
授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】

＊講師経歴

【到達目標】
1.ホスピタリティーの理解
2.多方面から社会人として人間としてのホスピタリティー精神を養う
3.常識的なテーブルマナーの習得

1回目 「テーブルコミュニケーション概論」食と人間の在り方、生きていく上での食とコミュニケーションの食を修得する

2回目 「ポスピタリティー①」ホスピタリティーとは何か？自分のまわりにあるホスピタリティーを見つけ、修得する

3回目 「ホスピタリティー②」ホスピタリティーとサービスの違いを理解し、実践で使うことができるようになる

4回目 「ホスピタリティー③」事例に基づくホスピタリティーについて自身の意見のディスカッションができるようになる

5回目 「基本の洋食の成り立ちとテーブルセッティング」について修得する

6回目 「基本の洋食のマナー」飲食に携わるものとしての知識、ナイフ&フォークの扱い、立ち振舞いを修得する

7回目 「和食の基本のセッティング（一汁三菜）」日常の食卓から、会席料理まで。成り立ち、器、セッティングを修得する

8回目 「基本のお箸のマナー」今更聞けないお箸の扱い方を修得する

9回目 「茶の湯に見るホスピタリティーと利休の七則」を修得する

10回目 「茶の湯体験①」相手を慮る心を知る。茶をいただく流れを修得する

11回目 「茶の湯体験②」実習テーブル茶会を修得する

12回目 「伝統の年迎え」日本人として古くから伝わる年越しを知る、伝統の継承を修得する

13回目 「ディスカッション～これからの飲食業と自分の志～」を修得する

14回目 テスト

15回目 テストの答え合わせ

【使用教科書・教材・参考書】

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

ホスピタリティー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 片桐 操開講科目
(英)

ホスピタリティー
( Hospitality )

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

30
(2)

社会人として必要な基本のホスピタリティーの考えと、テーブルマナー。さらには、ホスピタリティーに実践として、茶の湯の入門を経験
し、どんな場面でも動じない自分作りをしていきます。経験は何者にも変えることのできない貴重な時間。理論と感覚の両面からアプ
ローチしていきます。

食区間コーディネーターとして、撮影スタイリング、飲食店開業に伴うコンサルティング、地元陶芸家との作品セッション、アフタヌーン
ティーカフェ運営、各種アフタヌーンティーに関する監修を手掛ける。また、フリーアナウンサーとしての経験とを合わせた「テーブルコ
ミュニケーション学」を構築。２０２２年「幸せになるためのテーブルコミュニケーション」出版。

「幸せになるためのテーブルコミュニケーション」著　片桐操
各項目において資料、プリントの配布あり。欠席時については、自己申告によりお渡しします。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆筆記試験(20％)
◆実技試験(20％)
◆出席評価(20％)
◆授業内評価(20％)

受講生への
メッセージ

社会人としての常識を見に付け、そんなときでも場所でも、誰の前でも変わらない自分つくり。激しく変わりゆく飲食業の形態
に惑わされることなく、基本を自分の中に落とし込み、人間力を高めることを望んでいます。周りが変わっても自分の志が
しっかりしていればなにも迷うことはない。社会に出ていくことが楽しみになる半年にしていきましょう。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

・今までに自分がしてもらってうれしかったことなど考えてきてください。
・卒業後の自分の目標を明確にしてきてください。
・卒業時、どんな自分になっていたいのかできる限り具体的に書き出してきてください。



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】
ＨＲ、授業の振り返り、イベンド等に向けての取り組み

【講師経歴】
名古屋市内のレストラン、4年間の渡仏を経て名古屋東急ホテルレストラン「ロワール」のスーシェフに就任。
後に春日井市内のレストランの料理長に就任。2014年に野菜スイーツ専門店エルヴェラヴィをオープン。

【到達目標】
企業プロジェクト、卒業・進級制作展を通してプランニングができるようになる。

1回目

2回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる（イオンタウン）／HR

3回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる（イオンタウン）／HR

4回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる（イオンタウン）／HR

5回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる（イオンタウン）／HR

6回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる／HR

7回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる／HR

8回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる／HR

9回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる／HR

10回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる／HR

11回目 企業プロジェクトに向けてプランニングできるようになる／HR

12回目 卒業・進級制作についてプランニングできるようになる／HR

13回目 卒業・進級制作についてプランニングできるようになる／HR

14回目 卒業・進級制作についてプランニングできるようになる／HR

15回目 卒業・進級制作についてプランニングできるようになる／HR

【使用教科書・教材・参考書】

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度とな
ります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆出席評価(100%)

受講生への
メッセージ

後期は、イベントが同時進行で進んで行きます。頭の中を整理して、企画書・発注書など、一つ一つきちんと仕上
げていきましょう。
今まで学んできた事を活かし、自分のベストを尽くしましょう！

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

当日のうちに試作の振り返りを行い、整理していきましょう。提出期限は厳守です。

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

30
(2)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

進級卒業制作／総合演習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 有賀　成輝開講科目
(英)

総合演習
(Coordination and Planning)



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】
イタリアン料理コース料理　アンティパスト・プリモピアット・セコンドピアット・ドルチェの基本から応用までを学びます。
(講師経歴)

2012年よりイタリアンレストランで修業を重ね、2017年アロマフレスカ東海にて調理に従事。

【到達目標】
①パスタの乳化を理解し制限時間内に作ることができる。
②リゾットの乳化を理解し制限時間内に作ることができる。

③下処理、切り方を丁寧に綺麗に仕上げることができる。

1回目 季節感のある組み合わせ料理作成することができる

2回目 季節感のある組み合わせ料理を作成することができる

4回目 季節感のある組み合わせ料理を作成することができる

6回目 季節感のある組み合わせ料理を作成することができる

7回目 コースメニュー　が作成できる。売価2500円　原価率30%　

9回目 コースメニューが作成できる。　売価3500円　原価率　30%

10回目 コースメニューが作成できる。　売価3500円　原価率　30%

12回目 コースメニューが作成できる。　売価3500円　原価率　30%

14回目 テスト対策　当日準備された食材を使用して創作パスタが作成できる。　ドルチェ仕込み

15回目 テスト　当日準備された食材を使用して創作パスタが作成できる。　ドルチェ仕上げ

準備学習
時間外学習

【使用教科書・教材・参考書】

配布レシピ有。作成方法は、各自で記入する。

受講生への
メッセージ

イタリア料理のコースの順番で進められてきます。
アンティパスト→プリモピアット→セコンドピアット→ドルチェの順を知ってください。
また、パスタを作成するためには乳化という技術が必ず必要になります。乳化という技術を理解しておくと美味しくパスタが作
れます。

授業内で使用する包丁がすべて研げている状態にしておくことが必要です。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

実技試験70％
出席評価30％

授業計画・内容

調理師科
授業
形態

実習
総時間
(単位)

60
(4)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

イタリアン調理実習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 久永　勇太開講科目
(英)

