
調理基礎実習　Ⅰ

（Training for Basic French Culinary Ⅰ） 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 月曜日　　1・2 時限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

　

　小テスト（筆記）４０点、期末テスト（実習）６０点の合計１００点満点で評価す
る。　評価は学則規定の準ずる。

　【特記事項】　毎授業時のデモンストレーションを確り見て、様々な動きや「加減」の　　　　　　メモを取り、

　　　メモを取り、質問し、グループ内のコミニュケーションを取りながら「実習」を

８

【授業単元】　白いルゥの作り方と応用ソースについて。 　【評価について】

【授業形態】　調理実習 　評価は「実習」にて行う。一週目から１４週目までの授業内を確認し、専門的な
知識【到達目標】 ルゥを作りその応用のベシャメルソースを習得します。 　技術の理解、定着度を確認する。

　
　　　　　　　　「魚貝類のグラタン」

７

【授業単元】　代表的なガル二チュール（付け合わせ）について②．

１５

【授業単元】　前期・期末定期試験

【授業形態】　調理実習 【授業形態】　調理実習

【到達目標】　彩り野菜のオリーブオイル、トマト煮を習得します。 【到達目標】

 　　　課題：　「キャロットグラッセ」

　　　　　　　　「ラタトゥイユ・二ソワーズ」 　　　　　　　　「ポンムフリュイ」

６

【授業単元】　代表的なガル二チュール（付け合せ）について①。

１４

【授業単元】　米調理における火加減について①。

【授業形態】　調理実習 【授業形態】　調理実習

【到達目標】　ぺティナイフを使ってシャトー２種類を習得します。 【到達目標】　オーブンで米を炊く方法と炒めを習得します。

　 　

　　　　　　　　「キャロットグラッセ」　「ポンムフリュイ」 　　　　　　　　　「野菜や肉類を炒めてバターライス」

 　　　　　　　　分離の少ない乳化方法を習得します。 　

                「マヨネーズソース」  「プレーンオムレツ」 　　　　　　　　「真鯛のヴァプール・ブール・ブランソース」

 

５

【授業単元】　庖丁の研ぎ方、エマルション（乳化）について。

１３

【授業単元】　調理法（ヴァプール）について③。

【授業形態】　調理実習 【授業形態】　調理実習

【到達目標】　基本の研ぎ方を習得し、包丁本来の能力を発揮させます。 【到達目標】　崩れやすい食材も形を保ちながら加熱するを習得します。

【到達目標】　香味野菜のクールブイヨンを習得します。 【到達目標】

 　　　　　　　　　コンテスト課題：卵料理の基本形・「プレーンオムレツ」

                 クルベット(小海老）の下茹でを学びます。 　

　　　　　　１・　材料をそのまま煮込む澄んだフォン。
　　　　　　２・　材料を炒めてから煮込む白いフォン。

　　　　　       卵料理の基本形・「プレーンオムレツ」予習。

　

２

【授業単元】　フランス料理の基本となるブイヨンとフォンについて①。

１０

【授業単元】　調理法（ソテー）について②。

【授業形態】　調理実習 【授業形態】　調理実習

【到達目標】　スープのベースとなるブイヨンの取り方を理解します。 【到達目標】  鶏腿肉の骨の除き方、火の入れ方を習得します。

４

【授業単元】　フランス料理の基本となるブイヨンとフォンについて③。

１２

【授業単元】　学内コンテスト日。

【授業形態】　調理実習 【授業形態】　調理実習

　
　　　　　　　　鶏ガラと香味野菜でのスープ作りを習得します。
　

　
　　　　　　　「骨付き鶏もも肉のソテーとマッシュルームソース」

３

【授業単元】　フランス料理の基本となるブイヨンとフォンについて②。

１１

【授業単元】  １２週目学内コンテストの説明及び課題予習。

【授業形態】　調理実習 【授業形態】　調理実習

【到達目標】　魚の出し汁、フュメ・ド・ポアソン２種類を習得します。 【到達目標】

授　業　概　要 授　業　概　要

１

【授業単元】　調理道具や調理台の立ち位置、包丁の使い方について。

９

【授業単元】　魚の下処理と調理法（ムニエル）について①。

【授業形態】　調理実習 【授業形態】　調理実習

【到達目標】　調理師に必要な衛生面と７つの基本行動を理解します。 【到達目標】  調理法「ムニエル」を習得します。

　
　　　　　　　　 野菜の切り方（角切り・角切り）の習得。

　
　　　　　　　　「サーモンムニエル・アマンドソース」

　職業人として必要なあいさつ・返事・時間管理・衛生管理を徹底し、調理・接客の基本知識と基礎技術を身につける為に、調理技術における道具の取り扱い、
素材の下準備についての基本技術と世界各国のレシピを通して「切る」「焼く」「煮る」「蒸す」「揚げる」の基本知識を習得する授業を行う。「食材を知る」事は、料
理を学ぶ上で大切な要素のひとつ。まずは食材に感謝し、大切に扱う事を心掛け受講してほしい。実習中心で、その授業だけでしか学べない知識・技術があり、
ステップアップしてゆくため、正当な理由なくして遅刻、欠席は極力せず、特に無断欠席はせずに、予習復習をしっかりして授業に臨んでほしい。

