
 子育てセミナー ２９・５・２５(木) 
「食べたいという意欲を育てましょう」～講話・試食会・交流会～

【お母さんの声】（一部抜粋）

・味付けの加減や素材の大きさ、量などが参考になった。

・家で沢山の品数を作るのは難しいが、離乳食作りの参考にしたい。

・野菜が盛り沢山でとても栄養を考えた食事で勉強になった。

・いつも食べさせている量の２倍近くあったが、子どもはペロッと

食べた。美味しかったのだと思う。子どもの満足のいく量とメニ

ューになるよう心掛けたい。

・普段もっと濃い味付けをしていたので見直したい。

・野菜の硬さが参考になった。

・実際に試食したことや一食分の量がわかりよかった。

・普段「食べさせすぎかな？」「この大きさでいいのかな？」と疑

問を持ちながら食べさせていたが、講義を聞いて安心して食べさ

せられそうです。

・魚、肉をなかなか食べないのでそのメニューを知りたい。

・１歳前後の離乳食教室がないのでありがたかった。

・栄養士さんが各テーブルを回っていただけたので具体的な話が聞

けて良かった。                 など

 講師  瑞穂市役所幼児支援課 管理栄養士 問山 光氏     参加者 親子２０組

【講話より】

・１歳は好奇心旺盛。家庭ではテレビを

消して、家族団らんの食事に心がけ

て。

・食事の目安は、20～30分。遊び食べ
をしてしまうなら“ごちそうさま”を。

・手づかみ食べは、口に運ぶ動きを学ぶ

動作なのでさせてあげて。

・卒乳した後は、牛乳に切り替えて。

おやつとして乳製品や果実がお勧め

ですね。          など

★子どもには個人差がある。その子なり

に伸びがあれば成長している。“今”“こ

の瞬間”食べてなくても長い目で見れば

食べている…今日の話は、目安なので参

考にして頂き、余裕をもって“楽しく”

