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北海道のくらしアンケート

くらしく

第189回アンケート
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

アンケートレポート

ハロウィン

2014年10月10日〜11月15日

327名（男性70名 女性257名）
全国のくらしく登録モニターへインターネットアンケート

●アンケートまとめ
●１０月３０日がハロウィンだと知っている（78％）８割近くが知っている。
●ハロウィンする事、限定スイーツやメニュー購入（27％）、カボチャ料理を食べる（17％）、ハロウィンの飾りつけ（15％）
●「トリック・オア・トリート？」家族が（自分以外）がある（11％）、自分がしたことがある（14％）
したことがない（75％）
●ハロウィンにちなんで予定していることは、かぼちゃのメニューや限定商品の購入（自由回答より）
●ハロウィンの思い出は「仮装」と「トリック・オア・トリート」
●ハロウィンは行事としてではなくイベントとして認知されている。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年のハロウィンに関して、
昨今、テレビなどでも大々的に取り上げられ、定着しつつあるハロウィンに関してお聞きしています。
■質問内容

①10月31日がハロウィンだと知っていましたか？
②ハロウィンでは、どんな事を行いますか？
③「トリック・オア・トリート？」を、したことがありますか？
④今年のハロウィン当日、ハロウィンにちなんで何か予定がありますか？
⑤今まで参加または体験したハロウィンで、思い出に残っていることは？

■質問1 10月31日（金曜）がハロウィンだ
と知っていましたか？
＜単一選択 n=327＞

知らなかった
22%

ハロウィンの認知についてお聞きしました。
１０月３１日がハロウィンだと知っている

知っている
78%

・知っている（78％）
・しらなかった（22％）
でした。

■質問2

ハロウィンでは、どんな事を行いますか？
＜複数選択 n=327＞
27%

ハロウィン限定スイーツやメニューを購入
17%

かぼちゃを使った料理を食べる

15%

ハロウィンの飾りつけ

11%

ハロウィンにちなんだ、グッズやプチギフトを購入
イベントに参加する

6%

ホームパーティー

6%

その他

2%
55%

特にない、わからない
0%
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ハロウィンで行うことをお聞きしました。
１位：ハロウィンの限定スイーツやメニュー購入（27％）
２位：かぼちゃを使った料理を食べる（17％）
３位：ハロウィンの飾りつけをする（15％） ４位：ハロウィングッズやギフト購入（11％）
５位：イベント参加・ホームパーティー（6％）
特に無い・わからない（55％） でした。
１/４の方がハロウィン限定スイーツやメニューを買うと答えています。イベント参加は6％でした。
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■質問3 <全体>「トリック・オア・トリート？」（お菓
子をくれるか、いたずらをされるか）をしたことがありま
すか？お菓子をあげる方、受け取る方どちらでも結構で
す。
＜単一選択 n=328＞
家族（ご自身
以外）がある
11%

「トリック・オア・トリート？」
（お菓子をくれるか、いたずらをされるか）
実際にどれくらいの方が経験したことがあるか
をお聞きしました。
・家族が（自分以外）がある（11％）
・自分がしたことがある（14％）
・したことがない（75％）

自分がある
14%

したことがな
い
75%

ハロウィンでよく行われている

年代別に集計しました。（数字は人数です）
自分でしたことがあると答えた人は４０代以降
減少します。
家族がしたことがあるのは全体の年代で一定の
割合いますが、３０代が割合が多いようです。
学校や幼稚園などの行事で行われているのため
のようです。
※下年代別グラフの人数は世代別回答モニター
人数

■質問3 <年代別＞「トリック・オア・トリート？」
（お菓子をくれるか、いたずらをされるか）をしたことがありますか？
お菓子をあげる方、受け取る方どちらでも結構です。＜単一選択 n=328＞
※年代別にある人数は回答モニター人数
100%