　【到達目標】　

・　衛生意識の徹底、服装、身だしなみ、爪切り、手指の傷、入室後即手洗い。　・調理台の立ち位置や、包丁の研ぎ方から調理器具、道具の扱い方法を学ぶ。
・　基本となる切り方や調理方法を学び、食材を理解し、基本の加熱調理が出来るようになる。・返事、声の掛け合い、チームワークを学びます。

【授業外における学習】

  包丁ケース、プリント資料等 　自身の眼で見て、食して五感を刺激する事が、知識や技術の向上につなが
り、　　　　　仲間との会話にもプラス。その為の時間をしっかり作る事が大切で
す。

久世　茂

授業
形態

実習
総時間
（単位）

６０時間
（2）

　【授業の学習内容と心構え】　

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 1年 担当教員



Cooking Theory

開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 火曜日　1.2限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

調理をする目的、おいしさを科学的に理解できているのか、
中間テストで自分の理解度を知る

期末テストで、合格点を採る

８

【授業単元】　調理の基本操作① 　【評価について】

【授業形態】　講義・演習 講義全体を１００点満点とし、定期テストを６０点、小テストと中テストの合計を４
０点の配点とし、両者の合計点でA〜Fの６段階で評価する。

・試験は筆記試験で行う。
・毎回の小テストは各回５点満点とし、中テスト（８回目の授業で実施）は１５点満
点とする。その合計（８０点満点）の１／２の点数（小数点以下切り上げ）を小テ
ストの合計点とする。

【到達目標】

非加熱調理操作（計量、洗浄、浸漬、切砕、混合、撹拌）について理
解できる

７

【授業単元】　中間テストで前半部分の理解度を図る

１５

【授業単元】　期末テスト

【授業形態】　中間テスト 【授業形態】　テスト

【到達目標】 【到達目標】

６

【授業単元】　おいしさの要因について④

１４

【授業単元】　食器・容器について

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

食べ物側にある要因について理解できる。
物理的要因（温度、見た目、音、テクスチャーなど）について理解す
る

材料別、食器・容器の特徴について理解できる
和食器の種類、洋食器の種類、中華食器の種類と材質について理
解し、運用できる

５

【授業単元】　おいしさの要因について③

１３

【授業単元】　調理施設、調理設備について

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

食べ物側にある要因について理解できる。
化学的要因（味の相互作用、色、香りなど）について理解する

給水、給湯、排水、加熱、電気、照明、換気、空調などの厨房の設備
の基準について理解できる

４

【授業単元】　おいしさの要因について②

１２

【授業単元】　調理器具②

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

食べ物側にある要因について理解できる。
化学的要因（味など）について理解する

加熱調理器具、機器について理解できる。
熱源の種類と熱効率についても理解できる

３

【授業単元】　おいしさの要因について①

１１

【授業単元】　調理の基本操作③

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

おいしさの根拠について理解できる。
食べる人間側にある要因（心理的、生理的、先天的、後天的、環境
的要因）について理解できる

加熱調理操作（湿式加熱、乾式加熱、誘導加熱など）について理解
でき、応用できる

２

【授業単元】　調理をする目的

１０

【授業単元】　調理器具について①

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

調理を行う目的を理解できる
身近な調理の中には、どのような調理の目的が入っているのかを
理解できる

非加熱調理器具の種類とその使い方について理解でき、使いこなせ
る

１

【授業単元】　調理理論を学ぶ意義を理解する

９

【授業単元】　調理の基本操作②

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

オリエンテーション
調理理論を学ぶ意義を知る
調理師を目指すという目的を明確にする

非加熱調理操作（磨砕、粉砕、ろ過、圧搾、冷却、冷凍、解凍など）
について理解できる

　【到達目標】　

調理における科学的根拠を理解し、それを応用する能力を身につける

　【授業外における学習】

授　業　概　要 授　業　概　要

新調理師養成教育全書　４　調理理論 日常のあらゆる食の場面で、この食事には、どのような調理操作が行われいて
るのかを日々考える

　【授業の学習内容と心構え】　（実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

現在、特別養護老人ホーム、保育園、デイサービスなどの社会福祉法人の複合施設で管理栄養士として、栄養管理を行う。
現場においては、日々、調理師等の厨房スタッフと連携をとり、よりおいしく安全な食事の提供を行っている。
現場での調理の実際などを踏まえ、より具体的に、将来にわたり、活用することのできる調理の理論について理解ができる授業を実施する。

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 1 大場　泉

調理理論
授業
形態

講義
総時間
（単位）

30時間
（1)

担当教員



開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 火曜　２限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回

生活習慣病における食習慣の重要性とその予防について理解し、

説明できる

　【特記事項】

８

【授業単元】生活習慣病② 　【評価について】

【授業形態】講義 評価は筆記試験で行う。公衆衛生の専門的な知識の定着度を確認する筆記試
験は、小テスト（40％）と定期試験（60％）の合計100点評価する。評価は学則規
定に準ずる。

