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けなければなりません。男性と女性の両方が
いなければ赤ちゃんが産まれることは
不可能です。私たちの多くがまだ、子
供を育てることは女性の役割で、お
金を稼ぎ家族をサポートすること
が男性の役割だと考えていると
思います。これはただの固定観念
だけではなく、ピアプレッシャー
でもあります。もし母親が一日中
働いて、託児施設などに赤ちゃん
を預けていたら、人は彼女のことを
いい母親だとは思わず、もっと子供の
世話をするべきだと思うでしょう。
もし父親が託児施設に子供を預けてい
ても人はそれを非難はしないでしょう。
もし父緒がいつも夕方に子供と一緒に
時間を過ごしていたら、私たちの多くが
「もうお仕事は終わったのかしら？」と疑問を抱
くにちがいありません。私たちには男性は仕事
を長時間こなし、家に遅く帰ってくるというイメー
ジがあります。しかしながら、イクメンと呼ばれる自分の子供
の面倒を積極的に見る父親がいます。最近、私は母親と協力
しながら子育てをするたくさんの父親を見かけます。素敵な
父親像だと思います。私たちはたとえうまく子育てをしてい
ても他人から批判されます。性別的役割においても私たちは
父親として、母親として、プレッシャーを感じるのです。
	 これを書いていくうちに私は、なぜ私たちは彼氏や
彼女が欲しいと思うのだろう？なぜ彼氏、彼女がいることが
良い事だと思っているんだろう？なぜ私たちは恋愛関係に
おいて性別的役割にはまろうとプレッシャーを感じるのだろ
う？と改めて考えさせられました。私たちは自分たちの恋愛
について他人からのプレッシャーを感じています。しかしな
がらピアプレッシャーを基に付き合うかどうかを決めるべき
ではありません。私たちは自分たちが望むことを基に決断を
下さなければなりません。もし私たちが他人の言葉や、プレ
ッシャーを受け入れてしまうと、自分の人生を生きられない
だけでなく、幸せにもなれません。恋愛をクリティカルシンキ
ングを用いて考えることによって、私はピアプレッシャーから
彼氏が欲しいと思うようになっているんだと感じました。私
は彼氏がいなくても今幸せだと言うことができます。将来自
分の準備ができたとき、いいお付き合いができたらいいなと
思っています。
	 結論として、私たちはプレッシャーを感じずに何がし
たいかを決めるべきだと思います。もしパートナーが欲しい
と思うなら、付き合い始めたらいいでしょう。しかし、他の人
が言うから付き合おうと感じているのであれば、それはただ
単に無視すればいいです。私たちはピアプレッシャーがある
からといって誰かと付き合う必要はありません。付き合いた
いと思う人を見つけて、幸せな関係を築いてください。そして
あなたの直観に従ってください。

taking care of her child. People don’t 
blame the father if the kid is in 

child care. Also if a father 
always spends his time with 

his child in the evening, a 
lot of us might ask “did he 
already finish his work?” 
We have this image that 
men work for long hours 

and come back home late. 
However, there are fathers 

called “Ikumen” who help take 
care of their own children. In the 

past, the mother has to be the one who 
takes care of her children. These days, 
I’ve seen a 
       lot of fathers that are helping 
mothers  to raise their children. That is 
a nice father figure. However, people 

still get judged by others even though 
they are good at parenting. Due to gender roles, we feel pressure 
about being a father or a mother. 
 As I was writing this, I had to reconsider the reasons 
why we want to have a boyfriend or a girlfriend. Why do we 
think having a boyfriend or a girlfriend is a good thing? Why do 
we feel pressure to fit in our gender’s role in a relationship? We 
feel a lot of pressure from others about our own relationships. 
However, we shouldn’t decide whether we start dating or not 
based on peer pressure. We should make our decision based on 
what we want. If we accept words or pressure from others, not 
only are we not going to have our own life, but we also won’t 
become happy. By critically thinking about love, I came to think 
that peer pressure makes me want to have a boyfriend. I can say 
that I am happy without a boyfriend now. I hope that in the future 
I can be in a good relationship when I am ready.
 In conclusion, we should decide what we want without 
feeling pressure. If we want to have a partner, then we can start 
dating. However, if we feel like we need to be dating because 
others say so, we can just simply ignore it. We don’t have to date 
someone because of peer pressure. Find someone who you want 
to date and have a happy relationship! Just follow your instinct.  
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