
食品安全専門人材プログラム　　給食管理論のRubric 2022年度後期　髙田

（A+) （A) （B) （C) （D)
Super：
期待する状態以上
に、何かプラスαが
見られる

十分満足できる：
期待する状態十分見
られる

満足できる：
期待する状態見られ
る

概ね満足できる：
期待する状態は見ら
れるが、未到達な部
分もある

努力を要する：
期待する状態が見ら
れない

※　資料を見ながら説明できる。
に該当する資料の作成（教員）
ぺーバーテストでC.Dレベルの確認

2

食品の安全
性の確保

（リスクア
ナリシス）

8.給食における食品衛生管理に
おいて、食品のハザード（危害
要因）とリスクの違いについて
説明できる。

給食における食品のも
つリスクとハザード、
食品のリスクアナリシ
スについてレポートな
いしプレゼン資料を作
成できる。

給食における食品のも
つリスクとハザード、
食品のリスクアナリシ
スについて説明でき
る。

給食における食品のも
つリスクとハザード、
食品のリスクアナリシ
スについて資料を見な
がら説明できる

給食における食品のも
つリスクとハザード、
食品のリスクアナリシ
スについて知ってい
る。

給食における食品のも
つリスクとハザード、
食品のリスクアナリシ
スについて知らない。

2
A-6②栄養・食に関するリスクについて説明できる。
D-1、1-3)①食品のハザード（危害要因）とリスクの
違いについて説明できる。

11.食物アレルギーの原因食品
と給食提供について説明でき
る。

食物アレルギーを引き
起こすアレルゲンの種
類と原因食品及び給食
提供における食物アレ
ルギー対応についてレ
ポートないしプレゼン
資料を作成できる。

食物アレルギーを引き
起こすアレルゲンの種
類と原因食品及び給食
提供における食物アレ
ルギー対応について説
明できる。

食物アレルギーを引き
起こすアレルゲンの種
類と原因食品及び給食
提供における食物アレ
ルギー対応について資
料を見ながら説明でき
る。

食物アレルギーを引き
起こすアレルゲンの種
類と原因食品及び給食
提供における食物アレ
ルギー対応について
知っている。

食物アレルギーを引き
起こすアレルゲンの種
類と原因食品及び給食
提供における食物アレ
ルギー対応について知
らない。

7
A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-1、1-3)⑥食物アレルギーの原因食品について説明
できる．

インシデント･アクシ
デント管理の意義につ
いてレポートないしプ
レゼン資料を作成でき
る。

インシデント･アクシ
デント管理の意義につ
いて説明できる。

インシデント･アクシ
デント管理の意義につ
いて資料を見ながら説
明できる。

インシデント･アクシ
デント管理の意義につ
いて知っている。

インシデント･アクシ
デント管理の意義につ
いて知らない。

14
A-6②栄養・食に関するリスクについて説明できる。
D-3、3-9)② インシデント･アクシデント管理の意義
を説明できる．

給食における食中毒・
自然災害・事故・食物
アレルギー対応等の危
機管理についてレポー
トないしプレゼン資料
を作成できる。

給食における食中毒・
自然災害・事故・食物
アレルギー対応等の危
機管理について説明で
きる。

給食における食中毒・
自然災害・事故・食物
アレルギー対応等の危
機管理について資料を
見ながら説明できる。

給食における食中毒・
自然災害・事故・食物
アレルギー対応等の危
機管理について知って
いる。

給食における食中毒・
自然災害・事故・食物
アレルギー対応等の危
機管理について知らな
い。

15

A-6②栄養・食に関するリスクについて説明できる。
D-3、3-9)④ 食中毒事故に対する危機管理を説明で
きる．
⑤ 食物アレルギー対応に関する危機管理を説明でき
る．
⑥ 自然災害･事故に対する危機管理を説明できる．

理解した知識を自分で作成した資料の提示や口頭で伝えることができる。

重要な語句やキーワードが含まれている。

わかりやすい言葉を使っている。

説明する内容を事前に整理するなど準備している。

相手が理解がしやすいよう工夫がなされている。

管理栄養士・栄養士養成の栄養教育モデル・コア・カリキュラム（平成30年度作成）

「説明できる」：学修し、理解した知識を他者に伝えることができる

「概説できる」：学修し理解したが、他者に伝える迄にいたらない。概要の理解に留まる場合

「実践できる」：学修し、修得したスキルを実際に使うことができる

オリジナリティがある。

提出期限が守られている。

プレゼンの基準
[要件]

内容の構成が分かりやすく、理解しやすい。

重要なポイントが強調されている。

内容がよく聞き取れる

文字は、読みやすい。

絵や図は関心をひきつけている。

発表時間は規定の時間内である。

給食におけるクライシ
スマネジメントとリス
クマネジメントについ
て知っている。

給食におけるクライシ
スマネジメントとリス
クマネジメントについ
て知らない。
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A-6②栄養・食に関するリスクについて説明できる。
D-3、3-9)給食施設における危機管理対策の基本
① 給食施設におけるクライシスマネジメントとリス
クマネジメントを説明できる．

