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13730 ゆう

ホテル　フォレスタヒルズのお弁当のデリバリーをした。お値打ちなのにかなりしっか
りした内容で大満足。

プリンやクッキーなどの簡単なお菓子作り

1575 豊田の森ママ
以前からスイーツ作るのが好きで、最近買った[まいにちおやつ］という本を見て、新
作ケーキやクッキー作りに挑戦している。週1くらいで、回転寿司のテイクアウトを利
用している。

5180 パスタさん 週に一度はテイクアウト。
何年かぶりのスポンジケーキ。

10980 ss ほがらか若草店でテイクアウトをした。
シフォンケーキ作り。

5403 ダヤコ 家族みんなで作れるたこ焼き
スバカマナでテイクアウト

9937 ぐっし 気になってたナンカレーをテイクアウト。タコ焼き、お好み焼きを作ったりサバ缶で佃
煮作ったり。

13397 ひつじ カフェで飲むのではなく、テイクアウト。たこ焼きでワイワイ食べる

5920 しま
子どもたちが喜ぶような、たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理。
マクドナルドやケンタッキーなどのドライブスルーできるテイクアウトなどを利用して
います。

8462 さくらンぼ
庭にホットプレート出し、焼肉・餃子・焼そば・お好み焼き・クレープなどGWに日々家
族で作り楽しく美味しく食べた。
あとコモスクエアの楽風さんでテイクアウトしたフルーツサンドが美味しかった。

9964 seri ホットプレート料理いろいろ
焼肉のすずきでテイクアウト

12410 えみり はなごよみでローストビーフ丼、おかず、えびふらいをテイクアウトした。
毎日手の込んだ料理を作り、おやつも作っている。

12546 ちっち おにぎりだけ作って、おかずをテイクアウトしてベランダピクニックをよくします。
おかずは唐揚げ専門店が多いです。

10738 ローズ 豊田エール飯で検索して、お弁当をテイクアウトした。

13312 さや

健康を考え毎日野菜を取り入れ、品数も増えた。
また客足が途絶えてしまった居酒屋さんが始めたお弁当やピザ屋、お寿司のテイク
アウトも利用して気分転換も！。(はま寿司のなりきりお寿司作りセットは美味しいし
楽しくかなり好評でした！)

