、彼女は工場の
ラインで仕事をしておりました。ある商品で不具合が発生したため、
ラインでヒアリングを行ったのが、きっかけが恋愛の始まりとなりま
した。

言葉の問題と文化の違いによる価値観のズレが困ったことになりま
す。言葉については、細かい部分が翻訳機能を使っても伝わらない
ことが有る点です。また、価値観のズレは日本人は約束した時間の
少し前には到着していますが、中国人は少し遅れても平気な顔をし
ています。謝るそぶりもありません。一般的に中国人は時間にルー
ズな点に何度か困った記憶が有ります。以上の2点が困ったことに
なります。

男性 30代 韓国

彼女とは大学生のゼミが同じでした。私の印象はキレイな子かいる
な、程度であり特に接点がなく過ごしていました。しかしある日、私
のバイト先であるお寿司屋さんに彼女が新人バイトで入ってきまし
た。彼女は私が同じゼミにいること、いつも真面目に勉強しているこ
となどを見ていたらしく、すぐに仲良く話すようになりました。そして
話しているうちに、お互い日本文化に興味がありお寿司屋でバイト
をしていること、文化財を見に行くことが好きなことなどの共通の意
識があったことで自然と付き合うようになりました。

感情をストレートに表現してくるところです。もちろん良い面もありま
すが、慣れないうちはキツイと感じてすごく疲れます。また束縛が激
しいかもしれません。電話やメールは毎日していました。

女性 30代 イギリス

お酒好きな私が友人と4人で呑みにいった外国人も集うような気軽
に立ち寄れるバーで、イギリス人とアフガニスタン人の男性に声を
掛けられて出会いました。彼らはまだ日本語があまり上手く話せま
せんでしたが、私は学生時代英語が好きだったのでなんとなく英語
を聞き取ることはできて、知ってる英単語や言い回しを使ってお互
いに一生懸命手探りで伝え合ったのを覚えています。
イギリス人の彼と連絡先を交換して、英語でやり取りしながら一緒
に呑みに出掛けたりするうちにお付き合いすることになりました。

始めは言葉の壁があった事でお互いに一生懸命意思疎通を図ろう
と歩み寄り仲が深まっていきましたが、やはり喧嘩になった時には
言葉の壁がある事で解決までに時間がかかったり誤解を生んでし
まったりと言葉のハードルはあったと思います。
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男性 50代以降 スペイン

総合商社に勤務しています。今まで英語圏への転勤が多く、英語圏
以外でもビジネスは英語がほとんどですが、メキシコに転勤が決
まったときに同僚から「スペイン語を少しでも話せるほうが良い」と言
われ、転勤３ヶ月前に個人でやってるスペイン語教室に通いまし
た。そのスペイン語教室の先生（30代）と親密な関係をもつようにな
り、恋愛に進みました。（両思いです。）彼女は自国以外に興味のあ
る女性で、日本来る前はインドに住んでいました。私も転勤でインド
に3年いたので話が合い仲良くなり、恋愛に進みました。

困ったことは、それが不倫関係であったことです。私には妻と子供
がいて、彼女は日本人と結婚はしていませんがお付き合いしている
方がいたことです。
お互い恋愛関係ですが、この先（海外転勤）のことを考えると別れる
しか無いと考えましたが、彼女はスペインに帰ると言い出し、一緒に
スペインで暮らしても良いといわれました。
その後どうにか別れることは出来ましたが、私は今でも（現在50才）
未練が残っていて、スペインで彼女と生活していたらどんな生活を
していたか考えることがあります。
注意点を一概には言えませんが、外国人は日本人と比べると、熱し
やいと言うことです。
遊び心で付き合うのは（特に結婚している方）辞めた方が良いと思
います。

男性 10代 台湾

高校の時に台湾にホームステイをしに行った時のホストファミリーと
して出会い、初めのうちは緊張して2人とも上手に話すことが出来ず
ぎこちなかったが時間が経つにつれてコミュニケーションがよく取れ
るようになり相手からの猛アプローチによって恋愛に発展しました。

