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科目名 　食文化概論

担当者氏名 　大越　光雄

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

 食文化とは何か。それは人類の歴史の中でどのように展開し
てきたのか。またわが国の食文化の変遷をたどりながら、現代
の食生活とその問題点、また未来の食文化についても考える。
さらに、今日の食文化を彩る様々な国の料理についても学んで
いく。

＜必携＞「調理師養成教育全書　必修編第4巻　調理理論と食
         文化概論」　2018
        「調理師養成教育全書　必携問題集」

東京堂出版　食の文化を知る辞典　　岡田　哲
東京堂出版　世界の味探究辞典　　　岡田　哲

　食文化の成り立ちから、食文化の共通化と国際化、日本の食
文化史、日本料理の食文化、行事食と郷土料理、現代の食環境
とその問題点、特に食育の必要性について学び理解し説明でき
る。また、西洋料理、中国料理の料理様式と食事作法について
理解できる。

　配布された資料は教科書と同様に活用し、積極的に授業に臨
むこと。
次回の授業範囲を予習し、食文化年表や専門用語を調べ理解し
ておくこと。

　定期試験60％と平常の観察記録20％、及び提出物20％の内容
を考慮して総合的に評価し、60点以上を合格とする。

ノート確認及び小テスト、また、試験結果により、必要に応じ
てフィードバックを行う。

週 テーマ 学習内容など

1
食と文化（定義） 食文化の定義、食文化の相対性、自然環境と食文化

[準備学習]食文化とは何かについて、教科書等を参考にしながら調べておくこと

2
食と文化（多様性） 宗教と食物禁忌、食法・調理法の多様性

[準備学習]世界の3大食法がなぜできたのかを調べておくこと

3
食文化の共通化と国際化 食の伝播と変容、世界の食事情

[準備学習]農耕文化の起源地と伝播ルートについて調べておくこと

4
日本の食文化史
(縄文～平安)

縄文・弥生・古墳・飛鳥・奈良・平安時代の食生活
[準備学習]各時代の食文化のポイントを調べておくこと

5
日本の食文化史
(鎌倉～江戸)

鎌倉・室町・安土桃山・江戸時代の食生活
[準備学習]各時代の食文化のポイントを調べておくこと

6
日本の食文化史
（明治～現代）

明治・大正・昭和・現代の食生活
[準備学習]各時代の食文化のポイントを調べておくこと

7
日本料理の食文化
（歴史）

料理人の歴史と調理師制度
[準備学習]調理師制度ができた時代の背景を調べておくこと

8
日本料理の食文化
（食事作法）

日本料理の特徴、料理様式、日本料理の食事作法
[準備学習]日本の風土と食文化の特徴について、その関連をまとめておくこと

9
行事食と郷土料理
（行事食）

食文化の地域性、行事食、五節句の食事、家族の変化、少子・高齢化の到来、
[準備学習]主な行事食と行事名、期間などを調べておくこと

10
行事食と郷土料理
（地域性）

行事食と郷土料理
[準備学習]自分の生まれ育った地域の郷土料理を調べておくこと

11
現代の食環境と食の外部
化

食生活の現状、現代の食志向
[準備学習]教科書を参考に食生活の現状及び問題点を調べておくこと

12
食文化の未来 食文化の未来、食育、食文化の課題、食文化継承者としての調理師

〔準備学習〕食育啓蒙活動についての具体的な取組みについて調べておくこと

13
西洋料理の食文化 西洋料理の特徴、料理様式、調理技術、食事作法

[準備学習]それぞれの国や地域の料理の特徴や食事作法について調べておくこと

14
中国料理の食文化 中国料理の特徴、料理様式、調理技術、食事作法

[準備学習]地域の料理の特徴や食事作法について調べておくこと

15
その他の国の食文化と
まとめ

アジア、中東、中南米の料理の特徴
[準備学習]それぞれの国や地域の料理の特徴や食事作法について調べておくこと
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科目名 　基本調理実習（日本料理）

担当者氏名 　大　雅世、成田　義春、畑野　浩

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

調理師としての基本である衛生観念（手洗い、清掃方法）や服
装を正して授業に臨むなどの基本的な心得、並びに日本料理の
特徴と基本技術を学ぶ。

＜必携＞「調理師養成教育全書　必修編第5巻調理実習」
　　　　「調理師養成教育全書　必携問題集」

＜必携＞「調理師養成教育全書　必修編第4巻　調理理論と食
文化概論

包丁研ぎや桂剥き、基本的な切り方、出汁のとり方ができる。
また、調理法としては焼く、煮る、揚げるなどの基本操作が実
践できます。使用する器具の取扱いや火気操作が実践できま
す。 授業前には、必ず包丁の手入れをしておくこと。

毎回授業後には、実習内容をノートにまとめるとともに調理技
術の復習もしておくこと。

実技試験50％、実習ノート提出40％、観察記録10％、により総
合的に評価し、60点以上を合格とする。

必要に応じて技術の習熟度を確認し、不十分な部分をフィード
バックすることで理解を深め、技術に結び付ける。

週 テーマ 学習内容など

1
日本料理の基礎①
心構え（大）

調理の心構え　箸の使い方とマナー　和包丁の種類と包丁の扱い方
[準備学習]調理師養成教育全書 必須編第５巻 Ｐ2～Ｐ14を読んでおくこと

2
日本料理の基礎②
包丁（大）

和包丁の研ぎ方
[準備学習]調理師養成教育全書 必須編第５巻 Ｐ15～Ｐ18を読んでおくこと

3
日本料理の基本①
切り方（大）

食材の切り方Ⅰ　計量
[準備学習]包丁の手入れをしておくこと

4
日本料理の基本②
炊き方（大）

ごはんの炊き方　出汁のとり方　土鍋の使い方
[準備学習]調理師養成教育全書 必須編第５巻 Ｐ43～Ｐ45を読んでおくこと

5
日本料理の基本③
切り方（大）

味付きご飯について　食材の切り方Ⅱ
[授業時間外学習]食材の切り方を確認しておくこと

6
日本料理の基本④
魚介（大）

魚介類の扱いについて
[準備学習]出刃包丁の手入れをしておくこと

7
日本料理の基本⑤
おろし方（大）

魚のおろし方、包丁の使い方
[準備学習]教科書P22～P23を読んでおくこと

8
日本料理の基本⑥
卵（大）

卵の扱いについて
[授業時間外学習]卵の扱いについて確認しておくこと

9
日本料理の基本⑦
肉（大）

肉の扱いについて
[授業時間外学習]肉の扱いについて確認しておくこと

10
日本料理の基本⑧
寒天・ゼラチン（大）

寒天・ゼラチンの扱いについて
[授業時間外学習]寒天・ゼラチンの扱いについて確認しておくこと

11
日本料理の基本⑨
季節の料理（大）

季節の料理
[準備学習]季節の食材について調べておくこと

12
焼き物の調理（成田） 焼き物の種類と調理

[準備学習]教科書P53～P56を熟読し理解を深めておくこと

13
煮物の調理（畑野） 煮物の種類と調理

[準備学習]教科書P56～P58を熟読し理解を深めておくこと

14
揚げ物の調理（畑野） 油の使い方と調理

[準備学習]教科書P58～P60を熟読し理解を深めておくこと

15
基本知識と技術確認
（大）

基本知識と技術の試験
[準備学習]これまでの内容を振り返り、庖丁の手入れをしておくこと



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　基本調理実習（西洋料理）

担当者氏名 　田中　辰也、新井　勝則

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

調理師として必要な衛生観念や正しい服装と身だしなみなど、
調理実習の基本的な心得について理解を深め、各料理分野別の
特徴と基本技術及び知識を身に付ける。

「調理師養成教育全書　必修編第5巻　調理実習」2015
全国調理師養成施設協会編　オールフォト食材図鑑

調理場1年生からのミザンプラス講座　柴田書店　ドミニク・
コルビ著

洋包丁の扱い方を説明できる。基本的な切り方を実践できる。

調理実習ノートを作成し授業内容をまとめ復習すること。また
次回の授業内容について専門用語や調理法、食材等について調
べておくこと。

前期終了後に実技試験60％、実習ノート提出30％、観察記録
10％によって総合的に評価し、60点以上を合格とする。

衛生面を心がけ清潔な実習着を着用すること。
調理作業中に洋包丁の基本的技術を確認し、到達度合いについ
てフィードバックを行うので、各自練習すること。

週 テーマ 学習内容など

1
西洋料理の基礎（田中） 調理の心構え、実習室使用方法について

[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP114～P118を読んでおくこと

2
包丁研ぎ（新井） 洋包丁の研ぎ方

[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP118～P120を読んでおくこと

3
西洋料理の基本 包丁の持
ち方（田中）

イタリア料理の切り方の基本Ⅰ
[準備学習]牛刀を研いでおくこと

4
西洋料理の基本　シャ
トー（新井）

フランス料理の切り方の基本Ⅰ
[準備学習]ペティナイフを研いでおくこと

5
西洋料理の基本　ジュリ
エーヌ（田中）

イタリア料理の切り方の基本Ⅱ
[準備学習]ペティナイフ・牛刀を研いでおくこと

6
西洋料理の基本　アッ
シェ（新井）

フランス料理の切り方の基本Ⅱ
[準備学習]ペティナイフ・牛刀を研いでおくこと

7
西洋料理の基本　生地
（田中）

小麦粉の特徴について

8
西洋料理の基本　加熱
（田中）

トマトソースの作り方
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP162～P163を読んでおくこと

9
西洋料理の基本　裏ごし
（新井）

フォンのとり方、スープ等
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP132～P133を読んでおくこと

10
西洋料理の調理技術　加
工食品の扱い（田中）

アンティパストについて
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP164～P165を読んでおくこと

11
西洋料理の調理技術　ﾄﾞ
ﾚｯｼﾝｸﾞ（新井）

乳化の方法
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP137を読んでおくこと

12
西洋料理の調理技術　ド
ルチェ（田中）

砂糖の特徴について

13
西洋料理の調理技術　手
打ちパスタ（田中）

プリモピアットについて
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP165～P167を読んでおくこと

14
西洋料理の調理技術　ベ
シャメル（新井）

ルーについて
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP134を読んでおくこと

15
西洋料理の基本知識と技
術の確認（田中）

基本知識と技術の試験
[準備学習]実習ノートをまとめ、調理技術を確認しておくこと
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科目名 　基本調理実習（中国料理）