341 みんと テイクアウトの還元キャンペーンが多かったので利用が増えた。

4105 わんわん テイクアウトが増えた(私のやる気が起きない)。

5116 かりあ サイゼリア、CoCo壱、くら寿司。色々なところのテイクアウトを利用した

5472 いちご ナンハウスでナンをお持ち帰り♪紙皿に入れてくださるのでら嵩張るプラスチックが
増えないのも◎

6776 ものみんた ピザを買って帰ったが買いすぎた。

7385 クロマメ お昼ご飯にピザをテイクアウトして食べたりして、自宅での食事が増えました。

7444 みーちゃん ピザ屋で500円で販売してたから、テイクアウトした。

8134 さくら散歩 徳兵衛でテイクアウト

8220 ぽめりん ガストでピザをテイクアウトした。

8676 みふぃ ピザのテイクアウト

8710 るぅ 焼肉屋さんのお肉をテイクアウト

9357 ニシやん よこじで台湾混ぜそばをテイクアウトしました。追い飯もあり、美味しかった

9489 さえちゃん マリノのテイクアウトを初めてたのんだ

10063 けんたん 外食を一切しなくなり、がんばって家で料理。飽きるとテイクアウトを注文していま
す。

10218 シロツメクサ GW中何度かテイクアウトしました。

11217 アッシュの父 はま寿司でテイクアウトした

11322 みゅう 飲食店でテイクアウトしています。

11398 おはぎさん 普段行かないチェーン店の持ち帰りを予約してみた。

11701 なひ テイクアウト巡り

11758 なる ピザ屋のテイクアウト

11782 あーちゃん 経済をまわすため、という言い訳をしながら知り合いの飲食店へ外食やテイクアウト
を積極的に利用しています。

11961 とし テイクアウト料理が増えた。

12096 小豆 外食できないので、テイクアウトしました。

12509 こすもす 時々、職場でお昼ご飯をテイクアウトしてお店を応援。

12549 かあい 楽一楽座でテイクアウトをした。

12571 ともちゃん デニーズやガストでテイクアウトを利用するようになった。

12774 Oxford スシローでテイクアウト

12947 じゅり お寿司やピザでのテイクアウトが増えました

13022 とも 行きつけの居酒屋でテイクアウト
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13081 ３人野郎ママ あさくまのテイクアウトをしました！美味しいステーキがテイクアウト出来て嬉しかっ
た♪

13195 とんとん ピザをテイクアウトしました。

13517 アヒル ほがらかでちょっと贅沢に1,000円のお弁当をテイクアウト！
やっぱりおいしかった！

13551 おかぴー 初めてリンガーハットでテイクアウトしました

13621 こっぺぱん 初めてラーメンをテイクアウトした

13642 ポジ 連休中はパエリアや、蟹のオードブルなど、すこしリッチにテイクアウトを楽しみまし
た。

13735 みぽりん ３食作るのが基本だけどたまにはお寿司をテイクアウト！

13881 ともやん 居酒屋のテイクアウト

14000 グランパス 行き付けの飲み屋がランチ弁当を販売開始したので、テイクアウトで利用している。

14020 みの くら寿司でテイクアウトして

12635 とく ホームベーカリーを使い、ピザやメロンパンを作った。蒸しパンなど、こどもとおやつ
作りもはじめた。

10462 あいあい 疲れたときは外食やテイクアウトをしていたが毎食家で作るようになった。
子どもと一緒に作れるフルーチェやゼリーなどの簡単なおやつを作ることが増えた。

11280 ゆず

私は料理しなくなりました。
その代わり息子がスイーツ作りにはまり、主人がご飯作りをしてくれています。
私が作らないようなメニューを日々考案してくれるので、助かっていますし、毎日の
御飯が楽しみです。

13209 sweetchan

料理もクックパッドを使って、目新しいものを作っています。レシピをプリントアウトし
て、自分の実績としています。
孫とお菓子づくりにもいそしんでます。子どもが小さいころは、よく作りました。レシピ
を見ながら、初心者となって孫と作っています。
１日なにか目標があると皆生き生きします。

7941 りんむう 子ども達とお菓子作り
クッキーなど。

8573 りさぽん お昼ご飯や夜ご飯を子どもに作ってもらう日を設定した(私が楽をするため？)。あと
は、クッキー作り。

9179 くまこ こどもの日にこいのぼりケーキを子どもと一緒に作った。

9700 ホワイトあるぱか 子どもと一緒にお菓子作り（クッキー等）

9991 かんた 子どもと一緒におやつ作り

10179 さおりん 子どもたちとおやつを手作り

10814 みかん 子どもと一緒にお菓子作り。
コーヒーゼリーやチーズケーキなど

10872 りゅりあ 子ども達とケーキを作ったりおやつを作った

11147 だいきち
自分でおやつを作ろう！
ということでクレープ、クッキー、プリン、ゼリー、パンケーキなどなど、男の子ですが
一緒に量をはかりながら作っています。

11168 りん 子どもとパンケーキを作った

11445 omo パパがパンを焼いたり手打ちうどんを作ったり、子ども達とクッキーを作ってくれた。

11964 はななす クッキーなど、手作りおやつを作るように。ハタチ過ぎた息子が興味持って手伝って
くれます(笑)

11999 もも 子どもとおやつを作った

12427 あー こどもとお菓子作りをするようになった。普段だとこどもと作ると無駄に時間がかかっ
てイライラしてしまうけれど、時間がたっぷりあるいま、穏やかにできる。

