
教科科目：総合調理実習Ⅱ ３０時間

教科担当講師： 岡 正人 ［実務経験のある教員］

対象学年：専門調理技術科２年

教科書：プリント   

学習目標：真空調理法について学ぶ
 
評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

5月

6月

７月 11 期末試験
９月

１０月

１１月

１２月 11 期末試験

１月

２月 8 学年末試験筆記試験

和風鴨の胸肉ロースト
高野豆腐含め煮、フレンチトースト

ほうれん草のキッシュ風オムレツ

筆記試験

銀だらのみぞれ煮

じゃが芋の煮もの、柿なます

スクランブルエッグ

揚げないヘルシーチキンカツレツ

介護食、食文化

冷し豚しゃぶ、南瓜の煮もの
筆記試験

サバの味噌煮、さつま芋のレモン煮

鶏の照り焼き、マッシュポテト
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真空調理について真空調理

項目 学習内容

親子丼



教科科目：サイエンスクッキング ６０時間

教科担当講師：新井 孝子

対象学年：専門調理技術科２年

教科書：サイエンスクッキング（全国調理師養成協会）

学習目標：調理に関する科学的実験を行い、法則性を視覚的に学び、調理の本質を理解すること
 
評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

５月

6月

７月
期末試験

18
９月

１０月

豆類
砂糖

１１月

１２月
期末試験

30
１月

２月 12 学年末試験

豆腐と凝固剤
砂糖の加熱変化

じゃが芋の種類の違いによる調理特性

小麦粉の種類とグルテン
1学期のまとめ
期末試験
答案返却

肉の軟化
しその色素の抽出

果物類
じゃが芋の渇変とじゃが芋でんぷん

緑黄色野菜の加熱に伴う変色

項目 学習内容

野菜の渇変
野菜類

果物類の渇変

野菜類

いも類

肉類
小麦粉

乳類 牛乳・生クリームの性質

卵類 卵の鮮度チェック・卵の凝固と調理の関係
卵白の起泡性
卵黄の乳化性

牛乳の凝固

さつま芋とじゃが芋の調理特性

砂糖の種類
砂糖 砂糖の調理特性
いも類

答案返却

寒天・ゼラチンの調理特性
寒天・ゼラチンの副材料による変化
３学期のまとめ
期末試験
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2学期のまとめ
期末試験

ゲル状食品 寒天・ゼラチンの溶解・凝固・融解
答案返却

さつま芋の加熱方法による甘みの違い



教科科目名：調理実習（日本料理）               ６０時間８４時間

教科担当講師： 河井 淳 ［実務経験のある教員］

対象学年 ： 専門調理技術科２年

教科書： 新調理師養成教育全書 調理実習・調理実習レシピ集（必携）          

学習目標：１．人々の健康増進を考え、食事を提供出来る知識と技術を学ぶ
     ２．衛生的調理と食の安全性の維持と確保
     ３．伝統的調理技術と新たな調理法の創造などにより、食文化継承の役割を担う事

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の態度､定期試験（実技）､出席状況

年間指導計画
月 時間 備考

４月

調理室清掃
５月

調理室清掃
６月

調理室清掃
７月 24 期末試験
９月

調理室清掃
１０月

調理室清掃

１１月
調理室清掃

１２月月 調理室清掃
36 期末試験

１月 調理室清掃
２月 24 学年末試験

21.作品展取組 応用実習 作品展取組
22.作品展取組 応用実習 作品展取組

18.応用料理 鯛料理
19.試験練習
20.期末試験 技術試験

15.応用料理 酢の物，ご飯物
16.応用料理 田楽
17.応用料理 照焼

12.応用料理 お造り，蒸し物
13.応用料理 手打ちうどん
14.応用料理 巻き寿司

 9.応用料理 魚串打ち
10.応用料理 牛肉料理
11.応用料理 魚串打ち，お浸し

6.応用料理 卵料理
7.試験練習
8.期末技術試験 技術試験

3.応用料理 煮物，焼き物
4.基本の復習 だし巻き玉子
5.応用料理 煮物，丼物
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項目 学習内容
1.基本の復習 魚の卸し方
2.基本の復習 六方剥き