困ったことは1年間は遠距離だったため毎日夜に通話をすることで
しか恋人どおしの感じが出ないのでその期間が困りました。同棲し
てみると料理の種類や味付けは少し口に合わないこともありますが
嫌な思いをすることなくやっていけています。相手も見た目は日本
人とそこまで変わらないので外に出ても変な目で見られることはほ
ぼないので大丈夫です。訪問販売には注意しましょう。

女性 30代 アメリカ

私が歩道を歩いて、自宅に帰ろうとしていたら車に乗った外国人が
話しかけてきました。日本に仕事で来たが、友達がいないから友達
になってくれる人を探していたようで、連絡先を交換しました。毎日
電話をかけてきてくれたので、交際する事にしました。

会った時にハグをするのが、最初は変な感じでした。女性も自己主
張しないといけないので、その癖がついてしまうと、日本の男性とい
る時は、偉そうだ言われてしまうので注意です。

女性 30代 アメリカ

沖縄に旅行に行った時に米軍基地で働いているアメリカ人の方に
出会いました。
沖縄の北谷町美浜と言うアメリカンビレッジと言うところで声をかけ
られて日本語が話せる方だったのでそこで会話が盛り上がって意
気投合した感じでした。

困ったことはたまに言葉が通じなくジェスチャーなどで説明しないと
いけないことです。
向こうも同じだと思うのですが私は英語が全く無理なのでそこは困
りました。
注意点は文化の違いがあるため、お互いの文化の違いを理解しな
いといけないなと思いました。

女性 40代 チェコ

オーストラリア留学中に、チェコ人のクラスメイトが開催したパー
ティーで出会いました。その時は出会っただけで、彼はそのパー
ティーに参加していたスロバキア人の女の子と付き合い始め、その
まま顔見知り程度の関係で2年が経ちました。その後例のクラスメイ
トから、「彼が彼女と別れて新しく住める場所を探している」と聞き、
ちょうど私の住んでいたところにベッドの空きがあったので紹介し、
ルームメイトになりました。私の住んでいたところはワーホリビザの
ヨーロッパ人ばかりのアパートでコロコロ住人が変わる中、私と彼だ
けが学生で長期滞在していたので自然と仲良くなり、一緒に出掛け
ることが多くなり、いつの間にか付き合っていたような感じでした。

私たちはお互い自国ではない場所で出会ったので、「ビザの切れ目
が分かれ目かも」という覚悟みたいなものが、常に根っこにあったと
思います。ズルズル付き合うという選択肢はなく、国際結婚をしたい
ほど真剣なのか、ビザが切れたら分かれて自国に帰るのか、怖くて
聞けないという不安があった記憶があります。彼は真面目な人でし
たが、遊びまくってるヨーロッパ人のルームメイトを沢山見てきたの
で、白人に偏見もありました。そして、実際に体を味見したいだけの
人も沢山います！（そういうルームメイトもいました。彼に遊ばれた
女の子に突撃を食らって悩み相談とかしたことありました...）見極め
は大事です。特に知り合ってすぐ！というのは怪しいと思います。

女性 20代 中国

大学の時、留学生として同じ学部で勉強しました。チームに分かれ
て行う授業で仲良くなり、お互いの文化や食事などに興味を持つよ
うになり、授業後や休日に遊ぶようになったと思います。学校以外
での性格を知ってから惹かれるようになりました。

言語や表現の違いにはなれるの時間がかかりました。社交辞令や
はっきりしない言い方は誤解されることがあり、お互いのためにも嫌
なことははっきり言う方がいいと思いました。
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女性 30代 イギリス

喫茶店で大学のレポートをしていたところ隣の席に座っていたイギ
リス人男性の彼が「勉強中に申し訳ないです。頑張っている姿が素
敵だったので」と声をかけてきて、最初はナンパかと身構えたので
すが物腰柔らかな雰囲気と笑顔が素敵でそのまま１時間ぐらい会
話をしてしまいました（笑）もうすぐバイトの時間だったのでさよならし
ようとしたのですが咄嗟に彼がペーパーナプキンをとってそこに
LINE IDを記載して「もしよかったら・・・」と私に渡してくれて。そこか
ら連絡のやりとりをするようになり恋人になりました！

