http://www.kurashic.com/

くらしく

北海道のくらしアンケート

第174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

節分

2014年1月21日〜2月28日

353名（男性82名 女性271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
●今年節分を行うか、関係するものを購入する人は68％
●節分では「恵方巻を食べる（60％）」 「豆まきをする（58％）」
●節分の際に購入するもの 「節分豆・福豆（57％）」「恵方巻・巻き鮨（47％）」
●節分の物品を購入する場所は「量販店・スーパー（73％）」
●北海道では落花生が多く巻かれているよう。撒いた後の片づけがしやすいことが理由のひとつ。

●アンケート項目
くらしくのモニターの皆さんに2014年の節分の実施に関してのアンケートをお願いしました。
■質問内容

①今年節分行事をする、または節分に関係する物品を買う予定はありますか？
②節分ではどのような事をしますか？
③節分の際にどのようなものを購入しますか？
④節分に用意するものをどこで購入しますか？
⑤節分の思い出

■質問１ 今年、節分に関係する行事を行った
り、 節分に関係する物品を購入する予定があ
りますか？
＜単一選択 n=353＞
わからない
10%

2014年の節分に関してお聞きしました。
今年、節分を行うか（行事をするか、関連する
物品を購入する予定があるかをお聞きしまし
た。
●する（68％）
●しない（22％）
●わからない（10％）

しない
22%

する
68%

7割近くの方が節分に関係する行事をしたり、節
分に関係する物品を購入する予定があります。

■質問２ 節分ではどんな事をしますか？
＜複数選択 n=353＞
60%

恵方巻きを食べる

58%

豆まきをする
炒った大豆をお供えする

5%

玄関にヒイラギの飾りをする

5%
4%

いわしの塩焼きを食べる

3%

節分のイベントや催し物に参加する

1%

節分そばを食べる
節分こんにゃくを食べる

1%

その他

3%
16%

何もしない
0%
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節分の際に行うことを聞きました。
1位：恵方巻を食べる（60％） 2位：豆まきをする（58％） 3位：豆をお供えする（5％）
3位：玄関に柊の飾りをする（5％） 5位：いわしの塩焼きを食べる（4％）
回答いただいた方の6割近くの方が、恵方巻を食べるか、豆まきをすると答えています。
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■質問３ 節分の際に何を購入しますか？
＜複数選択 n=353＞
節分豆 福豆（豆まき）

57%

恵方巻き・巻き寿司

42%

寿司材料（手巻きずし・寿司）

10%

節分にちなんだロールケーキやスイーツ

6%

いわし めざし等の魚

6%
6%

福豆 大豆（お供え・料理）
おそば（節分そば）

1%

その他

3%

何もしない

17%
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■質問３ 節分の際に何を購入しますか？ (その他意見）

・こんにゃく（豚汁・けんちん汁やこんにゃく料理）（４０代:女性）
・わが家にも恵方巻きが浸透し、巻き寿司を作るようになりました。豆まきは、散らかった豆を片付けるのが大変なので、豆パンや
豆大福など、豆のものを食べています。（３０代:女性）
・海苔巻きをつくるので、かんぴょうなどの具を購入（３０代:女性）
・外孫娘のマンションには、室内犬がおり、投げた豆を室内犬が食べるといけないので、今回は、豆の変わりに、袋に入った
「マシュマロ」がスーパーに売られていたので、買って、孫娘にプレゼントした。（６０代:男性）
・大豆ではないが、殻付きの落花生を買います。このシーズンは奮発してお高い国産品を購入です。（５０代:女性）
・豆の代わりにナッツ入りのチョコ（ファミリーパック）（３０代:女性）
・母が恵方巻きを購入してくれる（３０代:女性）
・落花生（３０代:女性）

節分の際に購入するものをお聞きしました。
1位：節分豆・福豆（57％）
2位：恵方巻・巻き寿司（42％）
3位：寿司材料（手巻き寿司・寿司）（10％）
4位：節分にちなんだスイーツ（６％） 4位：いわし・めざし等の魚（6％） 4位：福豆・大豆（6％）
でした。
自由回答では、節分の際に購入するもので、落花生や、ナッツなどがあるという意見がありました。
節分の時期に、お酒のおつまみで販売されている小分けパックのおつまみや、ナッツ類が節分コーナーで販売されていことが
あります。恵方巻や豆まき以外の直接節分に関係しないものの購入もあるようです。

