
科　　目 授業時数

衛生法規 30時間以上

講 　 義 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

15 時間以上

１０月

１１月

１２月

１月

15 時間以上

30 時間以上

成績評価の方法・基準

年2回、前期座学試験と後期座学試験で実施し、学修評価を行う。
学修評価は、平常点40点（40％）＋テスト点60点（60％）で、100点法で行い、前
期試験と後期試験の合計点の相加平均が60点以上を合格とする。上記100点法を5段階
評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

関係法令について食品衛生学と並行しながら説明を行う。

関係法令について食品衛生学と並行しながら説明を行う。

２月

３月

関係法令について食品衛生学と並行しながら説明を行う。
後期試験の解説（国家試験に順じた内容で出題）
後期座学試験

後期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

引き続き行政機構について、図解や資料を用いてできるだけ分かり易い表現で説明を行う。

夏季休暇

試験前復習（4～7月に行った実験内容について出題）
前期座学試験

前期授業時間数（小計）

製菓衛生師法について法・施行令・細則等の違いを理解させる。

引き続き製菓衛生師法の内容を重点的に説明

学習内容と目標
各衛生法規の概要について解説し、それぞれの法律の役割 を学習する。製菓衛生師とな
るうえで必要とされる衛生法規の知識を身につけること。

授業計画（指導目標や授業内容など）

法学に関する基礎的内容について、分かりやすく噛み砕いた表現で授業を行う。

引き続き法学に関する基礎的内容について、分かりやすく噛み砕いた表現で授業を行う。

行政機構について、図解や資料を用いてできるだけ分かり易い表現で説明を行う。

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等

製菓衛生師科
Ⅰ2

製菓衛生師全書

授業形態



科　　目 授業時数

公衆衛生学 6０時間以上

講 　 義 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

30 時間以上

１０月

１１月

１２月

１月

30 時間以上

60 時間以上

前期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

成績評価の方法・基準

年2回、前期座学試験と後期座学試験で実施し、学修評価を行う。
学修評価は、平常点40点（40％）＋テスト点60点（60％）で、100点法で行い、前
期試験と後期試験の合計点の相加平均が60点以上を合格とする。上記100点法を5段階
評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

第３章　疾病の予防　第１節　感染症の予防
感染症と病原体・感染源、感染経路、感受性・予防対策

第3章　疾病の予防　第２節　生活習慣病の予防　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活習慣
病について　生活習慣病の予防

第４章　産業保健　第１節　労働と健康
作業環境　作業方法　職業性疾病　作業関連疾患

第４章　産業保健　第2節　産業保健活動
産業保健対策　安全衛生管理体制

２月

３月

第4章　産業保健　第2節　産業保健活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康保険推
進対策とメンタルヘルス対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛生教育・菓子製造に
おける労働安全衛生
国家試験対策
後期座学試験

第1章　公衆衛生の概要　第１節　公衆衛生の意義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公衆衛生の
歴史、世界、日本

第１章　公衆衛生の意義　第２節　公衆衛生の現状
公衆衛生行政について
第３節　衛生統計　人口統計・疾病統計

第２章　環境衛生　第１節　環境衛生の意義
空気・光・水などについて

第２章　環境衛生　第２節　環境と健康
水道・下水道・清掃及び廃棄物処理・ねずみ族、衛生害虫などの駆除等について

その他の生活衛生・菓子製造施設の環境衛生
第２章　環境衛生　第３節　公害
大気汚染・水質汚濁・騒音・その他の公害について   前期座学試験

前期授業時間数（小計）

授業形態

学習内容と目標
公衆衛生とは何かを考え、公衆衛生の歴史、現在の公衆衛生行政の取り組み状況を学ぶ
とともに疾病予防と健康増進に関する知識と技術を習得することを目標とする。

授業計画（指導目標や授業内容など）

第１章　公衆衛生の概要   第１節　公衆衛生の意義
公衆衛生の定義・国際機関等

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等

製菓衛生師科
Ⅰ2

製菓衛生師全書



科　　目 授業時数

食品学 ６０時間以上

講 　 義 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

30 時間以上

１０月

１１月

１２月

１月

30 時間以上

60 時間以上

２月

３月

4）食品の流通と価格　食品の流通と価格の関係性について
     特に製菓・製パンに関係する食品の特性について

後期座学試験

後期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

成績評価の方法・基準

年2回、前期座学試験と後期座学試験で実施し、学修評価を行う。
筆記試験　60％
100点が最高点の試験を行い、最高点を60点として換算して点数とする。
平常点　　40％
平常点の評価の対象、内訳は以下のようにする。
出席率　50％(20点)　授業態度　25％(10点)　小テスト　25％(10点)