12552 ふー こどもとケーキを作った

13021 あも 子どもと作れそうなお菓子作り（パウンドケーキ、寒天ゼリー、チーズケーキなど混
ぜるだけのレシピ）

13070 こめこ 子どもとお菓子作り

13221 ゆっこ 大学生の息子が豆腐とチョコレートで生チョコを作った。生クリームを使うと太るか
ら、豆腐を使ったそうです。

13352 ハム お菓子作り。品薄なバターやベーキングパウダーなどを使わなくてもよいものを調
べて作ってます

13914 こゆちゃん 孫と一緒にクッキー作り

6758 しゅなママ

たこ焼き。次女がYouTubeで見たらしく食べたいと言うので。それまでは出先で買っ
ても次女は食わず嫌いだったのですが、食べられる物が1つ増えました。

ホットケーキアート。これも次女がYouTubeで見つけて。中学生の長女も一緒に描い
てます。

12434 さちこ やりたくてやってなかったピザ作り、フワフワかき氷作りなど。

6377 ぶちさくら 使わなくなって眠っていたホームベーカリーを出してきてパン作り。

12850 かおりん ホームベーカリーを買ってパン作りを始めした。

12277 みしん ホットプレート料理
たこ焼き器でホットケーキ

12272 しの 豚の角煮、パン

9839 くちなし ケーキやプリンなどの手作り。
可能な限り手間を省けるように、カット野菜やレトルト、缶詰をフル活用。
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10997 しろくま
パンケーキが食べたくて、普段全く料理しない旦那にフワフワパンケーキを注文。甘
い物を食べない旦那がクリームのせたり、フルーツのせたり、クリームチーズ入れて
みたりと色々なパターンで作ってくれました。

13910 マダム お菓子つくり、手の込んだ料理つくり。家族で餃子や一緒にクッキング。

13882 QQちゃん

通販サイト「Oisix」で購入したサンマご飯の素、お米２合と一緒に炊き込むだけで美
味しい混ぜご飯が楽しめました！
オヤツ編は、ホットケーキを焼いてホイップ&チョコクリーム(パンに塗るタイプ)、シ
ロップ等でカフェ風にして食べに行ったつもりで楽しんでいます♪

4633 モモクロ パフェを作った

4637 丘里リル ホットケーキミックスで作るパン、ホットプレートで作るビビンバ、サラダラップご飯

5898 かーと 濃厚チーズケーキ、人参パウンドケーキ、カオマンガイを作ってみた。

7875 ミエ 子どもと一緒にケーキ、クッキー作り、タマゴ焼きや毎日のご飯作り

8770 くらすます 杏仁豆腐を手作りしました

9363 Ibiza ケーキ
パン

9486 ひまわり お菓子作り

9574 ねこまる お菓子作り

9944 ききき お菓子作りを粉から作った

9979 warwick mom 家でクレープを作る
ゼリーやプリンも手作り

10003 とまとも パン毎日作っています。

10099 マッキー 一緒にホットケーキを作った

10180 じぁーほい 流行りのバスチーを作ってみました。焦げが翌日は焼き芋の匂いになっていまし
た。

10478 Milky 久しぶりに作ったサーターアンダギーが子ども達に大ヒット…3日連チャンで作ってと
リクエストが入り作りました。

10662 くまこ バターを使わないクッキー、カップケーキなど作ってみました。

10699 ここはな パン作りをした

10844 きんたい 数年ぶりにお菓子作りを始めた

10903 ひなパパ お菓子作りに挑戦した

10996 narunaru パン、お菓子作り

11213 ヘキサ ケーキ・パンを作りました

11288 いちご ホットケーキミックスでスコーン
餃子の皮でピザランチ

11512 まるっち パン作り

11564 みー ジュースや果物の汁でアイスキャンディーを作った

11760 イブサン カステラ作り

12198 モカ ホケミでカップケーキ

12264 ヨシジイ 同居の娘と孫達で、チーズケーキを手作りし皆でおいしくいただきました。

12384 きんちゃん おはぎ作りました

12435 さおりん チョコブラウニー

12558 そーそー ホットケーキをたこ焼き機で作ってカステラ風にして食べた。

12712 ちょこ タピオカ

13214 ランプの魔人 パン作り

13490 レオパ ポリパン作り

13498 りり クレープメーカーを買ってクレープを作った

13700 たまさん 毎週おやつ・デザート作り

13717 ななな クッキー作り

13757 ぶどう プリン、シュークリーム、マドレーヌ等お菓子を作って時間を潰す

13904 元メリーさん 買い物は週一回プラスαで強力粉が無くなるまでパンを焼き、無くなったら小麦粉で
作れるレシピを探し、あるだけのものを使い切り料理を楽しんだ

