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鶏むね肉(皮なし)
　　ヨーグルト
　　ケチャップ
　　しょうゆ
　　カレー粉

・・・・２０ｇ
・・・小さじ１
・・小さじ1/2
・・・小さじ1/8
・・・・・・・・少々

高野豆腐(サイコロ)
片栗粉
かぼちゃ
いんげん
揚げ油
　　だし汁
　　しょうゆ
　　みりん

・・５ｇ
・・・・・・・・・小さじ１
・・・・・・・・・・３０ｇ
・・・・・・・・・・・５ｇ
・・・・・・・・・・・適量
・・・・・・・３０ml
・・小さじ1/2
・・・小さじ1/2

①高野豆腐は湯に浸けて戻
して水気をよくしぼり、片
栗粉をまぶす。かぼちゃは
2ｃｍ角に切り、いんげん
は長さ2cmに切る。
②170℃の揚げ油で高野豆
腐、かぼちゃ、いんげんを
揚げる。
③鍋に　 を入れて火にかけ、
②を入れて味をつける。

①鶏肉はそぎ切りにする。
②容器に　 を入れて混
ぜ合わせ、①を入れて
漬けておく。
③フライパンにアルミホ
イルをしき、②を入れて
両面焼き、中まで火を
通す。

主菜 副菜主食

主菜

・鶏肉を大ぶりに切ると、
かむ回数が増えます

タンドリーチキン
材 料 1人分

２歳～

カミカミのり巻き
材 料

・にんじんをごはんにのせる部分はお子さんにやらせてみましょう
・しっかりかんでもらえるよう、あえて１本を３等分にします
・巻きすの替わりにラップで巻いて、つくることができます

米
なめ茸
ツナ油漬缶
にんじん
焼きのり

・・・・・・・・・・・・１カップ
・・小1/3瓶（４0ｇ）

・・・・・・１/3缶
・・・・・・大１/3本
・・・・・・・・・・3枚

６本分

①米は洗って炊飯器に入れ、
分量の水、なめ茸、汁気を
切ったツナ缶を入れて炊く。
②にんじんは8mm角の棒状
に切って茹でておく。
③焼きのりは横半分に切る。
④巻きすに焼きのりをのせて
ごはんを奥1㎝残して広げる。
にんじんをごはんの真ん中に
のせて巻き、1本を3等分する。

材 料 1人分

１人分：24kcal 食塩相当量 0.2g

１本：93kcal 食塩相当量 0.3g

１人分：100kcal 食塩相当量 0.5g

・高野豆腐をまぐろの角切りに
してもＯＫ！
・高野豆腐の戻し方は商品表示
も見て調理してください

A

A

つくりかた

つくりかた

つくりかた

２・３歳～のレシピ （カミカミメニュー）

２歳～

２歳～ 主菜 副菜 高野豆腐の揚げ煮

A

A
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れんこん
にんじん
さやいんげん
油
　　しょうゆ
　　砂糖
　　カレー粉
白ごま

・・・・・・・・１５ｇ
・・・・・・・・１０ｇ

・・・・・・５ｇ
・・・・・・・・・小さじ1/4

・小さじ1/6
・・・小さじ1/6

・・・・・少々
・・・・・・小さじ1/6

①れんこんは薄切りにして水
にさらす。にんじんはせん
切り、いんげんは茹でて斜
めに切る。
②フライパンに油を熱し、れ
んこん、にんじん、いんげ
んの順に入れて炒める。
③　 の調味料を入れて炒める。
④白ごまを加えて混ぜる。

切干大根
にんじん
ピーマン
油
　　ケチャップ
　　しょうゆ

・・・・・・・・・・・・・５ｇ
・・・・・・・・・・・・１０ｇ
・・・・・・・・・・・・１０ｇ

・・・・・・・・・・・・小さじ1/4
・・小さじ1/2

・・・小さじ1/10

切干し大根

主菜

２・３歳～のレシピ （カミカミメニュー）

・れんこんはかみ応えのある野菜です
・年齢に合わせた固さに仕上げてください

れんこんのカレーきんぴら
材 料 1人分

わかさぎのフライ
材 料

・わかさぎの替わりにししゃも、魚のスティック、
ささみのスティックなどもできます！

わかさぎ
小麦粉
パン粉
粉チーズ
粉パセリ
揚げ油

・・・・・・・・３０ｇ
・・・・・・・小さじ１
・・・・・・・大さじ１
・・・小さじ1/2
・・・・・・・・・少々
・・・・・・・・・・適量

1人分

①わかさぎは洗って水気を
ふく。
②小麦粉に少量の水を加え
て混ぜて、わかさぎにつ
ける。
③パン粉、粉チーズ、粉パ
セリを混ぜたものを全体
につけ、揚げ油で揚げる。