イタリアン調理実習
( Ｉｔａｌｉａｎ Basic cooking practical)



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】
フランス料理の基本と技法を学ぶ
前菜→スープ→魚料理→肉料理の順番
(講師経歴)
鈴木先生 2016年 ドイツで行われた第24回世界料理オリンピック　個人競技キャリナリーアート部門　

金メダル受賞
2018年　マレーシアで行われたGLOBAL CHEFS CHALLENGE 日本代表選手
ホテル　ナゴヤキャッスル　副料理長　兼　関連事業統括部　関連事業統括料理長　

【到達目標】
①専門調理師の課題を制限時間内に完成することができる。
②フランス料理のコースの組み立てを知り、味のバランス、食材の選び方、盛り付け方を知り作成できる。

1回目 テロワールを感じる料理が作成できるようになる。

2回目 テロワールを感じる料理が作成できるようになる。

3回目 テロワールを感じる料理が作成できるようになる。

4回目 ブッフェパーティーメニューを作成できるようになる。

５回目 ブッフェパーティーメニューを作成できるようになる。

６回目 前菜、スープ、メイン（魚類）の作成ができるようになる。

７回目 前菜、スープ、メイン（肉料理）の作成ができるようになる。

８回目 クリスマスメニューを作成できるようになる。

９回目 テスト対策　仔羊のメニューを作ることが出来るようになる。

１０回目 テスト　

【使用教科書・教材・参考書】

配布レシピ有。作成方法は、各自で記入する。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度とな
ります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

実技試験70％

出席評価30％

受講生への
メッセージ 実務経験6年を得た後に受験資格のある専門調理師の課題に取り組むことができる授業です。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習 授業内で使用する包丁がすべて研げている状態にしておくことが必要です。

調理師科
授業
形態

実習
総時間
(単位)

60
(4)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

フランス調理実習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 鈴木　直也開講科目
(英)

フランス調理実習
(french basic cooking practical)



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】

(講師経歴)
日本ソムリエ協会のソムリエ。ホテルレストラン等への酒販売経験と海外のワイナリー研修経験から幅広いお酒の知識をもつ。
現在は、業務用酒販店「サカツコーポレーション」の通販部門マネージャーを務める。

【到達目標】

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

10回目

11回目

12回目

13回目

14回目

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

受講生への
メッセージ

レストランや飲食店で専門知識が必要となるワインについて、基礎知識を身に着けてもらう授業となります。知識を深めれ
ば、就職後、『ソムリエ』という社団法人日本ソムリエ協会の資格を取ることもできます。知識はもちろん、味わいの経験や表
現も重要です。試飲によって確認及び表現してもらいますので、授業のある日は車や自転車等の運転はしないようにあらか
じめ注意してください。

準備学習
時間外学習

特にありません。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆筆記試験(60％)
◆試飲試験(20％)
◆出席評価(20％)

【試験を踏まえ、振り返りと補足】
試験の結果を踏まえ、半年やってきて不足していると思われる知識をおさらい。レストランでの現場で基本的な対応ができるようにする。

【フランスワイン①】　世界のワイン法の基本となったフランスワインについて学び、葡萄品種やテロワールと呼ばれる気候風土の違いによ
るワインの違いを理解できるようになる。

【フランスワイン②】　世界のワイン法の基本となったフランスワインについて学び、葡萄品種やテロワールと呼ばれる気候風土の違いによ
るワインの違いを理解できるようになる。

【イタリアワイン】　日本でもその数が多いイタリア料理店に必ず置かれるイタリアワインについて、葡萄品種や味わいについて基礎的な知
識とその味わいを料理とのマリアージュも含め理解できるようになる。

【地中海ワイン(スペイン、ギリシャ、レバノン他)】
バルで人気のスペインワイン。その人気の秘密を探るとともに、他の地中海沿岸のワインについても理解を深める。

【その他ヨーロッパワイン(ドイツ、オーストリア、イギリス他)】
葡萄栽培の北限にドイツ、アルザスの冷涼なオーストリア、最近注目のイギリスワインなどについても理解を深める。

【北米ワイン(USA(カリフォルニア、ワイントン、オレゴン他)、カナダ)】
消費国としても重要だが、カリフォルニアをはじめとする生産地の人気の秘密とその特徴が理解できるようになる。

【南米ワイン(チリ、アルゼンチン、ウルグアイ他)】　日本への輸入量が最も多いチリワインをはじめ、品質とコストの安さが光る南米ワインに
ついて、その背景と生産の現場についての理解を深める。

【南半球ワイン（オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ他）】
ヨーロッパの南の南アフリカ、日本の南の元イギリス領のオーストラリアとニュージーランド、そのワインのワインの人気の秘密を探る。

【ワインサービス＆料理とのマリアージュ】　食事中に楽しむのが他のお酒にないワインの特徴。お料理とワインの組み合わせが重要。その
ためのワインサービスについて、理解できるようにする。

【ワインサービスとワインリストの作成及び管理】　ワインの保管からワインの販売の実際について、実際に使われているワインリストを参考
にしながら考える。試験のポイントも軽くおさらい。

【試験】

【ワイン概論】　ワインの製造、分類、葡萄の品種及び生産地による違いについて学び、試飲を通してワインに触れ、味の違いや表現を体験
する。また、世界に広がるワイン産地を地図上で把握できる。

調理師科
授業
形態

実習
総時間
(単位)

30
(2)

酒類飲料の中でもレストランやホテルで接することになるワインについて、基礎知識を身に着け、必要な味わいを試飲によって体験す
る。

酒類飲料の中でもレストランやホテルで接することになるワインについて、基礎知識を身に着け、それを拡売するために必要な味わい
を試飲によって体験し、料理とのマリアージュについて考える。
レストラン等での現場において、お客様への拡販ができるように、多少なりとも知識と味わいを説明し、サービスできることを目指す。

授業計画・内容

【酒類飲料概論①】
各種酒類のと製造方法について学び、酒類の特性を理解できる。主原料の水についても試飲で違いを舌で理解する。

【酒類飲料概論②】　各種酒類の分類を学び、食中酒としてのワインの立ち位置を理解できるようになる。
ワインの試飲を通して、基礎的なワイン味わいについて体験することができる。

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

ドリンク実習
必修
選択

必修 年次 2年 担当教員 江崎俊雄開講科目
(英)

ドリンク実習
( Beverages )



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】 
＊ホテル・レストランにて必要とされる実践サービスの専門技術、知識を基準として授業を展開していきます。

＊講師経歴　　寺本嘉廣先生　・・・　平成２８年、近鉄都ホテル＆リゾーツ退職、在籍３７年間 料飲サービスとして
勤務（宴会、レストランサービス）現在、ブライダルサービス業務、サブキャプテン　＊サービス実践授業にて技術と心を磨いて
ワンランク上のサービスを目指します。