教科科目名：調理実習（西洋料理）               ７８時間

教科担当講師： 深澤 松雄 ［実務経験のある教員］

対象学年 ： 専門調理技術科２年

教科書： 新調理師養成教育全書 調理実習・調理実習レシピ集（必携）          

学習目標：１．人々の健康増進を考え、食事を提供出来る知識と技術を学ぶ
     ２．衛生的調理と食の安全性の維持と確保
     ３．伝統的調理技術と新たな調理法の創造などにより、食文化継承の役割を担う事

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の態度､定期試験（実技）､出席状況

年間指導計画

月 時間 備考
４月

調理室清掃
５月

調理室清掃
６月

調理室清掃
７月

27 期末試験

９月

調理室清掃
１０月

調理室清掃
１１月

調理室清掃

１２月 27 期末試験

１月
２月 24 学年末試験

調理室清掃

19.作品展取組 応用実習 作品展取組
20.作品展取組 応用実習 作品展取組

18.2学期期末試験

16.応用実習 レシピ参照、ボロネーズ
17.応用実習 鶏の４つ落し、オムレツ

14.応用実習 スペイン料理、パエリア、他
15.応用実習 煮込み料理、赤ワイン煮

12.応用実習 イタリア料理、ピザ、他
13.応用実習 ドイツ料理、ザウｱークラフト

10.応用実習 魚の切り方､パイ生地とは､パイ包み焼き
11.基本実習 肉の処理と調理法､ローストビーフ

9.応用実習 フルーツの切り方､フルーツ盛り合わせ

8.１学期技術 応用実習 レシピ集
テスト 野菜の切り方とオムレツ

6.基本技術 野菜､肉の切り方
7.レシピ参照 鶏の下ろし方

4.基本技術 野菜の切り方、処理法
5.レシピ参照 切り方、レシピ集参照
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2.調理基本 器具の扱い方、洋包丁の使い方、研ぎ方
3.材料の切り方 野菜の処理の仕方､切り方､オムレツ

項目 学習内容
1.実習の心得 プレーンオムレツ 写真撮り



教科科目名：調理実習（中国料理）               ７２時間

教科担当講師： 藤原 順一 ［実務経験のある教員］

対象学年 ： 専門調理技術科２年

教科書：新調理師養成教育全書 調理実習・調理実習レシピ集（必携）           

学習目標： １．人々の健康増進を考え、食事を提供出来る知識と技術を学ぶ
      ２．衛生的調理と食の安全性の維持と確保    
          ３．伝統的調理技術と新たな調理法の創造などにより、食文化継承の役割を担う事

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考
４月

6月

７月 18 期末試験
９月

１０月

１１月

火烹法
１２月

各自レシピ作成→調理 30 期末試験
１月
２月 24

調理基本 ・野菜の基本的な切り方

項目 学習内容
調理基本 ・中国料理について，・庖丁の研ぎ方

水烹法 ・麻婆豆腐/蛋皮
油烹法 ・芙蓉蟹/春巻
油烹法 ・醤爆鶏丁/軟炸鶏丁/腰果鶏丁

点心技法 糖酢丸子/粽子
点心技法/甜菜技法 猪肉焼売/雲吞/杏仁豆腐

・ピーマンの千切り/薄焼き卵

作品展の制作

水烹法/甜菜技法 東坡肉/抜絲地瓜
点心技法 肉包子/豆沙包子

〃

油烹法 蟹爪揚げ/西杏蝦仁/酢炸蝦仁
水烹法
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紅扒排翅
汽烹法 清蒸鮮魚（鯛）

