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北海道のくらしアンケート

くらしく

アンケートレポート

第212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

ハロウィン

2015年10月12日～11月15日

312名（男性68名 女性244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
●８割の方が、10月31日（土曜）がハロウィンだと知っている.。
●ハロウィンにする事「限定スイーツ・メニュー購入」「飾りつけ」「かぼちゃ等を使った料理を食べる」。
●ハロウィンのイベント「自宅でパーティー」「レストランで限定メニュー」「友人とパーティー」。
●「トリック・オア・トリート？」全体の1/4が、本人または家族が経験、したことがある。
●イベントに参加しなくても、限定スイーツやカボチャメニューを食べるなど楽しんでいる。
●中高年を中心に、ハロウィンに違和感や、参加しずらい印象を持っている意見もあった。
●ハロウィンは、「子ども」「子どもたちと親たち」「親同士」が行っているイベント。
■アンケート条件
今回のアンケートはハロウィンの実施状況についてお聞きしました。
ここ数年、秋のイベントとしてニュースなどでも取り上げられるようになったハロウィンですが、みなさんはどのように
過ごされたり、楽しまれているかをお聞きしました。
■アンケート項目

①10月31日（土曜）がハロウィンだと知っていましたか？
⑤今年のハロウィンで何か予定がありますか？（（自由回答）
②ハロウィンでは、どんな事を行いますか？
⑥ハロウィンの思い出や意見（自由回答）
③ハロウィンにちなんでのイベントや行事の参加
④「トリック・オア・トリート？」を経験したことがありますか？

10月３１日がハロウィンだと知っているかを
お聞きしました。

■質問1 10月31日（土曜）がハロウィンだと
知っていましたか？＜単一選択 n=312＞

○知っている（80％）
知らなかっ
た:, 20%

○知らなかった（20％）
８割の方が１０月３１日がハロウィンであることを
知っていると答えています。

知っている,
80%

■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=312＞
23%

ハロウィン限定スイーツやメニューを購入する
15%

ハロウィンの飾りつけをする
10%

かぼちゃ等を使った料理メニューを作る・食べる
ハロウィンにちなんで、手づくりお菓子を作る・食べる

9%

ハロウィンの仮装やメイク、コスチューム

8%
5%

ハロウィンのホームパーティー
ハロウィンの「トリック・オア・トリート？」行く、…
その他
決めていない

4%
1%
13%

なにもしない

49%

ハロウィンで行うことをお聞きしました。
１位：限定スイーツやメニューの購入（23％）
２位：ハロウィンの飾りつけ（15％）
３位：かぼちゃを使ったメニューを作る・食べる（10％） ４位：ハロウィンにちなんだ手作りお菓子（9％）
５位：ハロウィンの仮装をする（8％） でした。
何もしないと答えた方は49％いました。
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■質問3 ハロウィンにちなんで、どこかに行ったり、
行事の参加をしますか？＜複数選択 n=312＞
自宅でハロウィンパーティー

9%

レストランや飲食店でハロウィン限定メニューを食べる

7%

友人や知人とハロウィンのパーティー

4%

英会話学校、学校、幼稚園、町内会等のハロウィン行事参加

4%

アミューズメント施設や遊園地のハロウィンイベントに行く

4%

百貨店やショッピングセンター等のハロウィンイベント参加

3%

コンサートやライブなどに行く
その他

0%
2%

決めていない

19%

なにもしない

58%

ハロウィンでのイベントや行事の参加の有無についてお聞きしました。
１位：自宅でバーティー（9％）
２位：飲食店でハロウィン限定メニューを食べる（7％）
３位：友人とハロウィンパーティー・学校や町内会などの行事参加・遊園地などのイベントに行く（4％）
となっています。
何もしないと答えた方は、58％いました。

■質問4 ハロウィンの行事で行われる
「トリック・オア・トリート？」を経験したこ
とがありますか？＜単一選択 n=312＞
自分が経験
したことが
ある
15%
家族（ご自
身以外）が
したことが
ある
12%