【到達目標】

７

【授業単元】生活習慣病①

１５

【授業単元】定期試験

【授業形態】講義 【授業形態】テスト

【到達目標】 【到達目標】

三大生活習慣病のそれぞれの特性を理解し、説明できる テスト返却後、自分の課題を洗い出し、さらに知識の定着を図る

疾病の予防について理解し、現在の感染症の状況についても これまでの単元の分からないところや要点を見つけ出し、全て

説明できる の内容について説明できるようにする

６

【授業単元】疾病の動向とその予防

１４

【授業単元】１から１３までの講義における各要点確認。

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【到達目標】

【到達目標】 【到達目標】

食生活における調理師の役割について説明できる 心身相関とストレスその対処方法について説明できる

て説明できる

５

【授業単元】調理師の役割②

１３

【授業単元】心の健康づくり

【授業形態】講義 【授業形態】講義

４

【授業単元】調理師の役割①

１２

【授業単元】健康に関する食品情報

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【到達目標】

調理師の成り立ちと調理師法の概要について説明できる 食品表示法による表示について理解し、それぞれのマークについ

調理師の成り立ちと調理師法の概要について説明できる

３

【授業単元】食と健康の関係

１１

【授業単元】健康づくり対策③

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【到達目標】

２
【到達目標】 【到達目標】

わが国の健康水準また目指すべき健康について学び、どのように 健康増進法の内容を理解し、説明できる

していけばよいか考える

【授業単元】健康の考え方

１０

【授業単元】健康づくり対策②

【授業形態】講義 【授業形態】講義

食生活が健康に果たす役割を理解し、健康的な食生活習慣づくり 健康づくり対策の概要および健康日本２１について説明できる

について説明できる

１

【授業単元】シラバスの確認、健康とは

９

【授業単元】健康づくり対策①

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【到達目標】

シラバスを確認し、前期の授業内容の流れを把握する 疾病予防対策を段階ごとに理解し、疾病予防としての予防接種に

健康とはなにか健康の概念を説明できる ついても説明できる

疾病の概念と感染症・生活習慣病について、予防と対策についての知識を習得する。

　【授業外における学習】

新調理師養成教書全書　必修偏　１　「食生活と健康」第１章～第３章 テキスト、授業プリント、小テストを復習する。また新聞やニュース等で授業関連
項目が取り上げられることが多々あるので日頃からアンテナを張っておくよう心
がける。

授　業　概　要 授　業　概　要

　【授業の学習内容と心構え】　（実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

集団給食施設において管理栄養士として栄養指導経験があり、「公衆衛生学」の分野でその経験を活かし、グループワークなども取り入れ、公衆衛生の重要

性・必要性を身近に感じられる授業を展開していく。

社会的に求められる役割を理解し、スペシャリストを目指すために、環境衛生、公衆衛生について学び、基礎を習得する。

　【到達目標】　

公衆衛生とは何であるかを考え、公衆衛生の歴史や定義また衛生統計の重要性を説明することができる。

担当教員 桑原　弘子

授業
形態

講義
総時間
（単位）

３０時間
（1）

科目名
（英）

公衆衛生学Ⅰ（食生活と健康）
Public Health　Ⅰ

必修
選択

必修 年次 1年



Professional carrers seminar

開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 水曜日　Ⅰ限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

担当教員自己紹介・担任の願いをつたえる。

７つの基本行動の意味を再確認する

食のプロを目指したきっかけを共有する

１年間の目標設定

　【特記事項】

８

【授業単元】社会人基礎力を身に付ける 　【評価について】

【授業形態】座学 評価は筆記試験で行う。公衆衛生の専門的な知識の定着度を確認する筆記試
験は、小テスト（40％）と定期試験（60％）の合計100点評価する。評価は学則規
定に準ずる。

【到達目標】

７

【授業単元】自己分析②

１５

【授業単元】定期試験

【授業形態】座学 【授業形態】座学

【到達目標】 【到達目標】

自分の長所短所を知る

コンテストの内容告知 自分で設定した目標を振り返る

それぞれの課題を見つけ目標達成につなげる 後期スケジュールの確認

チームワークの大切さを理解する

６

【授業単元】学内コンテストに向けて目標設定をする

１４

【授業単元】目標設定の振り返り

【授業形態】座学 【授業形態】座学

【到達目標】 【到達目標】

【到達目標】 【到達目標】

担任より、告知、連絡を共有する 定期試験について準備・注意・規定説明

チームマネジメントについて知る 夏休みの課題について

夏休みの課題について

５

【授業単元】チームマネジメントについて知る

１３

【授業単元】定期試験についての共有

【授業形態】座学 【授業形態】座学

４

【授業単元】セルフマネジメントについて知る

１２

【授業単元】学内コンテストの振り返り

【授業形態】座学 【授業形態】座学

【到達目標】 【到達目標】

担任より、告知、連絡を共有する 反省点・目標達成に到達したかについて考える

見学先ホテルについてグループワークで調べる

用意しておくものの共有

社会人のマナーを身に付ける

３

【授業単元】自己分析①

１１

【授業単元】業界見学先を知る

【授業形態】座学 【授業形態】座学

担任より、告知、連絡を共有する 【到達目標】

２

【授業単元】目標を明確化する

１０

【授業単元】業界見学を通して社会人基礎力を身に付ける

【授業形態】座学 【授業形態】座学

【到達目標】 【到達目標】

ホテル見学に向けて目的を確認する。

どのようなクラス造りをしたいかを伝え、個人の目標設定をする

【授業形態】

【到達目標】 【到達目標】

　【授業外における学習】

授　業　概　要 授　業　概　要

１

【授業単元】キャリア教育講座の授業の意味を知る

９

【授業単元】

【授業形態】座学

　【授業の学習内容と心構え】　（実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

調理師学校卒業後、アシスタント、講師業務の傍ら、幅広い食分野の免許、資格を得る。専門調理師、ふぐ調理師免許（東京）、ソムリエ、日本酒利き酒、食育イ
ンストラクターなどの、資格を保有している。学校業務の経験を活かし、現場で必要な技術、知識共に授業で身に付けるべきものを把握し、学生指導に当たる。
【林】　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気工事士を経験し、現東京ベルエポック製菓調理専門学校の教務部長でＢ型【渡邉】　調理理論の補助を行う【渡邉】