ヨーロッパ系の男性は、自分の意見をしっかり持っている女性が好
きかもです。何かと君の意見は？と聞かれるので。日本人女性とい
うか日本人の方はどうしても人の意見に流されがちなので咄嗟に
自分の意見を言えないとガッカリされたり、不安になられたりするこ
とがあります。

女性 20代 ベトナム

専門学校時代にやっていたアルバイト先であいました。
バレンタインにチョコをあげたところ、日本の義理チョコ文化が通じ
ずに付き合うこととなってしまいました。
それでいいのかって感じですが、まあ結構楽しかったので最終的に
は良かったです

日本語が上手いと言ってもやはりカタコトなので、日本語の中でも
難しいような表現はうまく伝わらなかった。

男性 40代 イスラエル

タイの首都バンコクのゲストハウスで知り合いました。お互いひとり
旅で来ていたイスラエル人の彼女とは偶然同じ宿をつかっていて、
最初は通路で挨拶をかわす程度でしたが、ある日、私が外出先で
財布などをすられてしまい、ゲストハウスのロビーで途方に暮れて
いると、その彼女が話しかけてきました。財布をすられて宿代すら払
えない、という私にその彼女は黙って100＄を貸してくれたことが
きっかけで関係が始まり、いつしか恋人同士になっていました。

国によって文化や常識の違いがあるので、自分が思っていた普通
のことや当たり前のことが、実は他の国では普通ではなかったり、
常識として通用しなかったりします。そのため、外国人と付き合うに
はいろいろとアップデートする必要があります。

女性 40代 オーストラリア

シドニーでは、毎週のようにパブで語学交流会が開かれていて、そ
こで出会いました。はじめはパブでグループで話してて、その後は
数人で動物園に行ったり、パーティーに行ったりするなかで、2人で
のカフェデートに誘われました。

ビザの期限です。結婚して配偶者にならない限りはビザの期限が
必ずきてしまうので、恋人との将来を考えるとどうしても仕事や結婚
の事も同時に考えないといけず、あわあわでした。

女性 40代 イギリス

外国語学習のイベントで知り合いました。わたしは英語を勉強して
おり、彼は日本語を勉強中だったので、連絡先を交換して時々一緒
に言語を学ぼうということになりました。難度が一緒に学習している
うちに、気が合うことが分かりお付き合いすることになりました。

文化の違いにより、感情表現の仕方が違うところは少し気を付けて
いました。ただ、お互いの違いを意識することでより密にコミュニ
ケーションをとれたところもあり、たいへんではありましたがよかった
です。食事の好みも違いましたが、個人差はあると思います。

男性 20代 韓国

留学先で会いました。私が道に迷っていた時に優しく声をかけて下
さった方とお付き合いすることになりました。まさかの出会いでこん
なことがあるのだと驚きましたが、今になっては本当に良い思い出
だと思っています。

困っていることは日韓ですので歴史の違いなどの話をすることが、
少しお互い気を遣っているのかなと思いました。

女性 40代 イタリア

恋人が欲しかったので、出会いを求めて友人のホームパーティーに
参加したことがきっかけです。友人が、私のために彼を呼んでくれて
いました。偶然隣の席になったのですが、彼がその時付き合ってい
た恋人と別れを考えていて、話を聞くうちに親しくなりました。

マイペースなので、几帳面な性格の人は振り回されるかもしれませ
ん。また、甘い言葉を日常的に使うので、浮かれすぎないようにす
ることも大事かもしれません。

男性 30代 中国

私が中国の重慶に語学留学に行った際に、その方は留学生クラス
の教師でした。担任がつくわけではなかったため、その方から毎回
指導受けてはいませんが、授業前や後で会話したりすることもあり
ました。クリスマスの日に食事に誘われ、その日のうちに交際がス
タートしました。

言語は片言でもなんとかなりましたが、文化の違いを身に染みて感
じました。当時私は20歳(学生)でしたが、相手からすると「早く結婚
して私を養ってほしい」という思いがあったようです。学生には重く、
交際1ヶ月で別れることになりました。

男性 50代以降 韓国

働いていてレストランバーに来ていた常連さんですね。仲良くなって
連絡先の交換から始まってお店以外でも会う回数が増えて、少しず
つ恋愛に発展していったという流れです。友達から自然と親密に
なっていったという流れです。