レポートの基準
[要件]

レポート作成のルールが守られている。

「説明」できる
とは

根拠に基づいて、正確な説明ができている。

内容が整理され、わかりやすく構成されいる。

献立に応じた重要管理
点の設定とその管理方
法について知らない。

12

A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-3、3-5)③献立に応じた重要管理点（critical
control point；CCP）の設定とその管理方
法を説明できる．

6 危機管理
12.食中毒・自然災害・事故等

の危機管理について説明できる

給食におけるクライシ
スマネジメントとリス
クマネジメントについ
てレポートないしプレ
ゼン資料を作成でき
る。

給食におけるクライシ
スマネジメントとリス
クマネジメントについ
て説明できる。

給食におけるクライシ
スマネジメントとリス
クマネジメントについ
て資料を見ながら説明
できる。

給食における食品衛生
管理（一般的衛生管理
プログラム，HACCP
等）について知ってい
る。

給食における食品衛生
管理（一般的衛生管理
プログラム，HACCP
等）について知らな
い。

11

A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-1、1-3)④ 食品衛生管理（一般的衛生管理プログ
ラム，HACCP 等）について説明できる．
D-3、3-5)給食の生産・提供における衛生管理
①一般的衛生管理プログラムとHACCP システムとの
関連を説明できる．

献立に応じた重要管理点
（critical control point；

CCP）の設定とその管理方
法を説明できる

献立に応じた重要管理
点の設定とその管理方
法についてレポートな
いしプレゼン資料を作
成できる。

献立に応じた重要管理
点の設定とその管理方
法について説明でき
る。

献立に応じた重要管理
点の設定とその管理方
法について資料を見な
がら説明できる。

献立に応じた重要管理
点の設定とその管理方
法について知ってい
る。

給食における食中毒統
計、食中毒発生状況に
ついて知らない。

10

A-6③ 緊急時の栄養・食事管理が説明できる。
D-1、1-4)① 食中毒の定義，発生状況について説明
できる．

5
マネジメン

ト

9.給食における食品衛生管理
（一般的衛生管理プログラム，
HACCP 等）について説明でき

る。

給食における食品衛生
管理（一般的衛生管理
プログラム，HACCP
等）についてレポート
ないしプレゼン資料を
作成できる。

給食における食品衛生
管理（一般的衛生管理
プログラム，HACCP
等）について説明でき
る。

給食における食品衛生
管理（一般的衛生管理
プログラム，HACCP
等）について資料を見
ながら説明できる。

9
A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-1、1-3)⑤ 食品による窒息とその予防について説
明できる．

4
食中毒の発

生状況
2.給食における食中毒発生状況
について説明できる。

給食における食中毒統
計、食中毒発生状況に
ついてレポートないし
プレゼン資料を作成で
きる。

給食における食中毒統
計、食中毒発生状況に
ついて説明できる。

給食における食中毒統
計、食中毒発生状況に
ついて資料を見ながら
説明できる。

給食における食中毒統
計、食中毒発生状況に
ついて知っている。

10.給食における食品による窒
息とその予防について説明でき
る。

給食における食品によ
る窒息とその予防につ
いてレポートないしプ
レゼン資料を作成でき
る。

給食における食品によ
る窒息とその予防につ
いて説明できる。

給食における食品によ
る窒息とその予防につ
いて資料を見ながら説
明きる。

給食における食品によ
る窒息とその予防につ
いて知っている。

給食における食品によ
る窒息とその予防につ
いて知らない。

7.給食に使用する食品の選択に
おける食品添加物の安全性につ
いて説明できる。

食品添加物の指定制
度、種類や用途，安全
性を踏まえた給食にお
ける食品の選択につい
てレポートないしプレ
ゼン資料を作成でき
る。

食品添加物の指定制
度、種類や用途，安全
性を踏まえた給食にお
ける食品の選択につい
て説明できる。

食品添加物の指定制
度、種類や用途，安全
性を踏まえた給食にお
ける食品の選択につい
て資料を見ながら説明
きる。

食品添加物の指定制
度、種類や用途，安全
性を踏まえた給食にお
ける食品の選択につい
て知っている。

食品添加物の指定制
度、種類や用途，安全
性を踏まえた給食にお
ける食品の選択につい
て知らない。

8
A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-1、1-5)②食品添加物の安全性について説明でき
る．

A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-1、1-4)④ 食品による寄生虫症と感染症（人獣共
通感染症を含む）とその予防法について説明でき
る．

6.給食における食中毒以外の食
品汚染物質（カビ毒，有害元
素，放射性物質，農薬，内分泌
撹乱物質等）との関連について
説明できる。

給食における食中毒以
外の食品汚染物質（カ
ビ毒，有害元素，放射
性物質，農薬，内分泌
撹乱物質、食品成分が
変化した有害物質、異
物等）についてレポー
トないしプレゼン資料
を作成できる。