経験したこ
とがない
73%
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ハロウィンの行事で行われる
「トリック・オア・トリート？」
子供達が自分の好きな格好に仮装して、お菓子を入れ
るための袋やカゴを手に家々を回る。
を経験したことがあるかをお聞きしました。
○自分が経験した（15％）
○家族が経験した（12％）
○経験したことがない（73％）
となりました。
注目する点は、単一選択で回答者の１/４以上が直接
的、間接的に「トリック・オア・トリート？」の経験
があるということです。
質問１・２の答えから考えると随分と多い印象です。
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第212回アンケート
アンケート実施期間
■質問5

アンケートレポート
ハロウィン

2015年10月12日～11月15日

モニター総数 312名（男性68名 女性244名）
調査方法
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
今年のハロウィンで何か予定がありますか？（自由回答）

【仮装をする】
・１００均でデビルのカチューシャを買ったので、付けてディズニーランドに行く予定です♪ （２０代:女性)
・子どもと近所の児童館へあそびに行ったところ、ハロウィンの、仮装をしていて参加。子どもは帽子や、マントを
身につけ嬉しそうでした。 （３０代:女性)
【ハロウィンのプレゼント】
・既に孫がパンプキン紙人形を私と家内に作ってくれました。 （６０代:男性)
・娘が、友人にマフィンを作って渡すそうです。 （４０代:女性)
・友人にハロウィンのお菓子をあげた （３０代:女性)
【ハロウィンにちなんだメニューを食べる】
・アップルパイ・かぼちゃのケーキを食べる予定 （４０代:女性)
・かぼちゃメニューを作る （５０代:男性:)
・家族で限定ランチやスーパーフードをエンジョイしたい （５０代:男性)
・家族と自宅でかぼちゃのケーキなどで楽しむ。 商店街のイベントに参加する （３０代:女性)
・子供も大きくなってきたので仮装とか本当はやりたいのですが 受け入れてくれません＾＾； 今年はお家で
南瓜プリンを作る予定です☆ （４０代:女性)
・特に無し、南瓜を使った料理を家で作るかもしれない。和風ですが・・ （４０代:男性)
・毎年恒例、かぼちゃずくしの夕食！今年は、マクロビかぼちゃグラタン、かぼちゃスープ、手作りクランベリーパン、
藻サラダ、かぼちゃプリンでした。 （３０代:女性)
【ハロウィン限定商品を購入】
・何もないです。が、ハロウィンの絵の描いたお菓子とか、そんなのは購入して食べようかなと思ってます。
（４０代:女性)
・ハロウィーン限定お菓子を食べまくる （４０代:女性)
【ハロウィンの飾りつけ】
・カボチャに顔をつけて友人の机の上に置いておいた。 （３０代:女性)
・家族の誕生日パーティと一緒に飾りつけをする予定。 （３０代:女性)
・勤務先の介護施設では飾り付けをしているが、年寄りたちは興味なし。 最近流行の行事だしね。
（５０代:女性)
・子どもの英会話教室でジャックオランタン作り （３０代:女性)
・友人とあつまって、ハロウィンのアレンジメントフラワーをたのしむ予定です （５０代:女性)