8718 まみりあ 初めてピザを子どもと一緒に作って焼いてみた。ハプニング続出したから、めちゃく
ちゃ時間掛かったけど、自粛中で時間もあるから頑張れた。

8716 はっち レシピ検索して新しい料理に挑戦したり、親子で作ったりしてる。

9708 アッシュ 子どもと一緒に餃子を作った

9722 まっしゅ 子どもと一緒に作れる料理を増やした。
餃子など。

3916 ともかなママ 娘が週に1度台所に立つようになった。

4408 となりのプー 子どもたちが、オムライスや、チャーハンを自分たちで作るようになった。

5829 ぱー子 子ども達と昼食を一緒に作る様にしています。時短料理ばかりです。

6211 あゆ 子どもたちに料理をさせた

6827 もりのくま （息子が）料理
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8766 ぷりん 3歳の子どもとお料理

9178 まめ みんなで料理をする

13631 ゆか 子どもメインで昼のお弁当を作る

13665 Dayton 子どもが料理にチャレンジ

9112 青葉 庭でバーベキュー

11042 ら バーベキュー

11102 ぽ 庭バーベキュー、手作りお菓子、旦那とご飯作り分担

11934 ゆっこ バーベキュー
お昼ご飯を駐車場で食べるために家だけどお弁当を作りました。

12896 あやぎょぴ バーベキューセットを買って新築してから3年目で初めてのバーベキュー

13228 りこ BBQ率がかなり増えましたね。週2とか連続BBQとか、かなり庭ごはんを楽しんでま
す。

13054 みゆ ホームパーティをするようになった。手打ちうどんにはまりました。

4177 てい お好み焼き

10224 わんわん お好み焼き

13016 ケイン カレーライスを作った

11212 ともみん 初めてカレーパンを作った

10263 miki グラタンを作った。

14019 ちょびちゃん グラタン、土鍋を使い竹の子ご飯

9621 らぴす 趣味も合わせてそば打ちを始めました

11908 たくじー 乾麺を茹でて食べる（そば）

4091 ちょこ たけのこ料理を研究して作った

10651 ぴっぴ 家族でたこ焼きパーティーをしました^ ^

11161 こばちゅう たこ焼きを焼いた

12454 のん 外食に行けないので、家で焼肉やたこ焼き、お好み焼きなど子どもが楽しめるご飯
にする。

13456 ミッキー みんなでたこ焼き。
タコ以外にもウインナーとチーズ入りたこ焼き。

8225 あきちゃん 動画をみてチャーシューをつくりました。

13999 あっちゃん ナンを焼いてカレーを食べた

9877 ワタマキ マックに行くのも面倒なので、家でマックもどきを作った

13074 えり ハンバーグ作り

6665 みーたん ピザを焼いた

8075 栗太 ピザや、ハンバーガーを手作り

8427 あきこう 家族でピザを作りました！

8652 シニアマウス ピザやお好み焼きを手つくりしてます。

11539 はなはな ・生地からピザを作る
・コロッケやグラタンなど時間がかかる料理を全て手作りする

11779 ようへい ピザ

12217 うみ ピザ・パエリア作り

13591 びわ 生地からのピザ作り

13600 hane スナック菓子は少しの間お休み
フルーツとヨーグルトで。

11569 こっぺ＊ぱん ホームベーカリーを購入。おいしい食パンにハマってる。
SNSで話題にあがってるスイーツを作った。

6688 ちゃまやん テレワークが増えた主人と、自宅待機中の娘もいる中、ホットプレートを使ったお手
軽料理ばかりになってしまい、主婦としては失格ですね

8418 アポ ホットプレート料理が増えた

12585 まりか ホットプレートでチーズフォンデュ&バーニャカウダ
手作りしました

5879 ます 電子レンジ調理

8193 リョウ 豚の角煮　圧力鍋で((´∀｀))ｹ

10193 よっすぃー 新しく圧力鍋を買い、短時間で料理が出来るようにした。

12582 うさママ
圧力鍋を使って、サケなどのアラを中骨まで食べられるくらいまでじっくり煮ていま
す。また、天然酵母をレーズンでおこして、2日くらいかけてゆっくり発酵させてパンを
焼いています。

12902 ゆなみ 粒が大きい花豆を煮た。

12907 みえちゃん 昼の外食をやめた

13652 匿名 外食が減り、惣菜を買うことが増えた

13743 だいしゅけ 外食をやめた
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11037 猫のたいしょー
・甘酒を作った。
・小豆を煮た。
・干し野菜をたくさん作った。

11096 すみりん 玄米ご飯

11765 めー いつもと同じです。好きなものを食べる。

11028 jasminecha いつもより高級なおやつを買って心を満たす

11625 みゆ 作り置きのお惣菜

12279 ゆう
あまり買い物行かないように肉はもも肉からむね肉に。バラ肉などは増量を買い小
分けして冷凍。使い回せるミートソースやうどんにあきた時ように肉うどんの肉を作
り置きした。

13210 シーズー犬 一度に２食分作って半分冷凍したり、序でに何食分か野菜をかっとしたりと、家事貯
金しておくようになりました。料理が苦でなく時短にもなりました。

11678 まろやか 買ったものを使い切る

4367 アンジィ
共働きなので今までは毎日のように外食だったのをうちで作るようになりました。

コロナで余ってしまった食材を取り寄せてけっこう良いお肉などを食べています！
4718 オユミ インターネットで調べて、にんじんとスルメと昆布で松前漬けを作りました。