【到達目標】　ホスピタリティの実践　ゲストとしっかり向き合う姿勢　ゲストの気持ちに寄り添ったサービス
　サービス精神を感じる努力、姿勢とやさしさ

1回目 　自己紹介：ホスピタリティとサービスについて理解できるようになる。

2回目 　接客の基本（接客における好ましい表現）　を理解できるようになる。

3回目 　什器及び備品の知識　実践：それぞれの特徴や用途、取り扱い方法を習得する。

4回目 　テーブルセッティング　実践：テーブルクロスの取り扱い、テーブルナフキンの折り方を習得する。

5回目 　テーブルセッティング　実践：朝食のセッティング、ランチのセッティング、ディナーのセッティング方法を習得する。

6回目 　テーブルセッティング　実践：テーブルマナーについて理解できるようになる。

7回目 　基本のサービス　実践：サービストレーの使用方法を習得する。

8回目 　基本のサービス　実践：プレートサービス（アメリカンサービス）ができるようになる。

9回目 　基本のサービス　実践：プラッターサービス（イングリッシュサービス）ができるようになる。

10回目 　基本のサービス　実践：グラスの取り扱い、ドリンクの種類について理解することができる。

11回目 　ワインのサービス　実践：ワインの知識、赤ワイン・白ワインのサービス方法について理解することができる。

12回目 　ワインのサービス　実践：ワインの知識、シャンパン・その他ワインのサービス方法について理解できる。

13回目 　サービスシュミレーション　実践：ランチタイムにおけるサービス（ＨＲＳ３級実技試験課題）を習得する。

14回目 　期末試験 実施：筆記試験及び実技試験（画像にて、正誤法の解答とします。

15回目 　テスト振り返り　実践：反省会（改善点の修正）

【使用教科書・教材・参考書】　必要であれば、サービス実践に必要な、課題プリントを作成して配布予定です。　

＊使用教科書：レストランサービス

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

筆記試験：40％、実技試験：30％、出席評価：15％、授業内評価15％

受講生への
メッセージ

＊サービス実践の授業内容にて、専門用語や慣れない作業内容が沢山ありますが、最初から上手にできるとは限りませ
ん。一人一人が工夫をしながら、成長します。サービスのプロとして認めて貰える課題内容として、ご理解ください。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

＊研修、アルバイトなどオフタイムを利用して、社会人に求められる正しい敬語や接客用語、生活態度を身につける。

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

30
(2)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

レストランサービス
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 寺本　嘉廣開講科目
(英)

レストランサービス
(Service)



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】

＊講師経歴

【到達目標】

1回目 [造形講座1]軽量粘土/指定の素材を使用し、アイデアを形にする方法を習得する。

2回目 [デッサン講座1]基本的な形を理解し、描き方を習得する。（丸・楕円・三角・四角/正面・側面・背面の三面図等）

3回目 [デッサン講座2]パース・透視図法などを理解し、立体的なものの描き方を習得する。（円柱・三角柱・四角柱等）

4回目 [デッサン講座3]有機的なものの構造を理解し、その描き方を習得する。

5回目 [造形講座2]コラージュ/折り紙などの素材を使用し、アイデアを形にする方法を習得する。

6回目 [色彩講座1]色の表示/色相環やトーンの概念を理解し、混色の技法などを習得する。

7回目 [色彩講座2]色彩調和1/配色の基本的な考え方を理解する。

8回目 [色彩講座3]配色イメージ1 /演習を通じ、様々な配色のイメージの組み立て方を習得する。

9回目 [色彩講座4]色彩調和2/自然の秩序からの色彩調和など、様々な調和の種類を理解する。

10回目 [色彩講座5]配色イメージ2/演習を通じ、様々なイメージ別の配色法を習得する（エレガント・カジュアル等）

11回目 [造形講座3]軽量粘土/指定の素材を使用し、アイデアを形にする方法を習得する。

12回目 [アイデアスケッチ講座1]イラストレーション/様々な描画材の特性を知り、描き方を習得する。

13回目 [アイデアスケッチ講座2]オリジナルアイデアスケッチ/イメージしたものを形にできる技術を習得する。

14回目 テスト

15回目 講評

【使用教科書・教材・参考書】

色彩検定3級・2級

受講生への
メッセージ

基礎的な描画技術の習得の他にも、柔軟な発想力を養い、それをカタチにかえ、生み出していく力を養う時間になればと思い
ます。
創作の楽しさを沢山感じてもらえるような時間にしていきたいと思います。

準備学習
時間外学習

自然から配色を学ぶ意識を常にもちましょう。
花、夕焼け、動物の柄、色々なものに興味を持ち、写真などに納めてコレクションをしていきましょう。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆実技試験(40％)
◆出席評価(60％)

調理師科
授業
形態

講義
演習

総時間
(単位)

30
(2)

基礎的なデッサン・色彩に関する知識と技術を習得する為の座学と演習。柔軟な想像力を、形に変えていく造形演習。イメージを可視化
するアイデアスケッチの描き方講座。柔軟な想像力を養い、イメージしたものをカタチにする技術を養う。それを人に伝える能力を身に着
ける。

イラストレーター/アトリエリスタ
イラストレーターとして、様々な媒体に関わりながら、近年は保育の世界で子どもの美術の教育に関わる専門家「アトリエリスタ」として、園
での活動と、書籍関連に注力している。

基礎的なデッサン力、色彩の知識の習得。柔軟な想像力を養い、イメージしたものをカタチにする技術の習得。アイデアスケッチの描き方
の習得。本授業修了時には、それらの能力を仕事に活かせるようになる。

授業計画・内容

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

ベーシックデザイン
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 照喜名 隆充開講科目
(英)

ベーシックデザイン
( Basic Design )



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】
 　実験器具の取り扱い、食品の鮮度判定（生卵、牛乳、魚介類、魚肉練り製品、食肉）、汚れ状態の検査(調理器具汚れ、
   食器の汚れ,ATPふき取り検査、衛生的手洗い）、微生物測定（空中浮遊物、食品等から食中毒菌を検査）、食品のｐH、
   食品の内部温度測定、水道水の遊離残留塩素測定について学ぶ。　
＊講師経歴
    厚生労働省の機関である検疫所にて輸入食品の届出審査、モニタリング検査に従事。