・ハロウィンの飾りを少し。ハロウィン仕様のお菓子や料理を作って 少しだけ楽しみます。 （５０代:女性)
【ハロウィンパーティーをする】
・コスチュームパーティをする予定です。 （２０代:女性)
・ママ友たちとパーティーをします （４０代:女性)
・遊びに来てくれた友人と、ハロウィンの帽子をイメージしたケーキを購入して女子会をした。 （４０代:女性)
【ハロウィンイベントに行く】
・スポーツジムで仮装をしてエアロビクスやズンバなどのレッスンに参加して、写真撮影をしました。 （４０代:女性)
・仮装をしてハローウィンパーティーのイベントに参加する。 （３０代:女性)
・今年は娘が、英会話教室と子供会のハロウィンイベントに参加し、私は特に予定なし。 （３０代:女性)
・市内のハロウィンイベントに参加しました。（出店で買い物をしたり、バンド演奏を見たりしました） （３０代:女性)
・毎年恒例のハロウィンライブに行きました。 （５０代:女性)
【学校や町内会でハロウィンイベント】
・子どもの友達親子11組で 会館を借り 仮装し、 ビンゴ 紐くじ お菓子つかみ取り 読み聞かせなどで 楽しく
すごしました。 （４０代:女性)
・子育て支援センターのハロウィンパーティーに子供が仮装して参加予定です。風邪ひかないようにしなくては （４０代:女性)
・子供たちと町内会のハロウィン行事に出る予定 （５０代:女性)
・子供の幼稚園のハロウィンのクラスレクに参加しました。 （３０代:女性)
・毎年町内会で行っているハロウィンイベントへ子供と行く 小学生が商店街の店一軒ずつ回って合言葉を言って
おやつをもらうというものです。 （３０代:女性)
・会館を借りて子どもの友達とその親で、仮装あり、料理持ち寄りのハロウィンパーティーを行います。 （２０代:女性)
【トリック・オア・トリート】
・近くのスーパーマーケットに仮装していって お菓子をもらう予定です。 （３０代:女性)
・近所のスーパーで子供にお菓子をくれるというので行きました。 夕飯のカレーのご飯をかぼちゃで色つけて、
ミッキー型にぬきました。 （３０代:女性)
・近所の子どもたちがお菓子をもらいに来るので、手作りお菓子をたくさん用意して渡してあげます。 （４０代:女性)
・子供達だけで仮装して、近所のお友達宅を回ってお菓子をもらう。 （４０代:女性)
・小学一年生の息子がいます。引越しして数年で、今年初めて知ったのですが、今住んでいる地域には小学生同士で
トリックオアトリートの行き来をするようです。（３０代:女性)
・特にないかも。 隣の子供が来たときのためにお菓子は用意しとくかな～(*´∀`)♪ （４０代:女性)
【その他】
・最近非常に田舎の地へと引越してきたので、何もできそうにありません。 （３０代:女性)
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家にハロウィンの飾りつけをする、南瓜などを使ったメニューを作る、ハロウィン限定のスイーツなどを買って食べる等、ハロウィンのイベ
ントやパーティーに積極的に参加しなくても、生活の中でハロウィンを楽しんでいる様子がうかがえます。
一部に、ハロウィンで作ったお菓子などを友人や家族にプレゼントするという意見もありましたが、今後生活の中で、ハロウィンがどんな
行事になっていくか興味深いです。

