
★★★　離乳食用食材一覧　★★★

分類 食品群 ☑ 開始時期 アレルゲン 食品 メモ 分類 食品群 ☑ 開始時期 アレルゲン 食品 メモ

5ヶ月～ さつまいも 7ヶ月～ 海苔 焼き海苔を

5ヶ月～ 仮性 じゃがいも 7ヶ月～ ワカメ 柔らかくしてから

7ヶ月～ 仮性 里芋 9ヶ月～ とろろ昆布 細かく切って少量を（塩分注意）

7ヶ月～ 準 山芋 9ヶ月～ ひじき 柔らかくして

5ヶ月～ 小麦 うどん 5ヶ月～ 仮性 イチゴ
5ヶ月～ オートミール 柔らかくしてから 5ヶ月～ 準 オレンジ
5ヶ月～ 米 雑穀や玄米は避ける 5ヶ月～ 準 キウイフルーツ
5ヶ月～ 小麦 食パン 意外と塩分あり 5ヶ月～ スイカ 種注意

5ヶ月～ 小麦 そうめん 塩分が多いのでよく洗って 5ヶ月～ 梨・洋ナシ
7ヶ月～ 仮性 コーンフレーク 柔らかくしてから（無糖） 5ヶ月～ 仮性 パイナップル
7ヶ月～ マカロニ 茹でる時は塩を入れない 5ヶ月～ 準 バナナ
9ヶ月～ パスタ 茹でる時は塩を入れない 5ヶ月～ ブドウ
9ヶ月～ ホットケーキ 卵に注意 5ヶ月～ みかん類 みかん・八朔・甘夏・いよかん

9ヶ月～ ロールパン 菓子パンやクロワッサンは控える 5ヶ月～ メロン 汁でカブレた場合は、拭かずに洗う

12ヶ月～ サンドイッチ カラシと塩分に注意 5ヶ月～ 準 桃
12ヶ月～ そば 蕎麦 5ヶ月～ 準 りんご
12ヶ月～ 胚芽米 柔らかくしてから 5ヶ月～ その他果物 旬の果物を（アレルギー注意）

7ヶ月～ サラダ油 食材にも含まれる 5ヶ月～ カブ
7ヶ月～ マーガリン 食材にも含まれる 5ヶ月～ 青菜 小松菜・青梗菜・春菊・モロヘイヤ

9ヶ月～ 卵 マヨネーズ マヨネーズの卵は生卵扱い 5ヶ月～ 仮性 カボチャ 皮は取り除く

5ヶ月～ しらす干し 塩抜きしてから 5ヶ月～ キャベツ
5ヶ月～ 白身魚 タイ・カレイ・ヒラメ・スズキ 5ヶ月～ グリーンピース 薄皮は取り除く

7ヶ月～ 赤身魚 カツオ・マグロ・ブリ・ハマチ 5ヶ月～ 大根
7ヶ月～ 準 鮭 白身魚（生鮭を使用） 5ヶ月～ 玉ねぎ
7ヶ月～ 仮性 タラ 白身魚（新鮮なものを） 5ヶ月～ 仮性 とうもろこし 最初はよくすり潰す

7ヶ月～ ツナ 食塩無添加ノンオイルから 5ヶ月～ 仮性 トマト 最初は種・皮を取り除く

9ヶ月～ 仮性 青魚 イワシ・アジ・サンマ 5ヶ月～ 仮性 人参
12ヶ月～ 準 サバ 新鮮なものを！ 5ヶ月～ 白菜 最初は葉先のみ（軸は中期～）

種実類 9ヶ月～ 準 ごま 5ヶ月～ ブロッコリー
7ヶ月～ 卵 卵黄 5ヶ月～ 仮性 ほうれん草
9ヶ月～ 卵 全卵 最初は1/3から 5ヶ月～ もやし
7ヶ月～ 準 鶏肉 ささみから 7ヶ月～ アスパラガス 最初は穂先だけ

9ヶ月～ 準 牛肉 脂の少ない赤身肉から（鶏の次） 7ヶ月～ 仮性 キュウリ
9ヶ月～ 準 豚肉 脂の少ない赤身肉から（牛の次） 7ヶ月～ さやいんげん
9ヶ月～ レバー 鶏レバーから 7ヶ月～ シイタケ カサの部分を細かく刻む