■質問４ 節分の際に利用する物は、どこで購入しますか？
＜複数選択 n=353＞
量販店・スーパーマーケット

73%

コンビニエンスストア

9%

百貨店

7%

地域の商店等

3%

専門店（衣料・菓子・生活雑貨店等）

2%

インターネットショッピングサイト

0%

デリバリー・ケータリング等を利用

0%

その他

2%

何もしない
0%

16%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

節分の際の購入するものの購入先をお聞きしました。
質問３と連動した、質問ですが、7割以上が「量販店・スーパー」と答えています。
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今まで行った節分で、思い出に残っていること（自由回答抜粋）

【豆まき】
・集合住宅に住んでいた時、エントランスを出たとたんに上から豆が降ってきて豆が当たったことがありました。（４０代:女性)
・３年前の節分に主人が鬼のお面をつけて豆まきをしたが、子供が本気を出して豆をぶつけて、主人に青あざが出来た。
それ以来主人は鬼役を避けるようになった。 （４０代:女性)
・いつもは父親が鬼役だが母親が鬼役の時は新鮮味があり盛り上がった。 （３０代:男性:)
・ママが鬼に変装して、脅かしたらギャン泣きして、思いっきり豆をぶつけられた （３０代:女性)
・鬼は外のフレーズは言わない。福は内のみ。外に居る人はみんな鬼になってしまうからというのが家族の風習でした。 （４０代:女性)
・子どもが3才くらいの時、主人が全身赤色(赤色の長袖Tシャツに赤いジャージ)で鬼のお面をつけ、おもちゃのバットを持って
登場。子どもは、大泣きでした。 （４０代:女性)
・雪の降る中を豆まきしたこと。 （５０代:男性:)
・孫と一緒に豆まきをします。鬼はいつも子供（娘）です。孫たちはいつもママから小言を言われているのでこのときとばかり
大喜びです。 （６０代:男性:)
【豆をまく場所】
・以前はすべての部屋に豆をまいていましたが、今はリビングで少し豆まきをし、その後拾って食べる程度になりました。
（４０代:女性)
・マメマキの後豆を拾うのが大変 （４０代:女性)
・家中に投げた豆を拾うのが、宝探しのようで楽しかった （３０代:女性)
・子どもの頃、恒例の豆まきをしてから、初めて室内飼いしていた犬に気がついたけど後の祭り。犬は大喜びで豆を食べ、
その光景は、今もまぶたに焼き付いてます。 （３０代:女性)
・小さいころ、家の中にも大量の豆をまいて母が掃除が大変そうだった （３０代:女性)
・豆まきの後片付けが大変やと大人になってから思うようになり、豆まきが億劫だ。子供のころは散々まき散らして楽しんで
たので、母親は翌日掃除が大変やったとおもう。オカンごめん。 （３０代:女性)
・豆まきをした豆を掃除してたら出てきた指輪が見つかって大喜びしたことがあります （３０代:女性)
・和室で豆まきをした年があって、豆が隙間に入り込んであとから掃除が大変でした。 （３０代:女性)

