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衛生法規（４問）

１ 次の衛生法規に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適

する旨の表示をしようとする者は、健康増進法に基づき厚生労働大臣の許可を受け

なければならない。

（２）食品安全基本法では、国、地方公共団体、食品関連事業者及び消費者の責務を定め

ている。

（３）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症予防法）は、感

染症の発生予防とまん延防止を目的としているが、感染者の就業制限については定

めていない。

（４）食育基本法は、地域住民一人ひとりの健康の保持および増進を目的として制定され

た。

２ 次の製菓衛生師に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならず違

反した者は 30万円以下の罰金に処せられる。

（２）麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。

（３）免許の取消処分を受けた製菓衛生師は、５日以内に、免許証を免許を与えた都道

府県知事に返納しなければならない。

（４）製菓衛生師免許を受けた後、免許証を紛失したときは、再度製菓衛生師試験を受

けなければならないが、一部の科目の受験は免除される。

３ 次の食品衛生法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）食品用器具・容器包装についてはポジティブリスト制度が導入されており、原則

として規制はないが、例外として禁止するものが指定されている。

（２）食品衛生上の危害の発生のおそれのある食品を自主回収する場合には、その旨を

都道府県知事に届け出なければならない。

（３）食品中の残留農薬を規制している。

（４）菓子製造業の営業許可は、都道府県知事等が行う。
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４ 次の記述内容を目的とする法律の名称として正しいものはどれか。

この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他措置

を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康

の保護を図ることを目的とする。

（１）食品衛生法

（２）食品表示法

（３）食品安全基本法

（４）健康増進法
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公衆衛生学（８問）

１ 次の衛生統計に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）令和２年の全国の死因別死亡順位の１位は、悪性新生物である。

（２）乳児死亡とは、生後１ヶ月未満の死亡をいう。

（３）高齢化率とは、全人口に対する 60歳以上の老年人口の割合をいう。

（４）人口静態統計は、戸籍法等の出生届、死亡届、死産届、婚姻届、離婚届をもとにし

てつくられている。

２ 次の公衆衛生の歴史に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）イギリスは 1848 年に世界で最初の公衆衛生法を制定した。

（２）20世紀に入り、第一次世界大戦の悲惨な経験を経て、ドイツではワイマール憲章が

制定され、生存権が明記された。

（３）日本において 1961 年に整備された国民皆保険制度は、現在の保健医療システムの

根幹となっている。

（４）日本では 1994 年に地域保健法が保健所法に改正され、保健所が身近な保健サービ

スの拠点となった。

３ 次の感染症に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）感染症の患者や保菌者を感染症指定医療機関等に入院させることは、感染症の予

防対策のうち感受性対策にあたる。

（２）無症候性病原体保有者は、症状を有していないので他人に感染させる可能性はな

い。

（３）咳やくしゃみ、会話等で病原体を含む粒子が飛び出し、口や鼻等の粘膜に接触し

て起こる感染を接触感染という。

（４）食品取扱従事者は、検便結果でチフス菌が検出された場合は、食品に直接接触す

る業務に就かないよう就業規制が規定されている。
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４ 次の労働衛生に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）労働時間は原則として週40時間を法定労働時間とし、１日の労働時間の上限は８

時間と定められている。

（２）定期健康診断は、１年以内ごとに１回行わなければならない。

（３）従業員数 10人以上の事業場では、産業医の選任が義務づけられている。

（４）労働衛生管理の推進にあたっては、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」の

３つの視点からのアプローチが重要である。

５ 次の水道に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）水源を含めた水道システムの安全確保対策のもと、水道が普及し、水系感染症が

大幅に減少した。

（２）わが国の水道普及率は、2019年には 98％に達している。

（３）安全な飲料水確保のため、水道法に基づき水質基準が定められており、27項目に

わたる。

（４）受水槽を介して水道水を給水する場合、受水槽及びそれ以降の水質は、受水槽の

設置者が適正に管理しなければならない。

６ 次の消毒に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）消毒は、生存する微生物の数を感染症が惹起しない水準まで減らすために用いら