給食における食中毒以
外の食品汚染物質（カ
ビ毒，有害元素，放射
性物質，農薬，内分泌
撹乱物質、食品成分が
変化した有害物質、異
物等）について説明で
きる。

給食における食中毒以
外の食品汚染物質（カ
ビ毒，有害元素，放射
性物質，農薬，内分泌
撹乱物質、食品成分が
変化した有害物質、異
物等）について資料を
見ながら説明できる。

給食における食中毒以
外の食品汚染物質（カ
ビ毒，有害元素，放射
性物質，農薬，内分泌
撹乱物質、食品成分が
変化した有害物質、異
物等）について知って
いる。

給食における食中毒以
外の食品汚染物質（カ
ビ毒，有害元素，放射
性物質，農薬，内分泌
撹乱物質、食品成分が
変化した有害物質、異
物等）について知らな
い。

6

A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-1、1-4)⑤食中毒以外の食品汚染物質（カビ毒，有
害元素，放射性物質，農薬，内分泌撹乱物質等）に
ついて説明できる．

4
A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-1、1-4)③自然毒・化学毒による食中毒の原因や，
汚染源，症状，予防法について説明できる．

5.給食における食品による寄生
虫症と感染症（人獣共通感染症
を含む）とその予防法との関連
について説明できる。

給食における食品によ
る寄生虫症と感染症
（人獣共通感染症を含
む）とその予防法につ
いてレポートないしプ
レゼン資料を作成でき
る。

給食における食品によ
る寄生虫症と感染症
（人獣共通感染症を含
む）とその予防法につ
いて説明できる。

給食における食品によ
る寄生虫症と感染症
（人獣共通感染症を含
む）とその予防法につ
いて資料を見ながら説
明できる

給食における食品によ
る寄生虫症と感染症
（人獣共通感染症を含
む）とその予防法につ
いて知っている。

給食における食品によ
る寄生虫症と感染症
（人獣共通感染症を含
む）とその予防法につ
いて知らない。

5

4.給食における自然毒・化学毒
による食中毒の原因や，汚染
源，症状，予防法との関連につ
いて説明できる。

給食における自然毒・
化学毒による食中毒の
原因や，汚染源，症
状，予防法についてレ
ポートないしプレゼン
資料を作成できる。

給食における自然毒・
化学毒による食中毒の
原因や，汚染源，症
状，予防法について説
明できる。

給食における自然毒・
化学毒による食中毒の
原因や，汚染源，症
状，予防法について資
料を見ながら説明でき
る。

給食における自然毒・
化学毒による食中毒の
原因や，汚染源，症
状，予防法を知ってい
る。

給食における自然毒・
化学毒による食中毒の
原因や，汚染源，症
状，予防法を知らな
い。

給食における病原性微
生物による食中毒の原
因や，主な汚染源，症
状，予防法について資
料を見ながら説明でき
る。

給食における病原性微
生物による食中毒の原
因や，主な汚染源，症
状，予防法を知ってい
る。

給食における病原性微
生物による食中毒の原
因や，主な汚染源，症
状，予防法を知らな
い。

3
A-6①安全で質の高い栄養・食事管理ができる。
D-1、1-4)②病原性微生物による食中毒の原因や，主
な汚染源，症状，予防法について説明できる。

給食に関わる食品衛
生・食品の安全性確保
に関する法律や制度を
知っている。

給食に関わる食品衛
生・食品の安全性確保
に関する法律や制度を
知らない。

1
D-1、1-3)③食品衛生・食品の安全性確保に関する法
規（食品安全基本法，食品衛生法，食品表示法等）
と行政制度を説明できる．

3
リスクと危

害要因

3.給食における病原性微生物に
よる食中毒の原因や，主な汚染
源，症状，予防法との関連につ

いて説明できる。

給食における病原性微
生物による食中毒の原
因や，主な汚染源，症
状，予防法についてレ
ポートないしプレゼン
資料を作成できる。

給食における病原性微
生物による食中毒の原
因や，主な汚染源，症
状，予防法について説
明できる。

科目の到達目標 特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設における食の安全に関する基礎的な知識を身につける。

管理栄養士養成のための栄養学教育モデル・コア・カリ
キュラム（平成30年度作成）

A－６．栄養・食の質と安全の管理
D－１．食べ物と健康の関連の理解
D－３．給食と給食経営管理の理解

 　<学修目標＞-15

1
法規（制度

など）

1. 給食に関わる食品衛生・食
品の安全性確保に関する法規
（食品安全基本法，食品衛生
法，食品表示法等）を説明でき
る。

給食に関わる食品衛
生・食品の安全性確保
に関する法律や制度に
関するレポートないし
プレゼン資料を作成で
きる。

給食に関わる食品衛
生・食品の安全性確保
に関する法律や制度を
説明できる。

給食に関わる食品衛
生・食品の安全性確保
に関する法律や制度を
資料を見ながら説明で
きる。

評価項目

評価基準
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