北京烤鴨
年糕湯水烹法



教科科目名：調理実習（製菓）               ３９時間

教科担当講師：内藤 隆（和菓子）田口一直・奥倉一哉（洋菓子）
［実務経験のある教員］

対象学年 ： 専門調理技術科２年

学習目標：現場で働くプロの技術を学ぶ

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の態度､出席状況

年間指導計画

月 時間 備考
４月

６月

12

９月

１０月

１１月

27

項目 学習内容
洋菓子 クッキー三種

洋菓子 シュークリーム
〃 ゼリアーズ デコレーションケーキ

和菓子 水無月・グレープフルーツゼリー

和菓子 みたらし団子・豊穣もち
洋菓子 黒糖サブレ・マカデミアンサブレ
洋菓子 フルーツタルト

和菓子 スイートポテト・いも羊羹
洋菓子 じゃがいもときのこのキッシュ
洋菓子 ロールケーキ

和菓子 胡桃ゆべし

洋菓子 クリスマスケーキ
洋菓子 モンブラン
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教科科目名：特別実習（日本料理）               ６６時間

教科担当講師： 北井  久 ［実務経験のある教員］

対象学年 ： 専門調理技術科２年

教科書： 新調理師養成教育全書 調理実習・調理実習レシピ集（必携）          

学習目標：現場で働くプロの技術を学ぶ

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の態度､出席状況

年間指導計画

月 時間 備考
４月

５月

６月
18

９月

10月

11月

１２月
ぶり料理

42
１月

6

項目 学習内容
豚の角煮、うの花煮
そば打ち、天ぷら
いも寿司手網巻き、レンコン酢漬け（かぶ）

ごぼうと鴨の小袖焼き、ぶどうカステラ
小鯛なます姿造り

牛蒡と人参のきんぴら、蕗のキャラ煮

鯉のあらい・海老の湯葉巻き揚げ
生麩の作り方・和風のデザート
万能だし・万能醤油だれ２品
かんたん干し物づくり
豆腐料理２点

野菜料理３品

乾物料理
酢の物料理3品
揚げ物料理

握りずし

出し汁料理
太刀魚の銀皮造り
アンコウ鍋一式

令和元年度 授 業 計 画

正月料理
〃



教科科目名：特別実習（外部講師）               ２１時間

教科担当講師：塘 泰三（西洋料理） 大窪公也（日本料理） 山田真治（西洋料理）

            神木 亮（西洋料理） ［実務経験のある教員］

対象学年 ： 専門調理技術科2年

学習目標：現場で働くプロの技術を学ぶ

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
                 ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の態度､出席状況

年間指導計画

月 時間 備考

６月 

9

９月 軽く火を通したサーモン

１０月

１１月

12

項目 学習内容

西洋料理 富士ケ峰ポークのローストと網焼き
オマールのテリーヌ

西洋料理 オマール海老のロースト バルサミコソース

日本料理 冷し素麺、出し巻卵揚げ出し

トマト コンフィ

日本料理 出し巻（関西風・関東風）、秋刀魚蒲焼丼

西洋料理 詰め物をした若鳥もも肉のロースト
マデラ酒とキノコのクリームソース

西洋料理 ブイヤベース
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西洋料理



教科科目名:食育Ⅰ．Ⅱ

教科担当講師： 渡邊 恵美子

対象学年：調理師科・専門調理技術科2年

教科書：食育インストラクター（選択編） 全国調理師養成施設協会

学習目標：食育インストラクターの資格取得

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考
４月

5月

6月

７月
17 期末試験

９月

１０月

１１月

１２月 10 期末試験

１月
２月 学年末試験

3

 ３０ 時間

項目 学習内容

・食育とは食育インストラクターの活動と役割
食育環境と食育 ・食育とは

・現代社会の食生活について
・ＢＭＩの出し方

食育基本法 ・食育推進基本計画と数値目標

食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞ ・朝食摂取や規則正しい食生活

・食育の三本柱
五味五感 ・五味のしくみ、味覚障害について

・栄養ﾊﾞﾗﾝｽの良い食事の重要性

・世界の食事マナー

・食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞを使って献立作成

食の安全 ・食品添加物

・味の相互作用
選食力 ・旬の食材

・食品の保存方法

食糧事情 ・エコへの取り組み

・ＢＳＥ問題
・食品表示

食事マナー ・食事の礼儀作法

食事と心の関係 ・「こ食」について
食事の演出 ・カラーコーディネート

・食糧自給率
日本と世界の ・発展途上国の状況

・世界で注目されている日本型食生活について

・行事食 地産地消
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食育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ ・試験対策
資格試験 ・試験