最初は言葉や習慣の違いを乗り越えられるか不安もありましたが、
ゆっくり時間をかけて話し合ったりして乗り越えてきたと思います。
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女性 20代 韓国

知人の紹介でご飯に行くことになり、最初は恋愛目的で出会った訳
ではなかったのですが、初対面でお互い気が合って親しくなり連絡
を毎日のようにとり、2人で数回ほど遊んだあとに告白され、お付き
合いすることになりました。

考え方、価値観がやっぱり違うので、長年付き合っていても戸惑う
時があります。相手の考えや価値観をそのまま受け入れて、一喜
一憂しないことが大切だと思います。

男性 30代 中国

高校の修学旅行の行き先が中国であり、中国の高校生と交流を図
る機会がありました。現地で仲良くなった同い年の中国人とメール
でやり取りするようになり、相手が日本の大学に進学したことで直接
会える環境になり、自然と付き合うようになりました。

私を含めて日本人の英語力は課題だと思いました。同世代の中国
人は英語を話せるのが当たり前で、会話に入れない時がありまし
た。

女性 20代 アメリカ

会社のイベントを駅前でしていた時に、ラグビーワールドカップで来
日していた彼から観戦を誘われた事がキッカケでした。チケットが
余っていたので、せっかくなので現地の人と交流をしながら楽しみた
かったとのことでした。

私は英語が話せないので、困りました。また、結婚に関する価値観
や自分の人生の楽しみにおける考え方が違うこともあり、ムッとさせ
てしまう事がありました。

男性 50代以降 アルゼンチン

いつもの営業の外回りで得意先の事務の女性が新しく入ったので
すがすごくエキゾチックな感じで少し気になっていました。ただし話
す機会はなく毎回受付の机越しに会釈する程度だったのですが得
意先の所長がその様子を見て気を遣ってくれたようで時々冷やか
すようになってきました。それをいいことにある日思い切って食事に
誘ったのですが大成功、うまくいっていざ会話になりびっくり、見か
けは日本人なのですが何とアルゼンチン生まれの日系三世だった
のです。そんなこと全然知らなくて本当にびっくりしましたが、少した
どたどしいけど上手な日本語で話すことができとても楽しい食事でし
た。ちょっと服装がラテン風で目立つので恥ずかしさはありましたが
その後何度かお会いしました。ある日宗教の話になって彼女の毎
週通っている教会へ一緒に行ったのですが日本ではあまりメジャー
な宗教ではなく、自分に入信は無理だと感じてそれ以降だんだん疎
遠になってゆきました。あの時一緒の神様を信じたらうまくいってい
たかもしれませんが、ただの信者を増やす布教のためだけのお付
き合いだったのかもしれません。

家族ともども宗教に熱心なことが多く、自分も入信して信者にならな
いとそれ以上前に進めないことが多いかもしれません。

女性 40代 オーストラリア

ビジネス街の駅で道を聞かれました。私は英語ができないので、ほ
ぼ日本語で身振り手振り教えてあげました。そしたら、お礼にお茶と
奢りたいと言われました。普段なら断るはずなのに、相手が英語で
まくしたてるのでついOKしてしまい、一緒にコーヒーを飲むことに
なったのがきっかけです。今考えたら、英語も日本語も堪能な彼が
道に迷うわけがないし、ただのナンパだったかもしれません。

日本在住の方ならいいと思うのですが、海外での遠距離になると交
通費がものすごくかかるうえに、ほとんど会うことができず、気持ち
が続かないと思います。

女性 30代 台湾

出会いは韓国人の共通友人のバースデーパーティー。その日は何
となく気になる、くらいでした。現地の語学学校が始まり行くとその人
がいました。グループで遊びに行くようになり、手を繋いだことをきっ
かけに一気に発展しました。

