
Training for Applicatuin of CulinaryⅡ

開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 月曜日　　１・２・３時限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

　　チームで協力し合い料理を作成・サービスする事が出来る。 野菜の切りかた　（人参１本）
　　　シャトー（５ｃｍ×４本）
　　　ジュリエンヌ
　　　ペイザンヌ

【授業単元】　魚の下処理と切り方について 　【評価について】

【授業形態】調理実習
　　定期試験の評価はテスト内容を基準とする。
　　点数としては定期テストを除く毎授業の小テストの総計を40点
　　定期テスト内容を60点とし、計100点として算出。
　　評価は学則規定に準ずる。

【到達目標】

　　　西洋料理の卵黄とバターを乳化させたソースを学ぶ。
　　　魚の切り方について学ぶ。

　【特記事項】

【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

【授業単元】　チームにての共同作業効率 【授業単元】　調理法「ロースト」について

【授業形態】調理実習・サービス 【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

　　チームで協力し合い料理を作成・サービスする事が出来る。 　　塊肉のローストの焼き方を習得する。
　　定期テスト練習
　
　

【授業単元】　チームにての共同作業効率 【授業単元】　定期テスト

【授業形態】調理実習・サービス

【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

　　鶏肉の部位と包丁の使い方が出来る。 　　　ベシャメルソースを用いオーブンで焼いた料理
　　　基本のソースを学ぶ。
　

【到達目標】

　　イタリア料理の基本の煮込みについて 　　　西洋料理における煮込み「Fricassé」料理を学ぶ。
４

【授業単元】　鶏肉の下処理について「さばき方」 【授業単元】　西洋料理「　グラチネの調理法　」について

５

　　澄んだスープ（コンソメ）について学ぶ

【授業単元】　西洋料理「　煮込み　」について 【授業単元】　西洋料理「　煮込み　」について

【授業形態】調理実習 【授業形態】調理実習

【授業単元】　フォンの「復習」と鶏肉の加工について

【授業形態】調理実習 【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

【授業形態】調理実習

【到達目標】 【到達目標】

・時間内に作業し、仕上げる事が出来る。
　パスタの生地とソース

　　基本のフォンについて復習
　　 （三枚おろし）を習得する。

【到達目標】

海外の料理をもとに日本で変化した洋食を理解する。
バターライス。（米の炊き方の復習）

　　丸鶏の焼き方を理解する。

【授業単元】　小麦粉の扱いかたと用途 【授業単元】　魚の下処理 の仕方

飯田　修一

調理応用実習Ⅱ・調理基礎実習Ⅰ
授業
形態

実技
総時間
（単位）

120時間
（4）

担当教員科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 1

　【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。

１

２

３

　【到達目標】　

食材を理解すると共に、調理基本技術を身に付け、基本料理を作成することができる。
加えてチームで努力して学内レストランを運営でき、テーブルセッティングとサービスができる。

　【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。

【授業単元】　西洋料理の「洋食」について 【授業単元】　調理法「ロースト」について

【授業形態】調理実習 【授業形態】調理実習

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

【到達目標】

【授業形態】調理実習

【授業単元】　魚の下処理と「揚げる」について

　　マリネ液について理解する。
　　肉の成形と揚げ焼きが出来るようになる

【到達目標】

【授業形態】調理実習

６

７



開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 調理師科・製菓調理師科 曜日・時間 火曜　1限　

　【使用教科書・教材・参考書】　


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）

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】　

食育における調理師の役割を理解し、、調理師の労働衛生にも焦点を当て、労働環境について考える。

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Ⅱ（食生活と健康）
Public Health　Ⅱ

必修
選択

必修 年次 1年

公害についても例を挙げて述べることができ、その対策方法についても具体的に説明することができる。

　【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４章～第６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

１

【授業単元】シラバスの確認、食育①

９

【授業単元】環境条件

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【到達目標】

食育の定義と意義について説明できるようにする 人間を取り巻く環境条件を把握し、それぞれの問題点、改善点に

【到達目標】

食育についての正しい知識を提供できる 水質汚濁、騒音、振動、悪臭について具体的に説明できる

ついて説明できる

【授業形態】講義

作業環境と健康、作業条件と健康の関係について理解し、労働 環境問題とその取り組みについて理解し、その対策方法を具体的

基準法の内容についても説明できる に説明できる

２

【授業単元】食育②

１０

【授業単元】環境汚染とその対策①

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【到達目標】

食育基本法を理解し、調理師にできることは何か考える わが国の公害の歴史を学び、大気汚染（空気汚染）について説明

できる

３

【授業単元】食育における調理師の役割①

１１

【授業単元】環境汚染とその対策②

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】

【授業形態】テスト

５

【授業単元】労働と健康①

１３

【授業単元】環境汚染とその対策④

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【到達目標】

４
【到達目標】 【到達目標】

食育について様々な場所での実践を説明できる 悪臭による苦情の実例を媒体を使って発表する

【授業単元】食育における調理師の役割②

１２

【授業単元】環境汚染とその対策③

【授業形態】講義

６

【授業単元】労働と健康②

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】

主な職業病とその職種について区分でき、労働災害についても 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