れる処置法で、必ずしも微生物をすべて殺滅するものではない。

（２）紫外線は直接当たらない部分（器具の陰になった部分等）には殺菌効果を示さな

い。

（３）アルコールは吐物、排泄物を除き、広範囲な対象の消毒に用いられる。

（４）清拭法は器具類の消毒方法として最も一般的な方法で、消毒薬に完全に器具を浸

漬して、器具表面に消毒薬を十分接触させて殺菌する方法である。
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７ 次の環境衛生に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

（ア）硬水は、軟水に比べてカルシウムやマグネシウムの化合物を多く含む。

（イ）空気の主な組成は、窒素が約 78％、酸素が約 21％である。

（ウ）産業廃棄物は、排出事業所のある市町村の責任で処理をしなければならない。

（エ）紫外線には紅斑作用やビタミンＡ形成作用がある

（１）（ア）、（イ）

（２）（イ）、（ウ）

（３）（ウ）、（エ）

（４）（ア）、（エ）

８ 次のうち、水俣病の原因物質として正しいものはどれか。

（１）カドミウム

（２）メチル水銀

（３）二酸化硫黄

（４）ホルムアルデヒド
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食品学（６問）

１ 次の食品中の水分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）水分子同士は、低温では水素結合が強くなる。

（２）純水の水分活性は、１である。

（３）水分活性が低い食品は、保存性が低い。

（４）水が凍結すると体積が増加する。

２ 次の穀類に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）ライ麦は、グルテンを形成する。

（２）ソバは、穀類に不足しがちな必須アミノ酸を含んでおり、栄養価が高い。

（３）小麦でんぷんは、胚乳部より糊粉層に多く含まれる。

（４）トウモロコシのたんぱく質は、アビジンを多く含む。

３ 次の加工食品とその食品の主な原料の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

（加工食品） （主な原料）

（１）マーガリン ― 植物性油脂

（２）湯葉 ― 大豆

（３）オートミール ― 大麦

（４）こんにゃく ― こんにゃくいも

４ 次の食品の変質に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）生物は細胞内に自分自身を消化する酵素をもっており、主としてたんぱく質はリパ

ーゼによって分解される。

（２）炭水化物や脂質が微生物の増殖によって分解し、食用不適となる現象を変敗という。

（３）不飽和脂肪酸は動物性の油脂に多く含まれており、脂肪酸の中でも酸化されやすい。

（４）カラメル化反応とは、たんぱく質などのアミノ化合物を還元糖やアスコルビン酸と

ともに加熱することで褐変物質が生じる反応をいう。
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５ 次の食品の機能性表示に関する制度の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）特定保健用食品は、消費者庁が有効性や安全性を個別に審査する。

（２）特別用途食品は、健康増進法に基づく特定保健用食品の分類の一つである。

（３）栄養機能食品は、定められた基準を満たしていれば任意で表示できる。

（４）機能性表示食品は、国が審査を行うものではなく、事業者自らの責任で科学的根拠

を基に表示を行うものである。

６ 次の食品表示制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）食品表示は食品表示基準に従って行わなければならず、従わない場合は懲役や罰金

などの罰則が科せられる場合がある。

（２）賞味期限は、食品包装を開封した後、いつまで食べることができるのかについてを

年月日により表示する。

（３）原材料にそばを含む場合、そばのアレルギー表示を行うことが推奨されている。

（４）栄養成分表示は、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ナトリウムの順で、ナ

トリウムについては食塩相当量で表示する。



8

食品衛生学（１２問）

１ 次のノロウイルスによる食中毒の予防対策のうち、誤っているものはどれか。

（１）加熱して食べる食品は、中心部まで十分に加熱する（中心温度 85～90℃で 90秒間

以上）。

（２）用便後、調理前等において、食品取扱者は、アルコールによる手指の消毒を確実に

行う。

（３）下痢、嘔吐等の症状がある場合は、食品取扱者は調理等に従事しない。

（４）直接食品に触れる作業を行う場合、食品取扱者は使い捨て手袋を着用する。

２ 次の黄色ブドウ球菌による食中毒に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）予防方法のひとつに、菌を食品につけないことがあげられる。