文化の違い。どっちの母国語ではなすのか、それともどっちの母国
語でもないのか。そうなると細かいニュアンスが伝わらずストレスが
溜まり始める。

女性 30代 韓国

大学卒業後外国人と接する機会が減り、また様々なの国の人と話
したりメールを通してコミュニケーションを図る事が好きだったので
当時ペンパル募集のサイトに登録しました。そんな中、ペルーやア
メリカやオーストラリア、ロシア等の国の人と仲良くさせてもらいまし
た。中でも歳も二つ離れていて会話が合ったりマメに長くメールが続
いた人が韓国の人でした。旅行をする事になり忙しいのにも関わら
ず言ったことをちゃんとこなす所やレディーファーストな部分に次第
に惹かれました。

私がサプライズ好きだと以前に話しており、約束もしていないのに
現地(日本)に来ていたりしましたので少し困りました。また、上記の
韓国人ではないのですが外国人は基本積極的に連絡先を聞いたり
出かける約束をしてきたりします。自分が正しいと意見がしっかりし
ている人や、日本人と違って細かいニュアンスを伝えないとわから
ないようなこともあったりすると思います。また、自分と他人の立つ
距離も日本より近いのでそういったところは自分でこちらから主張し
ていいと思います。
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女性 30代 カナダ

カナダ人の彼が日本の高校に交換留学しており、私は別の学校で
したが、国際交流イベントで知り合いました。彼が帰国後も三年ほ
ど連絡を取り合っており、大学生になったとき、夏休みに彼の住む
都市に語学留学に行き、現地で会った際に、付き合うことになりまし
た。

今を楽しむベースで、将来の計画を立てていない人が多く、今後ど
うしたいかという話をした時にケンカすることが多かったです。私は
結婚も考えていたのですが、彼は今はそんなこと考えずにというス
タイルでした。

女性 30代 アメリカ

出会いはTinderでした。Tinder上でしばらくチャットをしていたら、意
気投合したのでその後はLINEで毎日数十件くらいチャットをしてい
ました。埼玉と山梨という距離感だったのでなかなか会うことができ
ず、初めて会ったのはTinderでチャットを始めてから3ヶ月後くらい
でした。初デートでハイキングをして、その後も週末に日帰りで山梨
に通い、富士五湖周辺の散策や富士急ハイランドに行ったりしてい
たら、自然な流れでカップルになっていました。

私自身、食事中は肘をテーブルにのせない、器は手に取る、両手と
も机の上に出す、フォークとナイフは正しい持ち方で…などといった
テーブルマナーをとても気にするタイプなので、アメリカ人の彼の
テーブルマナーを見てショックを受けました。彼も彼の実家の家族も
フォークでパンケーキを切ったり、ステーキまでナイフを使わないで
切ろうとしていたり、あまり食事の際のマナーを気にしないお国柄な
ようです。テーブルマナーを気にする方は、アメリカ人ではなくヨー
ロッパ人とお付き合いすることをお勧めします。実際ヨーロッパの方
ともお付き合いしたことがありますが、特に食事の際に気になること
はありませんでしたので…。

女性 30代 オーストラリア

英語を学習したい日本人と日本語を学習したい外国人向けのマッ
チングアプリで知り合いました。最初はメールのやりとりでしたが、
住まいが近くだったのでお互いの最寄り駅で会って食事などを重ね
ていく中で自然と恋愛に発展しました。

一緒に旅行に行くと、いつも店員さんが私だけに話をしてくるので
（恋人の日本語能力が分からないため）、そのことで相手の機嫌が
悪くなることが多くてこまりました

女性 20代 カナダ

高校のとき交換留学や国際交流を行う団体でボランティアをしてい
た。その年新たに日本の高校に留学する学生の歓迎会で知り合い
連絡先を交換した。初めはなかなか日本に馴染めず、友達ができ
ないと相談されたので、私が観光や遊びにたくさん連れていってあ
げた。その後友達は無事にできたようだが、一番初めに誘ってくれ
て、他の日本の高校生と違い日本の歴史や文化についてもよく知っ
ている私のことが好きだと言ってくれた。

言語の壁があった。お互い日本語と英語半々で話し、日常会話は
問題なかったが、喧嘩になると微妙なニュアンスが理解できず、話
しあいが進まなかった。
友達とみんなで遊びに行くことが多かったが、私は二人だけ過ごし
たかったところに文化の違いを感じた。