食事ができればいいですね。

★詳細は添付資料参照

「1歳頃の食事について」「レシピ」

＊翌日、「早速、ふりかけを作ってそれを卵焼きにしてみ

た…」「美味しかった」など嬉しい声が沢山聞かれました。

ありがとうございました。

親子で試食！



☆食事の固さ、形、味付けは？ 

☆1歳になると・・・ 

 手づかみ食べを通して食べ物を口に運ぶ動きを学ぶ時期です。最初は上手 

くいきませんが、スプーンやフォーク、コップを使って食事をすることも出 

来るようになってきます。また、大人と同じように3回の食事でお腹を一 

杯にしていきます。1日3回の食事のリズムを大切にして、生活のリズム 

を整えましょう。

☆1日のタイムスケジュール例 

１歳～1歳6か月  歳  か月 

時間 食事内容 標準 わが子

 起床 

7：00 

9：30 

12：00  

15：00  

18：00  

21：00 （授乳） 

就寝 

 ９～11 か月 1 歳～1 歳 6か月 

離乳食の

回数 
１日３回 １日３回＋間食 1～２回 

固さ 
バナナくらいの固さ 

（親指と薬指でつぶせる）

肉団子くらいの固さ 

（親指と人さし指でつぶせる）

形状 
５ｍｍ程度の粗みじん 

５～８mｍ程度の角切り 

１cm程度の角切り 

１ｃｍ角くらいのスティック状 

麺などは 2cmくらいの長さ 

量 － 
大人の半分くらい 

ごはん：おかず＝１：１ 

味つけ 

大人の 1/4 

（少量のケチャップ、マヨネーズ

も使える）

大人の 1/3 

（油脂類も少量なら使用できる）

１歳頃の食事について
    ＝食事200ml      ＝乳200ml（おっぱい又は牛乳） 

※授乳は１歳２～３か月頃を 

目安にやめていきます

朝寝坊したらなくても OK

200ml～0ml

1 日の乳量は 

400ml 



☆例えばこんな組み合わせ 

1歳になると、ほどんどのものが食べられるようにな 

ります。しかし、噛む力は大人より弱いので、少しやわ 

らかく、小さくしたもの与えましょう。 

※牛乳の 1日の目安量は 400ml（乳製品を含む）です。料理や間食でも乳製品 

をとるようにしましょう。 

  ごはん おかず 

１歳の 

子ども 

胃の 

大きさ 

200～

250ml

朝
食

食パン 

８枚切り 

1 枚 

全卵 

1/2～2/3 個 

野菜 

35～45g 

間
食 牛乳 100ml ＋ 果物 

昼
食

ごはん 80ｇ 

または 

軟飯 90g 

魚 15～20g 

刺身程度の大きさで 

約２切半

豆腐 

40g 

野菜 

35～45g 

間
食 牛乳 100ml ＋ おやつ 

夕
食

ごはん 80ｇ 

または 

軟飯 90g 

肉 15～20g 

鶏ささみ約 1/3 切 

赤身ひき肉約大さじ１ 

薄切り肉約１枚 

芋 

50g 

野菜 

35～45g 

☆おやつに向いているもの 

 食事では取り入れにくい牛乳・乳製品や果物、おにぎりやホットケー

キなどの穀類、食事の素材となる野菜やいも類などを活用しましょう 

＜100kcal ってこれくらい＞    

 バナナ 1本 

 小さめのおにぎり １個 

 ふかしいも 120ｇくらい 

・とうもろこし 1/3本 

☆おやつ（間食）は補食です 

卒乳すると 3 回の食事だけでは栄養を摂りきれません。生活のリズム

も整ってくる１歳前後から１日1～２回、次の食事に差し支えのない量の

間食を与えましょう。 

時間を決めよう 

食事の２時間前は控えて、 

できるだけ毎日同じ時間にあげるようにしましょう 

量を決めよう 

１回の量を決めて、お皿にもってあげましょう 

袋ごとあげないようにしましょう 

甘いものやジュースは控えよう 

  塩味や甘みの強くないものを選びましょう 

１～２歳児のおやつの目安量・・・１回 100kcal くらい 

あくまで目安ですので、子どもの食欲や 

成長の状況に応じて食事の量を調整しましょう。 

おやつを 
ご機嫌とりの 
交換条件に 

しない姿勢が 
大切です 



わが子 わが子

時間 ４か月 ７か月 １０か月 　　か月 時間 １歳 1歳6か月 　歳　か月

6:00

7:00

10:00 10:00

12:00 12:00

14:00

15:00

18:00 18:00

20:00 20:00

22:00 22:00

胃の大きさ 胃の大きさ 200～250ml 250ｍｌ

１日の乳量 900～1000ml 700～800ml 550～600ml １日の乳量 400ml 400ml

標準 標準

200ml

※授乳は

１歳２～３か月頃を

目安にやめていきます

200ml→0ml

※夜中の授乳回数は

だんだん少なく

なっていきます

１歳未満は離乳食

１歳からは食事

卒乳までは乳

１歳半からは乳類
200mlを表します乳幼児の胃袋の大きさと乳及び離乳食の量



☆手作り野菜ふりかけ☆

○材料 作りやすい分量

にんじん   １／３本 

こまつな   １／２袋 

（青菜ならなんでもOK）

しらす干し   ５０ｇ 

（事前に乾煎りしておく）

ごま油    小さじ１ 

しょうゆ   小さじ１ 

※お好みでかつお節やいりごまを入れてもおいしいです 

☆野菜スープ☆

○材料 一人分

にんじん    １０ｇ 

たまねぎ    ２０ｇ 

キャベツ    １０ｇ 

水      １００ml 

コンソメ    0.8ｇ 

○作り方 

１．にんじんとこまつなをみじん切りにする。 

２．フライパンににんじんと水（にんじんが浸るくらい）を入れて、水が

なくなるまで煮る。 

３．水分がなくなってきたらこまつなを入れ、水がなくなるまでさらに炒

める。 

４．火を止めて、ごま油、しらす、しょうゆを入れたら完成。 

月齢に応じてごま油やしょうゆを調節してね！野菜をよく炒めて水分を

とばすのがポイントです 

○作り方 

１．にんじんとたまねぎ、キャベツを5～8ｍｍに切る。 

２．水からにんじんを煮始め、沸騰してきたらたまねぎ、キャベツを入れ

て煮る。 

３．指でかるく潰せるくらいの硬さになったら、コンソメを入れて味をつ

ける。 

切ったにんじんと少量の水を皿に入れ、ラップをして電子レンジにかけると煮るとき

よりも早くやわらかくなります 