12ヶ月～ 準 加工肉 ウィンナー・ハム（塩分注意） 7ヶ月～ セロリ スープの出汁としては初期から○

5ヶ月～ 乳 バター 植物油＞無塩バター推奨 7ヶ月～ 仮性 たけのこ アクを取り、よくすり潰す

5ヶ月～ 乳 プレーンヨーグルト 加糖は12ヶ月～ 7ヶ月～ 仮性 ナス
7ヶ月～ 乳 カッテージチーズ 7ヶ月～ ニラ
7ヶ月～ 乳 加熱した牛乳 7ヶ月～ ネギ
7ヶ月～ 乳 スキムミルク 7ヶ月～ ピーマン・パプリカ
7ヶ月～ 乳 ホワイトソース 7ヶ月～ レンコン アクを取り、よくすり潰す

9ヶ月～ 乳卵 アイスクリーム バニラ（熱がある時や薬用） 9ヶ月～ オクラ 産毛はよくこすり落とす

9ヶ月～ 乳 粉チーズ 塩分大目なので少量 9ヶ月～ シメジ 細かく刻む

9ヶ月～ 乳 スライスチーズ 5ヶ月～ 仮性 片栗粉
12ヶ月～ 乳 牛乳 5ヶ月～ 砂糖 食材にも含まれる

5ヶ月～ 準 きな粉 5ヶ月～ 塩 食材にも含まれる

5ヶ月～ 準 豆腐 絹を加熱（木綿は後期～） 5ヶ月～ しょうゆ 小麦アレルギーでも問題ないとか

7ヶ月～ 準 納豆 最初はすり潰し 5ヶ月～ 出汁 最初は昆布から

9ヶ月～ 準 高野豆腐 5ヶ月～ 味噌 塩分注意。

9ヶ月～ 柔らかい煮豆 小豆・白インゲン豆・黒豆 7ヶ月～ トマトケチャップ 赤ちゃん用あり（ピューレ推奨）

12ヶ月～ 準 油揚げ・厚揚げ 油抜きした絹から 7ヶ月～ 乳 ホワイトソース BFなら早くから使用可能

12ヶ月～ 準 大豆・枝豆 9ヶ月～ 寒天
12ヶ月～ 酒 調味料として微量なら

12ヶ月～ 準 ゼラチン
12ヶ月～ ソース 赤ちゃん用あり

・ごっくん期 （5ヶ月～） ：ポタージュ状（すり潰す） 5ヶ月～ お茶 麦茶・ほうじ茶・ルイボスティー

・もぐもぐ期 （7ヶ月～） ：舌で潰せる固さ　（潰す） 5ヶ月～ 仮性 豆乳 牛乳＞無糖豆乳推奨

・かみかみ期 （9ヶ月～） ：歯茎で潰せる固さ（焼く・煮る・蒸す）

・ぱくぱく期 （12ヶ月～） ：歯茎で噛める固さ（炒め物・揚げ物開始）

【特定原材料】 卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに ※太字は三大アレルゲン。気になる場合は、母乳に出た成分で反応しないかを確かめてから食べさせる。

【特定原材料に準ずる物】 あわび、イカ、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、鮭、サバ、大豆、鶏肉、豚肉、

まつたけ、桃、山芋、りんご、ゼラチン、バナナ、ごま、カシューナッツ

【一歳まで禁止】 ハチミツ・黒砂糖 ※乳児ボツリヌス症の危険がある。

【離乳食中は非推奨】 ・繊維やアクの多い物（ゴボウ・キノコ・パイナップル・山菜・れんこん・たけのこなど）
・刺激物　　 　　　　　（香辛料やチョコ、梅干し、生姜・ニンニクなどの香味野菜など）

・飲み込みにくいもの （ナッツ類、豆類、もちなど）
・噛み砕きにくいもの （コンニャク・カマボコ・タコ・イカ・貝類など）

・生物や魚卵　　 　　（刺身、生卵、イクラやタラコなど） ※生物の開始時期は、3歳～10歳と幅がある。万全を期すなら学童期から？

※上記以外に、「仮性アレルゲン」と呼ばれる食材があります。
 　大体は加熱・アク抜きで食品中から失われることが多く、除去食は推奨されていません。気になる方は検索してみてください。
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※この表は、この表は個人的にまとめたものです。自己責任においてご利用ください。 
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