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北海道のくらしアンケート

くらしく

第235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

2016年10月12日～11月15日

264名（男性62名 女性202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」「かぼちゃ等を使った料理を食べる」「飾りつけ」。
●ハロウィンのイベント「レストランで限定メニュー」「自宅でパーティー」「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、苦手意識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（月曜）がハロウィンだと
知っていましたか？＜単一選択 n=264＞

○知っている（81％）
○知らなかった（19％）

知らなかった
19%

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。
知っていた
81%

■質問2 ハロウィンでは、どんな事をしますか？
＜複数選択 n=264＞
22%

限定スイーツやメニューを購入する
14%

かぼちゃを使った料理を作る・食べる

12%

ハロウィンの飾りつけをする

9%

ハロウィングッズ、キャラクターやパーティグッズを購入

6%

仮装やメイク、コスチュームの用意をする
「トリック・オア・トリート？」のお菓子の準備をする
ホームパーティーを行う
その他
決めていない

5%
4%
2%
9%

なにもしない

52%

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（22％）
２位：かぼちゃを使ったメニューを作る・食べる（14％）
３位：ハロウィンの飾りつけ（12％） ４位：ハロウィングッズ・パーティーグッズの購入（9％）
５位：ハロウィンの仮装の準備をする（6％） でした。
何もしないと答えた方は52％いました。
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北海道のくらしアンケート

くらしく

第235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

■質問3

アンケートレポート

ハロウィン

2016年10月12日～11月15日

264名（男性62名 女性202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

ハロウィンにちなんで何処かに行きますか？
＜複数選択 n=264＞

レストランや飲食店でハロウィンメニューや限定メニューを食べる

9%

自宅でハロウィンのホームパーティーを行う

6%

友人や知人とハロウィンのパーティーを行う

5%

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

3%

百貨店やショッピングセンターなどのハロウィンのイベントに行く

2%

英会話スクール、学校、幼稚園、町内会等、ハロウィン行事に参加

2%

コンサートやライブなどに行く

0%

その他

1%

決めていない

17%

なにもしない

64%

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：飲食店でハロウィン限定メニューを食べる（9％） ２位：自宅でバーティー（6％）
３位：友人とハロウィンパーティー（5％） ４位：遊園地などのイベントに行く（3％）
となっています。
決めていない（17％）、何もしないと答えた方は、64％いました。

■質問4 「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=264＞
自分が経験
15%

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％）

家族（ご自身
以外）
12%

○経験したことがない（73％）
となりました。

経験したこ
とがない
73%
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2017/8/8 5/2 ページ

http://www.kurashic.com/

北海道のくらしアンケート

くらしく

第235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

2016年10月12日～11月15日

モニター総数 264名（男性62名 女性202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】
・いつも通っているスポーツジムに、友人たちと思い思いの仮装をして参加します。
みんなでダンスレッスンを受けてから記念撮影会をするのが恒例になっています。（４０代:女性)
・仮装して飲食店のハロウィンパーティに行きます☆ （３０代:女性)
・仮装をしてみたい （５０代:女性)
・子供に衣装を着させる （４０代:男性:)
【ハロウィンにちなんだメニューを食べる】
・お家でカボチャ料理を食べ、夫婦2人でひっそりと楽しみました。 （２０代:女性)
・かぼちゃがたくさん売っているので、かぼちゃ料理をしたいと思う。 （３０代:女性)
・かぼちゃのグラタンを作ってみようと思います。 （４０代:女性)
・かぼちゃのスイーツを作る。かぼちゃの飾り物を置く （５０代:女性)
・これまでしたことがないので、かぼちゃを使った夕食ぐらい作ってみようかと思う （３０代:女性)
・子供がハロウィンパーティーに行くための衣装を用意するだけの役目です あとは家でハロウィンらしい
メニューの夕食を作ります （４０代:女性)