・一年間のまとめ



教科科目：商業簿記 ３０時間

教科担当講師：萩原 智子

対象学年：専門調理技術科２年

教科書：楽しくわかる 簿記入門   

学習目標：会計の中の簿記の役割を理解し、簿記の仕組みを学ぶ。複式簿記の実践。
 

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

５月

6月
・５つの要素について分類する。

７月 ・帳簿の種類と役割
10 期末試験

９月

１０月

１１月

12月
期末試験

14

１月

２月 6 学年末試験

５章 ・決算書の読み方

４章
・決算書の作成

・個人商店における簿記の実践
３章

・決算書の内容

・簿記の１年間の業務の流れ

項目 学習内容

１章 ・複式簿記の利点

・仕訳のルール

令和元年度 授 業 計 画

・社会の中における信用

・会計と簿記の基本を知る

２章



教科科目：経営学 ６０時間

教科担当講師：萩原 智子

対象学年：専門調理技術科２年

教科書：わかる経営学のしくみ     

学習目標：経営学の用語を学び、基本的な経営戦略手法を理解する。
    最新の飲食業界の戦略を追う。

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

５月

6月 ・経営計画
・企業分析と環境分析

７月 ・企業ビジョン
20 期末試験

９月

１０月

１１月

12月
期末試験

25

１月

２月 15 学年末試験

※PART４については、マーケティング授業で学習する。
※PART５については、簿記授業で学習する。

・コンプライアンス経営

ＰＡＲＴ７ ・経営のグローバル化
・業界再編成

・個人情報保護法と経営

ＰＡＲＴ６ ・情報化によって変化する経営
・サプライチェーン・マネジメント

ＰＡＲＴ３ ・組織と人の役割
・モチベーションとインセンティブ
・目標管理制度

ＰＡＲＴ２

・会社の税金
・コーポレート ガバナンス

令和元年度 授 業 計 画

・会社組織

・経営の基礎知識

項目 学習内容

・会社法
ＰＡＲＴ１



教科科目：マーケティング ３０時間

教科担当講師：萩原 智子

対象学年：専門調理技術科２年

教科書：ドリルを売るには穴を売れ・売れる会社のすごい仕組み    

学習目標：マーケティング理論の基本を学習し、実践に活かす
 

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

５月
    ターゲット

6月

７月 第四章 ４Ｐ
10 期末試験

９月

１０月

１１月

12月
期末試験

15

１月

２月 5 学年末試験

第二章 セグメンテーション

第三章 差別化

項目 学習内容

    穴を売れ」 第一章 ベネフィット
「ドリルを売るには 序章 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ脳を鍛える

     すごい仕組み」     戦略BASICSの使い方

第五章 戦略の実践

「売れる会社の 第一章 ３つの差別化軸

第六章 想いを届ける共鳴のサイクル

第二章 売上５原則
第三章 会社の「独自資源」
第四章 実践マインドフロー

令和元年度 授 業 計 画

第五章 売りたい商品への流れを作る



教科科目：ワイン学 ３０時間

教科担当講師：久保寺 真史 ［実務経験のある教員］

対象学年：専門調理技術科２年

教科書：ワインの基礎知識 知りたいことが初歩から学べるハンドブック      
著者：若生ゆき絵   新生出版社

学習目標：ワインについての基礎知識とワインのサービス、お料理とのマリア―ジュを学ぶ
 
評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：定期試験､出席状況、授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