0%

0%

90%
80%
70%
76%

60%
50%

67%
78%

81%

83%

100%

100%

40%
30%
18%

20%

0%

15%

21%

10%

15%
0%
１９歳以下(1名）

7%

3%
２０代（33名）

３０代（88名）

４０代（112名）

家族（ご自身以外）がある
■質問4

自分がある

6%

0%

13%

17%

５０代（68名）

６０代（23名） ７０歳以上（2名）

したことがない

今年のハロウィン当日、ハロウィンにちなんで何か予定がありますか？（その他自由回答）

【ハロウィンにちなんだ料理】
・あくまでも予定で、小さなことですが･･･パンプキンパイを食べるつもりです笑。 （２０代:女性)
・かぼちゃ尽くしのメニューにする （５０代:女性)
・かぼちゃ料理をたくさん作りました＾＾ （３０代:女性)
・パンプキンパイを購入する （２０代:男性:)
・家族の食事をハロウィン仕様にする予定です。 （２０代:女性)
・家庭菜園で収穫したかぼちゃを使って、かぼちゃ料理を作って食べる。かぼちゃの形に作ったかぼちゃパイとかに
すると、こどもも大喜びする。 （３０代:女性)
・孫の一人が英語を習ってまして、ハロウィンというのでかぼちゃのスウィーツを食べるようになりました。 （６０代:男性:)
・特に考えていないが、かぼちゃ料理くらいは食べようと思う。 （３０代:女性)
【ハロウィンパーティー】
・いつもどおり仮装してパーティーを開く （２０代:女性)
・カボチャ料理とお菓子を用意して、子ども達の仮装パーティーを予定しています。 （２０代:女性)
・ハロウィン当日に我が家にホームステイする留学生が来るので、仮装してお出迎えする予定。また、その留学生の
誕生日が10月31日なのでお誕生日祝いも一緒にする予定です。 （４０代:女性)
・プライベートではありませんが、図書館で働いているので、ハロウィン関係の本をディスプレイしたり、掲示板にハロウィンの
イラスト（カボチャやオバケなど）を貼っています。 全体的にオレンジ色になって、可愛らしい雰囲気になります。 （２０代:女性)
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アンケートレポート

ハロウィン
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今年のハロウィン当日、ハロウィンにちなんで何か予定がありますか？（その他自由回答）

【ハロウィンパーティー】
・ホームパーティーを行う （３０代:女性)
・ホームパーティをする予定です。 （６０代:男性:)
・家族で食事にゆきます。子供、その連れ合い、孫など、総勢１５人になります。本当に、賑やかな食事会になると今から
楽しみです。 （７０歳以上:男性:)
・近所の子供たちとイベントに参加します。 （４０代:男性:)
・中3のと小5の娘がいるのですが、次女がかなり前からハロウィンパーティして！と言っていたので今年は初めて家で
ちょっとしたパーティーをしようかなぁと計画中です。 あと、去年次女はお友達と100円ショップで買ったアイテムを使って
仮装して、あらかじめ約束していた友達の家をお互いに訪れて、「トリック・オア・トリート？」していました。（３０代:女性)
・当日ではないが、子供の通っている英語教室でハロウィンパーティがある （３０代:女性)
・友人家族が来てパーティーします （３０代:女性)
・友達とのハロウィンパーティー （２０代:女性)
・娘とお家でプチパーティー （４０代:女性)
【トリック・オア・トリート】
・お店に仮装した子供達がくる予定なので、お菓子を渡す。 （５０代:女性)
・かぼちゃのお菓子を親戚の子供に配ります。 （４０代:女性)
・かぼちゃのケーキをつくります。 おかしを配る予定。 （４０代:女性)
・子供に、ハロウィングッズをプレゼントしカボチャ料理を食べさせてあげたい！ （３０代:女性)
・孫、３人にハロウィンのグッズ付きのお菓子をプレゼントした （６０代:女性)
・孫の友達が一緒に家にお菓子をもらいにくるので当日はお菓子をあげます。 （６０代:女性)
【イベント参加】
・こどもたちが町内のイベントに参加する （３０代:女性)
・ディズニーシーに行きます。 （３０代:女性)
・ディズニーランドに行く （３０代:女性)
・子供を連れて支援センターのイベントに行きます。 （３０代:女性)
・親子10組くらいで 会館を借りて 仮装と お菓子つかみ取りをします。 （３０代:女性)
・幼稚園の行事でお菓子をもらいに行きます （３０代:女性)
【ハロウィン限定商品を買う】
・ハロウィンの印刷されたプリントかスイーツを買うくらいならいいかな。 （３０代:女性)
・ハロウィン限定のお菓子を食べます。 （４０代:女性)
・何もないが、スーパーでの特設会場に陳列された菓子類を小学５年生の孫娘に買ってプレゼントしたのみ。 （６０代:男性:)
【ハロウィン気分を味わう】
・ゲームアプリでハロウィンの飾りつけぐらい （４０代:女性)
・家の飾り付けをする （３０代:女性)
・和菓子で南瓜饅頭を作りました。 （４０代:女性)
【ハロウィンにちなんだ事】
・ハロウィンのグッズを手作りして販売する （５０代:女性)
・ハロウィンパーティー （５０代:男性:)
・ハロウィンパーティーをした （２０代:女性)
・職場の子どもたちとハロウィンかぼちゃをつくる予定 （５０代:女性)
【その他】
・なにもなし。 ハロウィンが何？ （５０代:女性)
・ハロウィンって・・・と、いつからそんな行事が追加になったんだ？と、ちょっと否定的な考えです。 （５０代:女性)