【ハロウィン限定商品を購入】
・ハロウィンスイーツを購入して孫と一緒にいただきます。 （６０代:男性:)
・今年は子供も相手してくれないお歳になったので・・・ コンビニで南瓜のスイーツを購入して御仕舞の
予感ですね。 寂しいな～＾＾； （４０代:女性)
【ハロウィンの飾りつけ】
・すこし飾りつけをしてかぼちゃのスイーツを食べる （５０代:女性)
【ハロウィンパーティーをする】
・ホームパーティーをする予定 （２０代:女性)
・子供が友達の家でハロウィンパーティーをする。 （４０代:男性:)
・自宅で家族とホームパーティーをする予定。子供はまだ1歳半なので何も記憶に残らないかもしれないけど、
思い出に残るパーティーにしたい。 （３０代:男性:)
・職場で社員が仮装して1日業務を行うようですが、自分は普段通りの服装で業務をする予定です。
（４０代:女性)
【ハロウィンイベントに行く】
・ディズニーハロウィンに行く♪ （３０代:女性)
・ハロウィンイベントに参加 （２０代:男性:)
・白い恋人パークのハロウィン仮装コンテストに 友達家族と参加しました。 別の友達親子10組程で お菓子を
食べたり ゲームをするハロウィンパーティを 場所を借りて催しました。 （４０代:女性)
【学校や町内会でハロウィンイベント】
・商店街の「ハロウイン」仮装大会に参加します （７０歳以上:男性:)
・地域のハロウィンのイベントに参加した （２０代:男性:)
・町内会のハロウィンイベントに子供が参加するので、仮装させようと思っています。 （３０代:女性)
【トリック・オア・トリート】
・「トリック・オア・トリート？」でお菓子の準備をする （４０代:女性)
・近所の子にお菓子を配る （３０代:女性)
・子供達がマンション内を順番に回ってお菓子をもらいにくるので、あげる。 （４０代:女性)

【その他】
・ない。昔はなかった行事なので特に何かしたいと思わない （３０代:女性)
・子供も大きいし、田舎なので特にないです。 （４０代:女性)
・毎年、仕事の関係で売り場のディスプレイをしています。 限定商品を買ったり、見に行ったりしています。
（５０代:女性)
・老夫婦二人で、何もしません。昔は、このような風習はなかったと記憶していますが・・・。 （６０代:男性）

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、積極的にハロ
ウィンのイベントやパーティーに参加しなくても、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。
子どもたちのイベントの手伝い（衣裳づくりや料理作り）や、孫とハロウィンスイーツを食べる。などの意見もありました。
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北海道のくらしアンケート