担当者氏名 　大越　光雄、藤村　政二

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

　調理師としての基本である衛生観念（手洗い、清掃方法）や
服装を正して授業に臨むなどの基本的な心得、並びに中国料理
の特徴と基本技術を学ぶ。

＜必携＞「調理師養成教育全書必修編第5巻　調理実習」2018
　　　　「調理師養成教育全書　必携問題集」2018

＜必携＞「調理師養成教育全書　必修編第4巻　調理理論と
         食文化概論」2018

　包丁研ぎや絲、片、末などの基本的な切り方や湯（スープ）
のとり方ができる。また、炒菜の基本料理が作れ、それらに使
用する器具の取扱いや火気操作ができる。

授業前には、必ず包丁の手入れをしておくこと。
毎授業後には、実習内容をノートにまとめるとともに調理技術
の復習もしておくこと。

　実技試験50％、観察記録10％、実習ノート40％等によって総
合的に評価し、60点以上を合格とする。

実習ノートの確認及び授業内容に示された調理操作の習熟度
合、また技術試験の結果により、必要に応じてフィードバック
を行う。

週 テーマ 学習内容など

1
調理実習を始めるにあ
たって（大越）

調理師としての心構え（衛生面・安全性）、清掃の仕方、実習ノートの書き方
[準備学習]教科書Ｐ2～6を熟読し理解しておくこと

2
器具の扱い方（大越） 調理器具の扱い方・手入れの仕方、包丁の扱い方・研ぎ方

[準備学習]教科書Ｐ182～183を熟読し理解しておくこと

3
調理法の特徴、使用器具
（大越）

調理法、使用器具の名称・扱い方、食材・調味料の種類
〔準備学習〕教科書を参考に調理法や器具名を予習しておくこと

4
基本的な切り方（姿勢）
（大越）

基本的な食材の切り方Ⅰ（姿勢、切り方の名称）
[準備学習]教科書Ｐ176～181を熟読し理解しておくこと

5
鍋の扱い方（磨き方、手
入れ）（大越）

鍋の磨き方・手入れの仕方・鍋の操作Ⅰ
[準備学習]教科書Ｐ181～182を熟読し理解しておくこと

6
基本的な切り方
（片、絲）（大越）

基本的な食材の切り方Ⅱ（姿勢、切り方の名称）
〔準備学習〕中国語での文字と意味について理解しておくこと

7
鍋の扱い方
（操作）（大越）

鍋の磨き方・手入れの仕方、鍋の操作Ⅱ
[準備学習〕これまでの調理技術を復習しておくこと

8
基本的な切り方
（未、塊）（大越）

切り方（姿勢・庖丁操作）の確認
[準備学習〕教科書を参考に庖丁の持ち方、姿勢を理解しておくこと

9
湯（スープ）について
（大越）

湯(スープ）に使用する食材の扱い方・湯のとり方
[準備学習]教科書Ｐ192～195を熟読し理解しておくこと

10
前菜の調理（大越） 前菜の種類と調理例、調味料の説明

[準備学習]教科書教科書Ｐ180～181、199～200を熟読し理解しておくこと

11
炒菜の調理
（野菜）（大越）

炒菜(野菜)の種類と調理
[準備学習]教科書Ｐ200を熟読し理解しておくこと

12
炒菜の調理
（卵）（藤村）

炒菜(卵)の種類と調理
[準備学習〕鍋の持ち方、振り方等を復習しておくこと

13
炒菜の調理
（肉）（大越）

炒菜(炒飯)の種類と調理
[準備学習]鍋の振り方、中華お玉の用い方を練習しておくこと

14
麺の調理（大越） 麺（涼麺）の種類と調理

[準備学習〕教科書を参考に生麺の茹で方について理解しておくこと

15
基本知識と技術のまとめ
（大越）

基本知識と技術の試験
〔準備学習〕これまでの調理技術を復習しておくこと



《専門科目》

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　高度調理実習（日本料理・中国料理）

担当者氏名 　大越　光雄、大　雅世、成田　義春、藤村　政二、畑野　浩、鏑木　富男

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

　日本、中国の料理分野別に、食材の扱い方や調理・調味法、
及び調理工程などについての専門的な技術と知識を学び、説明
できる。

＜必携＞「調理師養成教育全書　必修編第5巻調理実習」2018

　　　　「調理師養成教育全書　必携問題集」2018

＜必携＞「調理師養成教育全書　必修編第4巻　調理理論と食
文化概論」2018

　日本、中国の料理分野別に、料理に合った火加減、油温の調
節、鍋操作ができるようになる。また調理法や食材・調味料な
どの専門用語を理解し、説明できる。

授業前には、必ず包丁の手入れをしておくこと。
毎授業後には、実習内容をノートにまとめるとともに調理技術
の復習もしておくこと。

実技試験50％、観察記録10％、実習ノート40％等により総合的
に評価し、60点以上を合格とする。

　実習ノートの確認及び授業内容に示された調理操作の習熟度
合、また技術試験の結果により、必要に応じてフィードバック
を行う。

週 テーマ 学習内容など

1
日本料理　煮物（大） 季節の炊き合わせ、調味料の法則

[準備学習]教科書Ｐ56を熟読し理解しておくこと

2
日本料理　椀盛（大） 煮物椀の作り方、調理の決まりごと

[準備学習]椀種、椀づま、吸い口などの種類を調べておくこと

3
中国料理　炒め料理（鶏
肉）（大越）

鶏肉の炒菜
〔準備学習〕鶏肉の部位と特徴を調べておくこと

4
中国料理　炒め料理（豚
肉）（大越）

豚肉の炒菜
[準備学習]鍋の振り方、火力の調節などを練習しておくこと

5
日本料理　応用技術（揚
げ物）（鏑木）

揚げ物（温度の使い分け方）
[準備学習]教科書Ｐ58～59を熟読し、油温の見方を理解しておくこと

6
日本料理　強肴（大） 焼き物、蒸し物（火力の使い方、合わせ方）

[準備学習]サラマンダー（焼き物機器）のとり扱い方を調べておくこと

7
中国料理　揚げ物料理
（大越）

炸菜（油の温度の見分け方、火力の調整の仕方）
[準備学習]教科書を参考に油の温度の見分け方を調べておくこと

8
中国料理　煮込み料理
（煨菜）（藤村）

煨菜（火力の調整、湿澱粉の使い方）
[準備学習]教科書Ｐ204～206を熟読し理解しておくこと

9
日本料理の応用技術（正
月料理）（畑野）

正月料理（基本の組み合わせ）
[準備学習]教科書Ｐ58～59を熟読し理解しておくこと

10
日本料理　御飯の歳時記
（大）

すしの分類と移り変わり、巻き寿司など
[準備学習]教科書Ｐ76～78を参考にすしの歴史などを調べておくこと

11
中国料理　煮込み料理
（乾焼）（大越）

乾焼（下味のつけ方、油通しの仕方）
[準備学習]水溶き片栗粉の使用の仕方を練習しておくこと

12
中国料理　麺料理
（大越）

焼麺（麺の下処理の仕方）
[準備学習]鍋の操作について練習しておくこと

13
日本料理の応用技術（鍋
物）（成田）

鍋物の基本、割合の合わせ方
[準備学習]教科書Ｐ63～65を熟読し理解しておくこと

14
日本料理の応用技術のま
とめ（大）

これまでの授業内容を基に実技試練を行う
[準備学習]試験課題について練習しておくこと

15
中国料理の応用技術のま
とめ（大越）

これまでの授業内容を基に実技試練を行う
[準備学習]試験課題について練習しておくこと



《専門科目》

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　高度調理実習（西洋料理）

担当者氏名 　田中　辰也、新井　勝則

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

業界の求める即戦力のニーズに対応するために、高度な技術と
専門的な知識を学び、調理に対する意欲を高め、実践的な調理
技術と知識を身に付ける。

「調理師養成教育全書　必修編第5巻　調理実習」2015

全国調理師養成施設協会編　オールフォト食材図鑑

様々な調理器具の扱い方を理解し説明できる。高度な調理技術
を習得し、実践できる。

調理実習ノートに授業内容をまとめ復習すること。また次回の
授業内容について、専門用語や調理法、食材等について調べて
おくこと。

実技試験60％、実習ノート30％、観察記録10％により総合的に
評価し、60点以上を合格とする。

衛生面を心がけ清潔な実習着を着用すること。
実習中の調理器具の扱い方についてフィードバックを行うの
で、自主練習を行うこと。

週 テーマ 学習内容など

1
前菜などの調理技術　キ
ノコ類（田中）

イタリア料理の前菜
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP164～P165を読んでおくこと

2
前菜などの調理技術　魚
介類（新井）

フランス料理の前菜
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP138～P140を読んでおくこと

3
肉料理の調理技術　鶏肉
について（田中）

鶏肉の卸し方と下処理①
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP151～P152を読んでおくこと

4
肉料理の調理技術　丸鶏
のおろし方（新井）

鶏肉の卸し方と下処理②
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP152～P154を読んでおくこと

5
魚料理の調理技術　魚の
おろし方（田中）

魚介類の扱い方

6
魚料理の調理技術　魚の
下処理（新井）

魚介類の下処理
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP162～P163を読んでおくこと

7
生地の醗酵について（田
中）

イースト菌の扱い方

8
肉料理の応用調理技術
牛肉（新井）

加熱・調理法、ソースについて
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP132～P138を読んでおくこと

9
肉料理の応用調理技術
豚肉（田中）

下処理・加熱について
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP151を読んでおくこと

10
魚料理の応用調理技術
フォン（新井）

魚の調理法、ソースについて
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP143～P47を読んでおくこと

11
魚料理の応用調理技術
ブロード（田中）

甲殻類の調理法

12
プリモピアットについて
（田中）

手打ちパスタの作り方
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP138～P157を読んでおくこと

13
フランス料理のコース料
理（新井）

コース料理について
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP168～P169を読んでおくこと

14
イタリア料理のデザート
（田中）

Dolceについて
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第5巻 調理実習のP168～P169を読んでおくこと

15
調理技術修得の確認（新
井）

調理技術の試験
【準備学習】調理実習ノートをまとめ、調理技術の確認しておくこと



《専門科目》

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　総合調理実習Ⅰ

担当者氏名 　田中　辰也、大　雅世、新井　勝則

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

衛生的な調理を行うために必要な施設、設備の特徴を学び、食
の安全性を確保することができる技術を身に付ける。また、お
いしさの理論、栄養と体の関係を理解し、食文化継承の役割を
担う調理師になるための総合的な知識を学ぶ。

「調理師養成全書　必修編６　総合調理実習」
調理師養成教育全書　必携問題集2015

全国調理師養成施設協会編　オールフォト食材図鑑

集団調理に必要な施設、設備の使い方を説明できる。安全で衛
生的な献立を調理できる。

包丁を研ぎ、基本的な切り方を復習しておく。

観察記録60％、レポート40％等により総合的に評価し、60点以
上を合格とする。

常に衛生面を心がけ、積極的に実習に臨むこと。
必要に応じて理解度の確認を行いフィードバックするので、各
自復習すること。

週 テーマ 学習内容など

1
集団調理とは（田中） 集団調理を行うための注意点

2
調理施設　調理器具（田
中）

調理設備概要について
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP2～P10を読んでおくこと

3
調理施設　衛生区域（田
中）

衛生設備について
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP10～P12を読んでおくこ
と

4
調理施設　換気・吸気
（田中）

作業環境について
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP12～15を読んでおくこと

5
調理設備　洗浄（田中） 食器洗浄機器の使い方と清掃、手入れの方法

[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP24～25を読んでおくこと

6
調理設備　冷却（田中） 冷凍・冷蔵機器の使い方

[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP21～23を読んでおくこと

7
調理設備　オーブン（田
中）

加熱調理機器に使い方Ⅰ
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP19～20を読んでおくこと

8
調理設備　スチームコン
ベクション（新井）

加熱調理機器に使い方Ⅱ

9
調理設備　回転釜（大） 加熱調理機器に使い方Ⅲ

10
調理設備　フライヤー
（田中）

加熱調理機器に使い方Ⅳ

11
調理設備　スライサー
（田中）

下処理加工機器の使い方と清掃、手入れの方法
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP23を読んでおくこと

12
食卓の演出　色彩（田
中）

カラーコーディネート・料理展示について
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP120～122を確認すること

13
食卓の演出　テーブル
コーディネート（新井）

料理展示について
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP122～127を確認すること

14
集団調理実習の進め方
（田中）

献立計画
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP48を読んでおくこと

15
集団調理の振り返り（田
中）

集団調理について理解度の確認



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　総合調理実習Ⅱ

担当者氏名 　田中　辰也、大　雅世、新井　勝則

授業方法 実習 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

集団給食センターや社員食堂などで活躍するために必要な給食
業務全般を実践的に学ぶとともに、調理師に必要な安全かつ美
味しい料理を提供することの重要性を体験する。また、接客
サービスの基本的な態度や技法及び知識を身につける。

「調理師養成教育全書　必修編６　調理実習」2015

全国調理師養成施設協会編　オールフォト食材図鑑

集団調理のシステムを理解し説明できる。安全で衛生的な献立
を、決められた時間内に調理することができる。

包丁を研ぎ、切り方を復習しておく。

観察記録70％、レポート30％等により総合的に評価し、60点以
上を合格とする。

常に衛生面を心がけ、積極的に実習に臨むこと。
集団調理の理解度の確認を行いフィードバックするので、グ
ループ内で共有すること。

週 テーマ 学習内容など

1
集団調理実習の進め方
（田中）

献立計画・メニュー考案
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP48～P51を読んでおく

2
献立作成　調理1回目の主
菜・汁物（田中）

集団調理に適した献立作成

3
献立作成　調理2回目の副
菜・デザート（田中）

集団調理に適した献立を立て、提供方法を検討する

4
調理1回目の試作（田中・
新井）

計画した献立を試作を行う
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP52～54を読んでおくこと

5
調理1回目の原価計算・発
注・作業工程（田中）

計画した献立の原価計算・発注表・作業工程をまとめる
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP52～54を読んでおくこと