■質問6 今まで行ったハロウィンで思い出や、ハロウィンに対してのご意見（自由回答

一部抜粋）

【アミューズメント・遊園地などのイベント】
・10年ほど前にUSJに行ったさいにトリック・オア・トリートと言って子供がシールをもらいました。まだ今のように
ハロウィンが広まっていないときでした （５０代:女性)
・TDRにハロウィンの時期に行きました。 とてもいい思い出です （４０代:女性)
・ＴＤＲのハロウィーンイベントは最高でした （４０代:女性)
・若い子達の元気で楽しいパワーを沢山貰えそうで良い事ですね。ライブ会場でも、素晴らしい仮装を沢山
見られて楽しいです。 （５０代:女性)
・ディズニーランドで呪文を言ったら飴をもらった。 （４０代:女性)
・ディズニーランドにいきました。お客さんも仮装ができるのでいつもより賑わっていて楽しかったです。 （３０代:女性)
【ハロウィンの思い出】
・５年ほど前になりますが、ジャックオランタン作成は楽しかった （６０代:男性)
・アメリカに住んでいたころは、カボチャのランタンを作って玄関に飾り、子供たちがお菓子をもらいに来て
とても楽しい思い出です。 （４０代:女性)
・ハロウィンメイクで献血に行き、周りの方に心配されました。 （５０代:女性)
・ママ友&子供たちで仮装をしてばか騒ぎしました。楽しかったので癖になりそう。 （３０代:女性)
・ママ友たちとパーティーをして、子どもたちのためにビンゴをしたりと楽しかったです。 （４０代:女性)
・英会話スク―ルに通っていた時に、パーティーに参加したような気がする。 （４０代:男性:)
・学生の頃 英語関係の学部だったので ハロウィン仮装コンテストがあり 友達5人で ピーターパンと仲間たちに
仮装し 優勝したこと。 （４０代:女性)
・学生時代、ステイしていた時にハロウィンに参加しました。 色とりどりのお菓子に手作りクッキーの香りが刺激的
でした＾＾ 大人も子供も楽しんでいた光景を思い出すと、懐かしいです。 （４０代:女性)
・去年は子供たちがハロウィンを企画し、お友達と一緒にゲームをしたり、お菓子を配ったりした。 （４０代:女性)
・知り合い10数名で仮想して宅のみしました。男性の女装が楽しみでした。この日のためにすね毛を沿って
看護師コスプレをした人がいましたよ。 （４０代:女性)
【メジャーになった？】
・10年前位からハロウィンの飾り付けをしていたが、最近は、あまりにもメジャーになりすぎて、飾らなく
なった。 （３０代:女性)
・こんなに盛り上がるイベントになるとは思っていなかった。（５０代:女性)
・バレンタインデーより健全な感じで、 いろんな、商品があり、幅広い年代のパーティーなど楽しい行事が
増え、高感度あり。 カボチャも大好き。 ハロウィン市場が大幅アップ。私も賛同します。（５０代:女性)
・恵庭市が行ったハロウィンイベントでは、ジャックオランタンを2000個以上ならべてギネス記録に挑戦して
いました。（３０代:女性)
・私が子供のころはハロウィンイベントは特にしていなかったのに、最近は何かにつけて大人も子供もイベントを
やるなぁ、、と、思ってしまっています。 （３０代:女性)
・小さいお子様のお母様がスーパーでグッズを買っていたりお子様が帽子をかぶったりしている姿を見かけて
日本でも結構、行事をしているご家庭が浸透しているんだなと思っています。 （６０代:女性)
・周りのママがハロウィンパーティーを家族ですると言っていた家庭があり、我が家もやってみたいなと気持ちだけ
あった。 （３０代:女性)
【ブーム？】
・ここ数年の日本ハロウィンブームは、仮装したいい大人が大人数で行動するのは滑稽な気もしますが、日本人が
好きそうな行事だな～とは思います。 （４０代:女性)
・ハロウィンも最近定着しつつありますが、本来の意味を分かっていないでやってるなという感があります。
（４０代:女性)
・最近のハロウィンの盛り上がり方はちょっと違和感がある。だいたいなんのいわれの祭りなの？
よくわからない。 （４０代:男性:)
・突然降って湧いたようなハロウィン。何だこれ！ 七夕のろうそく出せ出せよ～もしなくなったのに、近くの神社の
秋祭りも行かないのに・・勘弁してよ。 （６０代:女性)
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アンケート実施期間
■質問6続き

アンケートレポート
ハロウィン

2015年10月12日～11月15日

モニター総数 312名（男性68名 女性244名）
調査方法
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
今まで行ったハロウィンで思い出や、ハロウィンに対してのご意見（自由回答 一部抜粋）

