
前期 後期 前期 後期 前期 後期

1
コミュニケーション

就職講座
Communication career guidance

必修
講義
演習

６０ （４） ３０ ３０

社会人基礎力を学び、就職活動に必要なスキ
ル、コミュニケーション力を身につけ、社会人と
しての立ち居振る舞いができるようになる授業
です。

2
ホームルーム

Homeroom activities
必修

講義
演習

１２０ （８） ３０ ３０ ３０ ３０

クラス内のコミュニケーションを構築し、クラス
内の誰とでも上手に付き合い、勉強できるよう
になります。

3
ホームルーム＆キャリア講座

Homeroom activities　＆
career guidance

必修
講義
演習

６０ （４） ３０ ３０

クラス内のコミュニケーションを構築し、就職に
向けての情報や必要なことを理解できるように
なります。

4
校内プロジェクト演習＆進級制作展

 Corporate project　＆
The Final Work of the Year

必修 実習 ６０ （４） ６０

メニュー開発の課題に向けて、独自の商品を
作り上げる基礎を学びます。1年生の集大成と
しての成果を発表できるようになります。

5 進級制作展　準備・運営
Shop exercise and management

必修 演習 ３０ （２） ３０

進級制作展に伴う準備を行ない、イベントに必
要なことを学ぶことが出来るようになる。

6 商品開発プロジェクト
Product development project

必修 実習 ６０ （４） ６０

共通の素材課題を元に、その素材を活かした
メニュー開発に向けて、独自の商品を作り上げ
ることができます。

7
企業プロジェクト＆進級制作展

 Corporate project　＆
The Final Work of the Year

必修 実習 ６０ （４） ６０

企業から頂いたメニュー開発の課題に向け
て、独自の商品を作り上げ、企業が求める商
品とは何かを知ることができます。また2年間
の集大成としてその成果を発表できるようにな
ります

8 進級制作展　準備・運営
Shop exercise and management

必修 演習 ３０ （２） ３０

進級制作展に伴う準備を行ない、イベントに必
要なことを学ぶことが出来るようになる。

9
企業プロジェクト

Corporate project
必修 実習 ６０ （４） ６０

メニュー開発の課題に向けて、独自の商品を
作り上げ、企業様にプレゼンテーションするこ
とで、商品開発に必要なポイントを理解できる
ようになります。

10
研究発表

Research presentation
必修 演習 ３０ （２） ３０

3年間の学びの成果を再復習し、研究成果とし
て発表することができます。

11 卒業制作展　準備
The Work to Commemorate Graduation

必修 演習 ３０ （２） ３０

卒業制作展に伴う準備を行ない、イベントに必
要なことを学ぶことが出来るようになる。

12
接客サービス演習

Practice for Service
必修

講義
演習

６０ （４） ３０ ３０

接客サービスをトータル的に基礎から身に付
け、お客様に合わせて、スマートな接客サービ
スができるようになります。

13 衛生学・栄養学
Ｐｕｂｌｉｃ　ｈｅａｌｔｈ & Nutrition

必修 講義 ３０ （２） ３０

「食」で仕事をしていくための、食材の成分を学
び、徹底した衛生管理ができるようになりま
す。

14
素材・食材研究

Material research
必修 演習 ６０ （４） ３０ ３０

「食」に関する素材作りや、SDGｓについて学
び、これからのカフェに必要な素材や食材の活
かし方を提案できるようになります。

15 調理・製菓基礎
Basic ｐractice for ｃｏｏｋｉｎｇ＆ｃｏｎｆｅｃｔｉｏｎａｒｙ

必修 実習 ６０ （４） ３０ ３０

調理実習や製菓実習に必要な基礎知識から
技術まで、反復演習等で習得します

16
ドリンク実習

Practice for ｄｒｉｎｋs
必修 実習 ３０ （２） ３０

ワイン・カクテル・紅茶・コーヒー・エスプレッソ
のジャンルにおける、基礎座学と基礎実習を
通して、ドリンクの基礎を理解し、基本レシピで
抽出できるようになります。