男性 50代以降 タイ

tinderで知り合うことができました。知り合ったときはお互い母国でし
たが、彼女が出張で日本に来ることがあったので品川で会うことが
できました。ネットが私たちをつなげてくれたと感動したものです。そ
の夜は盛り上がりました。

言葉が一番ネックだと思いますが、付き合いが長くなれば言葉の
ハードルはどんどん下がっていきます。あとは食事の好き嫌いが違
います。

男性 40代 ネパール

私が勤めていた車の製造工場にアルバイト社員で入ってきました。
いつもネパール人同士のグループで行動しており接点はほとんど
無かったのですが、ある時懇親会として飲み会をする事がありそこ
で打ち解けて仲良くなりました。私がカレーが好きだった事もあり、
ランチにカレーを食べ歩くようになり、自然とお付き合いをするように
なりました。

東南アジア人と付き合っていると、必ず水商売での出会いと勘違い
されます。また東南アジア人に対する態度は欧米人より低く見られ
ているように感じます。

女性 20代 韓国

当時私が韓国語を勉強したくて韓国のお友達を募集していました。
今はあるか不明ですが、外国の方と出会えるサイトでした。
そこで仲良くなってメッセージのやり取りをしたり、電話をしてるうち
に実際に食事でもと誘われました。
そこから何回かお会いしてお互い意識するようになりお付き合いす
るようになりました。

彼は日本語学校に行っている方でしたので、数年後には韓国に帰
ることがわかっていたのでさみしかったです。
韓国の方がみんなそうなのかはわかりませんが、束縛が激しく独占
力が強いのもある意味困りました。

女性 40代 アメリカ

カクテルが飲めるお店に行き、友人と二人で話をしているときに同じ
く二人組の方に声をかけられました。広いテーブル席だったので相
席をして、簡単な自己紹介をしました。後日、地元の観光地を案内
する約束をして連絡先を交換。二人で観光地を巡ったり体験をした
りして、それをきっかけに恋愛に進みました。

彼は日本語がほとんどわからず、私も英語があまりできずだったの
ですが、会えばジェスチャーと単語でなんとか会話できるのです
が、電話でのやりとりは難しかった。



外国人との出会いに関する実態調査 全回答

22

女性 20代 イタリア

大学時代に留学生だった彼とサークルを通じてであった。食の趣味
や会話が弾んたこともあり、親密になっていって彼の方から告白さ
れた。現在は別れてしまったものの、グルメや散歩、日本文化など
を楽しめる仲だった。

やはり外国語が理解できないため、上手に会話できない点で苦戦
した。相手もカタコトレベルだったので、コミュニケーションで苦労し
た。

男性 50代以降 デンマーク

新卒で入った会社に、同期入社で入ったデンマーク人の女性がい
ました。
日本の大学で学んで、そのまま日本国内の企業に就職しようと思い
入社したそうです。
同期の社員グループで、飲み会やレジャーなどを通じて親密になり
2人で会う機会も増えました。そこからお付き合いすることになりまし
た。

その女性の方は、本国に住んでいる家族のことを第一に考える人
でした。
自分が、夏休みに旅行に行きたいと言ったところ家族に反対され行
けなかったことがあります。
遠くに住んでいるのに、家族への忠誠心というか愛情というかすご
かった思い出があります。

女性 30代 カナダ

大学時代カナダへ一年ほど留学していました。キャンパスにはたく
さんの学生がいました。彼とはよくカフェテリアで目が合うなと思って
いました。そのうち相手から連絡先を聞かれて遊んでいるうちに私
も好きになりました。

スキンシップを沢山とるので、外でイチャイチャしたりすることに抵抗
のあった私は、最初はなかなか慣れませんでした。

女性 30代 アメリカ

彼が米軍所属として日本の佐世保におり、その時にお互い語学の
勉強をしたい人同士がコミュニケーションを取ることができるアプリ
で出会いました
彼は日本語、私は英語の勉強がしたく
最初はアプリ内でのメッセージのやり取り、
次第に電話をする様になり、
一度会ってみようとなりそれから恋愛に発展しました