6
集団調理1回目　１班（田
中・大）

考案したメニューを班毎に調理（1班）
[準備学習]調理担当班毎に食卓の演出を考え快適な食事環境を整えること

7
集団調理1回目　２班（田
中・大）

考案したメニューを班毎に調理（2班）
[準備学習]調理担当班毎に食卓の演出を考え快適な食事環境を整えること

8
1回目の集団調理実習の振
り返り（田中）

提供した集団調理を振り返り改善点をまとめる
[準備学習]調理担当班毎に食卓の演出を考え快適な食事環境を整えること

9
献立作成　調理2回目の主
菜・汁物（田中）

集団調理に適した献立作成

10
献立作成　調理2回目の副
菜・デザート（田中）

集団調理に適した献立を立て、提供方法を検討する

11
調理2回目の試作（田中・
新井）

計画した献立を試作を行う
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP52～54を読んでおくこと

12
調理2回目の原価計算・発
注・作業工程（田中）

計画した献立の原価計算・発注表・作業工程をまとめる
[準備学習]調理師養成教育全書 必修編第6巻 総合調理実習のP52～54を読んでおくこと

13
集団調理2回目　１班（田
中・大・新井）

考案したメニューを班毎に調理（1班）
[準備学習]前回の調理の反省を基に改善点を話し合いまとめておくこと

14
集団調理2回目　２班（田
中・大・新井）

考案したメニューを班毎に調理（2班）
[準備学習]前回の調理の反省を基に改善点を話し合いまとめておくこと

15
2回目の集団調理実習の振
り返り（田中）

集団調理のアンケートを基に反省点等の確認



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食生活と健康Ⅰ

担当者氏名 　雨宮　一彦、アミール　喜代子、田中　辰也

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

食生活と健康は公衆衛生の基盤であり、人々が常に健康である
権利を守る活動である。具体には地域社会の全ての人々が疾病
を予防し、健康を維持し、身体的・精神的健康を増進するため
の国や地域の取り組みや方策とその意義と重要性について学習
する。

「新調理師養成教育全書　必修編　１　食生活と健康」
　　 全国調理師養成施設協会　出版　2016

新公衆衛生学　第二版　　豊川裕之　編著
健康増進科学概論　　今村裕行　沖嶋今日太 外　編著

健康についてその定義を述べることができる。
諸国の食生活と健康の取り組み方について説明できる。
調理師法について述べることができる。
経口感染症や疾病の動向について説明できる。 予習では事前に当該ページを読んでおくこと。また、最近の疾

病統計、食中毒統計などをHP等から参考にして授業に臨むこ
と。授業後に記録したノート(メモ)などは自己学習で整理し、
復習を行うこと。

定期(筆記)試験(70%)を基本とし、授業の取り組み態度など
(30%)を考慮して総合的に評価し、60点以上を合格とする。

レポート、課題等は内容を確認し、講評としてフィードバック
する。

週 テーマ 学習内容など

1
調理師と健康
(アミール)

健康とは何か
該当するテキスト(ページ2－3)を予習する

2
健康の考え方
(アミール)

わが国の健康水準（平均寿命、死亡率）
該当するテキスト(ページ3－5)を予習する

3
目指すべき健康とは
(アミール)

健康寿命、健康を増進する環境づくり
該当するテキスト(ページ5－6)を予習する

4
食と健康の関係
(アミール)

食生活が健康に果たす役割
該当するテキスト(ページ7－8)を予習する

5
食生活の役割(アミール) 食生活が健康に果たす役割・国民健康・栄養調査

該当するテキスト(ページ8－9)を予習する

6
食生活習慣について
(アミール)

健康的な食生活づくり
該当するテキスト(ページ8－9)を予習する

7
調理師の成り立ちと調理
師法(田中辰也）

調理師の成り立ち、
該当するテキスト(ページ10－13)を予習する

8
調理師の免許と技術
(田中辰也）

調理師法の概要　調理師免許　就業届制度
該当するテキスト(ページ14－18)を予習する

9
食生活における調理師の
役割(田中辰也）

おいしさと喜びを与える)料理の製作　食の安心と安全の確保
該当するテキスト(ページ19－23)を予習する

10
食生活と疾病(雨宮) 疾病の動向

該当するテキスト(ページ24)を予習する

11
疾病の動向と予防(雨宮) 疾病の予防

該当するテキスト(ページ25－26)を予習する

12
疾病予防活動の分類
(雨宮)

予防活動の変化
該当するテキスト(ページ26－29)を予習する

13
生活習慣病とは(雨宮) がん、心疾患、脳血管疾患

該当するテキスト(ページ26－29)を予習する

14
生活習慣病の国際比較(雨
宮)

日本人の死亡原因の変化生活習慣の重要性
該当するテキスト(ページ29－30)を予習する

15
生活習慣病の予防(雨宮) 生活習慣病の予防

該当するテキスト(ページ31－33)を予習する



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食生活と健康Ⅱ

担当者氏名 　アミール　喜代子、雨宮　一彦

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

  人が日常生活を送る過程で、健康づくり対策に関連する知識
や心の健康づくりは大切な分野である。また、食育を通して健
全な食生活を実践することは、健康を確保するためにも重要で
ある。精神的にも、肉体的にも、健康を保持するためには十分
に注意を払わなければならない。そのために健康づくり、その
ためのストレス対策や食育を学び取る必要がある。

 「新調理師養成教育全書　必修編　１　食生活と健康」
　　 全国調理師養成施設協会　出版　2016

新公衆衛生学　第二版　　豊川裕之　編著
健康増進科学概論　　今村裕行　沖嶋今日太 外　編著

①わが国の健康づくりの対策について述べることが出来る。
②心の健康、ストレスのしくみ、対処方法等が説明できる。
③「食育」について、その定義、意義、食生活の課題等につい
て述べることが出来る。   次回の予習及び復習を常に実施し、授業後に記録したノート

(メモ)などは的確に整理しておくこと。また、調理をする者と
して、最近の疾病統計、食中毒統計などを常に把握、参考にし
て自ら健全な心がけで授業に臨むこと。

定期 ( 筆記 ) 試験（70%）、授業への取り組み態度（30%）等
を総合評価し、60点以上を合格とする。

必要に応じて授業内でフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
第3章　健康づくり疾病予
防(雨宮)

疾病予防から健康増進へ
準備学習：該当テキスト(ページ34－37)を予習する

2
健康増進法（雨宮） 健康増進法（目的、定義、基本方針）

準備学習：該当テキスト(ページ37－41)を予習する

3
健康づくり対策（雨宮） 我が国における健康づくり対策

準備学習：該当テキスト(ページ42－44)を予習する

4
健康教育（雨宮） 健康教育

準備学習：該当するテキスト(ページ44－46)を予習する

5
食品情報(食品表示）（雨
宮）

健康に関する食品情報（食品表示制度）
準備学習：該当テキスト(ページ47－50)を予習する

6
食品情報（特別用途食
品）（雨宮）

健康に関する食品情報（健康増進法による表示）
準備学習：該当テキスト(ページ51－52)を予習する

7
食品情報(その他の表示）
（雨宮）

健康に関する食品情報（その他の表示）
準備学習：該当テキスト(ページ52－53)を予習する

8
心の健康づくり（心身相
関）(アミール）

心身相関とストレス
準備学習：該当テキスト(ページ54－56)を予習する

9
心の健康づくり(対処法）
(アミール）

ストレスへの対処法
準備学習：該当テキスト(ページ56－57)を予習する

10
心の健康づくり（自己実
現）(アミール）

心の健康と自己実現
準備学習：該当テキスト(ページ58-59)を予習する

11
第4章調理師と食育
食育とは(アミール）

食育の定義、意義
準備学習：該当テキスト(ページ60－61)を予習する

12
食育とは（食育基本法）
(アミール）

食育基本法の概要
準備学習：該当テキスト(ページ62－64)を予習する

13
食育とは（食育基本計
画）(アミール）

食育基本計画、食育白書
準備学習：該当テキスト(ページ64－66)を予習する

14
食育における調理師の役
割　(アミール）

正しい知識の提供（食生活の課題、食料事情）
準備学習：該当テキスト(ページ66－69)を予習する

15
食育の実践
(アミール）

食育の実践
準備学習：該当テキスト(ページ70－73)を予習する



《専門科目》

○

○

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食生活と健康Ⅲ

担当者氏名 　田中　章男、田中　辰也

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

8-4 態度・志向性

5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

環境と健康との問題は直接或は間接的に、自然のもの、人為的
なものまで集団或いは個人の健康に大きな影響を与え、国内さ
らに地球規模で関心が向けられている。人間を取り巻く環境条
件や環境汚染等について学び、環境問題の取り組み方策につい
て習得する。

「新調理師養成教育全書 必修編 1　食生活と健康」全国調理
師養成施設協会 出版

「国民生活の動向」(財) 厚生統計協会　20015年版 新 公衆衛
生学 第二版　 豊川裕之　編著

環境問題については、自然的影響をもたらすものから、人為的
な大気汚染・水質汚染・土壌汚染等がある。近年は、化石燃料
の燃焼等による温室効果ガスが地球温暖化の原因となり、人の
健康が憂慮されている。これらの環境問題をどのようにして改
善し、解決したら良いのか十分に学び取ることができる。

予習・復習は常に行い、ノート(メモ)等の記録は整理し、その
都度読み返しをすること。また、身近な環境問題について、調
理場から出る汚水、食品廃棄物等の処理、ごみの減量化はどの
ようにしたらよいか、その取り組み、改善策をノート等に記録
しておくこと。

授業態度 30％　　定期(筆記)試験 70％

課題に回答するにあたり、関連する文献を探し、関連する部分
を読み、その要旨、または、感想等を書くように努める。

週 テーマ 学習内容など

1
労働と健康（１） 作業環境と健康や作業条件と健康について理解する。（田中章男）

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

2
労働と健康（２） 職業病や労働災害について理解する。（田中章男）

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

3
生活環境 生活環境の衛生、現代の生活環境および環境因子等について理解する。（田中章男）

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

4
調理師の職場環境（１） 調理師として作業する職場環境の現状を理解する。（田中辰也）

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

5
調理師の職場環境（２） 調理施設の環境や調理施設での労働災害につて理解する。（田中辰也）

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

6
環境と健康（１）大気 大気の組成、大気の循環および大気の人との関連についての理解する。（田中章男）

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

7
環境と健康（２）水 人間が水を必要とすること、人間生活と水との関わりについて理解する。（田中章男）

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

8
環境と健康（３）土壌 土壌の構成、土壌の栄養素および土壌の浄化について理解する。（田中章男）

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

9
環境と健康（４）住居 室内環境に影響する要因（酸素、二酸化炭素、湿度、気温等）について理解する。

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。（田中章男）

10
環境と健康（５）大気汚
染

大気汚染（地球温暖化、酸性雨、オゾン層破壊、窒素酸化物、硫黄酸化物等）について
理解する。[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。（田中章男）

11
環境と健康（６）水質汚
染

水質汚染（水銀、カドミウム、PCB、農薬、内分泌かく乱化学物質、消毒副生成物等）
について理解する。[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。

12
環境と健康（７）土壌汚
染

土壌汚染（カドミウム、窒素汚染、農薬、ダイオキシン等）について理解する。
[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。（田中章男）

13
環境と健康（８）騒音・
振動・悪臭

騒音、振動および悪臭について理解する。
[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。（田中章男）

14
環境と健康（９）放射線 放射線（電離放射線・非電離放射線）につて理解する。

[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。（田中章男）

15
環境と健康（１０）環境
問題への取り組み

環境問題への取り組み(法的、住民等）について学ぶ。
[準備学習]事前に配布された資料を予習しておくこと。（田中章男）



《専門科目》

◎

○

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　栄養の特性Ⅰ

担当者氏名 　古俣　智江

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

8-4 態度・志向性

知識を生かせる調理師となるために、栄養学の基礎を学ぶ。ま
た、自らの栄養と健康について学ぶ。
１．栄養学の基礎を身につける。
２．新しい栄養情報に関心を持つ態度を身につける。
３．食生活を自己分析し、改善する力を身につける。