　【到達目標】　

・２年間の学校生活の目標を明確にする。

・２年間の学校生活の目標を明確にする。具体的なイメージを持つことが出来る

・７つの基本行動を身に付けると共に、社会人基礎力の全体像を理解する。

あんこあられ本舗
担任　　林夕起子

キャリア教育講座
授業
形態

座学
総時間
（単位）

30時間
（１）

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 1 担当教員



（有）両国あんこあられ本舗 

木村雅一　　武藤康弘

Communication skill 30 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 (1) 曜日・時間 水曜日　3限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

【特記事項】

８

【授業単元】　中間試験 　【評価について】

【授業形態】

・評価は、筆記試験で行う。
・授業内で学んだ知識を確認する。
・定期試験は、６０分とし、終了後解説をおこなう。
・筆記試験は、中間テスト（４０点）　期末テスト（６０点）の合計１００点で評価す
る。
・評価は、学則規定に準ずる。

【到達目標】

・試験終了後、最後の単元のまとめをおこなう。
・分らない問題を洗い出し、課題を抽出する
　抽出された課題の何が分らなかったのかを特定し、理解する

・毎授業に指示した内容にマーキングをし、しっかり理解する
・わからないことは、積極的に質問をする

７

【授業単元】　社会的スキル　　対人行動

１５

【授業単元】　定期試験　終了後の解答解説

【授業形態】講義 【授業形態】　試験

【到達目標】 【到達目標】

・基本的な社会的スキル　マナー／仕事に対する姿勢について、理
解できるようになる
・社会的スキル　対人行動を理解し、活用できるようになる
　１挨拶　　２敬語　　３電話対応　　4携帯電話

分らない問題を洗い出し、課題を抽出する
抽出された課題の何が分らなかったのかを特定し、理解する

６

【授業単元】　自己表現スキルⅢ

１４

【授業単元】　サービスマインドⅡ　　サービスの基本要素

【授業形態】講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

・トラブルのもととなる感情への対処法が理解できるようになる
・アンガーマネージメントについて理解できるようになる
・「感情」と「行動」の相関性、対処法が理解できるようになる
　怒りの感情の扱い方　　怒りの伝え方　　他者からの怒りの対処

・企業、店舗における経営理念、それを実現するための方針、　サー
ビスの方法　お客様への考えかを「プロセス』としてとらえ、　その方
針や目的を実現するための重要な過程を理解することができる
　理念、方針の理解　　迅速対応　　win-winの関係

５

【授業単元】自己表現スキルⅡ

１３

【授業単元】　サービスマインドⅠ　　　サービスマインドとは

【授業形態】講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

・「交渉」というコミュニケーションにについて理解することができる
・「説得」というコミュ二ケーションについて理解することができる
・プレゼンテーションの基本を理解し、簡単なプレゼンテーションが
　できるようになる
　

・サービスを作り出す基本要素を理解することができる
・1　人　人（あなた）と顧客／顧客満足度の関係を整理し、適切な
　行動と顧客理解、顧客ニーズを理解することができる
・2　環境　身だしなみを中心に環境サービスについて理解できる

４

【授業単元】自己表現スキルⅠ　　　　　自己表現スキルⅡ

１２

【授業単元】　サービスマインドⅠ　　サービスマインドとは

【授業形態】講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

・人間関係を円滑にする「上手な頼み方」「上手な断り方」のポイント
を理解することができる
・仕事上で必要とされる表現技術のスキルを理解することができる
　「報告」「連絡」「相談」　　5W1H法　　　PREP法

・サービス社会をふまえて。サービスマインドとは？、サービスと
は？
　について理解することができる
・サービスの心得を習得し、実践の場に活かすことができる

３

【授業単元】グループでの会話　　　　　　自己表現スキルⅠ

１１

【授業単元】　社会的スキルの実践Ⅱ　文書作成

【授業形態】講義 【授業形態】　講義　

【到達目標】 【到達目標】

・グループとは？　グループの意義を理解することができる
・グループでの会話の基本を１対1との会話と比較し理解することが
できる
・人間関係を円滑にする表現技術の要点を理解することができる

・社会人の基本的マナー・教養、身につけるべき知識を学習すし
　日々の行動から意識し活用できるようにする
　手紙　　メール　　SNS　　　FAX

２

【授業単元】基本的対話スキル（１対1の会話）

１０

【授業単元】　社会的スキルⅡ　　　文書作成

【授業形態】講義 【授業形態】　講義　演習

【到達目標】 【到達目標】

・コミュニケーション・ミスコミュニケーションの原因を会話のプロセス
の中で理解することができる
・「聴く」「話す」の基本　「上手な質問」の要点を理解することができ
る
・会話＝気持ちや考えの交換を事例を通して学ぶ