　【特記事項】

８

【授業単元】生活環境 　【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】

生活環境の衛生、環境因子が生活や健康に与える影響について

関連付けて考える

７
【到達目標】 【到達目標】

職場環境の現状と調理施設について説明できる 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

【授業単元】調理師の職場環境

１５

【授業単元】定期試験

【授業形態】講義



Ｔｈｅｏｒｙ　ｆｏｒ　Ｃｕｌｉｎａｒｙ　Ⅱ

開講区分 後期　

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 火曜日　3限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

魚介類の成分と熟成・加熱などによる変化について理解出来る。
小テスト・解説

後期期末試験で合格点をとる。

８

【授業単元】動物食品の食肉類　中間テスト 　【評価について】

【授業形態】　講義・演習 講義・演習全体を１００点満点とし、定期テストを６０点、小テスト・中テスト合計を
４０点の配点とし、両者の合計点でA〜Fの６段階で評価する。（小テストに14回
のレシピ作成も含む）
・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】

食肉類の成分と熟成・加熱などによる変化について理解出来る。
中間テストで前半の理解を確認する。

　【特記事項】

７

【授業単元】動物食品の魚介類

１５

【授業単元】後期期末試験

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】テスト

【到達目標】 【到達目標】

６

【授業単元】植物性食品の果実類・きのこ類・藻類

１４

【授業単元】ゲル状食品

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

果実類・きのこ類・藻類の調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

寒天・ゼラチンなどの調理特性について理解出来る。
課題「鶏卵・ゲル化食材」のレシピ作成

５

【授業単元】植物性食品の野菜類

１３

【授業単元】調味料（食酢・みそ・しょうゆ）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

野菜類の調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

調味料の種類と調理機能について理解出来る。
小テスト・解説

４

【授業単元】　植物性食品の豆類と種実類

１２

【授業単元】油脂類・調味料（食塩）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

豆類・種実類の調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

油脂類・調味料の種類と調理機能について理解出来る。
小テスト・解説

３

【授業単元】植物性食品のいもおよびでんぷん類と砂糖

１１

【授業単元】動物食品の乳類

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

いも・でんぷん・砂糖の種類と調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

牛乳・乳製品の調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

２

【授業単元】植物性食品の小麦粉・そば

１０

【授業単元】動物食品の鶏卵　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】

小麦粉・そばの調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

鶏卵の調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

１

【授業単元】植物性食品の穀類の米

９

【授業単元】動物食品の鶏卵　⓵

【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
うるち米・もち米・米粉の調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

鶏卵の調理特性について理解出来る。
小テスト・解説

　【到達目標】　

食品別に、主な調理特性に関連づけて調理の留意点を説明することが出来る。
食品素材の調理による変化の原理・要点について調理科学的に説明が出来る。

　【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 予習・復習を習慣化し、学んだことを家庭で実践する。

植松節子

調理理論Ⅱ
授業
形態

講義・演習
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

　【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、管理栄養士養成大学で、大量調理基礎実習の教科を担当している。この授業の内容は、給食施設の対象者における栄養・食事管理につていて一連の流
れを講義・演習・実習を行っている。本授業の調理理論Ⅱでは、食品をおいしく安全な料理にするまでの調理工程について伝える。また、調理理論Ⅰで学んだ
「おいしさを構成する要因」で学んだ知識を基盤とし、本授業では、食品別、調理操作別に基本的な調理特性を理解する。最後に、調理学的な理論を活かしたレ
シピ作成の課題に取り組む。



Nutrition 30時間 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 （１） 曜日・時間 木曜日　　３時限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