新 調理師養成教育全書 必修編 ２ 食品と栄養の特性

「改訂　調理用語辞典」社団法人全国調理師養成施設協会
2012

調理および健康維持増進のために栄養学の基礎を身につける。
栄養学の基礎を日常生活で生かすことができる。

次回の授業範囲の予習をしておく。
単元ごとに小テストを行うので、復習をしておく。

筆記試験70％、小テスト20％、レポート10%を考慮して総合的
に評価し、60％以上を合格とする。

単元ごとに行う小テストは授業内でフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
栄養と健康（１） 栄養素の種類

授業時間外学習：テキストp2,3の予習

2
栄養と健康（２） 栄養素摂取について

授業時間外学習：普段の食事内容を考える

3
栄養と健康（３） 食品の成分と体の成分

授業時間外学習：テキストp4の予習

4
栄養と健康（４） 食品中の栄養素と健康

授業時間外学習：テキストp5の予習

5
炭水化物（１） 炭水化物とは

授業時間外学習：テキストp6～10の予習

6
炭水化物（２） 炭水化物の種類

授業時間外学習：テキストp6～10の予習

7
脂質（１） 脂質とは

授業時間外学習：テキストp11～15の予習

8
脂質（２） 脂質の種類

授業時間外学習：テキストp11～15の予習

9
たんぱく質（概要） たんぱく質とは

授業時間外学習：テキストp15～19の予習

10
たんぱく質（種類） たんぱく質の種類

授業時間外学習：テキストp15～19の予習

11
たんぱく質（栄養） たんぱく質の栄養価

授業時間外学習：テキストp15～19の予習

12
ビタミン（概要） ビタミンとは

授業時間外学習：テキストp19～27の予習

13
ビタミン（種類） ビタミンの種類

授業時間外学習：テキストp19～27の予習

14
ビタミン（脂溶性ビタミ
ン）

脂溶性ビタミン
授業時間外学習：テキストp20～23の予習

15
ビタミン（水溶性ビタミ
ン）

水溶性ビタミン
授業時間外学習：テキストp23～27の予習



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　栄養の特性Ⅱ

担当者氏名 　大　雅世

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

栄養学的知識を持ち、料理に活かす能力を持った調理師になる
ため、栄養素の消化・吸収・代謝等について学ぶ。

新 調理師養成教育全書 必修編 ２ 食品と栄養の特性

「改訂　調理用語辞典」社団法人全国調理師養成施設協会

栄養素摂取後の栄養生理について学ぶことにより、栄養素に関
する知識をより深め、健康の維持増進を図ることができる。

次回の授業範囲をテキスト等で予習しておく。

確認テスト 60％、レポート課題などの提出 20％、観察記録
20%を考慮して総合的に評価する。

確認テスト、レポートなどその都度講評をフィードバックしま
す。

週 テーマ 学習内容など

1
基礎栄養 基礎栄養の確認

授業時間外学習：テキストp2～27の予習

2
ミネラル（１） ミネラルとは

授業時間外学習：テキストp28～36の予習

3
ミネラル（２） ミネラルの種類（１）

授業時間外学習：テキストp28～36の予習

4
ミネラル（３） ミネラルの種類（２）

授業時間外学習：テキストp28～36の予習

5
ミネラル（４） ミネラルの種類（３）

授業時間外学習：テキストp28～36の予習

6
その他の成分（１） 水分

授業時間外学習：テキストp36の予習

7
その他の成分（２） 機能性成分

授業時間外学習：テキストp36～39の予習

8
食品の摂取（１） 生理的欲求

授業時間外学習：テキストp40～42の予習

9
食品の摂取（２） 心理的欲求

授業時間外学習：テキストp42,43の予習

10
食品の摂取（３） 栄養管理

授業時間外学習：テキストp43,44の予習

11
栄養素の消化・吸収・代
謝（１）

栄養素の消化（１）
授業時間外学習：テキストp44～50の予習

12
栄養素の消化・吸収・代
謝（２）

栄養素の消化（２）
授業時間外学習：テキストp44～50の予習

13
栄養素の消化・吸収・代
謝（３）

栄養素の消化（３）
授業時間外学習：テキストp44～50の予習

14
栄養素の消化・吸収・代
謝（４）

栄養素の吸収
授業時間外学習：テキストp51～55の予習

15
栄養素の消化・吸収・代
謝（５）

栄養素の代謝
授業時間外学習：テキストp55～57の予習



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　栄養の特性Ⅲ

担当者氏名 　アミール　喜代子

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

 摂取した栄養素の体内での様子、また、栄養素摂取量の目安
やその栄養素を含む食品について学び、それらを応用して献立
が立てられるようにする。

新 調理師養成教育全書 必修編 ２ 食品と栄養の特性
新 調理師養成教育全書 必修編 ４ 調理理論と食文化概論

「改訂　調理用語辞典」社団法人全国調理師養成施設協会
2012

①エネルギー代謝について説明できる。
②日本人の食事摂取基準の概要を説明できる。
③各栄養素を含む食品に関して説明できる。
④栄養素摂取と消費を考慮した適切な食事を説明できる。 次回の授業範囲の予習をしておく。

課題レポート （85％）、実習内容（15％）等を総合的に評価
し、60点以上を合格とする。

授業内で必要に応じてフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
自分にふさわしい食事 栄養摂取を考慮した上で自分にふさわしい献立作成

準備学習：普段の食事が自分にふさわしいか考える

2
エネルギ－代謝 エネルギー代謝とは、エネルギー摂取量とエネルギー消費量

準備学習：テキストp58～62の予習

3
日本人の食事摂取基準(意
義)

日本人の食事摂取基準とは
準備学習：テキストp62～65の予習

4
日本人の食事摂取基準
(目的）

日本人の食事摂取基準とは
準備学習：テキストp62～65の予習

5
日本人の食事摂取基準
(指標）

食事摂取基準の指標
準備学習：テキストp62～65の予習

6
各自の食事摂取基準（年
齢別）

対象者にふさわしい栄養素量
準備学習：テキストp58～65の復習

7
各自の食事摂取基準（性
別）

対象者にふさわしい栄養素量
準備学習：テキストp58～65の復習

8
食品成分表 食品標準成分表の利用方法

準備学習：テキストp66～68の予習

9
食品分類表 食品分類表、食事バランスガイド

準備学習：テキストp69～73の予習

10
献立作成（朝食） 1～9の学習内容をふまえた上での対象者に合わせた献立作成（朝食）

準備学習：テキストp58～73の復習、対象者にふさわしい食事の資料を集める

11
献立作成（昼食） 1～9の学習内容をふまえた上での対象者に合わせた献立作成（昼食）

準備学習：テキストp58～73の復習、対象者にふさわしい食事の資料を集める

12
献立作成（夕食） 1～9の学習内容をふまえた上での対象者に合わせた献立作成（夕食）

準備学習：テキストp58～73の復習、対象者にふさわしい食事の資料を集める

13
作成献立実習（昼食） 作成献立実習（昼食）

準備学習：作成献立の試作

14
作成献立実習（昼食） 作成献立実習（夕食）

準備学習：作成献立の試作

15
作成献立実習（検討） 作成献立と実習内容の検討

準備学習：作成献立実習レポート



《専門科目》

○

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品の特性Ⅰ

担当者氏名 　福田　馨

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

現在、食品はその種類や量が豊富になっている。本講義では、
健全な食生活を送るための各種食品に関する正しい知識を学
ぶ。また、調理師免許取得に必要な食品に関する専門的な総論
を学ぶ。

新　調理師養成教育全書　必修編　2　食品と栄養の特性

「改訂　調理用語辞典」公益社団法人全国調理師養成施設協会
2016

本授業では、食品を総論的に解説し、各論のための基礎的知識
を習得する。食品に含まれる成分、それらの性質や機能、さら
に調理・加工保存中での変化など、栄養、安全、嗜好などの観
点から理解する。 次回の授業範囲の予習をしておく。

単元ごとに小テストを行うので、復習しておく。

定期試験70％、小テスト・授業態度30％で総合的に判定する。

ノートの確認及び小テストの結果により必要に応じてフィード
バックを行う。

週 テーマ 学習内容など

1
食品とは 人間と食品、食品の栄養と機能、食品成分、食品の分類

2
食品の主要成分（１） 水の化学的・物理的特性、食品の状態、性質及び役割、食品の加熱と冷凍、栄養価

3
食品の主要成分（２） 糖質の構造及び分類、糖質と人体との関連

4
食品の主要成分（３） 脂質の種類、構造、性質、脂質の人体との関連

5
食品の主要成分（４） タンパク質の構造、分類、性質及び人体との関連

6
食品中の微量成分（１） 脂溶性ビタミン、水溶性ビタミン、ビタミンと人体との関連

7
食品中の微量成分（２） 灰分、食品中の元素の種類及び人体との関連

8
嗜好成分（１） 食品中の色素成分、呈味成分

9
嗜好成分（２） 各食品における香気成分、種類

10
成分変化（１） 糖質、脂質・油脂、タンパク質、ビタミンの変化

11
成分変化（２） 成分相互作用、褐変化、酵素的変化、非酵素的変化（化学的変化）

12
有害成分 動物性食品、植物性食品、微生物由来、アレルゲン

13
食品の機能 生体調節機能の分類、機能成分

14
食品の物性 コロイド、レオロジー、テクスチャー

15
食品の成分表 食品成分の分析原理、食品成分表の成り立ちと利用法、食品成分表



《専門科目》

○

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品の特性Ⅱ

担当者氏名 　福田　馨

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

食品の特性Ⅰの内容を進展させ、食品成分表の分類順に、各食
品について、それぞれの特性、栄養成分、利用法などについて
深い知識を学ぶ。また、調理師免許取得に必要な食品に関する
正しい知識を学ぶ。

新　調理師養成教育全書　必修編　2　食品と栄養の特性

「改訂　調理用語辞典」公益社団法人全国調理師養成施設協会
2016

本授業では、食品の特性Ⅰで学んだことを進展させ、各食品に
ついて、それぞれの特性、栄養成分、利用法などについて理解
する。

次回の授業範囲の予習をしておく。
単元ごとに小テストを行うので、復習しておく。

定期試験70％、小テスト・授業態度30％で総合的に判定する。

ノートの確認及び小テストの結果により必要に応じてフィード
バックを行う。

週 テーマ 学習内容など

1
植物性食品の特徴と性質
（１）

穀類の成分、性状、保存、加工

2
植物性食品の特徴と性質
（２）

いも類およびでんぷん類の成分、性状、保存、加工

3
植物性食品の特徴と性質
（３）

砂糖類および甘味料の成分、性状、保存、加工

4
植物性食品の特徴と性質
（４）

豆類、種実類の種類、成分、性状、保存、加工

5
植物性食品の特徴と性質
（５）

野菜類の種類、成分、性状、保存、加工

6
植物性食品の特徴と性質
（６）

果実類の種類、成分、性状、保存、加工

7
植物性食品の特徴と性質
（７）

きのこ類の種類、成分、性状、保存、加工

8
植物性食品の特徴と性質
（８）

海藻類の種類、成分、性状、保存、加工

9
動物性食品の特徴と性質
（１）

魚介類の種類、成分、味、死後変化と鮮度判定、加工

10
動物性食品の特徴と性質
（２）

食肉の種類、成分、性状、保存、加工

11
動物性食品の特徴と性質
（３）

卵類の種類、成分、性状、保存、加工

12
動物性食品の特徴と性質
（４）

乳類の種類、成分、性状、保存、加工

13
油脂類、嗜好品の特徴と
性質

油脂類、嗜好品の種類、成分、性状、保存、加工

14
調味料および香辛料の特
徴と性質

調味料および香辛料の種類、成分、性状、保存、加工

15
さまざまな食品の表示 食品の表示制度、各種の表示制度



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品の安全と衛生Ⅰ

担当者氏名 　雨宮　一彦

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

食は生命と健康の維持に不可欠である。食品衛生は人々が安全
で安心して食生活を送れるよう飲食物を介して発生する健康危
害を予防することを目的としている。
「食品の安全と衛生」では調理師として安全な食を提供するた
めに食を介して起こる健康危害の原因とその予防、衛生管理お
よび法律的根拠について学修する。