筆記試験と平常点を合わせた点数を以下のように評価する。
A：１００点～９０点　B：８９点～８０点   C：７９点～７０点
D：6９点～６０点　E：５９点以下

3）食品の特性（乳類）、（レトルト食品）、（食品微生物応用食品）

前期座学試験

前期授業時間数（小計）

第2章　食品の変質とその防止
1）食品の変質　腐敗や酸化による食品の変質について
2）食品の変質の防止　食品の変質と水分活性の関係について

3）食品の保存方法　物理的処理による方法について
　　　　　　　　　　細菌学的処理による方法について
　　　　　　　　　　化学的処理による方法について

3）食品の保存方法　総合的処理による方法について
第3章　食品の生産と消費
1）食品の消費構造の変化　戦後以降の食品の消費量や栄養素別の消費割合について
2）食品生産　生産の動向

2）食品生産　有機農産物、遺伝子組み換え食品について
3）食品の生産と輸入　食品の生産量や輸入量、食料自給率について

授業計画（指導目標や授業内容など）

第1章　食品学の概要
1）食品の定義、食品の人体における機能、食品としての条件
2）食品の種類と成分　一般成分、嗜好成分、有害成分

2）有害成分、食品成分表、食品のもつエネルギー
     食品成分表の使い方や活用法について
3）食品の種類と分類、食品の特性（米）

3）食品の特性（麦類）、（そば）、（とうもろこし）

3）食品の特性（いも類）、（豆類）、（調味料）

3）食品の特性（野菜類）、（果物）、（卵）

製菓衛生師科Ⅰ2 製菓衛生師全書　

授業形態

学習内容と目標

食品に含まれる成分について学ぶ。菓子の材料の食品の特性について学ぶ。食品の変質について
学び、その原因と防止方法について理解を深める。食品に含まれる様々な成分について理解する
とともに食品の変質の原因を理解し、正しい保蔵方法が理解でき、信頼できるパティシエを目指
すことを目標とする。

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等



科　　目 授業時数

食品衛生学　 １２０時間以上

講 　 義 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

60 時間以上

１０月

１１月

１２月

１月

60 時間以上

120 時間以上

成績評価の方法・基準

年2回、前期座学試験と後期座学試験で実施し、学修評価を行う。
学修評価は、平常点40点（40％）＋テスト点60点（60％）で、100点法で行い、前
期試験と後期試験の合計点の相加平均が60点以上を合格とする。上記100点法を5段階
評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

食品安全対策②営業許可、健康管理等について実例を話しながら授業を行う。

HACCPについて・卒展で実際に作る卒業料理展出展料理を
例に解説と実践練習を行う。

２月

３月

国家試験対策として過去問題・例題練習と解説。食品添加物・食品安全対策・HACCPを国家試験に準じ
た形式で出題する。
後期座学試験

前期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

ウイルス性食中毒の特徴・症状・予防方法を出来るだけ画像・図解・分かりやすい言葉に直して授業を行
う。

夏季休暇

食品添加物について①添加物を使用されている実際の身近な食品を使用しながら授業を行う。
前期座学試験

前期授業時間数（小計）

食品添加物について②・ミニ読本や添加物を使用されている実際の身近な食品を使用しながら授業を行
う。

食品安全対策①各衛生法規について分かりやすい表現で授業を行う。

学習内容と目標
食品衛生学の基礎知識、衛生予防対策、HACCPについて学び実習と合わせて科学的根
拠に基づいた理論を深めていく。

授業計画（指導目標や授業内容など）

食品衛生学授業の目的と内容について・食中毒事故事例

細菌性食中毒について各細菌の特徴と症状・予防方法を出来るだけ画像・図解・分かりやすい言葉に直し
て授業を行う

自然毒食中毒化学性食中毒について各毒素の特徴・症状・予防方法を出来るだけ画像・図解・分かりやす
い言葉に直して授業を行う。

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等

製菓衛生師科Ⅰ2 製菓衛生師全書

授業形態



科　　目 授業時数

栄 養 学 ６０時間以上

講 　 義 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

30 時間以上

１０月

１１月

１２月

１月

30 時間以上

60 時間以上

後期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

成績評価の方法・基準

年2回、前期座学試験と後期座学試験で実施し、学修評価を行う。
学修評価は、平常点40点（40％）＋テスト点60点（60％）で、100点法で行い、前
期試験と後期試験の合計点の相加平均が60点以上を合格とする。上記100点法を5段階
評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

