
離乳食

中 期
(７～８か月ごろ)

この時期の離乳食の形状は、
豆腐くらいの舌と上あごで
つぶせる固さが目安です。
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献立名 ページ

主食

7倍がゆ 36

くたくた煮込みうどん 37

くたくたスープマカロニ 38

のり入りやわらかがゆ 39

副菜

すまし汁（小松菜・玉ねぎ） 40

みそ汁（じゃがいも・玉ねぎ） 41

スープ（かぶ・かぶの葉） 42

さつまいものとろとろミルク煮 43

野菜のやわらかチーズ焼き 44

主菜

白身魚のつぶしみそ煮 45

魚のとろとろ煮 46

鮭と野菜のつぶしみそ煮 47

鶏肉と野菜のやわらかそぼろみそ煮 48

鶏肉と野菜のつぶしみそ煮 49

やわらか木の葉ポテト 50

やわらか鶏ひき肉焼き 51

ふわふわ豆腐ステーキ野菜あんかけ 52

レシピ一覧
～中期（７～８か月ごろ）～
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献立名 ページ

主菜

豆腐のつぶし煮 53

大豆と野菜のつぶし煮 54

鶏肉とほうれん草のつぶし煮 55

鶏肉と野菜のとろとろミルク煮 56

ふわふわオムレツ 57

野菜のふわふわ卵黄とじ 58

献立で使用する野菜は、この時期のお子さんが食べやすい
ように、また、料理時間を短縮するため、
あらかじめゆでておいたものを使用します。

レシピ一覧
～中期（７～８か月ごろ）～
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ごはん 80ｇ
水 １と３/４カップ（350ml）

7倍がゆ

➊ 鍋にごはん、水を入れ、ふたをして中～強火にかける。
➋ 沸騰したら、ふたをずらし、弱火で約20分加熱する。

火を止めて、ふたをして約10分蒸らす。
➌ ➋をすり鉢に入れ、すりこ木で軽くつぶす。

※スプーンでつぶしながら与えてもいいです。
※１回分ずつ小分けにして冷凍します。冷凍したものは１週間

をめどに使いきりましょう。

材料(約３～５人分)

作り方

主食 中期

調理のポイント♪

少量なら電子レンジでもつくれ
ます。
大きめの耐熱容器にごはんと
水を入れ、ラップをかけ端を
少し開けて２～３分加熱後、
10分蒸らします。

※ 作りやすい分量で表示しています

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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ゆでうどん 60g（約１/３玉）
鶏ささ身肉 30g（約１/２本）
にんじん 30g
ほうれん草（葉先） 30g
だし汁 1カップ（200ml）
Ａ しょうゆ 小さじ１/４

砂糖 小さじ１/４

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

くたくた煮込みうどん

➊ ゆでうどんは２～５㎜の長さに切る。
➋ 鶏ささ身肉は、ゆでてみじん切りにする。

【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ2と鶏ささ身肉を入れ、ふん
わりラップをかけ約1分加熱する。

➌ にんじん、ほうれん草はみじん切りにする。
➍ 小鍋にだし汁、➊～➌を入れてやわらかく煮て、Ａを入

れて味をととのえる。

材料(３人分)

作り方

主食 中期

調理のポイント♪

うどんは、袋の上から格子状
に切ると、包丁に麺が付きにく
く、切りやすいです。

※ 作りやすい分量で表示しています
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マカロニ（乾燥） 20g
鶏ささ身肉 30g（約１/２本）
玉ねぎ 30g
にんじん 30g
だし汁 1カップ（200ml）
塩 少々（２本指でつまむ半量）

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

くたくたスープマカロニ

➊ マカロニはやわらかくゆでて、すり鉢ですりつぶす。
➋ 鶏ささ身肉はゆでて、みじん切りにする。

【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ2と鶏ささ身肉を入れ、ふん
わりラップをかけ約1分加熱する。

➌ 玉ねぎ、にんじんはみじん切りにする。
➍ 小鍋にだし汁と➊～➌を入れてやわらかく煮る。塩を加

えて味をととのえる。

材料(３人分)

作り方

主食 中期

調理のポイント♪
マカロニは早ゆでのものを使

うとやわらかくなりやすいです。

電子レンジでゆでる場合、深

めの耐熱容器にマカロニとマ

カロニが被るくらいの水を入

れ、ふんわりラップをかけ、表

示時間程度加熱します。

※ 作りやすい分量で表示しています

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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７倍がゆ 大さじ３～５
焼きのり 適宜（１/32枚程度）
※味付けされていないもの