新・調理師養成教育全書３食品の安全と衛生
公益社団法人・全国調理師養成施設協会編

食べ物と健康　田島 眞　ｴｽｶﾍﾞｰｼｯｸ 同文書院 2008
食品苦情と事故防止対策　諸角 聖　中央法規 2009

食品衛生の目的を述べることができる。
食品と微生物の関連について説明できる。
食品の腐敗について説明できる。
食中毒の分類について述べることができる。
細菌性食中毒と予防について説明できる。
ウイルス性食中毒と予防について説明できる。
食中毒発生状況の概要を述べることができる。

毎回の受講後にノートを整理し、次回の授業範囲をテキストお
よび図書館の参考資料を用いて専門用語等を調べておくこと。
毎回の授業について予習、復習（概ね3時間）の自己学習が望
ましい。

レポート・課題(70%)・ノート提出内容（30%)などを考慮して
総合的に評価し、60点以上を合格とする。

提出されたレポートや課題の結果は、内容を確認し、講評など
をもってフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
食の安全と衛生 食の安全確保の仕組み

準備学習：予めテキストP2-7を読んでおくこと

2
微生物とは 微生物の種類

準備学習：予めテキストP8-P11を読んでおくこと

3
食品と微生物 微生物の増殖条件

準備学習：予めテキストP12-P15を読んでおくこと

4
微生物の食品汚染 食品の微生物による汚染

準備学習：予めテキストP15-P17を読んでおくこと

5
食品の腐敗 腐敗に関与する微生物と腐敗生産物

準備学習：予めテキストP18-P19を読んでおくこと

6
飲食による健康危害 食中毒とは

準備学習：予めテキストP46-P47を読んでおくこと

7
食中毒の概要 食中毒の分類

準備学習：予めテキストP48-P49を読んでおくこと

8
食中毒発生状況 食中毒の現況

準備学習：予めテキストP49-P55を読んでおくこと

9
細菌性食中毒 細菌性食中毒についての概要

準備学修：予めテキストのP56を読んでおくこと

10
細菌性食品内毒素産生型
食中毒

黄色ブドウ球菌食中毒、ボツリヌス食中毒、セレウス菌（嘔吐型）食中毒
準備学修：予めテキストのP66-69を読んでおくこと

11
細菌性生体内毒素産生型
食中毒

ウエルシュ菌食中毒、腸管出血性大腸菌食中毒　他
準備学修：予めテキストのP62，P70を読んでおくこと

12
細菌性感染型食中毒など サルモネラ食中毒、腸炎ビブリオ食中毒、カンピロバクター食中毒　他

準備学修：予めテキストのP56-65を読んでおくこと

13
ウイルス性食中毒 ノロウイルス食中毒　他

準備学修：予めテキストのP74を読んでおくこと

14
細菌性食中毒の予防 微生物による食中毒の予防の三原則

準備学修：予めテキストのP72-74を読んでおくこと

15
ウイルス性食中毒の予防 ウイルスの消毒、ウイルスの拡散防止

準備学修：予めテキストのP76を読んでおくこと



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品の安全と衛生Ⅱ

担当者氏名 　松岡　正

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

食は生命と健康の維持に不可欠である。食品衛生は人々が安全
で安心して食生活を送れるよう飲食物を介して発生する健康危
害を予防することを目的としている。
「食品の安全と衛生」では調理師として安全な食を提供するた
めに食を介して起こる健康危害の原因とその予防、衛生管理お
よび法律的根拠について学修する。

新・調理師養成教育全書３食品の安全と衛生
公益社団法人・全国調理師養成施設協会編

食べ物と健康　田島 眞　ｴｽｶﾍﾞｰｼｯｸ 同文書院 2008
食品苦情と事故防止対策　諸角 聖　中央法規 2009

食品添加物について説明できる。
食品と化学物質の関連について述べることができる。
器具・容器包装について述べることができる。
動物性自然毒食中毒について説明できる。
植物性自然毒食中毒について説明できる。
化学性食中毒について説明できる。

毎回の受講後にノートを整理し、次回の授業範囲をテキストお
よび図書館などの参考資料を用いて専門用語を調べておくこと
毎回の授業について予習、復習をそれぞれ(概ね3時間）自己学
習することが望ましい。

レポート、課題(70%)やノートの提出内容(30%)などを考慮して
総合的に評価し、60点以上を合格とする。

提出されたレポートや課題の結果は、内容を確認し、講評など
をもってフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
食品と化学物質 食品に関連する化学物質

準備学習：予めテキストP20を読んでおくこと

2
食品添加物の概要 食品添加物の概要、食品添加物の定義

準備学習：予めテキストP20-23を読んでおくこと

3
食品衛生関係法規 食品添加物と食品衛生関係法規

準備学習：予めテキストP23-27を読んでおくこと

4
食品添加物の安全性評価 毒性試験、1日摂取許容量他

準備学習：予めテキストP28-29を読んでおくこと

5
食品添加物の用途 食品添加物の種類

準備学習：予めテキストP30-34を読んでおくこと

6
食品と重金属 ヒ素、水銀、カドミウム

準備学習：予めテキストP34-36を読んでおくこと

7
食品と放射性物質 放射線とは、放射性物質の基準値

準備学習：予めテキストP37-38を読んでおくこと

8
器具・容器包装の衛生 器具・容器包装の定義と取り扱い

準備学習：予めテキストP40を読んでおくこと

9
器具・容器の材質 器具・容器の材質の種類

準備学習：予めテキストP42を読んでおくこと

10
動物性自然毒食中毒(魚類
毒)

動物性自然毒による食中毒　フグ中毒
準備学習：予めテキストP77-P80を読んでおくこと

11
動物性自然毒食中毒(貝類
毒)

動物性自然毒による食中毒　貝毒などによる食中毒
準備学習：予めテキストP80-P82を読んでおくこと

12
植物性自然毒食中毒（有
毒植物）

植物性自然毒：身近な食品の植物性自然毒
準備学習：予めテキストP82-P84を読んでおくこと

13
植物性自然毒食中毒(有毒
キノコ）

植物性自然毒：植物性自然毒による食中毒
準備学習：予めテキストP84-P86を読んでおくこと

14
自然毒食中毒の予防 自然毒による食中毒予防の要点

準備学習：予めテキストP86を読んでおくこと

15
化学性食中毒 化学性食中毒の発生と予防　ヒスタミン食中毒

準備学習：予めテキストP86-P90を読んでおくこと



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品の安全と衛生Ⅲ

担当者氏名 　松岡　正

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

この講義は食品衛生学と衛生法規を合わせた構成になってい
る。将来、理論的にも技術的にも優れた調理師として人々に自
信を持って「食の安心と安全」を提供できるよう「食を介して
発生する健康危害とその予防」についての知識を修得する。

調理師養成教育全書　必修編　3.食品の安全と衛生

食べ物と健康　田島 眞 編 ｴｽｶﾍﾞｰｼｯｸ　同文書院2008

寄生虫による食中毒について説明できる。
経口感染症について説明できる。
食物アレルギーついて説明できる。
食品の安全対策について述べることができる。
食品の安全行政について述べることができる。
施設設備の安全対策について説明できる。
調理従事者の健康管理について説明できる。

毎回の受講後にノートを整理し、次回の授業範囲をテキストお
よび図書館の参考書を用いて専門用語を調べておくこと。
毎回の授業について予習、復習(概ね3時間）の自己学習が望ま
しい。

レポート、課題(70%)やノートの提出内容(30％)などを考慮し
て総合的に評価し、60点以上を合格とする。

提出されたレポートや課題の結果は、内容を確認し、講評など
をもってフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
寄生虫による食中毒の概
要

食物から感染する寄生虫、魚介類から感染する寄生虫
準備学習：予めテキストP90-97を読んでおくこと。

2
各種寄生虫性食中毒 食肉から感染する寄生虫

準備学習：予めテキストP97-98を読んでおくこと。

3
寄生虫による食中毒の予
防

野菜や飲料水から感染する寄生虫
準備学習：予めテキストP99-100を読んでおくこと。

4
感染症の概要 経口感染症の分類

準備学習：予めテキストP102を読んでおくこと。

5
経口感染症の種類 経口感染症と食中毒との関係

準備学習：予めテキストP103,P48を読んでおくこと。

6
経口感染症の予防 人と動物の共通感染症、経口感染症の予防

準備学習：予めテキストP103-P104を読んでおくこと。

7
食物アレルギー 食物アレルギーの種類

準備学習：予めテキストP104-P109を読んでおくこと。。

8
飲食による健康危害 残留農薬・動物医薬品の残留・飼料添加物の残留

準備学習：予めテキストP110-P113を読んでおくこと。

9
食品安産対策(法律)(松
岡）

食品安全対策にかかわる法律　食品衛生法ほか
準備学習：予めテキストP114-P120を読んでおくこと。

10
食品安産対策(行政) 食品安全行政の関わる組織ほか

準備学習：予めテキストP121を読んでおくこと

11
食品安産対策(情報) 食品安全情報の共有　食品の表示(1)

準備学習：予めテキストP124-128を読んでおくこと。

12
食品安産対策(表示) 食品安全情報の共有　食品の表示(2)

準備学習：予めテキストP129-P135を読んでおくこと。

13
施設設備の安全対策(施
設)

大量調理施設衛生管理に基づく全般的な構造と配置
準備学習：予めテキストP136-P138を読んでおくこと。

14
施設設備の安全対策(設
備)

内部構造、手洗い設備、便所、その他の施設設備
準備学習：予めテキストP139-P142を読んでおくこと。

15
調理従事者の健康管理(健
康チェック)

調理従事者の衛生管理　ウイルス性食中毒予防と手洗い
準備学習：予めテキストP143を読んでおくこと。



《専門科目》

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品の安全と衛生Ⅳ

担当者氏名 　松岡　正

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

この講義は食品衛生学と衛生法規を合わせた構成になってい
る。将来、理論的にも技術的にも優れた調理師として人々に自
信を持って「食の安心と安全」を提供できるよう「食を介して
発生する健康危害とその予防」についての知識を修得する。

調理師養成教育全書　必修編　3.食品の安全と衛生

食べ物と健康　田島 眞 編 ｴｽｶﾍﾞｰｼｯｸ　同文書院2008

大量調理施設の衛生管理について説明できる。
食品調理施設・設備の安全対策について説明できる。
調理従事者の健康管理ついて述べることができる。
調理作業時における安全対策について述べることができる。
HACCPについて説明することができる。
一般的衛生管理プログラムについて説明できる。
食品が関連する事故対応につて述べることができる。

毎回の受講後にノートを整理し、次回の授業範囲をテキストお
よび図書館の参考書を用いて専門用語を調べておくこと。
毎回の授業について予習、復習（概ね3時間）の自己学習が望
ましい。

レポート，課題(70%)やノートの提出内容（30％）などを考慮
して総合的に評価し、60点以上を合格とする。

提出されたレポートや課題の結果は、内容を確認し、講評など
をもってフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
調理従事者の健康管理 衛生教育の重要性 調理従事者の衛生管理

準備学習：予めテキストP143-P144を読んでおくこと。

2
調理作業時の安全対策
(衛生管理マニュアル）

大量調理施設衛生管理マニュアルの内容、　食材の衛生管理
準備学習：予めテキストP145-P149を読んでおくこと。

3
調理作業時の安全対策
（異物混入防止）

大量調理施設衛生管理に基ずく異物混入防止
準備学習：予めテキストP150を読んでおくこと。

4
調理作業時の安全対策食
(手洗い)

調理従事者にとっての手洗いの重要性
準備学習：予めテキストP151-P152を読んでおくこと。

5
調理作業時の安全対策(洗
浄)

食品、容器、器具などの洗浄法
準備学習：予めテキストP153-P154を読んでおくこと。

6
調理作業時の安全対策(殺
菌)

殺菌と消毒の概要
準備学習：予めテキストP154-P155を読んでおくこと。

7
調理作業時の安全対策
(物理的殺菌方法)

熱湯消毒、煮沸消毒、殺菌灯などによる殺菌方法
準備学習：予めテキストP156-P158を読んでおくこと。

8
調理作業時の安全対策
(化学的殺菌方法)