米軍の人だったので、基地にいないときは連絡が取れないことが良
くあったことや、根本的な価値観の違いはあるなと思うことがありま
したがそこもまた楽しかったです

女性 50代以降 フランス

フランスの地方の語学学校での語学研修が終了し、最後パリに滞
在した時のことです。観光名所のルーブル美術館へ行きました。絵
を鑑賞していると、監視員のアルバイトの男性が声をかけてきまし
た。今度offの日にこの美術館を案内するよと言われたことが出会
いで。その後次回同じ場所の入り口で待ち合わせてして案内しても
らったことがきっかけです。

当時は初心者レベルだったのでフランス語がつたないことで話が進
まず、また意見や好みをはっきり言わないとやビズなどのあいさつ
や習慣に慣れるまで戸惑いました。

女性 50代以降 アメリカ

高校生の頃の淡い思い出です。
私の通っていた学校は英語教育に力を入れていました。帰国子女
や留学生の受け入れも盛んで、友人もその１人でした。
留学生のお世話係をしていた彼女に誘われて、ボランティアに参加
したのがきっかけで留学生の彼と知り合いました。

まだ高校2年生でしたので、日本人の男の子ともお付き合いの経験
がありませんでした。
紳士的な反面、明るく積極的な人でしたので一緒にいると本当に心
がはずみました。
しかし、女子は一歩下がっての昭和の文化にアメリカ人の彼は物足
りなさを感じたようです。
何が食べたい、どこへ行きたい、この映画がみたい等 あまり自己
主張をしない私につまらなさを感じていったのではないかなと思い
ます。ほんの半年ほどの滞在でしたから、自然にフェードアウトしま
した。
日本では言葉にしなくても行間を読む文化が
美徳な部分もありますが、欧米では通じない事もあるようです。自
分の意見をきちんともち、言葉で伝える事が大切なようです。

女性 30代 アメリカ

私が海上自衛隊でワックをしている時に、アメリカ軍の基地ベース 
に入って仕事をする事が多々あり、どぶ板通りにバー店が多い通り
があり、そこで知り合いました 。バー店にはビリヤードがありいつも
米軍の隊員も入っており私は友達と入って飲んでいたところナンパ
され友達から始めお付き合いをさせていただきました。

アメリカ軍の彼は 優しくてとても良いのですが、怒ると全然止まるこ
とがない。何よりも日本人よりも起伏が激しく言い合いになると本当
にイライラします。 やはり文化の差は激しいです。そこに関しての
理解はちゃんとあったほうがいいと思います。
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女性 50代以降 アメリカ

友達に誘われてビーチパーティーに参加したグループがアメリカの
軍人グループで彼はその中の一人でした。笑顔が素敵で甘い顔の
ベビーフェイス。身長も180越えで何から何まで私のもろタイプで私
の方から積極的にアプローチしてお付き合いしました。

やっぱり国籍や文化の違い後英語でのコミュニケーションを取るの
が難しかったです。今だからスマホが普及してスマホで翻訳など出
来ますがその当時は自分なりに辞書などで英語を勉強して会話し
ないといけなかったのが一番大変でした。

男性 40代 ドイツ

同じテニススクールに通っていて、彼女は日本語も全く問題なく話
せるドイツ人で、彼女の出身地が、私の父が海外赴任していた、フ
ランクフルトに近く、僕もフランクフルトに何度も訪れてた事から、フ
ランクフルトやドイツの話で盛り上がるようになり、彼女に親近感と
好意が湧きました。それで、思い切って連絡先交換しましょうと話、
ステップを踏み、デートなどをして交際に至りました。

私はテニスだけでなく、野球の試合をテレビで見たり、球場観戦した
りするのが好きなのですが、ドイツには馴染みの無いスポーツなの
で、僕が試合観戦に行ってくると言うと、あまり良い反応は得られな
いし、どんなスポーツかも当然わからないので、共通の話題にも出
来ないです。フランクフルトにいた事ある父は彼女とドイツ語で会話
できますが、僕は殆どドイツ語ではできないので、なぜ、貴方は父
みたいに喋れないのだろ‥と言われてしまうのが困りました。

女性 20代 アメリカ

アメリカの大学に通っていた頃、同じ大学に日本文化サークルのよ
うなものがありそこに日本人好きな生徒がたくさん集まっていまし
た。そこで出会った男性と仲良くなりご飯に行ったり英語を教えても
らったりしているうちに恋愛に発展しました。