多くあった意見は、ハロウィンにちなんで、かぼちゃのメニューや限定商品の購入をするという意見でした。
幼稚園や英会話教室、友人同士でハロウィンパーティーを行ったり、イベントに参加するという意見もありました。
例年と比べてハロウィンに関して否定的な意見「そんなの日本の行事じゃない・・など」は、少なくなっています。
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■質問5 今まで参加または体験したハロウィンで、思い出に残っていること（自由回答）

【ハロウィンパーティー】
・こどもが小さいころママ友たちと仮装してパーティーをしました （３０代:女性)
・ホームパーティー （３０代:女性)
・家族とハロウィンにちなんだゲームをした （２０代:女性)
・手作りのパンプキンパイを家族で食べたこと。家族と分かち合って食べる美味しさが何よりのもの （５０代:男性:)
・友達同士でコスプレして飲み会しました。酔っ払ってきたら衣装をばくりっこして、また大爆笑します。 （４０代:女性)
【英会話教室で・・】
・昔英会話スクールに通っていた時に、そこでハロウィンパーティーをしたような気がします。随分昔ですが。
年を取るとあまり関係なくなってくるような気がする、しょせん外国の行事だからだろうか （４０代:男性:)
・英会話スクールでのハロウィンパーティで海賊に変装したこと （５０代:女性)
・英会話教室のイベントでマスクをつけて仮装した。恥ずかしかったけど面白かった。顔は見えないし（笑） （５０代:女性)
・英会話教室の外人講師は本格的な仮装ですごかった。家族もつれてきて今年はアナ雪のコスプレに感動しました。
（５０代:男性:)
・子どもが通っている英会話教室でハロウィンパーティ おかげでハロウィンの楽しみ方を知りました （３０代:女性)
・小学生の時英会話教室に通っていたが、近所の家を回りトリックオアトリートを行った。 （２０代:男性:)
【ハロウィンで仮装・・】
・皆でお菓子を貰いに行ったり、仮想の服を作ったり、小さい頃は読み聞かせもありました(*^^*) （２０代:女性)
・皆で仮装をしました （４０代:男性:)
・学生時代、大勢の友達で手作り衣装の仮装パーティーをしたこと。私自身は有りがちな魔女でしたが、友人はかなり
凝った仮装の子もいて盛り上がりました。 （２０代:女性)
・英語教室で仮装してハロウィンパーティをやった （２０代:女性)
【ハロウィンイベントで・・】
・去年初めて子供(当時一歳)を仮装させてイベントに参加しました。店内を歩いて、お菓子を貰って、本人は状況が分からな
かった様ですが、親の私が初めての体験だったので楽しかったです。 （３０代:女性)
・去年魔女のかっこうをしました （３０代:女性)
・近所の友達とお菓子を配りあったこと （１９歳以下女性)
・黒猫のコスプレをして楽しかった。 （４０代:女性)
・子ども会の役員になった時に、新しい行事で、「トリック・オア・トリート？」を提案した。町内のお店や店舗にお菓子を
預けて、仮装した子供たちが行列になってお店にお菓子を貰いに行った。今でも、その行事は続いている。 （３０代:女性)
・子供会でハロウィンパーティーを実施しました。町内の何か所かの家庭のカーポートの下に的あてやら魚釣りやら
ジャンケンゲームやらを設置して、子供たちにお菓子をあげたり、ハロウィンにまつわるお話を影絵紙芝居を作成して
上映したり。仮装して参加した子供たちもいて町がとても賑わう一日となりました （４０代:女性)
・昔、米軍基地のあるところに住んでいた時に仮装して米軍基地の住宅に行ってお菓子をいっぱいもらった事があって、
とても楽しかった思い出がある。 （４０代:女性)
・大学の授業で ハロウィン仮装大会をして 私のグループが優勝しました！ （３０代:女性)
・長男と一緒に児童会館で行われたハロウィンに参加したことがあります。 （３０代:女性)
・友達とお互いの家に訪れてお菓子をもらうときに、そのうちの１軒のおうちで、数種類のお菓子を可愛く包んだ、かわいい
マグカップに入った豪華なお菓子のセットをもらって、「わ〜、どうしよう〜〜」と慌てました＾＾； （３０代:女性)
【第二のバレンタイン・・的な】
・元教員です．生徒が「第二のバレンタイン」というような雰囲気で，お菓子を渡し合っていました．私にもくれました。
微笑ましい思い出です． （３０代:女性)