　ついても説明できる。

担当教員 成島

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）

科目名
（英）

食品栄養学Ⅰ
必修
選択

必修 年次 1年

過去に出題された問題を中心に実際に解きながら、調理師試験の問題内容の理解を深める。

　【授業外における学習】

新調理師養成教育全書「食品と栄養の特性」 自分の食生活を見直し、日頃から食事について興味を持つ。

問題を解いて復習をし、確実に知識を定着させる。

集団給食施設において管理栄養士として豊富な栄養指導経験のある教員が、「栄養学」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、

栄養学の重要性・必要性を身近に感じられる授業を展開していく。

美味しい食事を通じて、健康の保持・増進を担う調理師をめざす。

　【到達目標】　

調理師、パティシエに必要な食品と栄養に関わり、食品の摂取を修得する。

健康な食生活を送るための栄養学の基礎知識を学ぶ。

授　業　概　要 授　業　概　要

１

【授業単元】　栄養と健康

９

【授業単元】　栄養素の消化

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

　炭水化物の特徴と種類について説明できる。 　栄養素の吸収経路を示すことができる。

　三大栄養素の代謝について説明できる。

　体内で利用される栄養素について学び、食品の種類、 　消化器官の構造と働き、消化について説明できる。

　成分について説明できる。

【授業単元】　炭水化物

１０

【授業単元】　栄養素の吸収・代謝

【授業形態】　講義

４

【授業単元】　たんぱく質

１２

【授業単元】　日本人の食事摂取基準

【授業形態】　講義

３

【授業単元】　脂質

１１

【授業単元】　エネルギー代謝

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

２

【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

　たんぱく質の特徴と種類について説明できる。 　食事摂取基準とは何か、その指標についても説明できる。

　

　脂質の特徴と種類について説明できる。 　エネルギー代謝とは何か、エネルギー摂取量とエネルギー

　消費量について説明できる。

６

【授業単元】　ミネラル

１４

【授業単元】　後期の振り返り

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】

５

【授業単元】　ビタミン

１３

【授業単元】　食品の選択

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

　ビタミンの特徴と種類について説明できる。 　食品標準成分表の使い方、内容について説明できる。

【到達目標】

　ミネラルの特徴と種類について説明できる。 　定期試験に向けて、知識を定着させる。

　

　食事バランスガイドにて、自分の食生活について確認

　する。

　評価する。評価は、学則規定に準ずる。

　・栄養管理）を説明できる。

　【特記事項】

　自分の課題を把握する。

８

【授業単元】　食品の摂取 　【評価について】

【授業形態】　講義 　評価は、筆記試験で行う。栄養学の専門的な知識の定着度を確認する。

【到達目標】 　筆記試験は、小テスト（４０点）と定期試験（６０点）の合計１００点満点で

　食品の摂取について3つの枠組み（生理的・心理的

７

【授業単元】　その他の成分

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】

【到達目標】 【到達目標】

　人体の中の水分についての役割を学び、その他の成分に 　間違えた問題を洗い出し、課題を見つけ出す。



Ｔｒａｉｎｉｎｇ　for ＣｏｎｆｅｃｔｉｏｎｓⅠ

開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 水曜日　１・２・３限

　【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）

レストラン・パティスリーにてパテシエとして経験を積み、ショコラティエ修行の為渡仏、長く有名レストランにてシェフパテシエ活躍してきた教員が、習得した洋菓子の知識・技術を基
に洋菓子のアレンジレシピを考案し、協働できる人材を養成する為に基本の復習と応用、より高度な製造技術、より複雑な工程を要するレシピを習得する授業を行う。どんな高度な
技術もすべては基礎の組み合わせ、「一度習ったこと覚えたこと」でも反復しなくてはすぐにわすれてしまう。学んだ基本技術を復習し向上を目指し受講してほしい。その授業だけで
しか学べない知識・技術があり、週をまたいだ製造工程を必要とすることもあるため、遅刻欠席は出来るだけせず、予習復習をしっかりして授業に臨んでほしい。

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 １年 鶴岡　正人

製菓基礎実習Ⅰ
授業
形態

実習
総時間
（単位）

90時間
（3）

担当教員

　【到達目標】　

調理師として必要な製菓の基礎知識・基礎技術を深める。　７つの基本行動を身に付ける

　【授業外における学習】

授　業　概　要 授　業　概　要

プリント資料 食べ物の好き嫌いをなるべく克服して　色々な食材　素材に触れ　食べてみて
旬を感じ味覚の幅を広げ　食のプロになる為の感覚を磨いて欲しい

１

【授業単元】基本の焼き菓子　ドゥミセック

９

【授業単元】洋生菓子

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】計量　実習室の基本的な使い方を学ぶ 【到達目標】フォンサージュ復習　空焼きを学ぶ