・社外文章を明瞭・簡潔に記書きを用いて作成できるようになる

１

【授業単元】コミュニケーションとは

９

【授業単元】　社会的スキルⅠ対人行動　　　　　Ⅱ　文書作成

【授業形態】講義 【授業形態】  講義

【到達目標】 【到達目標】

・コミュニケーションの定義について理解することができる
・コミュニケーションの３領域・種類を理解することができる
・表情・態度・口調が言葉以上に重要であるということが理解
できるようになる

・社会的スキルの実践　習得をする。
　5接客　　　　6訪問　　　　7訪問（謝る　おわびをする）
・ビジネス文書（社内文　社外文）の意義を理解することができる

　・コミュニケーションスキルアップ検定に合格する

　･職業人として効果的なコミュニケーション方法を知り、活用できるようになる

　【授業外における学習】

授　業　概　要

テキストコミュニケーションスキルアップ検定(観衆　滋慶教育科学研究所） 分らない専門用語などは、予め調べて予習しておく
日常のコミュニケーションの場においても、授業でのポイントは意識してみる

担当教員

授業
形態

講義
総時間
（単位）

　【授業の学習内容と心構え】　（実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

　・大手専門商社で北米・東南アジアを主とした貿易業務に携わり、異文化コミュニケーションの大切さ、難しさを身を持って体験した講師が、長年の経験を
　　もとに、人との中で生きることが必須となる人間とっ基礎となる”コミュニケーション”を講義を行う。　同時に人間関係を円滑にし、職業人として身につける
　　べき自己表現・接遇・マナー・ホスピタリティ精神の要素も含めた社会的スキルの大切さを意識し、専門的知識と基礎的知識の基礎を習得する講義を行う
　

科目名
コミュニケーションスキルアップ検定

必修
選択

必修 年次 １年

　【到達目標】　

　・社会で通用するコミュニケーション力を身につけ実践の場で行動できるようになる



製菓実習Ⅰ

開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 月曜日　　１～２

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

　【授業の学習内容と心構え】　（実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

ホテルのパティスリーで長年活躍されている現役のパティシエが、職業人として大切なあいさつ、返事、時間管理、衛生管理を徹底し、社会人基礎力、洋菓子の
基本知識と基礎技術を習得する授業を行う。また基礎技術の応用、より高度な製造技術、レストランデザートの盛り付けを学び製菓の現場に必要とされる人材を
養成する。
授業は自身を成長させるを為に必要なことなので一つひとつの授業を大切にし遅刻欠席は出来るだけしないよう臨んでほしい。

　【到達目標】　

製菓衛生士取得のための授業・実習を通じ、基本製菓技術を行なう。
製菓実習における工程と器具の使い方について解釈し、材料についての知識に触れる。
現場で必要な7つの基本行動が日常的にできるようになる。

　【授業外における学習】

赤田　勝俊

Basic confection practice
授業
形態

実習
総時間
（単位）

60時間
（２）

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 1 担当教員

スポンジが膨らむ原理と作業の注意事項 ブラウニー、マドレーヌ、フィナンシェ

泡立ての基本

授　業　概　要 授　業　概　要

１

【授業単元】ジェノワーズ

９

【授業単元】焼き菓子

【授業形態】実習 【授業形態】実習

【到達目標】泡立て生地の基本を学ぶ 【到達目標】焼き菓子の基本を学ぶ

２

【授業単元】ビスキュイ・ア・ラ・キュイエール

１０

【授業単元】シュー・ア・ラ・クレーム

【授業形態】実習 【授業形態】実習

【到達目標】別立ての生地と、生地の搾り方を学ぶ 【到達目標】シュー生地のコツを学ぶ

泡立ての基本のおさらい シュー生地の絞り方での提供の仕方の違い。

【到達目標】生クリームの扱い方を学ぶ 【到達目標】シュー生地の基本のおさらい

ジェノワーズを使って定番の洋菓子を学ぶ シュー生地の絞り方での提供の仕方の違い。

ナッペ、絞りの基本

絞りの基本

【授業単元】ショートケーキ

１１

【授業単元】シュー・ア・ラ・クレーム&エクレア

【授業形態】実習 【授業形態】実習

ビスキュイとバタークリームを組み合わせる

絞りの基本

４

【授業単元】ブッセ

１２

【授業単元】ガトーショコラ

【授業形態】実習 【授業形態】実習

【到達目標】バタークリーム 【到達目標】チョコレートケーキの基本を学ぶ

３

５

【授業単元】カルディナールシュニッテン

１３

【授業単元】プディング、クレーム・ブリュレ

【授業形態】実習 【授業形態】実習

【到達目標】別立て生地の応用 【到達目標】プリン生地の基本、応用を学ぶ

卵のそれぞれの性質を理解する プリン生地の焼き方、カラメルの作り方

【到達目標】共立て生地を薄く焼く 【到達目標】定期テストに向けた練習

乾燥しないように薄く焼いた共立て生地を、ロール状に巻く イミテーションクリームを使ったナッペ、絞り、パイピングの練習

パレットナイフの使い方

【授業単元】ロールケーキ

１４

【授業単元】定期テスト練習

【授業形態】実習 【授業形態】実習

定番の人気の、少ない粉で焼くスポンジ イミテーションクリームを使い、各自でデコレーションをする
７

【授業単元】シフォンケーキ

１５

【授業単元】定期テスト「デコレーション」

【授業形態】実習 【授業形態】定期テスト

【到達目標】特殊な別立て生地を学ぶ 【到達目標】ナッペ、絞り、パイピングの習熟度を知る

６

８

【授業単元】カトルカール 　【評価について】

【授業形態】実習

【到達目標】バターケーキの生地を学ぶ

シュガーバッターとフラワーバッターの違い

　【特記事項】



フードリスクマネジメント論Ⅰ

(食品衛生学)
Food　risk management 30 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 1 曜日・時間 　　曜日　　　時限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