5770 ゆきち テイクアウトや外食が多めでしたが、今はほぼ作ってます

7727 まめぴよ 外食よりうちのご飯の方が美味しいと言える味を追求しています！

10761 TH
連休中の外食が無くなって毎日きっちり3回の食事の準備は思った以上に負担に思
いましたが
ランチのレパートリーが増えました

10828 うるとらっぴー 普段料理しなかったけど、料理をするようになった

10887 ブル君 お店に食べに行かなくなった

11201 ぽん めまいに良い、おかずを作った

11769 うふふぴょん お昼ご飯もしっかり自炊

12633 たかちゃん 水のいらないラーメン、うどんを作つたたいへんおいしかった

12648 ジダン 日曜日の夜は私が夕御飯の支度をする。

13702 すっちゃん 自炊が多くなった

13926 キーちゃん １日3食、家で毎日、ご飯を作ってます。

10535 もん 主人が茶碗蒸しやお汁粉を作ってくれました。

10654 黒猫 ダンナが煮魚を作った。

13464 たんたん 主人が時々料理をしてくれるようになった

13597 マリオ 仕事が変わらずあるので、特に生活変わってないですが、旦那が休みなので、一緒
に作ったりしてます。

13846 きよこさん 主人が休みの日は、クリームスパゲッティを作ってくれます。美味しいです

14031 はるひびきら 主人が毎食作ってくれるようになった

11550 Ｊ 少し手間のかかる料理を作った

11734 ぷりん 普段なら絶対にやらないコース料理を家でやってみた。
我が家の夕飯が高級レストランみたいで家族は大喜び。

13461 みるく 手抜き料理が多かったのが、まともな料理を作るようになった。

13651 はなまる 夕食を豪華にして、少しでも家で過ごすストレスを減らすようにしています。

13711 ミゲン 調理時間のかかる、チーズドッグを大量に作り、子ども達と出来立てを食べる楽し
みを味わった！

12584 ななこ 手作りのラー油。ショウガとニンニクをたっぷりいれ、ネギや唐辛子もいれ市販の田
楽味噌もいれ味付けした。免疫を強化。

5783 なし 家で飲むお酒の量が増えました。家計に響かないように単価の安いものに変わりま
した

13740 あきえもん はるまきを皮から作った。

7469 ハッチ母 外食しないので旬農作業野菜を使った料理

9649 ぷちだい 小籠包を作りました。

12887 ユー 外で焼き芋をした

11361 みでぃ 食材の宅配

9590 カフェオレ バランスを考え、食事の品数が多くなり、なかなか作らなかったメニューも挑戦して
いる

12559 ミックスジュース レトルト食品をアレンジしてみる。基礎の味ができているので失敗はないし、レパー
トリーが増えてあきがこない。

13856 えみばば 作ったことのないメニューに挑戦しています。時間も十分あるから。

14017 ku-ko 今まで料理に時間をかけなかったが、レシピサイトで調べたりして新しい料理をよく
作るようになった。保存食や常備菜なども作っている。