実習　キャトルカール　　　シュガーバッター法を理解する 実習　クラフティーリムーザン

２

【授業単元】基本の焼き菓子　ドゥミセック　フールセック

１０

【授業単元】洋生菓子

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】オーブンの使い方を　学ぶ 【到達目標】パータシューを学ぶ　クレームパテシェール復習

実習　マドレーヌ　ディヤマン 実習　パリブレスト

３

【授業単元】基本の焼き菓子　ドゥミセック　フールセック

１１

【授業単元】氷菓　デザート　フールセック

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】絞り袋の使い方を学び　オーブンの使い方の復習 【到達目標】氷菓の仕組み　ジュレ　　フルーツ煮を学ぶ

実習　フィナンシェ　サブレアラポシュ 実習　ソルベ　ジュレ　コンポート　ラングドシャ

４

【授業単元】洋生菓子

１２

【授業単元】焼き菓子

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】共立て法を学ぶ　生クリームの扱い方を理解する 【到達目標】　チョコレートの扱い方　ソースアングレーズを理解する

実習　フルーツのロールケーキ 実習　ガトーショコラ　ソースアングレーズ

５

【授業単元】洋生菓子

１３

【授業単元】氷菓　デザート

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】別立て法を学び　クレームパテシェールを学ぶ
【到達目標】クレープの作り方を理解し　アイスクリームの製法を学
ぶ

オムレットフレーズ 実習　クレープシュゼット　　クレームパテシェール復習　ジェノワー
ズカフェ

【授業形態】演習

【到達目標】フォンサージュを習得　クレームダマンドを学ぶ 【到達目標】絞り　ローズ　シェル

６

【授業単元】洋生菓子

１４

【授業単元】洋生菓子

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標）メレンゲの製法を学び　タルト生地の仕込みをする 【到達目標】ナッペ　絞りを習得する

実習　ダックワーズ　パートシュクレ 実習　ガトーモカ　絞りの練習

毎授業時のデモンストレーションから様々な動きや加減をメモ取り　質問し　班
の中でコミュニュケーションを取り確認しながら　実習をする

実習　タルトフリュイ　クレームパテシェール復習　ジェノワーズ５号
復習

８

【授業単元】洋生菓子 　【評価について】

【授業形態】演習 評価は実技試験で行う　授業内で確認した　専門的な知識・技術の理解、定着
度を確認する。　実技試験は、小テスト４０点（筆記２点出来上がり採点１点）１４
回のみ出来上がり採点１点のみ　　定期試験６０点の合計１００点満点で評価す
る。　評価は学則規定に準ずる。

【到達目標】　チーズケーキの製法を学び　湯煎焼きを学ぶ

実習　ガトーフロマージュ　パートフォンセ

　【特記事項】

７

【授業単元】洋生菓子

１５

【授業単元】定期試験

【授業形態】演習



Collaboration Training

開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 曜日・時間 木曜日　４・５限

　【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）

レストラン・パティスリーにてパテシエとして経験を積み、ショコラティエ修行の為渡仏、長く有名レストランにてシェフパテシエ活躍してきた教員が、習得した洋菓子の知識・技術を基
に洋菓子のアレンジレシピを考案し、協働できる人材を養成する為に基本の復習と応用、より高度な製造技術、より複雑な工程を要するレシピを習得する授業を行う。どんな高度な
技術もすべては基礎の組み合わせ、「一度習ったこと覚えたこと」でも反復しなくてはすぐにわすれてしまう。学んだ基本技術を復習し向上を目指し受講してほしい。その授業だけで
しか学べない知識・技術があり、週をまたいだ製造工程を必要とすることもあるため、遅刻欠席は出来るだけせず、予習復習をしっかりして授業に臨んでほしい。

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 １年 鶴岡　正人

コラボレーション実習
授業
形態

実習
総時間
（単位）

６０時間
（２）

担当教員

　【到達目標】　

調理師として必要な製菓の基礎知識・基礎技術を深める。　７つの基本行動を身に付ける

　【授業外における学習】

授　業　概　要 授　業　概　要

プリント資料 食べ物の好き嫌いをなるべく克服して　色々な食材　素材に触れ　食べてみて
旬を感じ味覚の幅を広げ　食のプロになる為の感覚を磨いて欲しい

１

【授業単元】基本の焼き菓子　ドゥミセック

９

【授業単元】洋生菓子

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】計量　実習室の基本的な使い方を学ぶ 【到達目標】フォンサージュ復習　空焼きを学ぶ