【到達目標】
    調理師としての自主衛生管理の意義を理解し、食品衛生管理上に必要最小限の検査手技を身につけて調理現場で実践できる
    ようにする。

1回目 ガラス測定器具の扱い方、食品のｐH測定から鮮度、腐敗度と腐敗の防止方法を理解できるようになる。

2回目 （空中浮遊微生物の測定）室内の空気の汚染度チェックができるようになる。

3回目 （食品からの各種細菌の検出）食品等の汚染度、病原菌検出の簡易チェックができるようになる。

4回目 （生卵の鮮度判定）卵の外観と各種測定方法を学び、鮮度のチェックについて理解できるようになる。

5回目 （魚介類の鮮度判定）魚介類の官能検査法を学び、ｐＨによる鮮度チェックについて理解できるようなる。

6回目 （魚肉練り製品の鮮度・品質判定）魚肉練り製品の鮮度・品質の判定について理解できるようになる。

7回目 （食肉の鮮度判定）食肉類の官能的変化を学び、ｐH測定によるチェックについて理解できるようになる。

8回目 （牛乳の鮮度判定）や鮮度の低下した牛乳を簡単にチェックできるようになる。

9回目 （食品の内部温度の測定）食品中心部の加熱チェックができるようになる。

10回目 （手指洗浄前、洗浄後の汚れ状態の検査）手指の汚染、洗い残し状況チェックができるようになる。

11回目 （調理器具の汚れ状態の検査）汚染物質の残留チェックができるようなる。

12回目 （食器洗浄後の汚れ状態の検査）食品成分の残留チェックができるようになる。

13回目 （水道水の残留塩素測定）水道水の残留塩素チェックができるようなる。

14回目 （テスト）　定期試験にて、本科目で得た知識の確認を行い、更に課題や目標を見出すことができるようになる。

15回目 （まとめ）　食品の安全と衛生から見た調理師として果たすべき社会的使命を理解することができるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】

新調理師養成教育全書３　食品の安全と衛生【全国調理師養成施設協会】
新調理師養成教育全書必携問題集　第3版対応【全国調理師養成施設協会】

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

 
  筆記試験　　　80％
  出席評価　　　15％
  授業内評価　　 5％

受講生への
メッセージ

   安全で豊かな食生活を送るために、食品が持つリスクについて知り、正確な知識のもとで食品を選択していくことが
　大切です。  食品の安全性確保に対する意識や関心がなければ食中毒事故が発生します。安全な食材（原材料）を選び、
　自主衛生管理の「５S」活動を日常生活の一部として習慣化することが、一流の調理師であることの証になります。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

授業前日までに、その日に学ぶテキストのページの内容を一読しておいてください。　授業ではテキストの内容をまとめたス
ライドを用いて説明し、実験のデモンストレーション等を行いますので、重要な項目にはテキストにアンダーラインを引く、追
記するなどし、実習内容把握に努めてください。

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

30
(2)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

食品の安全と衛生
必修
選択

必修 年次 2年 担当教員 糸井 正人開講科目
(英)

食品の安全と衛生
(food safety and hygiene)



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】
調理の意義、目的、調理方法（西洋、日本、中国）の特徴を理解し、様々な料理の歴史やその背景に関する知識を学ぶ。

(講師経歴)
＊1969年株式会社ナゴヤキャッスル入社後、フレンチレストランクラウンへ配属。キャッスルプラザ総料理長など、44年間にわたり、

同社調理部を牽引。全日本司厨士協会理事、及び、愛知県調理師会の理事を務める。

【到達目標】
食文化とは何かが説明でき、自然環境、宗教などからの食に対しての接し方、あり方を考え日本の食文化、
世界の食文化を修得し、現在における食環境に対して、又、次世代への食の継承者とは何か、何をしていくのかを理解し、
自分自身の調理師観を持つことを到達の目標とする。

1回目 西洋料理の食文化について学び、スペイン料理の特徴を正しく理解できるようになる。

2回目 西洋料理の食文化について学び、スペイン料理の特徴を正しく理解できるようになる。

3回目 西洋料理の食文化について学び、ポルトガルやイギリス、ドイツ料理などの特徴を正しく理解できるようになる。

4回目 西洋料理の食文化について学び、東欧、北欧料理などの特徴を正しく理解できるようになる。

5回目 西洋料理様式のテーブルマナーについて学び、正しく理解できるようになる。

6回目 世界の料理の食文化について学び、中国料理の変遷を正しく理解できるようになる。

7回目 中国料理様式について学び、宴会の分類、基本献立について理解する。正しく理解できるようになる。①

8回目 中国料理様式について学び、宴会の分類、基本献立について正しく理解できるようになる。②

9回目 世界の料理の食文化について学び、アジア、中東、中南米の国路料理の特徴について理解できるようになる。①

10回目 世界の料理の食文化について学び、アジア、中東、中南米の国路料理の特徴について理解できるようになる。②

11回目 調理理論と食文化「纏め」①

12回目 調理理論と食文化「纏め」②

13回目 テスト対策

14回目 （テスト）　定期試験にて、本科目で得た知識の確認を行う。

15回目 テストの返却、解説、まとめを行い、さらなる課題や目標を見出す。

【使用教科書・教材・参考書】
新調理師養成教育全書４　調理理論と食文化概論
※小テスト（各項目ごと）

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆筆記試験(70％)
◆出席・授業内評価(30％)

受講生への
メッセージ

　※　何故、調理師が地理、歴史的な授業と思われがちだが、食というものも様々な事柄と同様に、伝播と変容を繰り返し今
日に至っている。それぞれの地域、時代を学ぶことで、食がどのように変容したかを説明でき、自分たちが次の時代への食
の継承者としての役割を理解し修得を願う。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

　※　この食文化の授業は、地理、歴史が大変重要な項目である。世界地図、日本地図、世界史、日本史などの社会科的要
素が多くあり、色々な文献、メディアなどを参考にして、それぞれの重要な時代ごとの出来事を把握して、授業に臨むことが
望ましく、地理、歴史の準備的学習が必要である。又、歴史的作品、世界の旅的な番組などは大変参考になる。

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

30
(2)

名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校
2022年度　シラバス

調理理論と食文化概論
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 瀬口　邦比古開講科目
(英)

調理理論と食文化概論
(Theory of Cooking and　Food Culture）



授業科目

学科 開講区分 後期

【授業の学習内容】
基礎技術の定着を目指し反復トレーニングを行います。野菜の生産、衛生管理、献立・調理などを総合的に学びます。
【講師経歴】
名古屋市内のレストラン、4年間の渡仏を経て名古屋東急ホテルレストラン「ロワール」のスーシェフに就任。後に春日井市内の
レストランの料理長に就任。2014年に野菜スイーツ専門店エルヴェラヴィをオープン。

【到達目標】
顧客のニーズに合ったメニュープランニング、料理作成ができる。

1回目 企業プロジェクト　イオンタウン　試作2回目　各班方向性を確実にできる。

2回目 企業プロジェクト　イオンタウン　試作3回目　クラス全体の統一を図ることができる。

3回目 企業プロジェクト　イオンタウン　試作4回目　実際の提供を考えて作成できる。

4回目 企業プロジェクト　イオンタウン　仕込み日

5回目 企業プロジェクト　イオンタウン　営業1日目

6回目 企業プロジェクト　イオンタウン　営業2日目

7回目 カフェプレートを作成できるようになる。

8回目 カフェプレートを作成できるようになる。

9回目 企業プロジェクト　試作1回目　クライアントの要望をくみ取り作成ができる。

10回目 企業プロジェクト　試作1回目　クライアントの要望をくみ取り作成ができる。

11回目 企業プロジェクト　試作1回目　クライアントの要望をくみ取り作成ができる。

12・13回目 企業プロジェクト　プレゼンテーション　1～4限

14回目 ショップフェスタ試作1回目　方向性を定めることができる。

15回目 ショップフェスタ試作2回目　実際の提供を考え作成できる。

準備学習
時間外学習

【使用教科書・教材・参考書】
配布レシピ有。作成方法は、各自で記入する。

受講生への
メッセージ 幅広い技術を習得することができ、社会に出て現場でも役に立つ技術を学ぶことができる授業です。

授業計画・内容

授業内で使用する包丁がすべて研げている状態にしておくことが必要です。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