逆性せっけんや次亜塩素酸ナトリウム等による殺菌
準備学習：予めテキストP159-P161を読んでおくこと。

9
自主衛生管理(概要) HACCPとは

準備学習：予めテキストP161-P162を読んでおくこと。

10
自主衛生管理
(HACCPの基本)

HACCPに対する取り組み
準備学習：予めテキストP162-P163を読んでおくこと。

11
自主衛生管理
(HACCPの内容)

HACCPシステムの7原則と12手順
準備学習：予めテキストP164-P165を読んでおくこと。

12
一般的衛生管理プログラ
ム

HACCPを支える一般的衛生管理10項目
準備学習：予めテキストP166を読んでおくこと。

13
HACCPの普及・推進 食品原材料、生産、生育、消費段階での安全

準備学習：予めテキストP167を読んでおくこと。

14
食品事故対応
(危機管理)

食中毒の苦情対
準備学習：予めテキストP168を読んでおくこと。

15
食品事故対応
（汚染物の処理）

汚染物の処理方法
準備学習：予めテキストP169を読んでおくこと。



《専門科目》

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　食品衛生学実習

担当者氏名 　雨宮　一彦

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

食品を提供するには消費者に対して安全と安心が要求される。
食品に起因する病気や危害を未然に防ぐための知識と技術を習
得する。
実習の中では食品衛生に関する基本的技術を習得した後、各グ
ループ毎に「食中毒予防の三原則」に則ったテーマを設定して
実習を行い、その結果をグループで討論、考察し発表する。

参考書	渡辺昭宣 他編「食品衛生学実験」講談社サイエンティ
フィク2006
他に実習のためのプリントを配布する。

小久保彌太郎 編
「現場で役立つ食品微生物」中央法規2005

諸角聖 編
「頻発事例から見る食品苦情と事故防止対策」中央法規2009

手指や食品を汚染する細菌を観察し、説明することができる。
食品中の細菌数を計測することができる。
微生物学的方法で調理器具や環境の汚染を調べることができる
食中毒予防の三原則を検証し、説明することができる。
化学的方法で調理器具の洗浄度を調べることができる。
水道水の安全性を調べ、説明することができる。
食品添加物（着色料）の検出法を説明することができる。

実習範囲を予め図書館などの参考書で調べ、実習終了後は記録
整理に自己学習として60分は確保し、まとめておくこと。
グループ発表を行う項目では実習の意義や方法を理解し、各自
で行った実習・実験の結果を考察しておくこと。
実習結果を検討して各グループで共通理解し発表の準備を自己
学習しておくこと。

実習レポート内容(70%)、実習ノート内容(30%)および実習に臨
む意欲的な姿勢を含め総合的に評価し、60点以上を合格とす
る。 提出されたノートやレポートの内容については確認し、講評お

よび個々に添削してフィードバックする。

週 テーマ 学習内容など

1
食品衛生学実習とは 食品衛生学実習の意義、実習を安全に行うための注意事項

2
食品衛生微生物実習
細菌染色法

単染色、グラム染色と細菌形態の観察
［準備学習］食中毒菌のグラム染色性と形態による分類について調べること

3
細菌の形態観察 マイクロメーター、油浸レンズを使用した顕微鏡観察による細菌形態と大きさの比較

［準備学習］顕微鏡の使用法、マイクロメーターの原理について調べること

4
細菌の培養法 培地の作成、標準寒天培地による一般細菌の培養

［準備学習］培養法について調べること

5
細菌の集落観察 画線培養と集落の観察

［準備学習］細菌の増殖について調べること

6
食品中の細菌数測定 混釈培養法による食品中の生細菌数の定量

［準備学習］細菌集落について調べること　ﾊﾝﾄﾞｽﾀﾝﾌﾟ法について調べること

7
手指の細菌汚染と手洗い
効果

手指の付着細菌の検出と洗浄比較
［準備学習］参考書で「食中毒予防三原則」を調べること

8
食中毒予防三原則の検証
(つけない)

調理器具の細菌汚染および除菌効果
熱湯および次亜塩素酸などによる殺菌効果の検証

9
食中毒予防三原則の検証
(増やさない）

冷蔵庫・冷凍庫の保存効果、 食酢、 梅干し、わさび等による抗菌作用の検証

10
食中毒予防三原則の検証
(殺菌する）

加熱調理の重要性の検証　　食品の加熱や電子レンジによる殺菌効果の検証

11
食中毒予防三原則の検証
(データの解析）

食中毒予防の三原則に則った実習の結果を検証しまとめる。
［準備学習］食中毒予防三原則の検証の実習結果を整理しておくこと

12
食中毒予防三原則の検証
(発表）

食中毒予防の三原則に基づいた実習結果について各グループによるPPを用いた発表

13
ATP迅速検査実習 手指や調理器具の汚染と洗浄効果を迅速に検出する。

14
食品衛生化学実習
（食品添加物)

食品添加物の検査
食品中の着色料の抽出と分離

15
設備の衛生管理実習 食器の洗浄効果に関する簡易検査。水道水中の残留塩素の検出。



《専門科目》

○

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　調理理論Ⅰ

担当者氏名 　福田　馨

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

食べ物とおいしさの関係の中から、調理の意義や目的について
の理解を深め、おいしさの理由を理論として学ぶ。また、おい
しさには調理技術の関わりも大きいため、調理の基本操作につ
いても学ぶ。

新　調理師養成教育全書　必修編　4　調理理論と食文化概論

「改訂　調理用語辞典」公益社団法人全国調理師養成施設協会
2016

調理師としておいしいものを提供するために必要な基本的知識
を身に付け、実生活に活かせる力を養う。

次回の授業範囲の予習をしておく。
単元ごとに小テストを行うので、復習をしておく。

定期試験70％、小テスト・授業態度30％で総合的に判定する。

ノートの確認及び小テストの結果により必要に応じてフィード
バックを行う。

週 テーマ 学習内容など

1
調理とは（１） 調理理論を学ぶ意義

授業時間外学習：テキストP2，3の予習

2
調理とは（２） 調理の目的

授業時間外学習：テキストP4，5の予習

3
食べ物の側にある化学的
要因（１）

味の種類　（甘味、酸味、塩味、苦み、旨味など）
授業時間外学習：テキストP5，8の予習

4
食べ物の側にある化学的
要因（２）

味の相互作用（対比、抑制、相乗の各効果）
授業時授業時間外学習：テキストP8，9の予習

5
食べ物の側にある化学的
要因（３）

味の閾値、食べ物の主な香り
授業時間外学習：テキストP9，10の予習

6
食べ物の側にある物理的
要因

温度、テクスチャー、外観、温度、粘り、滑らかさなど
授業時間外学習：テキスト10，11の予習

7
食べる人の側にある要因 心理的・生理的・先天的・後天的・環境的などの各要因

授業時間外学習：テキストP11，13の予習

8
非加熱調理操作（１） 計量、洗浄

授業時間外学習：テキストP14，16の予習

9
非加熱調理操作（２） 浸漬、切砕

授業時間外学習：テキストP17，19の予習

10
非加熱調理操作（３） 混合・かくはん、磨砕・粉砕

授業時間外学習：テキストP19，21の予習

11
非加熱調理操作（４） 成形・圧搾・ろ過、冷却

授業時間外学習：テキストP21，22の予習

12
非加熱調理操作（５） 冷凍、解凍

授業時間外学習：テキストP22，23の予習

13
加熱調理操作（１） 湿式加熱

授業時間外学習：テキストP24，28の予習

14
加熱調理操作（２） 乾式加熱

授業時間外学習：テキストP28，33の予習

15
加熱調理操作（３） 誘電加熱、誘導加熱

授業時間外学習：テキストP33の予習



《専門科目》

○

◎

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　調理理論Ⅱ

担当者氏名 　福田　馨

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

8-4 態度・志向性

食べ物のおいしさは、調理することによって食品の性状を変化
させて作り出していることが多い。食品の性質や食品の成分が
調理によってどのように変化するかを学び、調理に応用できる
ように学習する。

新　調理師養成教育全書　必修編　4　調理理論と食文化概論

「改訂　調理用語辞典」公益社団法人全国調理師養成施設協会
2016

調理師としておいしいものを提供するために、食品の調理にお
ける変化を知り、調理要領を身に付け、調理に応用することが
できる。

次回の授業範囲の予習をしておく。
単元ごとに小テストを行うので、復習をしておく。

定期試験70％、小テスト・授業態度30％で総合的に判定する。

ノートの確認及び小テストの結果により必要に応じてフィード
バックを行う。

週 テーマ 学習内容など

1
米の調理（１） 米の種類、特性、栄養

授業時間外学習：テキストP34～41の予習

2
米の調理（２） 米の調理要領

授業時間外学習：テキストP34～41の予習

3
米粉の調理 米粉の種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp42の予習

4
小麦粉の調理（１） 小麦粉、そば粉の種類、特性、栄養

授業時間外学習：テキストp43～49の予習

5
小麦粉の調理（２） 小麦粉、そば粉の調理要領

授業時間外学習：テキストp43～49の予習

6
いもの調理 いもの種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp50～53の予習

7
でんぷんの調理 でんぷんの種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp54～56の予習

8
砂糖の調理 砂糖の種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp57～62の予習

9
豆類の調理 豆類の種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp62～66の予習

10
種実類の調理 種実類の種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp66,67の予習

11
野菜類の調理（１） 野菜類の種類、特性、栄養

授業時間外学習：テキストp67～76の予習

12
野菜類の調理（２） 野菜類の調理要領

授業時間外学習：テキストp67～76の予習

13
果実類の調理（１） 果実類の種類、特性、栄養

授業時間外学習：テキストp76～78の予習

14
果実類の調理（２） 果実類の調理要領

授業時間外学習：テキストp76～78の予習

15
きのこ・藻類の調理 きのこ・藻類の種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp78～82の予習



《専門科目》

○

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　調理理論Ⅲ

担当者氏名 　藤井　茂

授業方法 講義 単位・必選 2・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

8-4 態度・志向性

食物は、科学的根拠にもとづいて調理することによって、食品
の性状を変化させて作り出していることが多い。調理化学的視
点から、食品の性質や食品成分が調理によってどのように変化
するかを学び、調理に応用できるようにする。