11745 火星人 新玉ねぎを使った親子丼作り

6657 のんの 生姜焼きや豚汁

13920 batako 魚や肉をひたすら西京漬けにして、毎日一種類ずつ消費

11427 なんやねん 炭水化物制限
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5839 くみ 体を動かす時間が減ったので、揚げ物を控えて低カロリーにするようにした

10265 あや 週一回のお庭ごはん

11182 くりん 昼間家の中で過ごす時間が多いので、お昼は気分転換に庭でテーブルを出して、
マットを敷いてピクニックのようにして食べる。

13593 あゆみ 珍しく天ぷらをあげてみた。

7810 ムコリ 食事を作るのが面倒になってるので電気圧力鍋を使ってます。片付けも食洗機に
入れて楽。こんなに使えるとは思わなかった。

11887 やんこ 電気圧力鍋を買い、煮込み料理を色々チャレンジしたこと。

11979 すだっち 3日分くらい買いだめすることで、外出を減らす

4142 あぷりこっと 特に新たに始めたことはない。パンもお菓子も以前から自分で作っていたし。

10682 you-me 料理も通常通り
買い物が2〜3日に１回なので、凝った料理も出来ません。

11357 都会の村人 変化なし

12810 シズッチ いつも通りでの買い物して作っている

13278 か 弁当のおかずを作る

8283 招き猫 保存食作り

7122 あきちゃん 買い物(外出)が減った。この機会に防災備蓄の食料入れ替えをしてます。

6961 なな 一汁三菜のようにはいかないけれど、野菜を多めにするとか、気をつけるようになっ
た

8209 sibasan 野菜をたくさん食べるようにする。

9364 ゆづまむ 給食がないので、野菜をたくさん食べれるようにいつもの料理に細かく切っていれて
ます

10176 桃ニャンコ とにかく野菜を茹でる、冷凍する

11571 コロぽん 地元の養鶏場が、給食のストップにより卵が過剰になるので買ってください！とあち
こちで目にするので、普段より買ってます。それで卵料理が増えています。

12785 ぬーぴー フレンチの本を買って勉強中

13814 こまめ 冷蔵庫の中にあるもので料理をし続けて冷蔵庫の中を綺麗にした

6695 ともぞー 冷凍うどんや冷凍チャーハンを使う頻度が増えた。

10690 たまら 食材を買ってきたら冷凍出来るものは小分け冷凍して日持ちするように心掛けてい
る

11689 にーさん、3 冷凍が嫌いだったけど、うまく取り入れるようにした。

9416 こはこは 餃子の皮から手作り
ホームベーカリーが大活躍。

9762 おっぺけ 餃子を作った。録画したままなかなか観れなかったテレビ番組を観ながら楽しく作れ
た。

10313 しょこらーちゃん 餃子の皮から作った
パン作り

11127 うざひろ 餃子

352 Kan 煮物を作る

13361 アミヤ タカヒロ 自炊はしないのでしっかりとコロナ対策をしてるご飯やさんへ食べに行きます。