【子どもたちが主役】
・子供が主役の楽しいパーティーですよね。町内の子供会でさまざまなゲームコーナーを企画してお菓子を
あげるという企画を毎年やっています。（４０代:女性)
・子供が小さい頃、英語教室行事でハロウィンで仮装して お菓子をもらいに歩いた。 子供が小さいとするけれど、
大きくなったらなんにもしない。 （５０代:女性)
・子供の仮装が楽しみです （３０代:女性)
・子供が小さいころ、町内でのイベントに参加したことがあります。 （５０代:女性)
・子供たちと、カボチャプリンをつくって顔を書いたのがとても楽しかったです。 （４０代:女性)
・息子が幼いころはマンションの中でハロウィーンをやっていましたが、大きくなった今は何もしません。
（５０代:女性)
・結婚して子供が生まれれるまではハロウィンらしいことは何もしてこなかったように記憶しています。
今、子供が小学生になって、お友達同士で盛り上がっているようです。 （３０代:女性)
【日本に合わない・なじみがない】
・あまり日本の気質に合わない行事だと思う。 （２０代:男性)
・なぜ日本でハロウィンがこれほど騒がれているのかわからない。 （３０代:男性:)
・かわいい行事だが、日本ではしっくりこない。 （４０代:女性)
・ハロウィンイベントは好きじゃない。 （３０代:女性)
・あまり自分の年代ではハロウィンというのは馴染みがないので、 子供は仮装とかしてます。 （４０代:男性)
・あまり馴染みがないので何もしたことがない。 （５０代:女性)
・海外の習慣が近年日本に入ってきた感じで違和感がある。悪魔や幽霊など外国のものなので、
日本で仮装するのは変な気が。 （５０代:女性)
・外国の習慣を日本で真似する必要は無いと思います。日本の古風文化をもっと取り込むことも大切と
思います。 （６０代:男性)
・大騒ぎをやめてほしい （４０代:女性)
・突然近所の子供が来てびっくりした。 （３０代:女性)
・日本のお祭りでないので興味がない。 （６０代:男性)
・日本の行事でないので興味がない （２０代:男性)
【ハロウィンメニュー】
・かぼちゃが大好きなので、かぼちゃのメニューがお店に増えるのがうれしいです♪ （２０代:女性)
・７年前位に、ハロウィンで作った、かぼちゃパイ。子供とかぼちゃパイを写真に撮りました。今見ても
微笑ましいです。 （３０代:女性)
・かぼちゃグラタンがうまくできた （３０代:女性)
・かぼちゃのケーキを子供たちとつくったりと毎年楽しんでいます。 （３０代:女性)
・かぼちゃを冬至のほかにもたらふく食べられるいい行事だと思っています （３０代:女性)
・家族でお菓子を食べた （２０代:女性)
・子供の離乳食にかぼちゃをくりぬいたものを用意して家族で楽しんだ （３０代:女性)
【その他】
・外資系企業で勤務しているのですが、ハロウィンの日は管理者をはじめ従業員が仮装して仕事をします。
職場の雰囲気がその日１日とても楽しくなる。 （４０代:女性)
・参加するにはハードルが高い。 （６０代:男性)
・食糧基地である北海道に収穫祭なハロウィンはピッタリだと思います。 他人に迷惑をかけないように、大いに
楽しめばいいと思います。 （３０代:女性)
・大人が仮装を思いっきりできる日なので、すごく好きな日です。 （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
このアンケートでは、ハロウィンのイベントは小学校や幼稚園、町内会や商店街などで小さなお子さんを中心にしたイベントとして行われ
ることがあるようです。また、それらのお子さんを持つ３０～４０代の母親などが集まって、ハロウィンにちなんだメニューを作り、ホーム
パーティーや女子会を行ったりしています。
ハロウィンに関して、良くニュースで取り上げられることが多くなっていて、ブームのようになっていますが、アンケートから、ハロウィンは、
「子ども」、「子どもたちと親たち」、「親同士」が行っている、ひな祭りやバレンタインに近いイベントのような印象を受けました。
一部の盛り上がりに違和感を感じている方も多くいるようですが、今のブームが落ち着けば、本来の宗教的な成り立ちを除いて、比較的
安定した秋の行事の一つとして利用されるのではと感じました。

調査集計：株式会社オミセネット url:http://omisenet.com mail : info@omisenettcom

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2016/7/23 5/5 ページ