3、腸での消化・吸収4、消化と吸収率
第2節　エネルギー代謝
1、基礎代謝　2、活動代謝

3、食事誘発性体熱生産　4、推定エネルギー必要量
第4章　栄養の摂取
第1節　食事摂取基準　1、エネルギーの指標

2、栄養素の指標
第2節　生活消費量

第3節　国民健康・栄養調査
第4節　ライフステージの栄養　第5節　労働と栄養

２月

３月

第6節　食生活と疾病　第7節　栄養成分表示
まとめ、製菓衛生師科の試験対策

後期座学試験

第2節　栄養素の分類　栄養素の働き
1、たんぱく質　2、脂質　3、炭水化物

4、無機質（ミネラル）　

5、ビタミン　6、水　7、エネルギー源としての機能

第2節　基礎食品　1、食品の分類　2、食事バランスガイド
第3節　ホルモンとその機能

第3章　栄養と消化と吸収
第1節　栄養の消化と吸収
1、口腔内での消化　2、胃の中での消化

前期座学試験

前期授業時間数（小計）

授業形態

学習内容と目標

各栄養素の種類・概要を理解した上で、消化・吸収・代謝の仕組みと栄養学的機能と健
康の保持・増進における栄養素の役割について学習する。特に五大栄養素の摂取バラン
スについては詳細に理解することを目標とする。

授業計画（指導目標や授業内容など）

第1章　栄養学の概要
第1節　栄養の意義　1、栄養とは　2、人体構成成分

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等

製菓衛生師科Ⅰ2 製菓衛生師全書　



科　　目 授業時数

社会学 30時間以上

講 　 義 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

15 時間以上

１０月

１１月

１２月

１月

15 時間以上

30 時間以上

２月

３月

菓子統計について　後期の総復習
後期試験の解説、講評
後期座学試験

後期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

成績評価の方法・基準

年2回、前期座学試験と後期座学試験で実施し、学修評価を行う。
学修評価は、平常点40点（40％）＋テスト点60点（60％）で、100点法で行い、前
期試験と後期試験の合計点の相加平均が60点以上を合格とする。上記100点法を5段階
評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

店舗の作り方
労働生産性、材料費、人件費等
前期試験の解説 前期座学試験

前期授業時間数（小計）

必要売上高の求め方
原価管理の方法

原価管理の方法
帳簿とは
帳簿のいろいろ　帳簿の必要性

労務管理
労働基準法とは

労働基準法
（賃金、労働時間、有給休暇、労働問題等）

授業計画（指導目標や授業内容など）

菓子と食生活
菓子の歴史

菓子の歴史
菓子小史
パンの歴史

パンの歴史
菓子製造の要件
菓子の生産と消費

菓子の包装
菓子の包装
菓子経営論

前期分の総復習  販売促進のあり方 店舗の作り方
店舗の作り方 労働生産性、
材料費、人件費等

製菓衛生師科Ⅰ2 製菓衛生師全書

授業形態

学習内容と目標
パティシエの社会的使命、和洋菓子の歴史、菓子店経営に関する知識を習得させる。パ
ティシエとして、新しい菓子を創造し、菓子文化の発展に寄与する人材の育成を図る。
また、プロ意識に基づいた接客技術の習得を目標とする。

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等



科　　目 授業時数

製菓理論 9０時間以上

講 　 義 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

45 時間以上

１０月

１１月

１２月

１月

45 時間以上

90 時間以上

成績評価の方法・基準

年2回、前期座学試験と後期座学試験で実施し、学修評価を行う。
学修評価は、平常点40点（40％）＋テスト点60点（60％）で、100点法で行い、前
期試験と後期試験の合計点の相加平均が60点以上を合格とする。上記100点法を5段階
評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

11「種実類」
12「風味、調味材料」について学ぶ。

第2章補助材料
「パン酵母」「食塩」「水」「モルトエキス」について学ぶ

２月

３月

「膨張剤」「乳化剤」について種類や用途、性質について学ぶ
後期座学試験　基本的名称とその用途、種類、性質をよく理解し、補助的な美味しさや役割を学ぶ。

前期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

4「米粉」の種類、性質について学ぶ。
5「卵」の種類、性質、特徴について学ぶ。

6「油脂」について学ぶ。種類、性質、形状、おいしさなど学ぶ。

7「牛乳及び乳製品」
8「チョコレート」について学ぶ。種類、特性、おいしさの変化、などを学ぶ。
前期座学試験　製菓の基本的材料の種類、その特性、おいしさへの変化などを学び、その試験を行う。