5月

6月

７月 12 期末試験
９月

１０月

１１月
チーズの作り方、種類、生産国

１２月 期末試験
14

１月
２月 学年末試験

4

ワインの表現方法 ワインの表現方法
ワイン以外のお酒について ワイン以外のお酒について

チーズについて
ワインとのマリア―ジュ

お料理とのマリア―ジュ

レストラン実習 実際にレストランにてワイン用グッツや
コルクの抜栓、サービスなど

ワインとお料理のマリア―ジュについて

ブドウが収穫され、ボトリングまでの流れ

ワインのサービスについて レストランでのワインのサービスの仕方
見学する

を知る

産地について知る

ワインについて大まかな概要を知るワインとは

を知る
ワイナリー実習 実際にワイナリーとワイン用ブドウ畑を

ワイン醸造について

令和元年度 授 業 計 画

ブドウ栽培について ワイン用ブドウの栽培について
一年間の生育と作業を知る

項目 学習内容

ブドウの種類や特徴、産地に ワイン用生食用ブドウの種類やその特徴
ついて



教科科目：フランス語 ３０時間

教科担当講師：深澤 松雄 ［実務経験のある教員］

対象学年：専門調理技術科２年

教科書：フードランゲージ フランス語 （全国養成施設協会）選択編     

学習目標：フランス語の読み方や単語、会話を学ぶ
   料理名とメニュー構成、料理作業の表現

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

５月

6月

７月 12 期末試験

９月

１０月

１１月

１２月 14 期末試験

１月

２月 4 学年末試験

読み方のルール１

アルファベ

項目 学習内容

基本となるローマ字読み
第１章

読み方のルール２ 単語、数字
読み方のルール３ 名詞
読み方のルール４ 単語をつなげる方法
読み方のルール５ 
読み方のルール６ 復習

第２章 前置詞の使い方 名詞と冠詞
料理名と用語 動詞 分詞

食材、調理名の使い分け

ルセット、器具材料の表現

復習 メニュー構成

令和元年度 授 業 計 画

調理作業の表現

３章 料理名と用法 形容詞



教科科目：茶道（裏千家）華道（草水古流） ６０時間

教科担当講師：髙原 豊子 ［実務経験のある教員］

対象学年：専門調理技術科２年

教科書： 特になし    

学習目標：日本古流の伝統文化 茶・華道を通して、日本古来の習慣、礼節  
     道（心)学(学）実（実技）を学び、調理師としてのおもてなしの心を育成することを

  目標にする

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

５月

6月

７月 20 期末試験
９月

１０月

１１月

１２月 24 期末試験

１月
16

２月 学年末試験

調理師科、専門１年生を招いての茶会

役割を決めて練習

御園棚点前、作品展に向けて初釜体験（高原宅）

割り稽古１学期の反省

客、亭主の心得についてなど

御園棚点前 卒業作品展茶会点前

茶会のあり方

炉、点前

割り稽古、道具などの説明、水屋の話

実技テスト

風炉、薄茶 茶室 入退室（席入り）
茶室にて 薄茶点前

令和元年度 授 業 計 画

割稽古 帛紗さばき 、呈茶

学習目標、茶道史などの講義

項目 学習内容

稽古用具配布 帛紗等配布
授業の意義



教科科目：接客サービスⅡ ３０時間

教科担当講師： 木村由紀子 ［実務経験のある教員］

対象学年：専門調理技術科２年

教科書：新レストランサービス （全国調理師養成施設協会）選択編   

学習目標：接客サービス全般にわたって、１年次の復習とともにしっかり学ぶ

評価の観点：授業（講義及び実習への取り組み）
             ＜意欲・関心・態度＞＜思考・判断・表現＞＜技能＞＜知識・理解＞

評価の方法：授業の記録（プリント･ノート）､提出物（課題）､定期試験､出席状況
  授業態度等により評価する。

年間指導計画

月 時間 備考

４月

5月

6月

７月 12 期末試験
９月

１０月

１１月

１２月 14 期末試験

１月

２月 4 学年末試験

手紙の書き方、ナプキンの折り方

接客サービスの概念の復習

項目 学習内容

タイプ別診断

お礼状（実習先）清書
ことば遣い

実技テスト

第５章 クレーム対応
テーブルマナー、発声練習
上座、下座

三変の法則、ＡＬについて

メールのマナー

２次クレーム
クレーム対応の注意点

令和元年度 授 業 計 画

冠婚葬祭マナーについて
セクハラ、パワハラについて

復習とテスト対策