材 料 1人分

１人分：31kcal 食塩相当量 0.2g

１人分：103kcal 食塩相当量 0.3g

１人分：３６kcal 食塩相当量 0.2g ①切干大根は水に浸けて
戻し、長さ2cmに切って
茹でる。にんじん、ピー
マンはせん切りにする。
②フライパンに油を熱し、
①の野菜を入れて炒め、
　 の調味料を入れて
味をつける。水分が足
りなければ、水を加える。

・年齢に応じて野菜の長さ、
固さを変えていきます！
・ピーマンが苦手な場合は、
茹でると苦味が減りますよ

A

A

A

切干大根イタリアン

つくりかた

つくりかた

つくりかた

副菜

副菜

3歳～

3歳～

２歳～

A
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春巻きの皮
りんご
レーズン
油

・・・・・1/2枚
・・・1/16個（15g）
・・・・・・・・・・５ｇ

・・・・・・・・・・・・・・適量

ごぼう
にんじん
きゅうり
コーン
　　ヨーグルト
　　マヨネーズ
　　しょうゆ

・・・・・・・・・・・・・１０ｇ
・・・・・・・・・・・７.５ｇ
・・・・・・・・・・・・7.５ｇ
・・・・・・・・・・・・・・・５ｇ

・・小さじ1/2
・・小さじ1/2
・・・小さじ1/4

①ごぼうはせん切りにし
て酢水にさらす。にん
じんもせん切りにし、
ごぼうとにんじんを茹
でる。きゅうりもせん切
り、コーンは冷凍なら
茹でる。
②　 を混ぜ合わせ、①を
混ぜる。

・春巻きの皮は焼くのでかみ応えがあります
・手づかみをして、かじりとりして食べましょう

りんごの焼き春巻き
材 料 1人分

①りんごは薄切りにして塩水
に浸ける。レーズンは洗う。
②春巻きの皮にりんご、レー
ズンをのせ、折りたたんで
包む。巻き終わりに水をつ
けて皮をつける。
③油を薄くぬったフライパン
で両面に焼き色がつくよう
に焼く。

ごぼうのサラダ
材 料

・根菜類はかむ回数が多い食べ物です
たまにはチャレンジしていきましょう！

1人分

材 料

白玉粉
牛乳
サラダ油
小麦粉
ベーキングパウダー

粉チーズ
黒ごま

・・・・・・・・・・・・・１０ｇ
・・・・・・・・・・・・大さじ1

・・・・・・小さじ2/3
・・・・・・・・・・小さじ2

・・・・・・・・・・・・・小さじ1/12
・・・・・・小さじ2/3

・・・・・・・・小さじ1/4

1人分

１人分：56kcal 食塩相当量 0.1g

１人分：35kcal 食塩相当量 0.3g

１人分：103kcal 食塩相当量 0.1g ①ボウルに白玉粉と牛乳
を入れて混ぜる。
②①にサラダ油、小麦粉、
ベーキングパウダー、
粉チーズ、黒ごまを加
えて混ぜ合わせ、1個に
丸める。
③170℃に熱したオーブ
ンで15分ほど焼く。

・もちもちした食感でかむ
回数が増えます

おやつ

おやつ チーズポンデ

つくりかた

つくりかた

つくりかた

副菜
3歳～

3歳～

２歳～

A

A
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お口をきたえるのに一番重要な時期は
“離乳食期”