実習　キャトルカール　　　シュガーバッター法を理解する 実習　クラフティーリムーザン

２

【授業単元】基本の焼き菓子　ドゥミセック　フールセック

１０

【授業単元】洋生菓子

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】オーブンの使い方を　学ぶ 【到達目標】パータシューを学ぶ　クレームパテシェール復習

実習　マドレーヌ　ディヤマン 実習　パリブレスト

３

【授業単元】基本の焼き菓子　ドゥミセック　フールセック

１１

【授業単元】氷菓　デザート　フールセック

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】絞り袋の使い方を学び　オーブンの使い方の復習 【到達目標】氷菓の仕組み　ジュレ　　フルーツ煮を学ぶ

実習　フィナンシェ　サブレアラポシュ 実習　ソルベ　ジュレ　コンポート　ラングドシャ

４

【授業単元】洋生菓子

１２

【授業単元】焼き菓子

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】共立て法を学ぶ　生クリームの扱い方を理解する 【到達目標】　チョコレートの扱い方　ソースアングレーズを理解する

実習　フルーツのロールケーキ 実習　ガトーショコラ　ソースアングレーズ

５

【授業単元】洋生菓子

１３

【授業単元】氷菓　デザート

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標】別立て法を学び　クレームパテシェールを学ぶ
【到達目標】クレープの作り方を理解し　アイスクリームの製法を学
ぶ

オムレットフレーズ 実習　クレープシュゼット　　クレームパテシェール復習　ジェノワー
ズカフェ

【授業形態】演習

【到達目標】フォンサージュを習得　クレームダマンドを学ぶ 【到達目標】絞り　ローズ　シェル

６

【授業単元】洋生菓子

１４

【授業単元】洋生菓子

【授業形態】演習 【授業形態】演習

【到達目標）メレンゲの製法を学び　タルト生地の仕込みをする 【到達目標】ナッペ　絞りを習得する

実習　ダックワーズ　パートシュクレ 実習　ガトーモカ　絞りの練習

毎授業時のデモンストレーションから様々な動きや加減をメモ取り　質問し　班
の中でコミュニュケーションを取り確認しながら　実習をする

実習　タルトフリュイ　クレームパテシェール復習　ジェノワーズ５号
復習

８

【授業単元】洋生菓子 　【評価について】

【授業形態】演習 評価は実技試験で行う　授業内で確認した　専門的な知識・技術の理解、定着
度を確認する。　実技試験は、小テスト４０点（筆記２点出来上がり採点１点）１４
回のみ出来上がり採点１点のみ　　定期試験６０点の合計１００点満点で評価す
る。　評価は学則規定に準ずる。

【到達目標】　チーズケーキの製法を学び　湯煎焼きを学ぶ

実習　ガトーフロマージュ　パートフォンセ

　【特記事項】

７

【授業単元】洋生菓子

１５

【授業単元】定期試験

【授業形態】演習



フードリスクマネジメント論Ⅱ

30 開講区分 後期
学科・ｺｰｽ 製菓調理師科 1 曜日・時間 　　曜日　　　時限

回 回

毎授業においてノートをとること。

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】　飲食による健康危害 　【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】

寄生虫による食中毒の
特徴を知り、予防することができる。

　【特記事項】

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】

6

【授業単元】　飲食による健康危害

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】

化学性食中毒、ヒスタミンによる食中毒の
特徴を知り、予防することができる。

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。

5

【授業単元】　飲食による健康危害

13

【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】

自然毒食中毒　(植物性食中毒)の
特徴を知り、予防することができる。

復習、定期試験対策。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。

4

【授業単元】　飲食による健康危害

12

【授業単元】　その他の健康被害

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

自然毒食中毒　(動物性食中毒　Ⅱ)の
特徴を知り、予防することができる。

ＢＳＥ、鳥インフルエンザ、農薬および動物用医薬
品と食の関係が解釈できる。

3

【授業単元】　飲食による健康危害

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】

自然毒食中毒　(動物性食中毒　Ⅰ)の
特徴を知り、予防することができる。

アレルギー物質の表示の注意点を知り、予防する
ことができる。

2

【授業単元】　飲食による健康危害

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】

ウイルス性食中毒の特徴を知り、予防することがで
きる。

食物アレルギーの特徴を知り、予防することができ
る。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　細菌性食中毒の予防３原則