くらしく

第235回アンケート
アンケート実施期間

アンケートレポート

ハロウィン

2016年10月12日～11月15日

モニター総数 264名（男性62名 女性202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
■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】
・ずいぶん前に、ユニバーサルスタジオジャパンの夜のハロウィンイベントに参加して、ゾンビに驚かされた
ことがある。（４０代:女性)
・ディズニーランドでハッピーハロウィーン言いまくりでしたが。 （２０代:男性）
・ディズニーランドに行って毎年雰囲気を愉しむ （４０代:男性:)
・結婚する前はディズニーランドで過ごすことが多かった。園内はとても幻想的で、1年を通して最も好きな装飾。
そのため今でも良い思い出になっている。 （３０代:男性）
【ハロウィングッズ・限定メニュー】
・可愛いキャラクターグッズが売っているので買ってみたくなる。お菓子等、限定パッケージ商品や
限定メニューをよく見るのでためしに買ってみるつもり （５０代:男性:)
・かぼちゃが好きなのでハロウィンのオリジナルスイーツは買って食べたいと思っています。 （５０代:男性）
・ハロウィンのかわいいお菓子などがたくさん売られていて、華やかで良いと思います （４０代:女性)
・仮想してディズニーシーで遊んだことがある。（コックの出で立ち） （２０代:男性）
・特別なことはしないが、かぼちゃのスイーツを食べる （３０代:女性)
・毎年100均等で準備して、ちょっとした仮装をしてハロウィンパーティを楽しんでいます☆ （３０代:女性)
【トリック・オア・トリート】
・「トリック・オア・トリート？」でお菓子を子供たちが家に取りに来て楽しかったです。 （４０代:女性)
・自宅を訪問した子どもにお菓子を配った。 （１９歳以下男性:)
・娘が、ハロウィンのコスチュームで友達と来た時は嬉しい楽しい思い出です （６０代:女性)
・子供が小さいころ、住んでいた社宅で仮装をして、お菓子をもらいに家を回りました。 （４０代:女性)
【季節を感じる】
・あの仮装やカボチャのお化けを見るたびに季節を感じるようになった。 （４０代:男性）
・ハロウィンに近くなると、この辺りでは珍しい紫芋・紅芋がスーパーに並ぶので、紫色のスイートポテトや
ポテトパイを作るのが楽しかった。 （２０代:女性)
【ハロウィンの思い出】
・20代の頃 通っていた英会話スクールで仮装パーティに参加したことがあるが、今みたいに大騒ぎではなく
地味だったが楽しかった （５０代:女性)
・25年も前、新婚旅行がﾆｭｰﾖｰｸだったのですが、その当時、日本ではハローウィンというイベントすら知られて
いなった頃、ニューヨークマンハッタンで見ました！すごい迫力に圧倒された記憶があります。 （４０代:女性)
・アメリカに住んでいた時の普通のハロウィンは楽しかったです。 （５０代:女性)
・かぼちゃを育て、収穫、ジャックオランタンを作成、飾り付けたことがある。 （６０代:男性:)
・コワーキングスペースでコスプレパーティーに参加した。サークルでも仮装パーティーをしながらゲームをした。
（３０代:女性)
・スヌーピーのコミックでハロウィンを初めて知り、憧れていました。 （５０代:女性)
・ゾンビをテーマに仮装をした年、被り物などは友人らと合流したときに...と、とりあえず血の滲んだ包帯を腕に
つけていたら、公衆トイレでおばぁちゃんに「あら大変。早く良くなるとイイねぇ。」と言われた(笑)。 （４０代:女性)
・ディスプレイが大好きで、いろんな商品を選んでとても好評なので自分自身もこの季節が待ち遠しい感じ です。
（５０代:女性)
・英会話教室に通っていた時にはハロウィンイベントをしたことがあったと思う （４０代:男性:)
・学生時代、ステイ先のお宅でハロウィンを盛大にしているのを見て 度胆を抜かれました＾＾； チビちゃん達が
仮装してお菓子貰いに行くの～！ と楽しそうに3-4日前からワクワクしてる姿が可愛らしかった（４０代:女性)
・学生の頃 ピーターパンをモチーフにして 友達と仮装をし今年は 友達親子と シンデレラをモチーフにして
仮装をしました。 準備をする段階が大人も子どもも 楽しみました。 （４０代:女性)
・昨年のハロウィンイベントの時にイルミネーションの東京理科大学によるイベントを見ましてとても綺麗でした。
（５０代:女性)
・昨年の商店街の「ハロウイン仮装大会に」孫が参加して、優勝しました。 （７０歳以上:男性）
【イベントとして定着？】
・ここ5年ぐらいですっかりイベントとして定着したことに驚いている （３０代:女性)
・今年札幌でも仮装をしている方を見掛けましたが、まだあまり浸透していないのか数も少なく奇異な目で
見られていました。 （３０代:女性)
・年々ハロウィンが拡大してきて......驚きです。 （４０代:女性)
【ブーム？】
・クリスマスと違いハロウィンは最近流行ってきているように感じます。 私自身は時代についていけないのか、
(^_^;)特にたいしたイベントはしていません。 （４０代:女性)
・まつりの趣旨は関係なく、ビジネス優先で一大イベントになってしまった。 （４０代:女性)
・去年までは六本木に行っていたが、飽きてしまった （３０代:女性)
・販売職の時に、店頭で子供が「トリックオアトリート」と言ったらお菓子をあげるキャンペーンを行った。
大人が後押しして行かせてのお菓子集めだけに終わったので、集客につながらず、もう翌年には
キャンペーンはなかった。 （５０代:女性)
・友達で仮装パーティーしてたけど、仮装を手作りして最初は楽しかったけど、2年目以降は面倒になった。
かといって買う金もないし。そのうち自然消滅したから助かった。 （４０代:女性)
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北海道のくらしアンケート