　「食べる力」は離乳食期の子どもの発達に合わせた、適切な食事の形態

や方法によって身につきます。

　時期に合わせて子どもが自ら学べる環境をつくることが大切です。

離乳食期を過ぎてしまったお子さんも
日々の生活の中、遊びの中で口の発達を助ける動きを実践してみましょう。

しゃぼん玉遊び、吹き戻しや吹き上げパイプ、紙風船

～お口を使って遊ぼう！～

唇を使う

ヨーグルトやアイスの蓋をなめる、あっかんべー舌を使う

ブクブクうがい、にらめっこ（変顔）、よくかむ口の周り
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歯のない頃からお口のケアの習慣づけを始めましょう！

口の周りは敏感です。触れられることに慣れさせる練習を

しましょう。ほっぺや口唇の周囲をやさしくマッサージする

感じで触ってあげるとよいでしょう。

歯みがき準備期（出生後～ 6か月頃）1

歯みがきのスタートは6か月～1歳頃が目安。この時期は

間食もなく、唾液の自浄作用で清潔が保たれているので、

しっかりみがくというよりも歯ブラシに慣れさせていく感覚で。

歯みがき導入期（6か月～ 1歳頃）2

自分でみがくことも習慣にしましょう。ただ、自分では上手

くみがけないので、仕上げみがきをしっかりしてあげましょう。

うがいができるようになったら、フッ素入りの歯みがき剤を

使うとよいです。

歯みがきの習慣化（1歳半～３歳頃）3
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大きなお口 あ～ん
「あ～ん」と言ってしまうと、大きなお
口をあけてしまい、スプーンを口の
中へ突っ込みがちになります。
できるだけ、下口唇の上にスプーン
をのせて待つようにしましょう。

口にスプーンを入れ、
上あごに押しつける

赤ちゃんが自分で唇を閉じて取り込
むのを待ちましょう。

口からべーっと出す
量が多すぎたり、形態が合っていな
いかもしれません。

口にたまると水分で
流し込ませる

水分で流し込ませるとかまない習慣
がついてしまいます。

口唇をあむっとできない
うちにストローを使わせる

口唇で取り込めるようになったら、スプー
ンですすり飲みの練習を始めましょう。

スプーンに山盛り
スプーンの先
1/3～1/2程
にすくいます。
山盛りにする
と赤ちゃんの口には多すぎます。

1

2

3

4

5

6
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野菜ジュースとサプリについて

野菜の代わりに市販の野菜ジュースを飲ませても
いいですか？

野菜ジュースは野菜ではありません。

Q
A
　特に幼児期では、色々な食品の見た目、味、香りに親しむことが大切です。
実際に野菜を食べ慣れていくという意味でも、ミニトマト１粒でもよいので毎
食、野菜を出して食べさせてみましょう。また、野菜をしっかりかむことで咀嚼
する力や消化機能を発達させることができます。
　大人でも野菜＝野菜ジュースにはなりません。野菜ジュースのほとんどは
作る過程で濃縮還元を行っているものが多く、実際に野菜を食べるよりも製
造工程で減少する栄養素があります。大人だと毎日３５０ｇ以上の野菜摂取が
目安ですが、野菜ジュースだけではこの量をとりにくいです。また、商品の中
には飲みやすくするため、果汁や甘味料を入れているものもあり、１日何本も
飲めば、高カロリーになることもあり、肥満につながる可能性があります。
　あくまで、野菜摂取の補助として野菜ジュースを活用しましょう。

サプリメントを食事代わりにしてもいいのでしょうか？

サプリメントは「必要な栄養成分を何らかの理由でとれない
場合に栄養成分の補給を主な目的として摂取するもの」＝
補助的な食品という定義です。

Q
A
　基本的には毎日の食事から、野菜、果物、乳製品、魚などを取り入れた栄
養バランスのよい食事を心がけ、足りないと思われる栄養素は食事内容から
見直してみましょう。
　特にこどもの場合はサプリの利用による栄養素の過剰摂取の報告が多い
です。大人のように体ができあがっていないため、サプリによる効果を過大に
受けやすいとされています。
　大人でも一度に多量のサプリを摂取すると健康被害の可能性
が高くなるとされています。サプリを利用する場合は生活習慣、
食生活も一緒に考えてみましょう。
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Q ＆ A
Q
A
離乳食をスタートしたがゴックンが上手くできません
離乳食がよくすりつぶされているか確認しましょう。初めのうちは、舌
で押し出してしまうことがありますが、スプーンですくって戻してあげま
しょう。あせらず、進めていきましょう。