出席評価100％

調理師科
授業
形態

実習
総時間
(単位)

60
(4)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

総合調理実習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 有賀　成輝開講科目
(英)

総合調理実習
( Total　basic cooking practical)



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
調理の意義、目的、調理方法（西洋・日本・中国）の特徴、基本操作を学ぶ。様々な料理の歴史やその背景に関する
文化を学ぶ。
実務経験 1969年株式会社ナゴヤキャッスル入社後、フレンチレストランクラウンへ配属。南山カントリー料理長、

トヨタキャッスル総料理長、ナゴヤキャッスル宴会洋食料理長、キャッスルプラザ総料理長など、44年間
にわたり、同社調理部を牽引。全日本司厨士協会理事、及び、愛知県調理師士会の理事を務める。

【到達目標】

1回目 調理と熱源　①熱源の種類と特徴　②熱効率

2回目 食文化の成り立ち　①食文化とは何か　②食文化の相対性　

3回目 多様な食文化　①自然環境と食文化　②宗教と食物禁忌　③食法・調理法などの多様性　

4回目 食文化の共通化と国際化　①食の伝播と変容　②異文化交流による食の国際化

5回目 食文化の共通化と国際化　③食生活の変容と食文化　④世界の食事情

6回目 日本の食文化　①原始　②古代　③中世

7回目 日本の食文化　①近世　②近代　③現代

8回目

9回目

10回目 日本料理の食文化　日本料理の食事作法　日本料理の食事作法の歴史

11回目 日本料理の食文化　日本料理の席次　日本料理の一般的な食事作法

12回目 行事食と郷土料理　食文化地域性　行事食（正月料理　五節句の食事　人生における行事食）

13回目 行事食と郷土料理　

14回目 テスト

15回目

【使用教科書・教材・参考書】

日本料理の食文化　日本料理の特徴　素材を生かした料理　五感で味わう料理
食器と一体化した料理袱紗料理　精進料理　普茶料理　卓袱料理

配布資料を持参

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

調理理論と食文化概論
必修
選択

必修 年次 2年 担当教員 瀬口邦比古開講科目
(英)

調理理論と食文化概論
(Theory of Cooking and　Food Culture）

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

３０
(２)

受講生への
メッセージ

　＊食文化は、人類が誕生し以降、その歴史の中、地球上の各地域でいかなる状況によって、現在の食文化が生まれて行っ
たかをこの章で学習し自然環境や宗教などとの関連で多様に変化し、食のマナーやタブーの成立を理解し異文化との交流に
よって変化する食文化を世界観を持って理解することを学ぶ。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

　※　学習する機会は、日常的に多くの機会がある。デパートの地下食品街、スーパーにおいては、特殊な食材、食品があ
る。それぞれの食材を実際に目にしたり手に取り、特徴を観察する。実際に食材を調理し、そのものが理解できる調理実習は
特に重要であり、只、調理するだけでなく科学的に捉え、それぞれの食品、食材の特徴を修得する。

※食文化とは何か、自然環境、宗教からの食に対する調理師としての接し方、あり方を考え日本の食文化、世界の食文化を
学び、現在の食環境、次世代への食の文化継承者とは何かを学ぶ。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆筆記試験(70％)
◆授業内評価(30％)

現代の食生活と未来の食生活　食生活の現状　食環境の変化　家族の変化　少子化・高齢化社会　現代の食志向、健康志向
グルメ・高級化志向　簡便化　中食の出現と食の外部化　食品ロス　エコクッキング

日本料理の食文化　日本料理の特徴　素材を生かした料理　五感で味わう料理　食器と一体化した料理
袱紗料理　精進料理　普茶料理　卓袱料理



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
　　食品安全対策とは何かを理解する。　食品表示法、食品衛生法、JAS法、HACCPの概要について学ぶ。

＊講師経歴
　　厚生労働省の機関である検疫所にて輸入食品の届出審査に従事してきた。現在は輸入食品のモニタリング検査に
    従事している。

【到達目標】

　　　　　　　　食品安全対策を実施する上において、調理師が果たすべき自主管理、責務を理解し、実践する力を養う。

1回目 食品安全対策の概要を知り、どのように実践していくかを理解できるようになる。

2回目 食品衛生法の目的、関係者の責務、清潔衛生の原則と販売、営業に関する規則を知ることで法律の知識を得ることができるようになる。

3回目 食品安全行政を司る行政機構を知り、食品安全基本法の目的、、基本理念、責務と役割を理解することが
できるようになる。

4回目 食品表示の概要、食品表示法、食品衛生法、JAS法、健康増進法等の法律による表示を知り、食品表示の知識を得ることができるようにな

5回目 食品衛生法施工例に基ずく安全対策について理解できるようになる。

6回目 建物の構造、配置、設備、運営管理、そ族・衛生害虫の駆除等について知り、食品営業施設・衛生管理について
理解できるようになる。

7回目
感染症予防法、服装のポイント、衛生習慣を理解し、調理従事者にとって必須の健康管理に関する知識を
得ることができるようになる。

8回目 健康チェックと届け出、衛生教育、食品衛生責任者について理解できるようになる。

9回目 食品の簡易鑑別法、食材納入時の注意点、食材の保存管理、調理済食品の配送・販売等について知識を得ることが
できるようになる。

10回目 異物混入防止、手洗いのタイミング、手順等について、調理従事者としての知識を得ることができるようになる。

11回目 食品、容器、器具などの洗浄、殺菌、消毒やHACCPの概念を理解することができるようになる。

12回目 HACCPの概念を理解し、その内容と運用方法をについての知識を得ることができるようになる。

13回目 HACCPの今後について理解できるようになる。

14回目 （テスト）　定期試験にて、本科目で得た知識の確認を行い、さらなる課題や目標を見出すことができるようになる。

15回目 （まとめ）　食品の安全と衛生から見た調理師として果たすべき社会的使命を理解することができるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】
新調理師養成教育全書３　食品の安全と衛生【全国調理師養成施設協会】
新調理師養成教育全書必携問題集　【全国調理師養成施設協会】

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

食品の安全と衛生
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 糸井　正人
開講科目

(英)
食品の安全と衛生

(food safety and hygiene)

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

30
（２）

準備学習
時間外学習

　
授業前日までに、その日に学ぶテキストのページの内容を一読しておいてください。
授業ではテキストの内容をまとめたスライドを用いて説明していきますので、重要な内容にはテキストにアンダーラインを引
く、追記するなどし、内容把握に努めてください。