くらしく

第235回アンケート
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

2016年10月12日～11月15日

モニター総数 264名（男性62名 女性202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）

【違和感・苦手】
・ここ何年かでやたらとハロウィーンが目立つようになっていることに違和感を感じています。意味のない
仮装もよくわかりません。（３０代:女性)
・このご時世、近所同士でも挨拶しないのに、この日だけは見知らぬ子供たちがお菓子をもらいに来て、
ちょっと毎回驚く。 （３０代:女性)
・ハロウィンに何かしようとする考えがおかしい。仮装したりしてふざけすぎだ。ハロウィンの意味を理解して
いなのだろう。 （４０代:女性)
・ハロウィン=仮装というのがとても苦手で、街中は仮装してハイテンションな人で溢れているので、ハロウィンは
いつも自宅で楽しんでいます。 （２０代:女性)
・まるで仮装大会で違和感を感じます （５０代:女性)
・外資系企業に勤めていることもあり、ハロウィンの日は社員が仮装をして1日業務をすることとなっているのですが、
そういったことがあまり好きではないため、出来ればやめて欲しい行事だと思っています。 （４０代:女性)
・正直あまりなじめません…。でもお菓子を配るのは楽しみです。 （３０代:女性)
・東京のように大人が仮装でまちを歩き回るのはどうかと思う （５０代:女性)
・日本にハロウィンのイベントは必要無いと思う （３０代:女性)
・日本人にハロウィンは、不自然と思う。古いかな？？ （６０代:男性）
・老夫婦二人で、何もしません。昔は、このような風習はなかったと思います。 （６０代:男性）
【ハロウィンメニュー】
・カボチャチーズケーキを作ったら好評だった。 （４０代:女性)
・かぼちゃ料理を食べるくらいです。 （５０代:女性)
・なんとなく乗り遅れないようにスイーツなどを作って楽しんでいます。 （５０代:女性)
・何年か前から、知られてきたと思います。 息子は２２歳になりますが、子育て期間には記憶にありません。
でも、かぼちゃ大好きです。（５０代:女性)
・数年前にハロウィンの日にハロウィン手毬寿司を一緒に作り、娘（当時５歳）にとっては凄く楽しかったようで、
以降毎年ハロウィンに「手毬寿司一緒に作ろうよ」とせがまれます。 忙しくて希望に添えてないので。 （４０代:女性)

【その他】
・ニンテンドー3DSの「すれ違いガーデン」の庭をハロウィン仕様にして、すれ違った人たちに見てもらうことですかね。
ここ2年は今の時期になると、ハロウィン庭を用意して、ちょっとした恒例行事になってます。（４０代:女性)
・最近、盛り上がりが高まっていて良いと思う （２０代:女性)
・菜園をしてるので収穫に対して感謝をしています。 （６０代:男性）

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、イベントとしてとらえられているようです。。
イベントとして一部の盛り上がりに違和感や苦手意識をを感じている方も多くいるようです。一方で、限定メニューやかぼちゃや季節のス
イーツを楽しんだり、可愛いグッズを買ったりして、「おだやかに楽しんでいる」人たちもいるようです。本来の宗教的な成り立ちを除いて、
比較的安定した秋から冬へ移り変わる時期の行事の一つとして利用されるのではと感じました。
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