【遊園地・アミューズメント施設で・・】
・１０月にユニバーサルジャパンに行った際に子供たちが トリックオアトリート といってシールをもらったことが
あります。 （５０代:女性)
・ＴＤＬにハロウィンの時期に行き、仮装を楽しみました。 （４０代:女性)
・USJのハロウィンイベント(別料金を払っての夜間入場）への参加。 （３０代:女性)
・ディズニーでアメをもらった （４０代:女性)
・ディズニーランドのハロウィーンパーティー （５０代:女性)
・ディズニーリゾートのハロウィンに行った （３０代:女性)
・東京ディズニーランドのイヴェントに参加 （４０代:女性)
・東京ディズニーランドのハロウィンイベントの時期にたまたま遊びに行って、ハロウィンの仮装なんかを楽しみました。
スタッフの人に「トリックオアトリート」というとハロウィン限定のキャンディがもらえたりして、楽しい思い出です！ （２０代:男性:)
・東京ディズニーリゾートのハロウィンが楽しかったですね （５０代:女性)
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今まで参加または体験したハロウィンで、思い出に残っていること（自由回答）

【海外のハロウィン】
・25年前に、一度ニューヨークのハロウィンを見学したことがある。パレードを見たが、それはそれは、さすがニューヨーカー！
吸血鬼がいたり、死神がいたり、白雪姫がいたりと目を楽しませていただきました！ （４０代:女性)
・アメリカで行った本物のトリック・オア・トリートとしたことです。 （４０代:女性)
・アメリカ滞在中に家族全員仮装してモールに行った事。仮装していると、ショップの店員から沢山のキャンディやチョコを
もらいました。 （４０代:女性)
・オアフ島でのハロウィン （４０代:男性:)
【イベントには参加しませんが・・】
・お店に行くと売り場がかわいいキャラクターでいっぱいになるのは楽しいと思うが特にイベントに参加することは
ありません。 （４０代:男性:)
・今まで一度もハロウィンに参加したことがない （３０代:女性)
・今まで特に何もしていないため、今年から何かしたい （３０代:女性)
【飾りつけ】
・ジャックランタン作った。 （３０代:女性)
・パンプキン・カービングを何回か楽しみました。 （６０代:男性:)
【その他】
・ハロウィンが、定着してきたのは、ここ10-20年くらいでしょうか。50代なので、あまりなじみがなく、子どもも含めパーティーや
仮装など、経験がありません。ハロウィンのお菓子などで美味しそうなものを見かけると購入するくらいです。クリスチャンでは
ないのに、お祭りだけ取り入れて広がっているのに少し違和感を感じます。 （５０代:女性)
・ハロウインは正直クリスマスと比べたらそんなに思い出はありません すみません （３０代:女性)
・ろうそくだーせだーせよーって言いながら、近所の家にお菓子をもらいに歩いた。 （２０代:女性)
・子供の頃にお盆にした 子供たちが提灯を持ち「ろうそくだせ〜だせ〜よ〜 ださないとかちゃっくぞ おまけにくいつくぞっ」と
戸口で歌い近所の家を廻った。そうして蝋燭やお菓子をもらった。まるでハロウィンではないかと今思います。
何か関係あるのでしょうか？？？ （５０代:男性:)

たくさんのご意見ありがとうございました。
ハロウィンの思い出で多くあったのはやはりイベントに関してです。
ハロウィンのイベントに関して多かった意見は「仮装」パーティーに関してと、「トリックオアトリート」イベントに関し
てでした。体験した場所に関してはアミューズメント施設や遊園地で行われているハロウィンイベントや地域コミュニ
ティ、英会話教室などで行われるハロウィンパーティーに関しても多く意見がありました。
ハロウィンの行事（収穫祭や万聖節前日の宗教的意味合い）に対しての意見はほとんどなく、イベントやパーティーとして
の意見が自由意見の多くを占めているため、クリスマスのように、イベントとして意識され、定着しているのではないかと
思います。
子どもさんがいる家庭では、秋の時期、実施しやすい行事（秋の味覚を使ったスイーツや仮装など）だと感じました。
また、「仮装して飲み会をしようかな」など、大人でも楽しめるイベントのようです。
昨今、特に街やニュースなどで目につくようになってきたハロウィンですが、今後行事としてではなくイベントはホビーの
ように、広く認知されていくのだろうと思います。
※「ローソクだーせーだーせーよ・・・」のローソクもらいとの関連性は、ないようです。
ローソクもらいは、道南と津軽地方で多く行われている風習ですが、江戸時代から行われている行事の様です。
ローソクもらいの言い回しが、後に商売繁盛やお菓子をもらうなどに変化していった結果、ハロウィンに似てきたのではな
いかと思います。（正式にはわかりませんよ、調べてください。あくまで想像です。）
調査集計：株式会社オミセネット url:http://omisenet.com mail : info@omisenettcom
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