授業計画・内容

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

　
筆記試験　　　80％
出席評価　　　15％
授業内評価　　5％

受講生への
メッセージ

　
調理師は、食品を調理することにより人々に食事を提供する職業ですが、人々の健康とその増進を促すにはその食品が安
全であることが基本的かつ重　　要です。多岐にわたる見識と教養をみにつけ「調理師」としての使命を果たすことが、社会
から望まれるハイレベルの調理人としての資質となります。



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
イタリアン料理コース料理　アンティパスト・プリモピアット・セコンドピアット・ドルチェの基本から応用までを学びます。

(講師経歴)
2012年よりイタリアンレストランで修業を重ね、2017年アロマフレスカ東海にて調理に従事。

【到達目標】
①パスタの乳化を理解し制限時間内に作ることができる。
②リゾットの乳化を理解し制限時間内に作ることができる。
③下処理、切り方を丁寧に綺麗に仕上げることができる。

1回目 アンティパスト（前菜）の作成ができる。

2回目 アンティパスト（前菜）の作成ができる。

3回目 プリモピアット（パスタ・オイル）の作成ができる。

4回目 プリモピアット（パスタ・オイル系＆トマト系）の作成ができる。

5回目 パスタ応用　クリーム系と季節を感じるパスタの作成ができる。

6回目 肉料理　鶏肉、豚肉を使用　コース料理のメインが肉の場合のメニューを作ることができる。

7回目 魚の三枚おろし・フュメ、おろした魚でメイン料理が作成できる。

8回目 肉・骨付きもも肉の料理が作成できる。

９回目 テスト対策　

１０回目 テスト　

【使用教科書・教材・参考書】

配布レシピ有。作成方法は、各自で記入する。

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

イタリアン調理実習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 久永　勇太開講科目
(英)

イタリアン調理実習
( Ｉｔａｌｉａｎ Basic cooking practical)

調理師科
授業
形態

実習
総時間
(単位)

60
(4)

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

イタリア料理のコースの順番で進められてきます。
アンティパスト→プリモピアット→セコンドピアット→ドルチェの順を知ってください。
また、パスタを作成するためには乳化という技術が必ず必要になります。乳化という技術を理解しておくと美味しくパスタが作れ
ます。

授業内で使用する包丁がすべて研げている状態にしておくことが必要です。

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

実技試験７０％
出席評価３０％



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
フランス料理の基本と技法を学ぶ
(講師経歴)
小田急ホテルはじめ岐阜ルネッサンスホテルを経て全日空ホテルグランコート名古屋
（現ＡNAクラウンプラザホテル名古屋）に従事。現在は総料理長を務める。
【到達目標】
①専門調理師の課題を制限時間内に完成することができる
②フランス料理のコース料理の組み立てを知り、味のバランス、食材の選び方、盛り付け方を知る。

1回目 冷、温製オードブルを作成することができる。

2回目 冷、温製スープ、サラダを作成することができる。

3回目 魚料理　フュメを取り、それを利用した魚料理を作ることができる。

4回目 魚料理　白身魚を使用　コース料理のメインが魚の場合のメニューを作ることができる。

5回目 フランスの地方料理（郷土料理）を作ることができる。

6回目 料理　鶏肉、豚肉を使用　コース料理のメインが肉の場合のメニューを作ることができる。

7回目 肉料理　牛肉を使用　コース料理のメインが肉の場合のメニューを作ることができる。

8回目 専門調理師実技課題　舌平目のクッション小エビ添えグラタンの作り方を知る。

9回目 専門調理師実技課題　舌平目のクッション小エビ添えグラタンの作り方を知る。

10回目 テスト

【使用教科書・教材・参考書】

配布レシピ有。作成方法は、各自で記入する。

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

フランス調理実習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 早坂　敏夫開講科目
(英)

フランス調理実習
( French　basic cooking practical)

授業計画・内容

調理師科
授業
形態

実習
総時間
(単位)

６０
(４)

準備学習
時間外学習 授業内で使用する包丁がすべて研げている状態にしておくことが必要です。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

実技試験７０％
出席評価３０％

受講生への
メッセージ

フランス料理は、様々な技法があります。
1年時に習得した調理の基本をしっかりと踏まえた作り方や、材料の吟味も重要になります。
苦手にしていた調理の基礎を練習しておくほうが良いです。



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
基礎技術の定着を目指し反復トレーニングを行います。野菜の生産、衛生管理、献立・調理などを総合的に学びます。
有賀： 名古屋市内のレストラン、4年間の渡仏を経て名古屋東急ホテルレストラン「ロワール」のスーシェフに就任。後に春日井市内の

レストランの料理長に就任。2014年に野菜スイーツ専門店エルヴェラヴィをオープン。

【到達目標】
①地区大会予選課題を理解する。
②玉葱2個みじんきり、人参1本1㎝さいの目切り、人参1本千切り、胡瓜1本0.5㎝、オレンジ1個カルチェ、レモン1個スライスの内容を
35分以内に完成できる。

1回目 包丁技術　7個切り　１回目　

2回目 包丁技術　7個切り　2回目　

3回目 包丁技術　7個切り　3回目　

4回目 包丁技術　7個切り　4回目　

5回目 包丁技術　7個切り　5回目　食パン切り、マヨネーズ

6回目 野菜や果物を使用したカービング①

7回目 野菜や果物を使用したカービング②

8回目 野菜や果物を使用したカービング③

9回目 中国料理　反復・応用①

10回目 中国料理　反復・応用②

11回目 ビストロ料理①

12回目 ビストロ料理②

13回目 テスト対策

14回目 テスト

15回目 企業プロジェクト　試作1回目　

【使用教科書・教材・参考書】

配布レシピ有。作成方法は、各自で記入する。

受講生への
メッセージ 幅広い技術を習得することができ、社会に出て現場でも役に立つ技術を学ぶことができる授業です。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

授業内で使用する包丁がすべて研げている状態にしておくことが必要です。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

実技試験７０％
出席評価３０％

調理師科
授業
形態

実習
総時間
(単位)

６０
(４)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

総合調理実習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 有賀　成輝開講科目
(英)

総合調理実習
( Total　basic cooking practical)



授業科目

学科 30 開講区分 前期

【授業の学習内容】
マナーやコミュニケーションを学び社会人として必用なスキルとマインドを身につけます

〈講師経歴〉

【到着目標】

社会人としての基本ビジネス書類を扱えるよう学びます

1回目 自己分析について学び自分について理解が出来るようになる

2回目 履歴書の正しい書き方について学ぶ

3回目 面接の基本①　近年の就職活動の問題傾向について学び就職活動に役立てる

4回目 面接の基本②　自己PRの答え方、志望動機の答え方、話の整理の仕方について学ぶ

5回目 面接の基本③　入室、退室の仕方、面接の基本姿勢を学ぶ

6回目 面接の基本④　電話の応対基本姿勢

7回目 面接の基本⑤　ロールプレーニング

8回目 面接の基本⑥　ロールプレーニング

9回目 面接の基本⑦　自己PR暗記試験

10回目 ビジネス書類①　社内文書と社外文書、ビジネス書類の種類と作成方法

11回目 ビジネス書類②　ビジネスメールの送受信、印鑑のマナー

12回目 ビジネス書類③　封筒、葉書の書き方、時候の挨拶　

13回目 まとめ

14回目 テスト

15回目 テスト返し

【使用教科書・教材・参考書】
講師作成配布資料

調理師科
授業
形態

講義
演習

総時間
(単位)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

ビジネスマナー
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 大野 カオル開講科目
(英)