　【到達目標】

食品を調理加工し消費者に提供する立場にある調理従事者として、安全な食品を見極め、衛生的に調理するために、如何に
して食の安全を確保するかを解釈できる。感染症予防の保持など、正しい十分な知識を生かし、予防することができる。

内科クリニックにおいて管理栄養士として栄養指導経験があり、各種の短大、専門学校においての教育経験も豊富である教員が、調理現場
での「食品衛生」の知識と活用の仕方、注意点を習得するための授業を行う。食には十分な栄養があることと同時に安全であることの二つ
が不可欠の条件となる。そのために調理従事者に必要な幅広い知識を身につけるための講義がメインとなる。

科目名
必修
選択 必修 年次 1 担当教員 深澤　恵

授業
形態 講義

総時間
（単位）

　【授業の学習内容と心構え】

　【授業外における学習】

・調理師養成教育全書3  食品の安全と衛生
・コマシラバス

専門用語が頻繁に出てくるので、あらかじめ教科書を読み、予
習してくること。

1

【授業単元】　食の安全と衛生

9

【授業単元】　飲食による健康危害

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

食の安全を守るために,食の安全を脅かす要因、食
の安全確保の仕組みを知る。食品衛生とは何かを
理解し、調理従事者としての責務を解釈できる。

飲食による健康危害の種類を学び、食中毒の概
要について解釈できる。

授　業　概　要 授　業　概　要

2

【授業単元】　食品と微生物

10

【授業単元】　飲食による健康危害

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

食品中の微生物と微生物の増殖条件について解釈
し、食生活に役立てることができる。

細菌性食中毒　「感染型」　の特徴を知り
食中毒の予防をすることができる。<１>

3

【授業単元】　食品と微生物

11

【授業単元】　飲食による健康危害

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

食品の腐敗について解釈し、食生活に役立てること
ができる。

細菌性食中毒　「感染型」　の特徴を知り
食中毒の予防をすることができる。<２>

4

【授業単元】　食品と化学物質

12

【授業単元】　飲食による健康危害

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

食品添加物の定義、使用目的、関係法規について
解釈できる。

細菌性食中毒　「毒素型」　の特徴を知り
食中毒の予防をすることができる。<１>

5

【授業単元】　食品と化学物質

13

【授業単元】　飲食による健康危害

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

食品添加物の安全性評価について解釈する。
主な食品添加物とその用途について学び、安全な
食品を見極めることができる。

細菌性食中毒　「毒素型」　の特徴を知り
食中毒の予防をすることができる。<２>

6

【授業単元】　食品と化学物質

14

【授業単元】　復習　定期試験対策

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

主な食品添加物とその用途について学び、安全な
食品を見極めることができる。

復習、定期試験対策でわからない問題の洗い出し
をし、課題を抽出する。抽出された課題の何がわ
からなかったのかを特定する。

7

【授業単元】　復習

15

【授業単元】　定期試験

【授業形態】　講義 【授業形態】

【到達目標】 【到達目標】

復習問題でわからない問題の洗い出しをし、課題を
抽出する。抽出された課題の何がわからなかった
のかを特定する。

わからない問題の洗い出しをし、課題を抽出す
る。抽出された課題の何がわからなかったのかを
特定する。

8

【授業単元】　食品と化学物質 　【評価について】

【授業形態】　講義 筆記試験で行う。授業内で確認した知識の定着度を確
認する。授業態度と小テスト(40点)と定期テスト(60点)の
合計で評価する。評価は、学則規定に準ずる。

【到達目標】

食品と重金属並びに放射性物質と食の関係につい
て学び、いかにして食の安全を確保するか解釈でき
る。

　【特記事項】

毎授業においてノートをとること。



レストラントレーニング実習

開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 木曜日　1時限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

毎授業において、指示した内容は必ずメモを取ること。講義においてノートを
丁寧にとること。

食前酒～食後酒の基本を習得する。
西洋料理のフランス式サービスを知る。

前期総復習

８

【授業単元】　サーバーの使い方、西洋料理のサービス② 　【評価について】

【授業形態】　講義・演習 評価は筆記試験及び実技試験で行う。授業内で確認した知識・技術の理解、
定着度を確認する。
小テスト合計点(4割)と期末テスト(6割)の合計100点満点で評価する。
評価は、学則規定に準ずる。