新 調理師養成教育全書 必修編 ４ 調理理論と食文化概論

「改訂　調理用語辞典」社団法人全国調理師養成施設協会
2012

食品の調理科学的特性をふまえて、おいしく調理するために、
食品の調理における変化を知り、調理のコツを身につけること
ができる。

新 調理師養成教育全書 必修編 ４ 調理理論と食文化概論のて
きすとを、各項目ごとに授業前に事前学習としてよく読んでく
ること。

定期試験 70％、授業態度・提出物 30%で総合的に判定する。

各自ノートを作成して、積極的に学修する。

週 テーマ 学習内容など

1
魚介類の調理（１） 魚介類の種類、特性

授業時間外学習：テキストp83～93の予習

2
魚介類の調理（２） 魚介類の栄養

授業時間外学習：テキストp83～93の予習

3
魚介類の調理（３） 魚介類の調理要領

授業時間外学習：テキストp83～93の予習

4
食肉類の調理（１） 食肉類の種類、特性

授業時間外学習：テキストp93～102の予習

5
食肉類の調理（２） 食肉類の栄養

授業時間外学習：テキストp93～102の予習

6
食肉類の調理（３） 食肉類の調理要領

授業時間外学習：テキストp93～102の予習

7
卵類の調理（１） 卵類の種類、特性

授業時間外学習：テキストp101～112の予習

8
卵類の調理（２） 卵類の栄養

授業時間外学習：テキストp101～112の予習

9
卵類の調理（３） 卵類の調理要領

授業時間外学習：テキストp102～112の予習

10
乳類の調理（１） 乳類の種類、特性

授業時間外学習：テキストp112～119の予習

11
乳類の調理（２） 乳類の栄養

授業時間外学習：テキストp112～119の予習

12
乳類の調理（３） 乳類の調理要領

授業時間外学習：テキストp112～119の予習

13
油脂類の調理 油脂類の種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp120～124の予習

14
調味料と調理 調味料の種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp125～127の予習

15
ゲル状食品の調理 ゲル状食品の種類、特性、栄養、調理要領

授業時間外学習：テキストp128～133の予習



《専門科目》

○

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　調理理論Ⅳ

担当者氏名 　藤井　茂

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

8-4 態度・志向性

　調理現場で調理作業を行うには、作業能率の向上を図り、調
理や料理の盛り付けなどを行うために各種の調理器具・設備と
食器に関する知識について学修する。

新 調理師養成教育全書 必修編 ４ 調理理論と食文化概論

「改訂　調理用語辞典」社団法人全国調理師養成施設協会
2012

　料理を提供するための各種調理器具・設備と食器に関する理
解を深め、調理作業を効率的に行い、盛り付けの食器・器具に
より調理したものを引き立たせることができる。

新 調理師養成教育全書 必修編 ４ 調理理論と食文化概論のテ
キストを、各項目ごとに授業前の事前学習として読んでくるこ
と。

筆記試験 70％、授業態度・提出物 30%で総合的に判定する。

各自ノートを作成して、積極的に学修する。

週 テーマ 学習内容など

1
調理施設・設備と（１） 調理施設・設備（１）

授業時間外学習：テキストp134～136の予習

2
調理施設・設備と（２） 調理施設・設備（２）

授業時間外学習：テキストp134～136の予習

3
調理器具（１） 非加熱調理器具（１）

授業時間外学習：テキストp136～142の予習

4
調理器具（２） 非加熱調理器具（２）

授業時間外学習：テキストp136～142の予習

5
調理器具（３） 加熱調理器具（１）

授業時間外学習：テキストp142～149の予習

6
調理器具（４） 加熱調理器具（２）

授業時間外学習：テキストp142～149の予習

7
調理器具（５） その他の調理器具（１）

授業時間外学習：テキストp149～151の予習

8
調理器具（６） その他の調理器具（２）

授業時間外学習：テキストp149～151の予習

9
食器・容器（１） 材質別の食器・容器の特徴（１）

授業時間外学習：テキストp152～156の予習

10
食器・容器（２） 材質別の食器・容器の特徴（２）

授業時間外学習：テキストp152～156の予習

11
食器・容器（３） 料理別の食器の種類と特徴（１）

授業時間外学習：テキストp156～160の予習

12
食器・容器（４） 料理別の食器の種類と特徴（２）

授業時間外学習：テキストp156～160の予習

13
食器・容器（５） 料理別の食器の種類と特徴（３）

授業時間外学習：テキストp156～160の予習

14
調理と熱源（１） 熱源の種類と特徴

授業時間外学習：テキストp161～165の予習

15
調理と熱源（２） 熱効率

授業時間外学習：テキストp161～165の予習



《専門科目》

○

◎

○

○

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　調理理論Ⅴ

担当者氏名 　藤井　茂

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

8-4 態度・志向性

　栄養・食事計画にもとづいて喫食対象者に応じた献立作成は
調理師の技術を表すものである。
対象者別の個人および集団における献立作成の方法を学ぶ。

新 調理師養成教育全書 必修編 ２ 食品と栄養の特性
新 調理師養成教育全書 必修編 ４ 調理理論と食文化概論

食品成分表
「改訂　調理用語辞典」社団法人全国調理師養成施設協会
2012

　献立の種類として、定食献立、複数献立、カフェテリア献立
など、喫食別個人および集団において対象者に適した献立を作
成することができる。

次回の授業範囲の予習をしておく。
献立作成に積極的に参加し、疑問点はすぐに質問する。

作成献立と調理 75％、課題レポート 15％、筆記試験 10％

各自ノートを作成して、積極的に学修する。

週 テーマ 学習内容など

1
献立作成の方法と検討 献立作成の方法と検討献立作成の方法およびその内容の検討

授業時間外学習：作成献立対象者にふさわしい食事に関する資料を集める

2
献立作成（１） 幼児の弁当

授業時間外学習：幼児の弁当に関する資料を集める

3
作成献立実習（１） 作成献立実習

授業時間外学習：作成献立内容の試作

4
作成献立と実習の検討
(1)

献立内容の検討
授業時間外学習：作成献立実習レポート

5
献立作成（２） 疾病に対応した料理

授業時間外学習：様々な疾病にふさわしい食事に関する資料を集める

6
作成献立実習（２） 作成献立実習

授業時間外学習：作成献立内容の試作

7
作成献立と実習の検討
（２）

献立内容の検討
授業時間外学習：作成献立実習レポート

8
献立作成（３） 高齢者に対応した料理

授業時間外学習：高齢者の食事に関する資料を集める

9
作成献立実習（３） 作成献立実習

授業時間外学習：作成献立内容の試作

10
作成献立と実習の検討
（３）

献立内容の検討
授業時間外学習：作成献立実習レポート

11
献立作成（４） 行事食

授業時間外学習：行事食に関する資料を集める

12
作成献立実習（４） 作成献立実習

授業時間外学習：作成献立内容の試作

13
作成献立と実習の検討
（４）

献立内容の検討
授業時間外学習：作成献立実習レポート

14
作成献立実習（５） 各対象者にふさわしい料理の作成献立実習

授業時間外学習：作成献立内容の試作

15
作成献立と実習の検討
（５）

献立内容の検討
授業時間外学習：作成献立実習レポート



《専門関連科目》

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　英語ⅠA

担当者氏名 　江川　澄男

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

「頭では分かっているが、なかなか英語が口から出てこない」
この悩みを克服するには、英語を「文字」ではなく「音声」か
ら入り、繰り返し聞いて声に出す(Say it Aloud)ことが重要で
す。そこで、授業を『Q&A Practice』『Dialog Practice』
『自己表現』の3部構成とし、英語に苦手意識のあった学生で
も、英語を楽しみながら、一からやり直しが可能な授業展開と
します。また、世界各国の生活や英語の歌を紹介します。

三浦笙子他著　「基礎からのクイック・レスポンス」　三修社

西沢恒志、多々良和臣、マイケル・シャワティ著「日常英語の
総合トレーニング」鶴見書店

(1))多彩なwarming-upや言語活動を通して、楽しみながら基礎
　的な英語力や表現力を習得することができる。
(2)英検準2級取得に必要な英語力を習得することができる。
(3)日常会話に不可欠な表現を学び、多彩なコミュニケーショ
ン活動を通して、英会話力を高めることができる。
(4)世界各国の生活や文化に関心を高めることができる。
(5)英語の歌に関心を高め、歌うことができる。

英語を確実に習得するため、以下のことを心掛けましょう。
(1) 日頃から英語を聞いて、英語を耳から覚えましょう。 (2)
習った単語や英文を、自分の言葉に直して覚えましょう。
(3)「聞く/話す/読む/書く」活動を繰り返し行いましょう。
(4) 英文日記やエッセーを、毎日書くようにしましょう。
(5) 英検やTOEICを受験し、英語力を確かめましょう。

期末考査(70%)に、小テスト・宿題・自己表現・学習態度など
平常点(30%)を加味します。

授業には、教科書、辞書又は電子辞書、A４ファイルを必ず持
参してください。毎回自作のwork sheetを配布・使用しますの
で、ノートは不要です。

週 テーマ 学習内容など

1
指導方針、学び方、授業
体験、英会話

(授業内容）ガイダンス、目標設定、授業の受け方、英語の学び方、英会話、体験授業
(準備学習) Unit1の単語を調べ、本文と訳を書いてくる

2
Unit１
Nice meet you.

(授業内容）感情表現練習、Vocabulary、Dictation、内容理解、音読、英会話
(準備学習) 疑問文や否定疑問文の用法を予習する。

3
Unit１
Nice meet you.

(授業内容）５hints game、Listening、音読、Q&A、否定疑問文の応答、自己表現
(準備学習) 否定疑問文の応答の仕方を予習する

4
Unit２
What are you doing?

(授業内容）科学実験&T-FTest、Listening、Vocabulary、内容確認、英会話
(準備学習) Unit2の単語を調べ、本文と訳を書いてくる。

5
Unit２
What are you doing?

(授業内容) 記憶力Game、Listening、Q&A Practice、Cloze Test、W/H、自己表現
(準備学習) 5WiHの疑問文の用法と応答の仕方を予習する。

6
Unit３
How much are they?

(授業内容) Information Gap Game,Listening、Vocabulary,Dictation、英会話
(準備学習) Unit3の単語を調べ、本文と訳を書いてくる。

7
Unit３
How much are they?

(授業内容) Speaking、T-F Test、Input Drill、音読、Q&A Practice、自己表現
(準備学習) How疑問文の用法を確認し、会話文を書いてくる。

8
Unit４
I wento Okinawa.

(授業内容) Dialogue Practice,不規則動詞の変化と表現、時制の区別、英会話
(準備学習) Unit4の単語を調べ、本文と訳を書いてくる。

9
Unit４
I went to Okinawa.

(授業内容) 科学実験(2)&T-F Test、Listening、Q&A、音読、Pair Work、自己表現
(準備学習) 過去形の用法を確認し、日記を書いてくる。

10
Unit４
I went to Okinawa.

(授業内容) 英検Drill、Listening、Vocabulary、Dictation,Dialogue、英会話
(準備学習) Unit5の単語を調べ、本文と訳を書いてくる。

11
Unit５
I'll probably visit.

(授業内容) Telling Pictures & T-F Test、Listening、Q&A Practice、自己表現
(準備学習)助動詞の用法を調べ、例文を３つ書いてくる。

12
Unit５
I'll probably visit.

(授業内容) Magic & T-F Test、Vocabulary、Dictation、Listening、英会話
(準備学習) Unit6の単語を調べ、本文と訳を書いてくる。

13
Unit６
Who do you respect?

(授業内容) Topic News & T-F Test、Listening、音読、Pair Drill、自己表現
(準備学習) mustやshouldの用法をレポートにまとめる。

14
Unit６
Who do you respect?

(授業内容) Interview、T-F Test、Listening、Vocabulary、受動態、英会話
(準備学習) Unit7の単語を調べ、本文と訳を書いてくる。

15
Unit１～６
I want to be a teacher

(授業内容) 定期考査の準備学習、IiPadを用いての調べ学習、課題作文、自由英作文
(準備学習) “将来の夢”をテーマに英作文してくる。



《専門関連科目》

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　英語ⅠB

担当者氏名 　江川　澄男

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

「頭では分かっているが、なかなか英語が口から出てこない」
この悩みを克服するには、英語を「文字」ではなく「音声」か
ら入り、繰り返し聞いて声に出す(Say it Aloud)ことが重要で
す。そこで、授業を『Q&A Practice』『Dialog Practice』
『自己表現』の3部構成とし、英語に苦手意識のあった学生で
も、英語を楽しみながら、初歩からやり直しが可能な授業展開
とします。また、世界各国の生活や英語の歌を紹介します。

三浦笙子他著　「基礎からのクイック・レスポンス」　三修社

西沢恒志、多々良和臣、マイケル・シャワティ著「日常英語の
総合トレーニング」鶴見書店

(1))多彩なwarming-upや言語活動を通して、楽しみながら基礎
　的な英語力や表現力を習得することができる。
(2)英検準2級取得に必要な英語力を習得することができる。
(3)日常会話に不可欠な表現を学び、多彩なコミュニケーショ
ン活動を通して、英会話力を高めることができる。
(4)世界各国の生活や文化に関心を高めることができる。
(5)英語の歌に関心を高め、歌うことができる。

英語力を着実に高めるために、以下のことを心掛けましょう。
(1) 日頃から英語を聞いて、英語を耳から覚えましょう。 (2)
習った単語や英文を、自分の言葉に直して覚えましょう。
(3)「聞く/話す/読む/書く」活動を繰り返し行いましょう。
(4) 英文日記やエッセーを、毎日書くようにしましょう。
(5) 英検やTOEICを受験し、英語力を確かめましょう。

期末考査(70%)に、小テスト・宿題・自己表現・学習態度など
平常点(30%)を加味します。特に、意欲的な態度や授業への協
力を重視します。 授業には、教科書、A４ファイルを必ず持参してください。毎

回自作のwork sheetを配布・使用しますので、ノートは不要で
す。

週 テーマ 学習内容など

1
Unit７
Where were you born?

(授業内容）夏休み課題点検、Short Test、Spiral learning、Communication Skill(1)
(準備学習) Unit７を暗唱し、暗写できるようにしてくる。

