
②各学科等の教育 

 

●入学定員、総定員 

課程 昼夜別 学科名 修業年限 入学定員 総定員 備考 

専門課程 昼 調理師科（1年制） 1年 70名 70名  

専門課程 昼 調理師科（2年制） 2年 30名 60名  

高等課程 昼 調理師科（1年制） 1年 20名 20名  

高等課程 夜 調理師科（夜間部） 1.5年 50名 100名  

合計 170名 250名  

 

 

●教育課程 
※表中の数字は授業時間数、（ ）内は単位数 

         課程 

科目 

専門課程 

調理師科 

（1年制） 

専門課程 

調理師科 

（2年制） 

高等課程 

調理師科 

（1.5年制） 

高等課程 

調理師科 

（夜間） 

必

修

科

目 

食文化概論 ３６（１） ３６（１） ３６（１） ３６（１） 

衛生法規 ３６（１） ３６（１） ３６（１） ３６（１） 

公衆衛生学 １０８（３） １２６（３．５） １０８（３） １０８（３） 

栄養学 １０８（３） １０８（３） １０８（３） １０８（３） 

食品学 ７２（２） ７２（２） ７２（２） ７２（２） 

食品衛生学 １０８（３） １０８（３） １０８（３） １０８（３） 

 実験 ３６（１） ３６（１） ３６（１） ３６（１） 

調理理論 １８０（５） １８０（５） １８０（５） １８０（５） 

調理実習 ３６０（１０） ８６４（２４） ３６０（１０） ３６０（１０） 

（うち校外実習）  ４０   

選
択
必
修
科
目 

パソコン ３６（１） ３６（１） ３６（１） ３６（１） 

外国語 ３６（１） １０８（３） ３６（１） ３６（１） 

体育 ３６（１） ７２（２） ３６（１） ３６（１） 

 小計 １１５２（３２）  １１５２（３２） １１５２（３２） 

その他の科目  ２１６（６）   

合計 １１５２（３２） １９９８（５５．５） １１５２（３２） １１５２（３２） 

その他の科目；レストランサービス、マナー、国語力、毛筆、カラー、美学 

評 価 基 準；A（優）１００点～８５点、 B（良）８４点～７０点、 C(可)６９点～６１点、 

D(不可)６１点未満 

Dは不合格で単位は認められない。 

学 習 評 価；出席状況、講義ノート、レポート、及び定期試験等を資料として総合的に評価する。



●進級・卒業の要件 

（１）進級及び卒業について 

①進級 

１年次の所定の課程を終了し、１年次の校納金が完納されている者 

②卒業 

（ⅰ） 2年次の校納金が完納し、所定の課程を終了した者には学習評価のうえ卒業証書

を授与する。 

（ⅱ）成績優秀にして他の学生の模範になる者は表彰することがある。 

（ⅲ）卒業証書を授与された者は調理師免許が与えられる。 

（ⅳ）調理師科(2年制)を卒業した者には専門士（衛生専門士称号）が与えられる。 

 

（２）授業料等の校納金について 

①前期校納金、後期校納金等の校納金については、指定期日までに完納すること。 

②校納金の納入期日を過ぎても納入ない者には退学を命ずる。 

③止むを得ず校納金等を滞納する者は、滞納の理由および納入期日を明記し、学生名及び

保護者名を連記した校納金延期願いを学校長に提出して、許可を得なければならない。 

 

●資格取得及び検定等 

資格試験 

（１）資格取得について 

①調理師免許取得について（調理師科） 

調理師免許証の申請…卒業後、所定の申請用紙に下記の書類を添付して、各自の住

所地もしくは就業地を管轄する保健所を経由して知事宛に

提出する。 

添付書類 

ａ．卒業証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

ｂ．調理師養成課程履修証明書・・・・・・・１部 

ｃ．診断書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部（発行日から１ヶ月以内のもの） 

麻薬、あへん、大麻もしくは覚せい剤の中毒者であるか否かを証明するもの 

ｄ．戸籍抄本又は戸籍謄本もしくは本籍地表示のある住民票の写し、外国籍の者は国

籍等を記載した住民票の写し（発行日から６カ月以内のもの）・・・・・・いづれか１部 

e.手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（県によって異なるため確認すること） 

 

②その他の資格等の取得について 

・専門調理師 

調理師技術審査・調理師技能検定の国家試験に合格すると「専門調理師」「調理技能士」

と称することができる。 

試験には学科試験と実技試験があるが、在学中に実施される技術考査に合格した者は

学科試験が免除される。 

ａ．受験資格 



本校を卒業して調理師免許を有し、実務経験年数７年以上（但し本校在学期間を

含む）の者 

ｂ．受験申請手続 

請求及び問い合わせ先 

〒103-0012 東京都中央区日本橋掘留町 2-8-5 ＴＡＣＣビル 5F 

公益社団法人 調理技術技能センター ＴＥＬ 03-3667-1867 

ｃ．受験手数料 

実技試験 18,800円   学科試験 3,700円 

 

・食品技術管理専門士 

ａ．登録資格対象者  

ｂ．登録申請料 5,000円 

ｃ．登録申請手続・・・・・・・卒業前に学校より連絡する 

 

・食育インストラクター 

ａ．「NPO日本食育インストラクター協会」が認定する資格で、「食育」を基礎から学び、

日々の生活に活かし、広く推進・社会で活躍できる食育のプロとして社会にアプローチ 

ｂ．受験資格 

平成２６年度卒業見込者 

ｃ．受験料 5,000円（振込み手数料含） 

 

・介護食士 3級 

ａ．認定施設指定校 

 

・専門士称号授与 



●卒業後の進路 

【ホテル・旅館・結婚式場】 大分オアシスタワーホテル 大分 

レンブラントホテル大分 大分 

杉乃井ホテル 大分 

アリストンホテル大分 大分 

ホテルキャッスル大分 大分 

由布院 玉の湯 大分 

山のホテル 夢想園 大分 

温泉旅館 やまなみ 大分 

ホテル白菊 大分 

株式会社ラック パルス５ 大分 

【一般企業】 日清医療食品株式会社 福岡 

九州航空株式会社 大分 

【集団給食】 別府市役所（現業職） 大分 

南海病院 大分 

野口病院 大分 

熊本医療センター 大分 

もりまち幼稚園 大分 

学校給食 大分 

【レストラン】   

（フランス料理） エシェル ドゥ アンジェ 大分 

（イタリア料理） ホルトガーデン（ホルトホール３階） 大分 

悦 大分 

シシリアリョーマ 大分 

ラ・スコリエーラ 東京 

（中華料理） 別府 東洋軒 大分 

（日本料理） 壺中の天地 大分 

【居酒屋】 笑楽 大分 

【ダイニングバー】 コルテーゼ 大分 

【カフェ・製菓】 スイーツダイニング ２月１４日 大分 

創作菓子 モンシェールトントン 大分 

キヘイカフェ 大分 

茶房 大分 

 

 