17 アレンジドリンク実習
training for arranged drink

必修 実習 ３０ （２） ３０

ドリンクを作る上で、基本的な配合を知り、さら
に様々な素材や季節に対応できるようになりま
す。

18
コーヒー実習Ⅰ

Practice for coffeeⅠ
必修 実習 ３０ （２） ３０

コーヒー豆の知識や歴史を学び、抽出技術を
習得します。ドリップコーヒーの抽出ができるよ
うになります。

19
コーヒー実習Ⅱ

Practice for coffeeⅡ
必修

講義
実習

１２０ （８） ３０ ３０ ３０ ３０

コーヒー豆の特徴に合わせて、レシピを検証
し、フィルタ―コーヒーにおいて、お客様目線で
ベストな抽出と提供までできるようになります。

20
バリスタ実習Ⅰ

Practice for BaristaⅠ
必修 実習 ３０ （２） ３０

コーヒーやエスプレッソなどの抽出技術の基礎
を習得します。ラテアートの基本ができるよう
になります。

21
バリスタ実習Ⅱ

イタリア系
Practice for BaristaⅡ

必修 実習 ３０ （２） ３０

イタリアのバールにおける知識やエスプレッソ
などの知識と技術を学び、伝統的なイタリアの
バリスタを理解することができます。

22
エスプレッソゼミ

　Seminar for Espresso
必修 実習 ３０ （２） ３０

エスプレッソの競技会に向けて、エスプレッソと
は何かその要素を分析し、検証します。コー
ヒーを理解するいくつかの要素を学び、その成
果を発表できるようになります。

23
バリスタ実習Ⅲ

スペシャルティコーヒー

Practice for BaristaⅢ
必修 実習 １２０ （８） ３０ ３０ ３０ ３０

スペシャルティコーヒーをカッピングで味の傾
向や違いを理解し、コーヒーの産地や種類に
合わせたエスプレッソを抽出できるようになり
ます。

24
製パン実習

Pｒａｃｔｉｃｅ ｆｏｒ ｃａｆｅ ｂａｋｉｎｇ
必修 実習 ６０ （４） ６０

製パンの基礎的な作業、技術が理解でき、カ
フェで活かせるパンを作れるようになります。

25 カフェ総合実習　Ⅰ
Café synthesis practiceⅠ

必修 実習 １２０ （８） ６０ ６０

調理から製菓まで幅広くカフェメニューの全般
を学ぶWメジャーカリキュラムの要素を含んだ
実習です。ベーシックな人気メニューが作れる
ようになります。

26 カフェ総合実習　Ⅱ
Café synthesis practiceⅡ

必修 実習 １２０ （８） ６０ ６０

基礎を身に付けたうえで、応用のカフェ人気メ
ニューを様々な形態で作れるようになります。

27 カフェ販売＆マネジメント
Practice for Sales＆ｍanagement

必修 実習 １８０ （１２） ６０ ６０ ６０

お店で出す商品の企画から仕入れ、ディスプ
レイ、収支までシミュレーションし、イベントを通
じて実践的に運営できるようになります。

28
フードコーディネート

Food coordinate
必修

講義
演習

３０ （２） ３０

フードコーディネートに関わる内容を学び、
フードコーディネーターの仕事を理解すること
ができます。

29 紅茶概論＆検定
Introduction to tea＆test

必修
講義
演習

３０ （２） ３０

紅茶の知識や歴史を学び、抽出作法やアレン
ジ手法等を習得します。ティーアドバイザー検
定を受講し、認定書取得を目指します。

30
珈琲　概論

Ｃｏｆｆｅｅ　Introduction
必修

講義
演習

３０ （２） ３０

コーヒー豆の知識や歴史を学び、コーヒー事
情を習得します。

31 珈琲ソムリエ検定
Ｃｏｆｆｅｅ　sommelier test

必修
講義
演習

３０ （２） ３０

日本安全食料料理協（JSFCA)主催のコーヒー
ソムリエ検定を受けます。資格検定受験料・検
定料が別途必要です。

32
マシン機器メンテナンス
machine　maintenance

必修
講義
演習

３０ （２） ３０

主にコーヒーに関する機器の仕組みを深く知
り、機器購入または故障時にメンテナンスでき
るようになります。
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