前期授業時間数（小計）

9「果実及びその加工品」について学ぶ。基本的な種類と分類の仕方を学ぶ。特性を活かした加工品と砂 糖を加え
た状態やその変化を学ぶ。

10「凝固材料」について学ぶ。種類や食物繊維について、その加工状態と変化を学ぶ。

学習内容と目標
原材料の種類と特徴を理解するとともに、それぞれの製品の製造工程を学習、理
解する。基礎基本をしっかり学び、技術と理論を習得することを目標とする。

授業計画（指導目標や授業内容など）

菓子の原材料
1「甘味料」について学ぶ。実物の甘味料を見ながら、種類や特性を学ぶ

2「小麦粉」について学ぶ。小麦粉の特性と種類、構造を学ぶ。

3「でんぷん」について学ぶ。でんぷんの種類、特性、粘度について学ぶ。

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等

製菓衛生師科Ⅰ2 製菓衛生師全書

授業形態



科　　目 授業時数

製菓実習　洋菓子 ４8０時間

実　習 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

45 時間

１０月

１１月

１２月

１月

45 時間

90 時間

前期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

成績評価の方法・基準

前期に実技1次試験と実技2次試験で実施し、学習評価を行う。
平常点４０点＋実技テスト６０点で、各課題科目は100点法で行う。
上記100点法を5段階評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

・パスティヤージュ、フォンダン、パイピング

・南瓜プリン、ガトーショコラ、マカロン、キャラメル、クリームブリュレ

・フランボワーズのババロア、ジャンドゥージャ、コーヒープラリネ、エアショコラ

・チョコレートの基本、応用、飴細工

２月

３月

・タンバルエリゼ

・ビスキュイ、スイスメレンゲ
　苺のシャルロット

・実技一次試験「基本の絞り」
・スイスメレンゲ、ナッペ、パッションコンフィチュール

・ナッペ、パウンドケーキ、チョコクッキー

・ナッペ

・ナッペ、パスティヤージュ
・実技二次試験「ナッペ」

前期授業時間数（小計）

授業形態 調理師（菓子店経営）

学習内容と目標
洋菓子における基礎的技術を習得し、応用に対応できる技術の向上を図る。実習を通じてそれぞれの材料の
取り扱いのコツを理論的に学習させる。製菓衛生師取得に向け、講義・実習を通じて基本製菓技術の習得を
目標とする。プロとして求めれれるレベルの洋菓子が作れる技術を習得することを目標とする。

授業計画（指導目標や授業内容など）

・基礎基本、ジェノワーズ、マジパン

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等

製菓衛生師科Ⅰ2 製菓衛生師全書　洋菓子



科　　目 授業時数

製菓実習　洋菓子 ４８０時間

実　習 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

65 時間

１０月

１１月

１２月

１月

65 時間

130 時間

・ガトーショコラ、ブールドネージュ、モンブラン、クグロフ、栗のデセール

前期授業時間数（小計）

・モカトルテ、ブールドネージュ

・校内料理コンクール作成期間、ザッハトルテ、タルト、チュイル、パートブリゼ、パートシュクレ

・クッキー、フロランタン、ミルフィーユ、チーズケーキ、クロッカン、オペラ、パンナコッタ

・フランボワーズのムース、クッキー、パイピング

授業計画（指導目標や授業内容など）

・包丁や道具の取り扱いと包丁研ぎ
・絞りクッキー

・絞りクッキー、アングレーズソース、薄力粉、強力粉について

・絞りクッキー、ロールケーキ、シュークリーム、パリブレスト、南瓜シフォン、ナッペ、コーヒーゼ
リー、クレープ、クレームダンジュ

・ホワイトチョコムース、フランボワーズソルベ、チュイルダンテル、ココナッツブラマンジェ、マン
ゴーソース、ガトーウィークエンド、フォンダンショコラ、レモンカード、ティラミス、レモンクッキー

・ナッペ

２月

３月

・ブッセ、ラングドシャ、テリーヌショコラ、チーズケーキ、クッキー
創作演習集中講義
卒業料理展

前期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

成績評価の方法・基準

前期に実技1次試験と実技2次試験で実施し、学習評価を行う。
平常点４０点＋実技テスト６０点で、各課題科目は100点法で行う。
上記100点法を5段階評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

製菓衛生師科
Ⅰ2

製菓衛生師全書　洋菓子

授業形態 製菓衛生師（元レストラン料理長）他

学習内容と目標
洋菓子における基礎的技術を習得し、応用に対応できる技術の向上を図る。実習を通じてそれぞ
れの材料の取り扱いのコツを理論的に学習させる。製菓衛生師取得に向け、講義・実習を通じて
基本製菓技術の習得を目標とする。