私は留学時に付き合ったので帰国後に会えない時間がほとんどで
自然消滅してしまいました。その期間だけ楽しむというのならありで
すが、結婚まで至る真剣なお付き合いは難しそうです。

男性 30代 フィリピン

フィリピン在籍のスナックに行きつけになって週に1回通っていまし
た。
スナックが終わってアフターに何回か行くようになって意気投合しま
した。
お互いの家を行ききしたりと親密な関係になって付き合うようになり
ました。

日本語を上手く話せない事と食べ物が合わない事です。
金使いが荒くてギャンブルをする事が多くかったので外国人と付き
合うのはリスクがいると思います。

女性 30代 ロシア

カナダへ語学留学中に出会った。相手のロシア人はすでにカナダに
何年も住んでいて働いている社会人。私のルームメイト(カナダ人)
の友達繋がりで、ホームパーティーや飲み会で何度か会っているう
ちに連絡を取り合うようになりお互い意識するようになった。

相手は働けて不自由なく住める英語力があるのに対して、私の英
語力が追いついていなかった。お互い第二言語だからこそ、自分の
伝えたいことと相手が受け取ったことが合っているかきちんと確認し
ないといけない。

女性 30代 韓国

交換留学生として来日していた彼とは大学のセミナーで知り合いま
した。交流会の飲み会の席で同じミュージシャンを好きだったことか
ら話がはずみすぐに打ち解けました。すぐに連絡先を交換してデー
トをすることに。元々韓国ドラマが大好きだったので情熱的にスト
レートな愛情表現をしてくれる彼に押し切られて付き合うことになり
ました。

愛情表現なストレートなので、こちらも同じようにしないと不安にさせ
たり愛情が足りないと怒られたりしました。

女性 30代 イギリス

ランゲージエクスチェンジというアプリの中で出会いました。お互い
の第一言語を相手に教えあうというアプリです。そのアプリ内でたわ
いもない会話から親しくなり、LINEのIDを交換し、実際に何回か映
画やご飯に行って、付き合うことになりました。

やはり言語は大きな壁の一つになるかと思います。ちょっとしたこと
を言いたい時、それを頭の中で相手の言語に変換して言うその数
秒につかれる時があります。

女性 20代 アメリカ

私は高校生を卒業してから米軍基地のレストランで仕事をしてお
り、そこのレストランで彼と出会いました。彼が私にアプローチしてく
れ、毎日レストランに通ってくれるようになりました。一緒にクラブに
行ったりご飯を食べに行ったり彼の家に行ったりキャンプをしたりた
くさんのことをしました。ある日彼から「実は僕は君に一目惚れして
いたんだ」と言われそこから交際がスタートしました。

日本とアメリカだとかなり文化が違うので、家に入る時に靴を脱がな
いで入ろうとした時は焦りました。また、英語のアクセントで相手に
違う言葉で伝わってしまう事があったので大変でした。

女性 20代 サウジアラビア

アメリカ留学の際に同じクラスになり、仲良くなりました。一緒に宿題
をしたり、歓迎パーティーにでたり一緒に過ごす時間が長くすぐに仲
良くなれました。彼がストレートに僕は君が好きなんだよと表現して
くれて自分の気持ちに気づきました。

とにかく文化が違いすぎることです。部屋もかなり汚く、シャワーな
どのタイミングもすべてが違う、食の好みも違うのでけっこう大変で
した。
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女性 30代 インド

仕事終わり、千代田線に乗って帰っていた時のことです。向かいの
席に座っていた彼と偶然目が合い、ニコリと笑いかけられたのでこ
ちらからも笑顔を返しました。すると立ち上がり私の隣に腰掛け、イ
ンド人であること、北千住駅でカレー屋をやっていることなどを話し
てくれました。
連絡先を交換し、その後何回か彼のお店に行ったりして恋愛に発
展しました。

知らず知らず私の中に外国人への偏見みたいなものがあり（詐欺
するんじゃないか、物を盗まれるかもなど）、最初は警戒していたの
ですが、その意識が彼に伝わってしまい悲しいと言われました。傷
付けてしまったと今でも悔しく思います。


