
ハロウィンにぴったりな衣装を準備するには
ケルシー・クックニック

言うまでもありませんが、ハロウィンは私の大好きなお祭りです。私は衣装にかなり力を入れていて、何ヶ月も前から何
になろうか考えていることもしょっちゅうです。今日は、どうやってハロウィンにぴったりな衣装を決めて作っていくかに
ついてお話ししましょう。

衣装を考える
まずは、あなたが何になりたいか決めることです。簡単に決められるかどうかは、あなたがどのくらいクリエイティブか

（またはどのくらいハロウィンが好きか）によります。考えを整理するために、リストやピクチャーボードを作ることをお
すすめします。
次に、リストを絞り込むために、いくつか自分に問いかけてみましょう。衣装は買いますか、それとも作りたいですか？予
算はどのくらい？どこへ着て行きますか？このような問いかけが、あなたにどんな衣装がぴったりか決める手助けになる
でしょう。

衣装を作り上げる
予算とあなたの腕前を心にとめて、衣装を作ったり買ったり、組み合わせたりしていきましょう。
衣装を作る場合、縫うのか既にある衣類を手直しするのか、決めなければなりません。ゼロから作るのは本当にやりが
いがあるでしょう。でも、かなり時間がかかるし、技術も必要です。手直しなら、少しの技術で簡単に衣装を作れます。縫
ったり、グルーガンを使えたりするなら、衣装を簡単に直すことができます。
忙しければ、衣装を買うのがいいでしょう。一式買いたいのであれば、Amazon.jpをチェックすることをおすすめします。
実際、私の今年の衣装はアマゾンで買ったものです。
服を組み合わせるのは、作ったり買ったりのいい所取りです。既製品を買って組み合わせることで、素敵な衣装ができあ
がります。衣装を組み合わせたい場合は、リサイクルショップや古着屋を覗いてみてください。簡単な古着の衣装の例と
しては、魔女です。必要なのは、黒いドレス、縞模様のタイツ、そしてダイソーの魔女の帽子、これだけです。

さて、これが私からのハロウィンにぴったりなファッションを作るための、ちょっとしたヒントです。
おばけを楽しんで、ボーイズ＆グールズ～
                                                                                                                                                                  訳: 新田真侑子 (Mayuko Nitta)

It's no secret that Halloween is my favorite holiday. I put a lot of effort into my 
costumes, often thinking about what I want to be months in advance. Today, let's talk 
about how to plan and put together the perfect Halloween costume.

Planning your costume
The first part of planning your costume is to decide what you want to be. This can be an 
easy or a difficult decision, depending on how creative you are (or how much you love 
Halloween). I recommend making a list or a picture board to help organize your ideas. 
Next, you should ask yourself some questions to help you narrow down your list. Do you 
want to buy or make your costume? What is your budget? Where will you be wearing it? 
These questions can help you to decide what costume is perfect fit for you.

Putting together your costume
With your budget and skills in mind, it’s time to make, buy, or put together your costume. 

When making a costume, you must decide if you want to sew it or modify an existing piece of clothing. Making it from scratch 
can be really rewarding; however, it often takes more time and skill. Modifying is an easy way to make a costume with minimal 
skill. If you can sew or work a glue gun, you can easily modify a costume. 

Buying a costume is great if you’re a busy person. If you want to buy a complete costume, I recommend checking out amazon.
jp for the best deals. My costume actually came from Amazon this year. 

Putting together your costume is the happy medium between making and buying. You can buy existing pieces and combine 
them to make the perfect costume. I recommend checking out recycle shops/secondhand stores if you want to put together your 
costume. One example of an easy secondhand costume is a witch. All you need is a black dress, striped tights, and a witch’s hat 
from Daiso. 

There you have it; my quick and easy tips for creating the perfect Halloween look. Happy haunting, boys and ghouls~
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