ビジネスマナー
（Business Manner)

受講生への
メッセージ

ビジネスマナーは基本があるから応用が利きます。そして一生の財産として自分に自信と勇気を与えてくれます
色々な信頼関係で成り立つ仕事やプライベートの大切な時間を充実するためにもしっかり学んでください

アナウンサーとして放送局勤務後、人材派遣会社　株式会社ボイスメッセンジャーを設立　　企業人の育成及び派遣を行う
最近では「新入社員研修」「医療接遇マナー」「電話応対スキルアップ」など企業教育に講師として携わる

就職活動に自信を持って取組めるよう学びます

準備学習
時間外学習

学校以外で目上の方と接する際、授業で学んだ敬語や姿勢を意識して使用する

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆筆記試験(50％)
◆実技試験(50％)

授業計画・内容



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
HR、授業の振り返り、イベント等に向けての取り組み

【講師経歴】
名古屋市内のレストラン、4年間の渡仏を経て名古屋東急ホテルレストラン「ロワール」のスーシェフに就任。後に春日井市内のレストランの
料理長に就任。2014年に野菜スイーツ専門店エルヴェラヴィをオープン。

【到達目標】
①自分の現状を把握できる。
②次に繋がる課題を見つけ、前に成長する力が身につく。

1回目 HR、ITリテラシー、2年生前期に向けて

2回目 HR

3回目 AEDの使い方について

4回目 HR、学園祭準備

5回目 HR、学園祭準備

6回目 HR、学園祭準備

7回目 HR、学園祭準備

8回目 HR、学園祭振り返り

9回目 HR、振り返り

10回目 HR、振り返り

11回目 避難訓練充当

12回目 HR、振り返り

13回目 HR、振り返り

14回目 HR、振り返り

15回目 HR、振り返り、後期に向けて

【使用教科書・教材・参考書】
配布資料

受講生への
メッセージ 笑顔と大きな声で、あいさつ・返事を徹底していきましょう！

準備学習
時間外学習 提出期限は厳守。

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆出席評価(100%)

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

30
(2)

授業計画・内容

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

総合演習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 有賀成輝開講科目
(英)

総合演習
(Coordination and Planning)



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
食品と栄養の特性について学ぶ意義を理解させ、調理師の仕事に役立つように講義する。

＊調理師養成学校、製菓衛生師養成学校で教え、また、給食施設での実務経験、栄養指導経験を生かした講義内容とする。

【到達目標】
「食品と栄養の特性」の教科で習ってきたことが、技術考査で発揮できるようになる。
栄養及び食品について、しっかり理解し、その特性を調理に生かせるように説明ができ、身につくことができるようになる。

1回目 4月18日 藤川 動物性食品とその加工品・食肉類について　　理解し、修得する。

2回目 4月25日 藤川 食肉類について　　理解し、修得する。

3回目 5月9日 藤川 卵類について　　理解し、修得する。

4回目 5月16日 藤川 乳類について　　理解し、修得する。

5回目 5月23日 藤川 その他の食品・油脂類について　　理解し、修得する。

6回目 5月30日 藤川 菓子類・嗜好飲料について　　理解し、修得する。

7回目 6月6日 藤川 調味料および香辛料について　　理解し、修得する。

8回目 6月13日 藤川 調理加工食品類・ゲル状食品について　　理解し、修得する。

6月20日 学園祭片付けの為授業無し

9回目 6月27日 藤川 特別用途食品・保健機能食品について　修得する。

10回目 7月4日 藤川 食品の加工と貯蔵　食品の加工について　　理解し、修得する。

11回目 7月11日 藤川 食品の加工と貯蔵　食品の加工について　　理解し、修得する。

12回目 7月18日 藤川 食品の生産と流通・食品の国内生産と輸入について　　理解し、修得する。

13回目 8月22日 藤川 食品の流通について　　理解し、修得する。

14回目 8月29日 藤川 テスト

9月5日 授業なし

15回目 9月12日 藤川 まとめ　技術考査に向けて修得する。

【使用教科書・教材・参考書】 新　調理師養成教育全書「食品と栄養の特性」公益社団法人　全国調理師養成施設協会 , 
「必携問題集」　全国調理師養成施設協会、 「日本食品成分表2021」　医歯薬出版株式会社

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆筆記試験(70％)

◆課題レポート(15％)
◆授業内評価(15％)

受講生への
メッセージ

一つ一つのの単元を重要とします。ほぼ、毎回受ける小テストで、理解度をチェックし、しっかり覚えましょう。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習 普段から、食品に関心を持ち、購入したり、調理加工したり、喫食する。食品成分表を利用することで、理解が深まる。

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

３０
(２)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

食品の栄養と特性
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 藤川昌美開講科目
(英)

食品の栄養と特性
(Food Nutrition and　Characteristics)



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
食生活の重要性を認識し、我が国の健康の現状を理解し、食生活の向上に関する知識や技術を習得する。
食生活と健康について学ぶ意義を理解させる。

＊調理師養成学校、製菓衛生師養成学校で教え、また、給食施設での実務経験、栄養指導経験を生かした講義内容とする。

【到達目標】
「食生活と健康」の教科で習ってきたことが、技術考査で発揮できるようになる。
第5章　労働と健康　第6章　環境と健康について理解し、説明できるようになる。　

1回目 4月18日 藤川 労働と健康について①理解できるようになる。

2回目 4月25日 藤川 労働と健康について②理解できるようになる。

3回目 5月9日 藤川 労働と健康について③理解できるようになる。

4回目 5月16日 藤川 調理師の職場環境①について学び、理解し、説明ができる。

5回目 5月23日 藤川 調理師の職場環境②について学び、理解し、説明ができる。

6回目 5月30日 藤川 調理師の職場環境③について学び、理解し、説明ができる。

7回目 6月6日 藤川 生活環境の衛生　地球環境の生態系及び食物連鎖について学び、理解し、説明ができる。

8回目 6月13日 藤川 現代の生活習慣　化学物質の排出について　修得する。

6月20日 学園祭片付けの為授業無し

9回目 6月27日 藤川 環境因子　人間生活に影響を及ぼす環境因子について学び、理解し、説明ができる。

10回目 7月4日 藤川 大気　水　地球及び人間に必要な水を説明する。住居　健康で安全な住居を修得する。

11回目 7月11日 藤川 廃棄物　放射線　環境汚染とその対策　について学び、理解し、説明ができる。

12回目 7月18日 藤川 空気汚染、水質汚染について学び、理解し、説明ができる。

13回目 8月22日 藤川 環境問題とその取り組み　について学び、理解し、説明ができる。

14回目 8月29日 藤川 テスト

9月5日 授業なし

15回目 9月12日 藤川 まとめ　技術考査に向けて修得する。

【使用教科書・教材・参考書】
新　調理師養成教育全書　「食生活と健康」、「必携問題集」　　公益社団法人　全国調理師養成施設協会

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆筆記試験(70％)