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等



科　　目 授業時数

製菓実習　和菓子 4８0時間

実　習 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

40 時間

１０月

１１月

１２月

１月

40 時間

80 時間

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等

製菓衛生師科Ⅰ2 製菓衛生師全書　和菓子

授業形態 製菓衛生師（製菓店経営者）他

学習内容と目標
和菓子作りの基本をしっかり習得させながら、作って食する楽しさを学び、応用に対応
できる技術の向上を図ることを目標とする。

授業計画（指導目標や授業内容など）

・和菓子の基礎基本（四季感、材料の知識など）
・餡製造の基礎基本、上用饅頭の基礎基本

・上用饅頭、小麦饅頭、利休饅頭
・水羊羹、青梅、葛桜、あじさい、夏衣

・上用饅頭、練り切り
・実技一次試験「上用饅頭」

・練り切り

・練り切り

・実技２次試験「花てまり」、カスタード大福、団子、おはぎ餅

前期授業時間数（小計）

・乳菓、わらび餅、栗饅頭、富有柿、栗羊羹、桃山

・吉野、どら焼き、山茶花、タルト

・塩釜、角きんつば、丸ぼうろ、うぐいす、早蕨

・苺大福、菱はなびら餅、桃上用、お雛様

２月

３月

・カステラ、桜餅、椿餅、寒牡丹

前期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

成績評価の方法・基準

前期に実技1次試験と実技2次試験で実施し、学習評価を行う。
平常点４０点＋実技テスト６０点で、各課題科目は100点法で行う。
上記100点法を5段階評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下



科　　目 授業時数

製菓実習製菓　製パン ４８０時間

実　習 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

60 時間

１０月

１１月

１２月

１月

60 時間

120 時間

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等

製菓衛生師科
Ⅰ2

製菓衛生師全書　製パン

授業形態 製菓衛生師（ホテル製菓統括料理長）他

学習内容と目標
基礎技術の習得及び多くの種類のパン生地に触れることでパン生地に適したパン作りを
学ぶ。気温の変化や仕込み水温と捏ね上げ温度の関係の理解、衛生面の重要性を理解
し、パン作りの楽しさを感じながらパン職人となることを目標とする。

授業計画（指導目標や授業内容など）

・テーブルロールの基礎、計量、作業工程について

・テーブルロール、ソーダブレッド、湯捏ねパン

・実技一次試験「テーブルロール」
・フランスパン、ケークサレ、ポンデケージョ

・フランスパン、マリトッツオ、フォカッチャ

・実技二次試験「フランスパン」
・ブリオッシュ、パンDEマルガリータ

成績評価の方法・基準

前期に実技1次試験と実技2次試験で実施し、学習評価を行う。
平常点４０点＋実技テスト６０点で、各課題科目は100点法で行う。
上記100点法を5段階評定に読み替えた符号で評価する。
A:90点以上   B:80点以上   C:70点以上　D:60点以上　E59点以下

前期授業時間数（小計）

・ハンバーガー、マーラーカオ、タイガーロール、レーズンブレッド、ヴィエノワ

・ツォップ、ビアシュタンゲン、米粉アンパン、ベーグル、ぱんDEおやき、タイガーロール

・パニーニ、ドライフルーツのプチパン、シュトーレン、ピタパン、朝のチーズケーク、コーンパン

・クロワッサン、デニッシュ、角食、ライムギパン、パンドカンパーニュ、クロックムッシュ、チーズナ
ン

２月

３月

・ピロシキ、カレーパン、アンパン、メロンパン、クリームパン、パンオリ、スイートブール、クイニー
アマン

後期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）



科　　目 授業時数

　校外実習 480時間

実　習 担当者実務経験等

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

時間

１０月

１１月

１２月

１月

60 時間

60 時間

２月

３月

前期授業時間数（小計）

年間授業時間数（総計）

成績評価の方法・基準

校外実習先の指導者が７項目について５段階の評価を行う。

前期授業時間数（小計）

現場での調理実習（10月11日～10月23日）

授業計画（指導目標や授業内容など）

製菓衛生師科
Ⅰ2

授業形態 製菓衛生師他

学習内容と目標
調理現場の体験を通じて、実際の調理業務の流れ等を理解する。
仕事としての厳しさ、職業人としての心構え、マナー等について理解する。調理師を目
指す上で、自分自身の今後の課題を理解する。

令和4年度　シラバス

学科及び学年 使用教科書・参考文献等