Q
A
野菜がそのまま便に出てくるけど大丈夫？
野菜など食物繊維の多いものは、消化されずにそのまま排泄されるこ
とがほとんどです。赤ちゃんの機嫌がよければ、続けて食べさせて大
丈夫です。

Q
A
ベビーフード（レトルト）を使ってもいいの？
市販のベビーフードは「日本ベビーフード協会」が定めた規格内でつ
くられています。初めてあげる食材が複数混ざっていないか、アレル
ギーの表示を確認して与えてみてください。

Q
A
おやつは必要ですか？
１歳まではおやつは不要です。各食事でバランスよく食べさせ、食後
は好きなだけ授乳をしてください。１歳以降は時間と量を決め、果物
やおにぎり等、素材本来のものをおやつに加えてみてください。
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Q
A
かまずに丸飲みしてしまいます（離乳食後期）
まずは一口量を覚えさせるよう、前歯でかじりとる練習をさせましょう。
９～１１か月頃は刻みすぎたり、食材が軟らかすぎたりするのは、かま
ずに飲み込む原因になります。前歯でかじりとりをさせるには、手づか
み食べをさせるのがおススメです。

Q
A
食に興味がないのか、食べる意欲がみられません
ミルクや食事の間隔（生活リズム）を見直し、しっかり身体を動かしてお
なかを空かせるようにしましょう。手づかみ食べをさせると食に興味がわ
くこともあります。ダラダラ食べはさせず、３０分位で区切りをつけましょう。
あまり食べられなかった時は、次の食事でがんばってみるのもよいでしょう。

Q
A
離乳食は子どもが欲しがるだけあたえてもいいの？
食事の与えすぎは偏食や将来の肥満、ならびに生活習慣病につなが
りやすいとされています。１日の摂取目安量を参考に量は決めて与え
てください。詳しくは栄養士にご相談ください。

Q
A
よだれが多いのですが
生後６～７か月頃は歯が生えたり、おもちゃなどをしゃぶったりする刺激
でよだれが増えやすくなります。座位になり口にたまった唾液が、まだ唇
を閉じる力がついていないために、よだれとして流れ出てしまいます。
離乳食を通して、唇を閉じる力を発達させることで、おさまってきます。
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Q
A
フォローアップミルクは必要ですか？
フォローアップミルクは離乳期以降の栄養補給を目的としたもので、
母乳やミルクの代替品ではなく、牛乳の代替品となります。必ず飲ま
せるのではなく、離乳食が順調に進まない、鉄不足の可能性が高いと
指摘された場合に９か月以降に利用しましょう。

Q
A
野菜や肉を食べません
月齢にもよりますが、「食べづらさ」が食べない原因になることが多くあ
ります。特に「薄くてペラペラしているもの、繊維が多いもの（葉物野
菜等）」は加熱して軟らかくし、食べやすいように工夫してみましょう。
また、薄くて固い肉もかみづらいことがあるので、小さく切ってみましょう。

Q
A
食事にムラが見られます。どうすればいいでしょうか
食生活、食環境を見直してみませんか。食事前の授乳や間食、遅く起きる
等の生活リズムの乱れは食事が入らずムラができる原因になります。お腹
を空かせるリズムをつくりましょう。また食べる時におもちゃがちらかってい
たり、テレビがついていると食べることに集中できない場合があります。

Q
A
経口補水液やイオン水は飲ませてもいいですか？
下痢や発熱、大量の発汗等通常とは違う症状があった場合に水分や
電解質の補給のために使用するのはいいですが、食事や間食の水分
としての摂取はすすめていません。糖分の過剰摂取につながり、将来
の肥満や生活習慣病につながる可能性があります。



多治見市保健センター

離乳食オリジナルムービーを
 YouTubeにて公開中！

離乳食について（月齢による形態の違いや食べさせ方等）　

離乳初期のつくりかた

離乳中期のつくりかた

離乳後期のつくりかた　…４つの動画を公開中！

離乳食  多治見市 検 索

YouTubeの公式サイトで
「離乳食  多治見市」と検索！