（２）この菌が、増殖するときに産生する毒素をエンテロトキシンという。

（３）食後 30分～６時間（平均３時間）ぐらいの短い潜伏期間で発症する。

（４）一旦、食品に菌を付けてしまい、増殖した場合も食品を十分加熱することで食中毒

を予防することが可能である。

３ 次のサルモネラによる食中毒に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）食肉やその加工品、鶏肉料理等が原因となりやすい食品である。

（２）この食中毒の防止のためには、食肉等の十分な加熱が必要である。

（３）この菌を保菌したねずみ等により調理場や調理場内の器具、容器等が汚染されたこ

とにより、あん類、納豆、サラダ等を原因とする食中毒が発生した例がある。

（４）この菌のヒトの保菌はほとんどないため、食品取扱者の手指を通じての食品への汚

染は注意しなくてよい。
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４ 次のうち、微生物による食中毒予防の原則についての記述として正しいものはどれ

か。

（１）微生物による食中毒の予防の三原則は、「微生物を付けない」、「微生物を増やさな

い」、「微生物をやっつける」である。

（２）ノロウイルス、腸管出血性大腸菌による食中毒を予防するためには、「微生物を増

やさない」対策が最も重要である。

（３）加熱は、「微生物を増やさない」対策である。

（４）清潔は、「微生物を増やさない」対策である。

５ 次の食品添加物の用途と物質名についての組み合わせのうち、誤っているものはどれ

か。

（用途） （物質名）

（１）増粘剤 ― アルギン酸ナトリウム

（２）膨脹剤 ― 炭酸アンモニウム

（３）香料 ― バニリン

（４）甘味料 ― L-グルタミン酸ナトリウム

６ 次の食品添加物に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）食品添加物は、それ自体は食品でないが、食品の製造、加工、調理などの際にいろ

いろな目的で加えるものである。

（２）食品添加物として、厚生労働大臣の指定を受けた指定添加物は、2021 年１月 15日

現在 21品目である。

（３）プロピオン酸（製剤を含む）は、チーズ、パン及び洋菓子以外の食品に使用しては

ならない。

（４）天然香料は、動植物から得られる天然の物質で食品に香りを付ける目的で使用され

るものである。
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７ 次の食品と関連する病因物質の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

（食品） （病因物質）

（１）エゾボラモドキ、ヒメエゾボラ ― テトラミン

（２）フグ ― テトロドトキシン

（３）馬肉 ― クドア・セプテンプンクタータ

（４）サバ、イカ ― アニサキス

８ 次のノロウイルス及びノロウイルスによる食中毒対策の記述のうち、正しいものはど

れか。

（１）ノロウイルスを保有していると症状は軽くても腹痛を呈することになる。

（２）ノロウイルスは、低温で乾燥した環境中で２か月間生存していた事例がある。

（３）2014 年に静岡県浜松市で、食パンが原因食品のノロウイルス食中毒が発生したの

は、ノロウイルスが 200℃、50分の条件でも生存可能なためである。

（４）寒い時期に給水栓から冷水しか出ないことなどから手洗いが十分行えない場合は、

ノロウイルスによる食中毒を予防するために手袋を着用するとよい。

９ 次の消毒に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）逆性石けんは、洗浄力、殺菌力の両方を有している。

（２）アルコールによる消毒は、一般にエチルアルコールの 74～82%の水溶液が用いられ

る。

（３）アルコールによる消毒にあたっては、水濡れを避け、乾燥状態の対象物に使用する

ことが必要である。

（４）有効塩素濃度 50～200ppm 程度に希釈した塩素剤で野菜の消毒を行っても付着して

いる寄生虫卵を死滅させることはできない。
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10 次のうち、食品衛生法で定められている営業者が行うべき衛生管理として誤っている