のり入りやわらかがゆ

➊ 器に７倍がゆを入れ、焼きのりをこまかくちぎりながら
加え、混ぜ合わせる。

材料(１人分)

作り方

主食 中期

調理のポイント♪

のりが水分を吸うので、食べ
にくそうなら、だし汁や湯で固
さを調節しましょう。
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小松菜（葉先） 10g
玉ねぎ 10g
だし汁 大さじ３
しょうゆ 少々（１～２滴）
★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

【大人２食＋離乳食１食分の場合】
小松菜・玉ねぎ 各100g
だし汁 330ml
しょうゆ 小さじ１
塩 小さじ１/５

すまし汁（小松菜・玉ねぎ）

➊ 小松菜、玉ねぎはみじん切りにする。

➋ 耐熱容器にだし汁、➊、しょうゆを入れ、ふんわりラップをかけ電子レ

ンジで30～40秒加熱する。

【大人2食＋離乳食１食分の場合】

① 大人用に一口大に切った小松菜・玉ねぎをだし汁で煮る。

② 離乳食の分（1/10程度）を取り分け、野菜をみじん切りにし、しょうゆを１～

２滴加える。

③ 残った分に味付けをし、大人分とする。

材料(１人分)

作り方

副菜 中期

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。

調理のポイント♪

汁物は、大人の分と一緒に
作ってとりわけが便利です。
野菜のすまし汁に豆腐10gを加
え、別におかゆを用意すれば
１回分の食事になります。
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じゃがいも 10g
玉ねぎ 10g
だし汁 大さじ３
みそ 少々（米粒大くらい）

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

みそ汁（じゃがいも・玉ねぎ）

➊ じゃがいもは2～3㎜の角切りにする。玉ねぎはみじん
切りにする。

➋ 耐熱容器にだし汁、➊、みそを入れて混ぜ、ふんわり
ラップをかけ電子レンジで30～40秒加熱する。

材料(１人分)

作り方

副菜 中期

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。

すすってみよう♪

汁をスプーンからすすって飲
んでみましょう。
大きめのスプーンに汁を入れ
て、下唇にスプーン、上唇に
液体が当たるようにしてみま
す。コップ飲みの練習につな
がります。
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かぶ 10g
かぶの葉（葉先） ５g
だし汁 大さじ３
塩 ほんの少し

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

スープ（かぶ・かぶの葉）

➊ かぶは２～３㎜の角切りにする。かぶの葉はみじん切り
にする。

➋ 耐熱容器にだし汁、➊、塩を入れて混ぜ、ふんわりラッ
プをかけ電子レンジで30～40秒加熱する。

材料(１人分)

作り方

副菜 中期

調理のポイント♪

かぶは、皮の近くの繊維が硬
いので、皮を少し厚めにむくと
食べやすくなります。
葉にはカルシウムやビタミン
が豊富に含まれます。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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さつまいも 15g
玉ねぎ ５g
粉ミルクを規定量のお湯で溶いたもの 大さじ２

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

さつまいものとろとろミルク煮

➊ さつまいもと玉ねぎは、みじん切りにする。
➋ 耐熱容器にお湯で溶いた粉ミルク、➊を入れて、ふんわ

りラップをかけ、電子レンジで30～40秒加熱する。
※さつまいもの代わりに、かぼちゃやじゃがいも、さと
いもを使用してもいいです。

材料(１人分)

作り方

副菜 中期

調理のポイント♪

さつまいもとミルクの甘みで食
がすすみます。
苦手な食材を加えてチャレン
ジしてみてもいいですね。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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ピザ用チーズ ４g
じゃがいも 10g
ブロッコリー（つぼみの部分） ５g
玉ねぎ ５g
サラダ油 １～２滴

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

野菜のやわらかチーズ焼き

➊ ピザ用チーズは細かく刻む。
➋ じゃがいもはフォークの背でつぶし、ブロッコリー、玉

ねぎはみじん切りにする。
➌ ボウルに➊、➋を入れて混ぜ合わせ、食べやすい大きさ

にまとめる。
➍ フライパンに薄く油をひいて➌を焼く。

※ホイルにのせてトースターで焼いてもいいです。

材料(１人分)