【到達目標】

サーバーが使えるようになる。
西洋料理のイギリス式サービスを知る。

　【特記事項】

７

【授業単元】　食前酒～食後酒の知識、西洋料理のサービス①

１５

【授業単元】　定期試験

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　筆記試験

【到達目標】 【到達目標】

６

【授業単元】　テーブルマナー、魚介類・チーズのサービス

１４

【授業単元】　定期試験

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　実技試験

【到達目標】 【到達目標】

テーブルマナーの基本を習得。
魚介類のサービスを知る。
チーズの種類とサービスを知る。

前期総復習

５

【授業単元】　サービストレイ、プレートサービス

１３

【授業単元】　接客サービス⑤

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

トレイが持てるようになる。
皿が片手で2枚持てるようになる。
皿の下げ方を知る。

お迎え～お見送りの動作を身につける。

４

【授業単元】　レストランの管理業務、ﾅﾌﾟｷﾝ･ﾌｫｰﾙﾄﾞ、ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞ

１２

【授業単元】　接客サービス④

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

レストランのオープン前、クローズ後の業務を知る。
ナプキンが3種類以上、折れるようになる。
テーブルセッティングの知識を身につける。

料理を出せるようになる。
料理を下げることが出来る。

３

【授業単元】　什器備品の知識、食器の取り扱い方

１１

【授業単元】　接客サービス③

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

什器備品の名称と用途を知る。
什器備品の取り扱いと管理が出来る。

水のサービスが出来る。
サーバーを使ったパンのサービスが出来る。

２

【授業単元】　接客における好ましい表現

１０

【授業単元】　接客サービス②、西洋料理のサービス④

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

言葉づかいの3原則を習得、実践できる。
電話の応対を習得。

注文に応じたテーブルセッティングが出来る。
西洋料理の皿盛り式(プレート)サービスを知る。

１

【授業単元】　レストランサービスとは

９

【授業単元】　接客サービス①、西洋料理のサービス③

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

笑顔の必要性を知り、実践できる。
身だしなみの3原則を習得、実践できる。
態度・動作の3原則を習得、実践できる。

席へのご案内と着席補助が出来る。
注文を取ることが出来る。
西洋料理のロシア式サービスを知る。

　【到達目標】　

身だしなみ、態度・動作と接客用語等、サービスの基本を習得。
トレイやプレート、グラス等の取り扱いが出来るようになる。
テーブルマナーや西洋料理のサービスについての知識を習得。
お迎えからお見送りまで一連の流れが出来るようになる。

　【授業外における学習】

授　業　概　要 授　業　概　要

基礎からわかる レストランサービス スタンダードマニュアル 接客技術を自然に出来るようにする為、授業内容を復習し、反復することでより
確実に身につけることが望ましい。

　【授業の学習内容と心構え】　（実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

ホテルにおいて、フレンチレストラン等の西洋料理でソムリエ・ウエイターのサービス経験を積んだ教員が、調理師としての心構えやホスピタリティの精神、接客
スキルの向上を目的とし、専門的な知識と技術の基礎を取得する授業を行う。

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 １年 鈴木　敏夫

Restaurant service training
授業
形態

講義・演習
総時間
（単位）

30時間
(1)

担当教員



　　必修 　　必修 　　年次 　　１年  担当教員 　　　相原　栄子
　科目名 　　　食品学 　　選択
　　(英)    (Food science) 　　授業 　　講義 　総時間 　30時間  開講区分
学科・コｰス  　製菓調理師　科　 　　形態 　(単位) 曜日・時間
【授業の学習内容と心構え】（実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

　病床数600以上の病院で、６年間、栄養課で仕事をした経験を活かし、具体的に食材や、関連する物を見せ
ながら授業を進めていきます。また、平成22年4月から、東京ﾍﾞﾙｴﾎﾟｯｸ製菓調理専門学校で教えています。
　食品についての基本的知識を学ぶため、毎回、教科書は、忘れずに、ノートは、必ずとるようにして、学校を
休まず、復習をしっかりすること。

【到達目標】
 食品について特徴・旬・含まれる成分などを学び、その知識を深め、食品の購入・調理をする際に幅を広げ、　
より、役立つようにする事。

【使用教科書・教材・参考書】 【授業外における学習】
新　調理師養成教育全書　２　「食品と栄養の特性」 予め教科書を読み、予習する。
公益社団法人　全国調理師養成施設協会 学外実習前には、授業内容の復習をする。

　回 授　業　概　要 　回 授　業　概　要
【授業単元】穀類(Ⅰ)　 【授業単元】野菜類(Ⅲ)　
【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

　１ 【到達目標】 　９ 【到達目標】
　通年での、この授業で学びたいことを、具体的 　野菜類の名前と特徴を学び、理解を深めておく。
に述べる事ができる。 （Ⅲ）
【授業単元】穀類(Ⅱ)　 【授業単元】果実類
【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

　２ 【到達目標】  １０ 【到達目標】
　穀類の名前と特徴を学び、理解を深めておく。 　果物類の名前と特徴を学び、理解を深めておく。

【授業単元】いも類・澱粉類 【授業単元】きのこ類・藻類
【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

　３ 【到達目標】  １１ 【到達目標】
　いも類・でんぷん類の名前と特徴を学び、理解を 　きのこ類、藻類の名前と特徴を学び、理解を深め
深めておく。 ておく。
【授業単元】甘味類・調味料　 【授業単元】嗜好品・嗜好飲料(Ⅰ) 
【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

　４ 【到達目標】  １２ 【到達目標】
　甘未類、基本となる調味料の名前と特徴を学び、 　嗜好品、嗜好飲料の名前と特徴を学び、理解を
　理解を深めておく。 深めておく。(Ⅰ)
【授業単元】豆類 【授業単元】嗜好飲料(Ⅱ) 
【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