ものはどれか。

（１）食品衛生責任者の選任

（２）ねずみ及び昆虫対策

（３）労働衛生対策

（４）教育訓練

11 次のうち、食品衛生法施行規則（最終改正・令和元年 12月 17 日）別表 18 に規定さ

れている HACCP に沿った衛生管理の基準の内容として正しいものはどれか。

（１）原則、全ての食品等事業者にHACCP に沿った衛生管理を実施することが求められて

いる。

（２）最終製品の細菌検査が行われているのであれば、HACCP に沿った衛生管理は免除さ

れる。

（３）全ての食品等事業者は HACCP の７原則 12手順に従った衛生管理の実践が求められ

ている。

（４）食品を取り扱う従事者が 50 名以下の場合は、HACCP の考え方を取り入れた衛生管

理は免除される。

12 次のうち、特定原材料に準ずるものでないものはどれか。

（１）落花生（ピーナッツ）

（２）りんご

（３）まつたけ

（４）さば
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栄養学（６問）

１ 次の栄養素に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルを五大栄養素という。

（２）摂取量はわずかだか、体の機能を調節する食物繊維とミネラルを「微量栄養素」と

いう。

（３）たんぱく質、無機質は、筋肉、血液、体、皮膚をつくる成分となる栄養素である。

（４）脂質、たんぱく質、糖質は、熱量源としてエネルギーを供給する栄養素である。

２ 次のビタミンに関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）水溶性ビタミンは、ビタミンＫのほか 3種類ある。

（２）ビタミン B2、ビタミンＤ、ビタミンＥは脂溶性ビタミンである。

（３）葉酸は核酸の合成などに関係しており、不足は妊娠期初期における胎児の神経管閉

鎖障害リスクとなる。

（４）ビタミン B12 はアミノ酸の代謝に深く関係しているが、腸内細菌が合成するため欠

乏症は起こりにくい。

３ 次の消化酵素とその働きの組み合わせのうち、正しいものはどれか。

（消化酵素） （働き）

（１）アミラーゼ（唾液）― たんぱく質をポリペプチドに分解

（２）ペプシン（胃液） ― グリセリドを脂肪酸とモノグリセリドに分解

（３）トリプシン（膵液）― たんぱく質をペプチドに分解

（４）スクラーゼ（腸液）― 麦芽糖をブドウ糖に分解

４ 次の国民健康・栄養調査に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）健康増進法の規定により、厚生労働省が実施している。

（２）国民生活基礎調査で設定された地区から無作為抽出された世帯及び世帯員を対象と

している。

（３）栄養摂取状況、身体状況、生活習慣について調査を行う。

（４）毎年、５月の連続した３日間に実施している。
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５ 次の食生活と疾病に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）糖尿病の食事では、血糖のもとになる炭水化物の制限が必要であり、１日 100ｇ以

下を目安に摂取する。

（２）高血圧症の食事のポイントとして減塩が挙げられるが、食塩は一般的には中程度の

制限で1日６ｇ未満が用いられている。

（３）脂質異常症の食事のポイントは、偏らない栄養バランスのよい食事をとる、摂取総

エネルギー量を抑えて適正な体重を保つ等がある。

（４）痛風時にはプリン体を多く含む内臓や獣鳥肉類を避け、アルコールの飲み過ぎに注

意する。

６ 次のエネルギー代謝に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）食品に含まれるエネルギー産生栄養素のうち、糖質と脂質は 1ｇ当たり４kcal、た

んぱく質は９kcalのエネルギーを発生する。

（２）基礎代謝量は生きていくために最低限必要なエネルギー消費量であり、男性では 12

～14 歳が最も高い。

（３）身体活動レベルは活動量の目安であり、「低い」「ふつう」「高い」の３段階に分類し

ている。

（４）食事誘発性体熱産生は食事に伴い増加するエネルギー消費量のことであり、一般的

な食事では摂取エネルギーの 15％程度とされている。
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製菓理論（１８問）

１ 次の砂糖に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）砂糖の原料は冷涼な地域で栽培される「甘蔗（さとうきび）」と高温多湿な地域で

