
みどりのひだまり保育園 園児名

〇 保育園で使用する食材を中心に記載しています。目安の月齢になると給食で提供します。
家庭で数回食べたら○を記入お願いします。（担任、保育士へお伝えください）

〇 　　は特にアレルギーをおこしやすい食品です。
〇 鶏卵は、特にアレルギーを起こしやすい食品の為、保育園の給食での提供は離乳食完了期からとなります。（目安の月齢を参考に家庭で食べておきましょう）

・おかゆ ・じゃがいも ・きゅうり ・なす ・白身魚 ・片栗粉
・食パンがゆ ・さつまいも ・ほうれん草 ・バナナ ・シラス ・野菜スープ
　（粉ミルク） ・かぼちゃ ・白菜 ・りんご ・豆腐 ・昆布だし
・うどん ・にんじん ・トマト みかん ・きな粉 ・かつおだし
・そうめん ・だいこん ・ブロッコリー ・スイカ ・スキムミルク

・キャベツ ・かぶ ・メロン
・たまねぎ ・こまつな ・いちご

・コーンフレーク ・さやいんげん ・グレープフルーツ ・梨 ・納豆 ・のり ・ツナ缶 ・さとう
　（大豆） ・さやえんどう ・レーズン ・桃 ・高野豆腐 ・とり肉 ・鮭・かじき ・しょう油
・バターロール ・とうもろこし ・プルーン ・りんご ・大豆の水煮 　（ささみ） ・黄身（ゆで） ・みそ汁

・えだまめ ・ジャム ・おから 　(ひき肉） ・牛乳 ・煮干だし
・にら 　（ブルーベリー） ・豆乳 　（もも肉）
・ピーマン ・マーマレード ・お麩 　（レバー）
・グリンピース ・あんず ・わかめ ・プレーンヨーグルト

・クラッカー ・さといも ・ぶどう ・豚肉 ・ひじき ・ケチャップ
・マカロニ ・れんこん ・かき 　（ひき肉） ・卵（全卵加熱） ・マヨネーズ
・スパゲティ ・セロリ ・かんきつ類 　（レバー） ・あじ ・サラダ油
・ビーフン ・オクラ 　（みかん） 　（もも肉） ・さわら ・ゴマ油

・きのこ 　（はっさく） ・牛肉 ・バター
・ねぎ ・いちご 　（ひき肉）
・もやし 　（もも肉）

・中華めん ・ごぼう ・フルーツの缶づめ ・ウインナー ・ぶり ・油あげ ・うめぼし ・揚げ物

・たけのこ ・ベーコン ・いわし ・厚揚げ ・はちみつ ・寒天
・にんにく ・ハム ・さば ・豆乳クリーム 　（３ヶ月以降） ・ゼラチン

・しょうが ・はんぺん ・えび ・カレー粉
・にんにく ・かまぼこ ・あさり ・酢

・ちくわ ・ししゃも ・コンソメ
・さつまあげ ・わかさぎ ・中華だし

５
・
６
ヵ
月

７
・
８
ヵ
月

９
・
１
１
ヵ
月

１
歳
～

前
期

中
期

後
期

離乳食開始にあたっての確認表

その他たんぱく質野菜・くだもの

＊表示義務のある食品　７品目＊
卵・乳・そば・落花生・エビ・カニ・そば

＊表示が勧められる２０品目＊
牛肉　・とり肉　・豚肉　・オレンジ　・キウイフルーツ　・りんご

・マツタケ　・アワビ　・イカ　・イクラ　・鯖　・鮭・

穀物類

・バナナ　・もも　・クルミ　・ゼラチン　・大豆　・ヤマイモ
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																						・バナナ　・もも　・クルミ　・ゼラチン　・大豆　・ヤマイモ
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						穀物類 コクモツ ルイ				野菜・くだもの ヤサイ												たんぱく質 シツ												その他 ホカ

		前期 ゼンキ		５・６ヵ月 ゲツ				・おかゆ				・じゃがいも				・きゅうり				・なす				・白身魚 シロミ ザカナ												・片栗粉 カタクリコ

								・食パンがゆ ショク				・さつまいも				・ほうれん草 ソウ				・バナナ				・シラス												・野菜スープ ヤサイ

								　（粉ミルク） コナ				・かぼちゃ				・白菜 ハクサイ				・りんご				・豆腐 トウフ												・昆布だし コンブ

								・うどん				・にんじん				・トマト				みかん				・きな粉 コ												・かつおだし

								・そうめん				・だいこん				・ブロッコリー				・スイカ				・スキムミルク

												・キャベツ				・かぶ				・メロン

												・たまねぎ				・こまつな				・いちご

		中期 チュウキ		７・８ヵ月 ゲツ				・コーンフレーク				・さやいんげん				・グレープフルーツ				・梨 ナシ				・納豆 ナットウ				・のり				・ツナ缶 カン				・さとう

								　（大豆） ダイズ				・さやえんどう				・レーズン				・桃 モモ				・高野豆腐 コウヤ ドウフ				・とり肉 ニク				・鮭・かじき サケ				・しょう油 ユ

								・バターロール				・とうもろこし				・プルーン				・りんご				・大豆の水煮 ダイズ ミズ ニ				　（ささみ）				・黄身（ゆで） キミ				・みそ汁 シル

												・えだまめ				・ジャム								・おから				　(ひき肉） ニク				・牛乳 ギュウニュウ				・煮干だし ニボ

												・にら				　（ブルーベリー）								・豆乳 トウニュウ				　（もも肉） ニク

												・ピーマン				・マーマレード								・お麩 フ				　（レバー）

												・グリンピース				・あんず								・わかめ				・プレーンヨーグルト

		後期 コウキ		９・１１ヵ月 ゲツ				・クラッカー				・さといも				・ぶどう								・豚肉 ブタ ニク				・ひじき								・ケチャップ

								・マカロニ				・れんこん				・かき								　（ひき肉） ニク				・卵（全卵加熱） タマゴ ゼンラン カネツ								・マヨネーズ

								・スパゲティ				・セロリ				・かんきつ類 ルイ								　（レバー）				・あじ								・サラダ油 アブラ

								・ビーフン				・オクラ				　（みかん）								　（もも肉） ニク				・さわら								・ゴマ油 アブラ

												・きのこ				　（はっさく）								・牛肉 ギュウ ニク												・バター

												・ねぎ				・いちご								　（ひき肉） ニク

												・もやし												　（もも肉） ニク

				１歳～ サイ				・中華めん チュウカ				・ごぼう				・フルーツの缶づめ カン								・ウインナー				・ぶり				・油あげ アブラ				・うめぼし				・揚げ物 ア モノ

												・たけのこ												・ベーコン				・いわし				・厚揚げ アツア				・はちみつ				・寒天 カンテン

												・にんにく												・ハム				・さば				・豆乳クリーム トウニュウ				　（３ヶ月以降） ゲツ イコウ				・ゼラチン

												・しょうが												・はんぺん				・えび								・カレー粉 コ
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