2
Unit７
Where were you born?

(授業内容）Quick Responce Game、Communication Skill(1)、音読、英会話
(準備学習) 新出単語と本文の内容を調べ、レポート用紙に書いて提出する

3
Uni７
Where were you born?

(授業内容）Intervew Game(1)、Communication Skill(2)、現在完了形、自己表現
(準備学習) 現在完了と過去形の違いを調べ、レポート用紙に書いて提出する。

4
Unit８
How have you been?

(授業内容）Communication Skill(3)、Listening、Shadowing、英会話、Test
(準備学習) Unit８を暗唱し、暗写できるようにしてくる。

5
Unit８
How have you been?

(授業内容) 記憶力Game、Communication Skill(4)、Q&A Practice、Cloze Test、W/H
(準備学習) 新出単語と本文の内容を調べ、レポート用紙に書いて提出する。

6
Unit９
I used to be afraid.

(授業内容) Information Gap Game,Communication Skill(5),Listening,ALTとの英会話
(準備学習) used to～を用いて“小学校の思い出”をテーマに英作文を書いてくる。

7
Unit９
I used to be afraid.

(授業内容) Grid Speaking、T-F Test、Input Drill、音読、Q&A Practice、自己表現
(準備学習) Unit９を暗唱し、暗写できるようにしてくる。

8
Unit10
Does she mind eaing?

(授業内容) Dialogue Practice、不定詞と動名詞の相違、英会話、自由英作文
(準備学習) Unit10の新出単語と本文の内容を調べ、レポート用紙に書いて提出する。

9
Unit10
Does she mind eating?

(授業内容) Americaの紹介、Listening、Q&A、音読、Shadowing、Pair Work、自己表現
(準備学習) 文法事項の定着を図る宿題を完了し、提出する。

10
Unit11
It's fun to learn.

(授業内容) Malaysiaの紹介、Listening、Dictation,Dialogue、英会話、作文
(準備学習) Unit10を暗唱し、暗写できるようにしてくる

11
Unit11
It's fun to learn.

(授業内容)Australiaの紹介、Telling Pictures & T-F Test、Q&A Practice、自己表現
(準備学習)不定詞の用法を調べ、英文を5個ずつ書いてくる。

12
Unit11
It's fun to learn.

(授業内容) 世界遺産の紹介、Vocabulary、Dictation、Listening、英会話
(準備学習) 新出単語と本文の内容を調べ、レポート用紙に書いて提出する。

13
Unit12
Did the policeman make

(授業内容) 世界の食文化紹介、Topic News、 ShortTest、Listening、音読、自己表現
(準備学習) 使役動詞の用法を調べ、例文を5個ずつ書いている。

14
Unit12
Did the policeman make

(授業内容) ユネスコ活動の紹介、Listening、Vocabulary、受動態、英会話
(準備学習) Unit12の単語の意味を調べ、本文と訳を書いてくる。

15
Unit7～12
I enjoyed English

(授業内容)定期考査の準備学習、iPadを用いて調べ学習、課題作文、自由英作文
(準備学習) “授業の感想”をテーマに英作文してくる。



《専門関連科目》

○

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　情報処理Ⅰ

担当者氏名 　中平　浩介

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

ICT(Information & Communication Technology)社会の到来を
受け、情報処理技術が職場や日常生活の中に広く普及しており
その修得が期待されている。そこでこのような社会のニーズに
応えるため、ワープロ、表計算といったアプリケーションにつ
いて学び、またインターネットを利用する際の注意点や検索技
術、タイピング技術、情報倫理に関する知識についても学ぶ

大石博雄　イチからしっかり学ぶ！「Office基礎と情報モラ
ル」(Office2013･2010対応) noa出版
大石博雄　情報倫理ハンドブック」noa出版

情報倫理について説明できる
ワードの基礎的な操作ができる
エクセルの基礎的な操作ができる
パワーポイントの基礎的な操作ができる
インターネットを使って情報検索ができる
キーボードのスムーズな操作ができる

時間内に終わらない課題については、次の授業までに完成させ
ておくこと
タイピング練習を５分～１０分程度行うこと
毎回の授業について、予習、復習（概ね２時間）の自己学習が
望ましい

定期試験（60%）を基本とし、小テスト（20%）、課題などの提
出（20%）を考慮して総合的に評価し、60%以上を合格とする

提出された課題については内容を確認し、講評などでフィード
バックする

週 テーマ 学習内容など

1
本学コンピュータシステ
ムの概要

本学ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑの利用方法、ﾈｯﾄﾜｰｸを利用するための留意点、個人用ﾌｫﾙﾀﾞ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
の扱い、Office365

2
情報倫理、インターネッ
ト

情報ｾｷｭﾘﾃｨ、情報ﾘﾃﾗｼｰ、著作権、個人情報の取り扱い、ﾈｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ｳｲﾙｽ
準備学習：情報倫理ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの1･2を読んでおくこと。

3
情報倫理、タイピング ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを利用するために必要不可欠なｷｰﾎﾞｰﾄﾞ操作（ﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ）

準備学習：情報倫理ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ3･4を読んでおくこと。

4
情報倫理小ﾃｽﾄ、ﾊﾟｿｺﾝ操
作

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ、ﾌｧｲﾙ操作、ﾌｫﾙﾀﾞ操作、移動とｺﾋﾟｰ、ﾌｧｲﾙ管理
準備学習：ﾃｷｽﾄP2-34を読んでおくこと。

5
ﾜｰﾄﾞの基礎(起動と設定) 起動、ｽﾀｰﾄ画面構成、新規作成、文書画面構成、ﾘﾎﾞﾝ、IME設定、入力と変換、範囲指

定、一括変換と文節変換　準備学習：ﾃｷｽﾄP35-65を読んでおくこと。

6
文書作成(ﾁﾗｼ作成) 書式設定、ｲﾝﾃﾞﾝﾄ、ﾀﾌﾞ、表作成、表編集、画像挿入、印刷

準備学習：ﾃｷｽﾄP66-87を読んでおくこと。

7
文書作成(ﾚﾎﾟｰﾄ作成) 表紙の作成、編集、図の挿入、グラフの挿入、引用、図表番号、脚注、参考文献、スタ

イル、スペルチェックと文章校正　準備学習：ﾃｷｽﾄP88-104を読んでおくこと。

8
ｴｸｾﾙの基礎 起動、ｽﾀｰﾄ画面、ﾌﾞｯｸの新規作成、画面構成、範囲指定、終了処理

準備学習：ﾃｷｽﾄP105-112を読んでおくこと。

9
表の作成 ﾃﾞｰﾀの入力、訂正、削除、ｵｰﾄﾌｨﾙ、ﾌｫﾝﾄ設定、配置設定、表示形式設定、罫線、行や列

の変更　準備学習：ﾃｷｽﾄP113-126を読んでおくこと。

10
表の編集 印刷イメージの確認、改ページ、ページ設定印刷タイトルの設定、ﾍｯﾀﾞｰ、ﾌｯﾀｰ、印刷

準備学習：ﾃｷｽﾄP127-132を読んでおくこと。

11
計算の設定 計算式、数式、演算記号、参照、関数の利用

準備学習：P133-155までを読んでおくこと。

12
ｸﾞﾗﾌ作成　ｴｸｾﾙ小ﾃｽﾄ ｸﾞﾗﾌの種類、ｸﾞﾗﾌ作成、移動とｻｲｽﾞ変更、ｸﾞﾗﾌの要素、ｸﾞﾗﾌの編集、複合ｸﾞﾗﾌ

準備学習：P156-178まで読んでおくこと。

13
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄの基礎 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの基本、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの要点、形式、ﾂｰﾙ、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの流れ、適切なｺﾞｰﾙ

設定　準備学習：P180-187までを読んでおくこと。

14
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄの起動と作成 起動、ｽﾀｰﾄ画面、画面構成、ｽﾗｲﾄﾞ作成、効果の設定　準備学習：P188-205までを読ん

でおくこと。

15
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄの編集 ﾜｰﾄﾞｱｰﾄ、SmartArt、ｵﾝﾗｲﾝ画像、Excelの方とｸﾞﾗﾌの挿入、図形の作成

準備学習：P206-P221までを読んでおくこと。



《専門関連科目》

○

○

◎

《授業の概要》 《テキスト》

《参考図書》

《授業の到達目標》

《授業時間外学習》

《成績評価の方法》

《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

科目名 　情報処理Ⅱ

担当者氏名 　中平　浩介

授業方法 実習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

2-1 教養

6-2 知識・技能

7-3 汎用的技能

ICT(Information & Communication Technology)社会の到来を
受け、情報処理技術が職場や日常生活の中に広く普及しており
その修得が期待されている。そこで、この科目では、１年次に
学修した内容を基に、ワープロ、表計算、プレゼンテーション
ソフトについての技術を修得する。更に情報倫理、情報リテラ
シーについての知識を習得する

使える技術が身に付く！　Excel問題集 全102題　noa出版

Office基礎と情報モラル　noa出版
情報倫理ハンドブック　noa出版

Wordの操作ができる
Excelの操作ができる
PowerPointの操作ができる
情報倫理について説明できる
情報リテラシーについて説明できる
1分あたり 40～50字程度の文字入力ができる

時間内に終わらない作成問題については、次の授業までに終了
させておくこと
毎回の授業について、予習、復習（概ね３時間）の自己学習が
望ましい

小テスト(30%)、実技試験(30%)、課題提出(40%)を総合的に評
価し、60%以上を合格とする

提出された課題については、講評などでフィードバックする

週 テーマ 学習内容など

1
コンピュータシステムの
概要、タイピング

コンピュータシステムの利用方法、学生サーバー、ネットワーク、個人用フォルダ、パ
スワードの扱い、タイピング

2
情報倫理、タイピング、
画像の扱い

情報リテラシー、情報セキュティ、タイピング、インターネット、著作権、画像処理
準備学習：情報倫理ハンドブックに目を通しておくこと

3
文書作成（文章、通信
文）

長文作成、社内文書、社外文書
準備学習：1年次テキスト Section２のStep１を読んでおくこと

4
文書作成（表作成、表の
処理）

文書作成：表の構成要素、列幅変更、セルの結合、表のスタイル
準備学習：1年次テキスト Section２のStep２ Lesson１を読んでおくこと

5
文書作成（レポート）、
Word小テスト

ページ設定、表紙の作成、ヘッター、フッター、図の挿入、文章校正
準備学習：1年次テキスト Section２のStep２ Lesson２を読んでおくこと

6
表作成（編集・スタイ
ル）

表の作成、編集、スタイル、条件付き書式
準備学習：２年次テキスト Step１ Lesson1-8を読んでおくこと

7
表作成（入力規則） 入力規則、便利な機能、ページ設定

準備学習：２年次テキスト Step１ Lesson9-13を読んでおくこと

8
計算式・関数（計算） 計算、合計、平均、最大値、最小値

準備学習：２年次テキスト Step２ Lesson14-18を読んでおくこと

9
計算式・関数（条件式） 端数処理、条件式、関数を使ったデータ参照、文字列操作関数

準備学習：２年次テキスト Step２ Lesson19-29を読んでおくこと

10
計算式・関数（日付関
数）

日付・時刻関数、データベース関数、財務関数、情報関数
準備学習：２年次テキスト Step２ Lesson30-38を読んでおくこと

11
計算式・関数（基本的な
グラフ）

縦（横）棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、レーダーチャート
準備学習：２年次テキスト Step３ Lesson39-48を読んでおくこと

12
計算式・関数（高度なグ
ラフ）

複合グラフ、散布図グラフ、絵グラフ、面グラフ、ドーナッツグラフ、等高線グラフ
準備学習：２年次テキスト Step３ Lesson49-54を読んでおくこと

13
計算式・関数（その他の
グラフ）Excel小テスト

バブルチャートグラフ、株価チャートグラフ、イラスト挿入、図形挿入、図表挿入
準備学習：２年次テキスト Step３ Lesson49-54を読んでおくこと

14
プレゼンテーション（ス
ライド作成）

スライドの構成、スライドの増減、編集、図表の挿入
準備学習：1年次テキスト Section４のStep2 Lesson1を読んでおくこと

15
プレゼンテーション（効
果）実技テスト

画面切り替え効果、アニメーション効果
準備学習：1年次テキスト Section４のStep２ Lesson2を読んでおくこと