【恵方巻】
・「先着100名様無料」で恵方巻が食べられるイベントを某スーパーで実施していたので参加してみましたが、恵方を向いて
一心不乱に食べてる有様が異常＆参加していないお客さん見られて凄く恥ずかしかったです… （３０代:女性)
・家族で恵方巻きを食べるのがここ数年の定番になっています。だいたいは、薄焼き卵と鮭フレークと、その年によって
好きなものをまいて食べます。 （２０代:男性:)
・関西に越してきて初めて恵方巻きを知りました。 （４０代:女性)
・去年買った恵方巻きがすごく大きくて1本まるごと一人でだまって食べるのがきつかったです （３０代:女性)
・恵方巻きを食べる時に方角を向き黙って食べるそうですが結構、きついです。食べた後はこらえきれずに笑ってしまいました。
（６０代:女性)
・恵方巻は、昔からあったものなのか・・・？と最近思いました。 予約受付中！などと張り紙をしてあるのを見かけますが、
恵方巻を知ったきっかけが、コンビニなどの張り紙だった気がします。 （３０代:女性)
・恵方巻はいつも方角がきちんとわからない状態で食べている(;^ω^)毎年この時ばかりは方位磁石が欲しくなる （３０代:女性)
【落花生で豆まき】
・いつでも我が家は落花生を蒔いてましたが、大人になって本当は大豆だと知った時、なんて無駄なことするんだと思いました。
落花生は家の中でまいても普通に食べられるし。 （５０代:女性)
・殻つきラッカセイと一緒に一口サイズのチョコもまく （３０代:女性)
・子供が小さい時は拾いやすいよう、あとで掃除がしやすいよう大豆じゃなく殻つき落花生をまいたのだけど結構楽しかった
なぁー。５個に１個ぐらいの割でセロファンに包まれた当たり豆。 （５０代:女性)
・節分豆をなげるのは後々掃除が大変なので、殻つき落花生をなげる 落花生の方がおいしいので。 （３０代:女性)
【豆以外で豆まき】
・お菓子をまいた （３０代:女性)
・高校生の頃、上級生が授業中がおやつなどをまめまきと称して突然まいていくという風習がありました （３０代:女性)
・拾うのが面倒だし、豆を嫌がる人がいるので、テトラパックに入った豆菓子を投げてます。 （３０代:女性)
・豆まきにクジや（お金が当たる）お菓子を一緒に撒く 4人家族なので鬼役や撒く人にも公平に全て撒き終わってから皆で
争いながら拾う 今では一般的な恵方巻きはかなり前から食べていた （５０代:女性)
・本州に住むようになって10年以上たち、大豆をまくのが普通になりました。 北海道で生まれ育ち、落花生をまいていたの
が当たり前だと思っていたので 不思議な感覚です。 （４０代:女性)
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今まで行った節分で、思い出に残っていること（自由回答抜粋）

【節分スイーツ】
・お菓子屋の仕事終わりにお店で自分でロールケーキを作らせてもらい、丸々一本それを買って、部屋に帰って吉方角を向き
ながら無言で食べて、さすがに途中で気持ち悪くなり、全部食べられなかったこと。(´д｀) （２０代:女性)
【その他】
・10数年前、私の好きなキャラクター「バッドバツマル」の絵がかかれた紙製のマスに大豆を入れてコンビニで売っていました。
大豆を食べ終えたマスは小物入れに使ってました。2,3年続けて買いました。今でも売っていたらほしいです。 （４０代:女性)
・一人娘が保育園で豆まきをするので、家では一人では盛り上がらないの思いしなかったところ、次の日に先生に「昨日、
豆まきした人〜」と聞かれたら、娘一人だけ手があげられなかったと言われたこと。 （４０代:女性)
・家の主がいないときは豆撒きをしてはいけないと言われ、仕事の帰りが遅いのでだんだんしなくなりました。 （５０代:女性)
・子供のころはいわしの頭をヒイラギの木にさして 玄関の飾りましたが、ヒイラギの木も今の家にはなく、玄関の外に飾る
場所もなく 今は何も飾りません。 （５０代:女性)
・節分はいつもなぜか忘れてしまいます。今年もうっかりしていて忘れていました。 子供がいればきっと色々豆まきとか
するのでしょうね。来年は恵方巻きくらいは食べたいなと思います。 （４０代:女性)

沢山のご意見ありがとうございました。
節分の思い出に、豆まきがあります。撒く豆の種類が地域によって違う場合があるようですね。北海道では落花生が多く巻か
れているようです。撒いた後の片づけがしやすいことが理由の一つにあるようです。集合住宅やマンションにお住まいの方
は、室外への豆まきは難しいようですね。撒いた豆の片づけや、撒いた豆を食べる事を考えて、落花生をまいたり、テトラ
パックの豆おつまみをまいている方もいるようです。
恵方巻に関しては、昨年のアンケートよりも違和感を感じる（自分の地元では食べない）という意見は少なかったような気が
します。コンビニや全国スーパーなどで定番商品として扱われているため、浸透しているように感じます。

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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