作り方

副菜 中期

調理のポイント♪

チーズには、塩分や脂肪が含
まれているので、離乳食で使
用するときは量に気を付けま
しょう。
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白身魚（刺身） 10g（１切）
大根 10g
にんじん 10g
だし汁 大さじ４
Ａ 砂糖 少々（２本指でつまむ）

みそ 少々（米粒大くらい）

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

白身魚のつぶしみそ煮

➊ 白身魚はゆでて、細かくほぐす。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ1と白身魚を入れ、ふんわり

ラップをかけ約30秒加熱する。

➋ 大根、にんじんはみじん切りにする。
➌ 耐熱容器にだし汁、➊、➋、Ａを入れて混ぜ、ふんわり

ラップをかけ電子レンジで30～40秒加熱する。

材料(１人分)

作り方

中期

調理のポイント♪

白身魚はたい、かれい、ひら
めなどがあります。
刺身は新鮮で便利です。
切り身を使う場合は、骨と皮
を取り除きます。

主菜

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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赤身魚（刺身） 10g（1切）
※ツナ（水煮）でも作れます。その場合しょうゆは使いません。

玉ねぎ 10g
にんじん 10g
だし汁 大さじ３
Ａ 砂糖 少々（2本指でつまむ）

しょうゆ 少々（１～２滴）
水溶き片栗粉 小さじ１/２

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

魚のとろとろ煮

➊ 赤身魚はゆでて、細かくほぐす。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ１と赤身魚を入れ、ふんわり
ラップをかけ約30秒加熱する。

➋ 玉ねぎ、にんじんはみじん切りにする。
➌ 耐熱容器にだし汁、➊、➋、Ａを入れて混ぜ、ふんわりラップを

かけ電子レンジで約20秒加熱する。
➍ ➌に水溶き片栗粉を加えてよく混ぜ、さらに電子レンジで約20

秒加熱後、よく混ぜる。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

赤身魚はマグロやカツオなど
があります。
鉄分が豊富なのでオススメの
食材です。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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生鮭（切り身） 10g
キャベツ（葉先） 10g（１/５枚分）
玉ねぎ 10g
だし汁 大さじ２
Ａ 砂糖 少々（２本指でつまむ）

みそ 少々（米粒大くらい）

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

鮭と野菜のつぶしみそ煮

➊ 生鮭はゆでて、皮・骨をとって細かくほぐす。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ１と生鮭を入れ、ふんわり
ラップをかけ約30秒加熱する。

➋ キャベツ、玉ねぎはみじん切りにする。
➌ 耐熱容器にだし汁、➊、➋、Ａを入れて混ぜ、ふんわり

ラップをかけ電子レンジで30～40秒加熱する。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

鮭はビタミンDが豊富な食材
です。
大人は同じ食材ときのこなど
をホイルで包んでホイル焼き
はいかがですか。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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鶏ひき肉（胸肉） 10g
かぶ 10g
にんじん 10g
だし汁 大さじ２
Ａ 砂糖 少々（２本指でつまむ）

みそ 少々（米粒大くらい）
水溶き片栗粉 小さじ１

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

鶏肉と野菜のやわらかそぼろみそ煮

➊ 鶏ひき肉はゆでて、ほぐす。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ１と鶏ひき肉を入れて混ぜ、
ふんわりラップをかけ約30秒加熱する。

➋ かぶ、にんじんはみじん切りにする。
➌ 耐熱容器にだし汁、汁気をきった➊、➋、Ａを入れて混ぜ、

ふんわりラップをかけ電子レンジで約30秒加熱する。
➍ ➌に水溶き片栗粉を加えてよく混ぜ、さらに約30秒電子レ

ンジで加熱後、よく混ぜる。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

ひき肉は、加熱するとぽろぽ
ろしてまとまりにくいので、しっ
かりとろみをつけると食べや
すくなります。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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鶏ささ身肉 15g
玉ねぎ 15g
にんじん ５g
だし汁 大さじ２
Ａ 砂糖 少々（２本指でつまむ）

みそ 少々（米粒大くらい）

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

鶏肉と野菜のつぶしみそ煮

➊ 鶏ささ身肉はゆでて、みじん切りにする。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ１と鶏ささ身肉を入れ、ふん