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】

食品衛生とは何か調理従事者としての責務を再確
認。
細菌性食中毒の予防３原則を解釈し、食生活に役
立てることができる。

経口感染症と食中毒の特徴を知り、
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、短大、専門学校においての教育経験も豊富である教員が、食品衛生の基本的
事項から応用まで、調理現場での「食品衛生」の知識の必要性と活用の仕方などの授業を行う。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。

　【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。

・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。

　【使用教科書・教材・参考書】　
 　【授業外における学習】

　【授業の学習内容と心構え】

科目名
（英）

必修
選択 必修 年次 1 担当教員 深澤　恵

Food　hygiene
授業
形態 講義

総時間
（単位）



Professional careers seminarⅡ

開講区分 木曜日

学科・ｺｰｽ 製菓調理師科１年 曜日・時間 １限

　【使用教科書・教材・参考書】　


回 回

　【特記事項】

これまでの学習を理解出来ているかを問う筆記試験を実施します。

【授業単元】履歴書の書き方③ 　【評価について】

【授業形態】講義 評価は筆記試験で行います。授業内で学習した知識が理解出来てるかを確認
します。
評価は学則規定に準じます。

【到達目標】

７ １５

自己PRを完成させ、履歴書の自己PR欄に記入出来る。

自己PRとは何か、またその書き方を理解出来る。
履歴書の自己PRを検討し、作成出来る。

８

【授業単元】履歴書の書き方② 【授業単元】定期テスト

【授業形態】講義 【授業形態】

【到達目標】 【到達目標】

【授業単元】履歴書の書き方① 【授業単元】食材理解（原価・用途）

【授業形態】講義・演習 【授業形態】講義・演習

６ １４
【到達目標】 【到達目標】

履歴書の概要と書き方の基本を理解出来る。
履歴書の履歴書の左半分の個人情報が完成できる。(下書きと清
書）

原価や食材について、より実践的な知識を得る。

【授業形態】講義･演習 【授業形態】講義・演習

【到達目標】 【到達目標】

【到達目標】 【到達目標】

就職活動の基本を理解する。 清潔感のある身だしなみを理解する。
履歴書の写真の撮り方について理解する。
（服装・メイク・髪型等）

１３
他者理解をし、自己の強みを知るきっかけを作る
自分史を作成することができる
履歴書の自己PR作成につなげる

原価や食材について、より実践的な知識を得る。

【授業形態】講義 【授業形態】講義

４ １２

【授業単元】自分史の作成 【授業単元】食材理解（原価・用途）

５

３ １１
名刺のマナーを理解出来る。
正しいマナーで名刺交換が出来る。
　※学生は就活等で名刺をもらうタイミングが多いためここで習得し
ておく

卒業生の講話を聴き、学生生活の大切さに気付くことができる
また、学生のうちにすべきことを考えることが出来る
卒業生の視点で業界を知る

【授業単元】就職活動について理解する 【授業単元】就職活動の身だしなみを理解する。

【授業単元】ビジネスマナー②名刺の受け取り方・渡し方・交換の仕
方

【授業単元】卒業生講話

【授業形態】講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【到達目標】

【授業単元】ビジネスマナー①来客応対と接茶について 【授業単元】コミュニケーションスキルアップ検定の実施

【授業形態】実習 【授業形態】講義･演習

２ １０
【到達目標】 【到達目標】

企業での来客応対について
案内の仕方と接茶について理解出来る。
演習：来客にお茶を出す

コミュニケーションスキルアップ検定の講義、検定の実施

【到達目標】 【到達目標】
１ ９

コミュニケーションの種類を理解出来る。
第一印象の重要性を理解出来る。
場が和む自己紹介が出来る。

コミュニケーションスキルアップ検定の対策

授　業　概　要 授　業　概　要

【授業単元】就職に向けたコミュニケーションの重要性を知る 【授業単元】コミュニケーションスキルアップ検定前学習

【授業形態】講義・演習 【授業形態】講義･演習

随時、必要に応じてプリントを配布します。 学習内容を日々意識することで、より職業理解を深めていくのが好ましい。

増田　哲平
キャリア教育講座 Ⅱ

授業
形態

講義･演習
総時間
（単位）

30
（１単位）

科目名
（英）

必修
選択

必修 年次 1 担当教員

　【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）

　【到達目標】　

・社会人としての知識や立ち居振る舞いなどを習得する。
・就職に向けて職業理解を深める。
・現場に向けて必要な知識や技術を習得する。

　【授業外における学習】



　　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 　総時間 　30時間  開講区分
学科・コｰス 　　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。

　　必修

　　講義
前期

 　　製菓調理師　科　 （１）