◆課題レポート(15％)
◆授業内評価(15％)

受講生への
メッセージ 一つ一つのの単元を重要とします。ほぼ、毎回受ける小テストで、理解度をチェックし、しっかり覚えましょう。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習 普段から、食品に関心を持ち、購入したり、調理加工したり、喫食する。健康に気を使うことを心掛ける。

調理師科
授業
形態

講義
総時間
(単位)

30
(2)

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

食生活と健康
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 藤川昌美開講科目
(英)

食生活と健康
(Dietary Habits and health)



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
開業までのプランニングに必要なマネジメント知識やノウハウなどを実践的に身につけます。

＊講師経歴
IT会社の取締役として財務・経営の実務を行う。映像制作にて、メニュー撮影、HP動画制作を担う。
カフェのグループ会社店長として、飲食店の経営経験をもつ。

【到達目標】
・将来店舗・経営の中心的人材になる為の知識の修得
・リーダーとして必要なビジネス思考力をワークグループを通じて養うことができるようになる

1回目 オリエンテーション　・カリキュラムの目的・到達目標　・フードビジネスとは？(グループワーク　店舗出店計画）

2回目 外食産業の市場規模と動向　外食産業の市場規模・ニーズを理解することが出来る。

3回目 企業の経営　経営に必要なビジネス思考力を理解することが出来る。

4回目 経営戦略とマーケティング　経営煎薬とマーケティングの必要性を理解することが出来る。

5回目 財務管理Ⅰ　　　貸借対照表の内訳・スタイルを理解することが出来る。

6回目 財務管理Ⅱ　　　損益計算書の内訳・スタイルを理解することが出来る。

7回目 経営分析Ⅰ　　　変動費・固定費と限界利益の考え方と計算書の作成することが出来る。

8回目 経営分析Ⅱ　　　損益分岐点売上高から経営分析することが出来る。

9回目 経営分析Ⅲ　　　見積もり損益計算書の作成から経営状況を理解することが出来る。

10回目 メニュープランニング　　重要性や具体的な内容について理解することが出来る。

11回目 グループワーク　グループワークでビジネス思考力を養うことができる。

12回目 プレゼン（グループワーク発表）　具体的な内容を発表することで思考力と理解を深めることができる。

13回目 小テスト　前期を通じて学んできた内容の振り返りをすることが出来る。

14回目 前期期末試験

15回目 まとめ

【使用教科書・教材・参考書】

教科書：公益社団法人　全国調理師養成施設協会発行　新調理師養成教育全書　選択編　フードビジネス

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格

◆筆記試験(50％)
◆出席評価(15％)
◆課題レポート(25％)
◆授業内評価(10％)

受講生への
メッセージ

・飲食業の経営の仕方や運営の状況を理解する授業になります。

・グループワーク等で、役割・仕事内容・ポジションでの考え、主体的に取り組むようにしてください。

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

店舗運営
必修
選択

必修 年次 2年 担当教員 水谷　匡宏開講科目
(英)

フードビジネス
(Food Business)

準備学習
時間外学習

・ビジネス思考力を養い、企業の実情を理解する。

講義
総時間
(単位)

30
(2)

授業計画・内容

・後期に実施予定のグループワークプレゼンテーションに向けて、より詳細な設定と準備が必要になる為、意識して取り組む

調理師科
授業
形態



授業科目

学科 開講区分 前期

【授業の学習内容】
コーヒーについての知識や歴史を学び、抽出技術を習得します。

若尾： 2005年 東風谷有限会社設立。オーナーバリスタを務める。2012年 コーヒーマスターズ全国大会「ラテアート部門」に出場、
2012年 ワールドラテアートチャンピオンシップcoffee fast  seattleベスト8、2013年 new york 出場、2014年st.louis ベスト8等、
多くの大会で入賞。現在、 カフェや結婚式場のイベントコーヒーサーブ、セミナー、他社のカフェ業務指導を行う。 

【到達目標】
ペーパードリップ・エスプレッソ・カプチーノの抽出手順を習得する。

1回目 ラテアートの技法を習い、各自カップを作成することができる。（エッチング）　※実習室・当番説明

2回目 ラテアートの技法を習い、各自カップを作成することができる。（フリーポア）　

3回目

4回目 ペーパードリップ②反復練習することでより的確に抽出できるようになる。焙煎度合いよる味わいの違いを理解できる。

5回目 ペーパードリップ③反復練習することでより的確に抽出できるようになる。産地や生産処理による味わいの違いを理解できる。

6回目 ペーパードリップ④　抽出確認・ペーパードリップの抽出手順を習得する。

7回目 エスプレッソ①エスプレッソの基本条件を知り、抽出手順を理解できる。

8回目 エスプレッソ②エスプレッソ抽出反復/マシンとミルの掃除方法を理解できる。

9回目 カフェラテ①ミルクのスチーミング方法を知り、ポイントを理解できる。

10回目

11回目 カフェラテ③カフェラテの抽出手順を習得する。

12回目 カフェラテ④反復練習することでより的確に抽出できるようになる。

13回目 練習し、基準とするカップを作成することができる。

14回目 テスト

15回目 まとめ

【使用教科書・教材・参考書】
講師が作成した資料

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
2022年度　シラバス

コーヒー実習
必修
選択

必修 年次 2 担当教員 若尾信也開講科目
(英)

コーヒー実習
（coffee)

調理師
授業
形態

実習
総時間
(単位)

出席４５％、実技３０％、筆記２５％

30
(2)

カフェラテ②カフェラテの注ぎ方のポイントを理解できる。

ペーパードリップ①ペーパードリップの抽出手順を理解できる。コーヒーについての基礎知識(生豆、品種、生産地域、歴史など

受講生への
メッセージ

若尾：現在カフェ業界ではエスプレッソマシンは欠かせないものになっています。エスプレッソマシンにしっかり触れておきま
しょう。

授業計画・内容

準備学習
時間外学習

特になし

評価方法

◆筆記試験(％)
◆実技試験(％)
　　◎実技評価各項目(％)
◆出席評価(％)
◆課題レポート(％)
◆授業内評価(％)

評価方法はＧＰＡ制度となります
１００～９０点　Ｓ
８９～８０点　　Ａ
７９～７０点　　Ｂ
６９～６０点　　Ｃ
５９点以下　　 Ｆ不合格
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