わりラップをかけ電子レンジで約30秒加熱する。

➋ 玉ねぎ、にんじんはみじん切りにする。
➌ 耐熱容器にだし汁、➊、➋、Ａを入れて混ぜ、ふんわり

ラップをかけ電子レンジで30～40秒加熱する。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

鶏ささ身肉は多めにゆでて冷
凍できます。
冷凍したものをすりおろすと細
かくなりやすいです。
ゆで汁ごと冷ますとしっとり仕
上がります。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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鶏ひき肉（胸肉） ５g
じゃがいも 15g（１/８個）
にんじん ５g
玉ねぎ ５g
塩 ほんの少し

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

やわらか木の葉ポテト

➊ 鶏ひき肉はゆでて、ほぐす。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ１と鶏ひき肉を入れて混ぜ、
ふんわりラップをかけ約20秒加熱する。

➋ すり鉢に汁気をきった➊、じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、
塩を入れて、すりこ木でつぶしながらなめらかになるまで
混ぜ合わせ、木の葉形にまとめる。

➌ フライパンにクッキングシートをしき、➋の表面を軽く焼く。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

クッキングシートの代わりにく
っつきにくいホイルに乗せて
トースターで焼いてもいいです。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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鶏ひき肉（胸肉） 10g
キャベツ（葉先） 10g（1/５枚分）
玉ねぎ 10g
Ａ 片栗粉 小さじ１/２

砂糖 少々（２本指でつまむ）
みそ 少々（米粒大くらい）

サラダ油 １～２滴

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

やわらか鶏ひき肉焼き

➊ 鶏ひき肉はゆでて、ほぐす。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ１と鶏ひき肉を入れて混ぜ、

ふんわりラップをかけ約30秒加熱する。

➋ キャベツ、玉ねぎはみじん切りにする。
➌ すり鉢に汁気をきった➊、➋、Ａを入れ、すりこ木でなめらか

になるまで混ぜて、3等分し、小判形にまとめる。
➍ フライパンにクッキングシートをしき、➌の表面を軽く焼く。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

くっつきにくいホイル、又はア
ルミホイルに油を（１～２滴）塗
り、トースターで焼くとより手軽
です。ツナなどほぐした魚で
作ってもいいです。

多めに作って冷凍できます。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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豆腐 30g
ブロッコリー（つぼみの部分） ５g
にんじん 15g
だし汁 大さじ２
Ａ しょうゆ 少々（1～2滴）

砂糖 少々（2本指でつまむ）
水溶き片栗粉 小さじ1

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

ふわふわ豆腐ステーキ野菜あんかけ

➊ 豆腐はゆでて、フォークで粗くつぶす。
【電子レンジの場合】耐熱容器に豆腐を入れ、ふんわりラップをかけ約
30秒加熱する。※豆腐をレンジで加熱するとはねることがあるので注意。

➋ ブロッコリー、にんじんはみじん切りにする。
➌ 耐熱容器にだし汁、➋、Ａを入れて混ぜ、ふんわりラップをかけ電子レン

ジで約30秒加熱する。
➍ ➌に水溶き片栗粉を加えてよく混ぜ、さらに約30秒電子レンジで加熱後

よく混ぜる。
➎ 器に➊を盛り、➍をかける。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

豆腐は冷凍できないので、多
めに作る場合は、「あん」だけ
冷凍しましょう。
魚や肉にかけても合います。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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豆腐 30g
なす（皮なし） 10g
ほうれん草（葉先） 10g
だし汁 大さじ２～３
Ａ しょうゆ 少々（１～２滴）

砂糖 少々（２本指でつまむ）
水溶き片栗粉 小さじ１

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

豆腐のつぶし煮

➊ 豆腐はゆでて、フォークで粗くつぶす。
【電子レンジの場合】耐熱容器に豆腐を入れ、ふんわりラップをかけ約
30秒加熱する。※豆腐をレンジで加熱するとはねることがあるので注意。

➋ なす、ほうれん草はみじん切りにする。
➌ 耐熱容器にだし汁、➊、➋、Ａを入れて混ぜ、ふんわりラップをかけ電子

レンジで約30秒加熱する。
➍ ➌に水溶き片栗粉を加えてよく混ぜ、さらに約30秒電子レンジで加熱後、

よく混ぜる。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

水溶き片栗粉は、水：片栗粉
＝２：１で溶いたものを使って
います。
加熱後、混ぜてから再び加熱
をするとダマになりにくいです。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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大豆（水煮） 15g
ブロッコリー（つぼみの部分）10g
かぼちゃ 10g
だし汁 大さじ１～２
Ａ しょうゆ 少々（１～２滴）