　５ 【到達目標】  １３ 【到達目標】
　豆類の名前と特徴を学び、理解を深めておく。 　嗜好飲料の名前と特徴を学び、理解を深めておく

。（Ⅱ）
【授業単元】種実類 【授業単元】総復習　
【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

　６ 【到達目標】  １４ 【到達目標】
　種実類の名前と特徴を学び、理解を深めておく。 　第１回～13回までの復習と、まとめをする事により

理解できていなかった所を、もう一度考え、覚える。
【授業単元】野菜類(Ⅰ) 【授業単元】　定期試験
【授業形態】　講義 【授業形態】

　７ 【到達目標】  １５ 【到達目標】
　野菜類の名前と特徴を学び、理解を深めておく。 　授業内容が、正しく理解されているかの確認。
（Ⅰ） 理解できていなかった所を、もう一度考え、覚える。
【授業単元】野菜類(Ⅱ)　 【評価について】
【授業形態】　講義 筆記試験。

　８ 【到達目標】 小テスト(40点)と、期末テスト(60点)の合計100点
　野菜類の名前と特徴を学び、理解を深めておく。 満点で、評価する。
（Ⅱ）

【特記事項】
　講義内容は、毎回、必ずノートをとること。

（１） 木曜日　２限
前期



開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 金曜日　１・２時限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

食材の火の入れ方を習得する。
塩加減と滑らかなスープを習得する。

・時間内での課題が出来るようになる
・基本の野菜の切り方
　　　　（　ジュリエンヌ・）

【授業単元】　イタリア料理について① 　【評価について】

【授業形態】調理実習
　　定期試験の評価はコンテストの取り組み及び内容を基準とする。
　　点数としてはコンテストを除く毎授業の小テストの総計を40点
　　コンテストの取り組みと内容を60点とし、計100点として算出。

【到達目標】

発酵の見極めと生地の伸ばし方が出来るようになる。

　【特記事項】

【到達目標】

【授業単元】　素材の旨味の活かし方と酸味のバランスについて。 【授業単元】　骨付き鶏腿肉のさばき方と煮込み方について

【授業形態】調理実習 【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

魚の下処理（三枚おろし）の復習とマリネの調理法を復習する。 素材の煮込み方とソースの作り方を習得する。
バターライスを習得する。

【授業単元】　ポタージュについて 【授業単元】　定期テスト

【授業形態】調理実習

【到達目標】

魚の下処理  （三枚おろし）を習得する。
油の温度と揚げ方を習得する。

パスタの生地と伸ばし方を習得する。
パスタのゆで方・あえ方・ソースの濃度が解る。

５

【授業形態】調理実習

６

７

油の温度と揚げ方の復習。
４

【授業単元】　魚の下処理と「フリット」について 【授業単元】　イタリア料理について②

【授業形態】調理実習 【授業形態】調理実習

【授業単元】　パン粉付けと調理法（フリット）についての復習

【授業形態】調理実習 【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

出汁を使いスープを習得する。
卵の基礎料理を習得する。　　卵料理について②

水分を考慮した火の入れ方が出来るようになる。

【到達目標】

・野菜の切り方と火の入れ方酢漬けを習得する。
・卵の基礎料理を習得する。

魚の下処理（ツボヌキ）を理解する
調理法「ムニエル」を習得する。

２

【授業単元】　 西洋料理のソースについて　・　卵料理について② 【授業単元】　調理における火加減について

３

材料の形を揃えて切るようにできる。
火加減の調節とアクを取り除くことができる。

１

【授業単元】　野菜の切り方と卵料理①について。 【授業単元】　魚の下処理と調理法（ムニエル）について

【授業形態】調理実習 【授業形態】調理実習

【授業単元】　材料の切り方と火加減とアクについて

【授業形態】調理実習 【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

　【到達目標】　

学んだ基礎知識・技術を活用した調理の技術ができるようになる。

　【授業外における学習】

授　業　概　要 授　業　概　要

調理実習 (　第5章　） 専門用語が頻繁に出てくるので、復習し覚えることが望ましい。
技術は復習の繰り返しであるので自主練習などをし身につけることが望ましい。

　【授業の学習内容と心構え】　（実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する）

調理師として長きに渡りレストラン、ホテルと料理長を歴任後教員となる。
現場ではフランス料理を学び、調理師としてのやりがいや楽しさなど専門的な基礎技術を習得する授業を行う。また海外での経験を生かし幅広く授業を行う。
専門職とはなにかを考えながら食の大切さなど受講してほしい。
授業は実習になるため出きるだけ遅刻・欠席はせずに、主体性を持ち授業に取り組んでほしい。

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 1 飯田　修一
調理応用実習Ⅰ

Training for Application of Culinary Ⅰ 授業
形態

実技
総時間
（単位）

６０時間
（２）

担当教員

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

【授業単元】　調理の衛生面、庖丁の切り方ついて。

・西洋料理の基本的な野菜の切り方を復習し、精度をあげる。
　　ルールについて
　

【到達目標】

【授業形態】調理実習

【授業単元】　調理法（焼く）と、フライパンと火の扱いかたについて

フライパンにて食材を焼けるようになる。
卵の基礎料理を習得する。　　卵料理について③
　

【到達目標】

【到達目標】