砂糖 少々（2本指でつまむ）

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

大豆と野菜のつぶし煮

➊ 大豆は薄皮をむき、みじん切りにする。

※丸のまま与えると気管に詰まることがあるので必ずみじん切

りにしましょう。

➋ ブロッコリー、かぼちゃはみじん切りにする。

➌ 耐熱容器に➊、➋、Ａ、だし汁を入れて混ぜ、ふんわりラップ

をかけ電子レンジで30～40秒加熱する。

※固さはだし汁で調整します。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪
水煮の大豆はラップや清潔な
ビニール袋に入れてつぶして
使ってもいいです。
また、水煮の大豆をひきわり
納豆に変えてもいいです。
ひきわり納豆は湯通しして使
いましょう。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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鶏ささ身肉 10g
里いも 10g
ほうれん草（葉先） 10g
だし汁 大さじ２
Ａ しょうゆ 少々（１～２滴）

砂糖 少々（２本指でつまむ）

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

鶏肉とほうれん草のつぶし煮

➊ 鶏ささ身肉はゆでて、みじん切りにする。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ１と鶏ささ身肉を入れ、ふん

わりラップかけて電子レンジで約30秒加熱する。

➋ 里いもはフォークでつぶす又は４～５㎜の角切りにする。
➌ ほうれん草はみじん切りにする。
➍ 耐熱容器にだし汁、➊～➌、Ａを入れて混ぜ、ふんわり

ラップをかけ電子レンジで30～40秒加熱する。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

里いもでとろみがついて食べ
やすいです。
冷凍の里いもを利用してもい
いです。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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鶏ささ身肉 10g
アスパラガス ５g
にんじん ５g
玉ねぎ 10g
粉ミルクを規定量のお湯で溶いたもの 大さじ２
水溶き片栗粉 小さじ１

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

鶏肉と野菜のとろとろミルク煮

➊ 鶏ささ身肉はゆでて、みじん切りにする。
【電子レンジの場合】耐熱容器に水大さじ１と鶏ささ身肉を入れ、ふん

わりラップをかけ電子レンジで約30秒加熱する。

➋ アスパラガス、にんじん、玉ねぎはみじん切りにする。
➌ 耐熱容器にお湯で溶いた粉ミルク、➊、➋を入れて混ぜ、

ふんわりラップをかけ電子レンジで30秒加熱する。
➍ ➌に水溶き片栗粉を加えてよく混ぜ、さらに30秒電子レン

ジで加熱後よく混ぜる。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

ミルク煮にすると、食べ慣れ
た味になり、よく食べてくれる
お子さんもいます。
粉ミルクは、お湯で溶いて使う
こともできますが、水分のある
メニューの場合は、振り入れ
て使うこともできます。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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卵黄 １個分（全卵の場合20g）
にんじん ５g
玉ねぎ ５g
粉ミルクを規定量のお湯で溶いたもの 小さじ１
サラダ油 少々（１～２滴）

★下準備：野菜はやわらかくゆでておく。

ふわふわオムレツ

➊ にんじん、玉ねぎはみじん切りにする。
➋ ボウルに卵黄を入れて溶き、➊、お湯で溶いた粉ミルク

を加えて混ぜ合わせる。
➌ フライパンにサラダ油を熱し、➋を入れ、形をまとめな

がら中にしっかり火が通るまで焼く。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

形を整えずにスクランブルエッ
グのようにしてもいいです。
野菜の量が少なめなので、ゆ
でた野菜を添えるとバランス
がよくなります。
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卵黄 １/２個分（全卵の場合10g）
小松菜（葉先） 10g
トマト（皮、種をとる）８g
だし汁 大さじ２
Ａ しょうゆ 少々（１～２滴）

砂糖 少々（２本指でつまむ）

★下準備：小松菜はやわらかくゆでておく。

野菜のふわふわ卵黄とじ

➊ 小松菜、トマトはみじん切りにする。
➋ 耐熱容器にだし汁、➊、Ａを入れて混ぜ、ふんわりラッ

プをかけ電子レンジで30秒加熱する。
➌ ➋に溶いた卵黄を流し入れ、よくかき混ぜ、さらに電子

レンジで30～40秒加熱し、卵にしっかり火を通す。

材料(１人分)

作り方

主菜 中期

調理のポイント♪

卵を使用する時は、中まで完
全に火を通すようにしましょう。

* 電子レンジの加熱時間は、600Wを使用した場合の目安です。
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