栽培される「甜菜（さとう大根）」である。

（２）グラニュー糖は、白双糖とほぼ同じ性質であるが、白双糖より粒子が大きい。

（３）上白糖は、粒子が細かく固まりやすいのでビスコをかけている。

（４）黒砂糖は分蜜糖の代表製品である。

２ 次のでんぷん糖に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）ブドウ糖の甘味度は砂糖の 75％程度で、高温での溶解性は砂糖と同等であるが、常

温以下での溶解度は低くなる。

（２）還元水あめの甘味度は砂糖の 40～75％で、糖度を低く、甘味度を高くする製品に最

適な甘味料である。

（３）水あめの甘味度は砂糖の 70％程度で、デキストリンによる増粘効果やつや出し乾き

止め等、菓子づくりに役立つ特性をもっている。

（４）酵素糖化水あめは酸糖化水あめに比べて色焼けしやすく、透明度も劣る。

３ 次の米粉の名称とその原料に関する組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

（米粉） （原料）

（１）上新粉 ― うるち米

（２）道明寺粉 ― うるち米

（３）羽二重粉 ― もち米

（４）上南粉 ― もち米
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４ 次の小麦粉に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）原料となる小麦は国内産のもの以外に、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどか

ら大量に輸入されている。

（２）小麦粉は、糖質の含有量により、薄力粉、中力粉、強力粉等に分類される。

（３）小麦粉の主成分は、でんぷんである。

（４）１等粉は、２等粉に比べ灰分含量が少ない。

５ 次の鶏卵に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）卵白の起泡性は、卵白の鮮度、温度、配合材料等の影響をうける。

（２）卵白は 58℃でほぼ完全に凝固するが、固く凝固させるには 70℃以上の加熱が必要

である。

（３）卵黄には、強い乳化力をもつレシチンが含まれている。

（４）卵を主体とした製品では、pHが高くなると風味が劣ったり、着色が強くなることに

注意する。

６ 次の牛乳及び乳製品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）牛乳の脂肪には、揮発性脂肪酸が含まれていて、バター特有のフレーバーとなって

いる。

（２）乳糖はブドウ糖とガラクトースからなり、水に溶けにくい。

（３）牛乳に含まれるカゼインは、加熱すると凝固する。

（４）全脂加糖練乳はショ糖が 40％以上含まれているので防腐力に優れ、保存性が高い。

７ 次の油脂の加工適正に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）揚がり具合、風味、油の吸収度等の性質を、油脂の可塑性という。

（２）固形脂の硬さが温度の変化によって変わる性質を、油脂の安定性という。

（３）製品にサクサクしたもろい食感を与える性質を、油脂のフライング性という。

（４）生地の混合工程で油脂が気泡を抱き込む性質を、油脂のクリーミング性という。
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８ 次の果実加工品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）プレサーブは、濃厚糖液中に果実そのままか、又は、果実の切片を入れて煮詰めた

ものである。

（２）フルーツソースは、果肉を煮沸して破砕し裏漉しし、煮詰めてクリーム状にしたも

のである。

（３）フルーツゼリーは、1種又は数種の果汁に砂糖を加え、凝固性と味を調整して製造

したものであり、有機酸等の添加物は加えない。

（４）ドライ・フルーツには、水を加えたときに新鮮果実に近い風味や肉質に復元できる

ようにしたものや、乾燥により新鮮果実とは異なった特徴ある風味と果肉組織をも

たせたものがある。

９ 次のバターに関する記述について、（ ）の中に入れるべき字句の正しい組み合わせ

はどれか。

バターは、クリームからさらに（Ａ）の工程を経て、脂肪球を集めたもので、

脂肪分約（Ｂ）％、水分約（Ｃ）％、である。

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

（１）撹拌（チャーン）― 85 ― 15
（２）撹拌（チャーン）― 15 ― 85
（３）発酵熟成 ― 85 ― 15
（４）発酵熟成 ― 15 ― 85

10 次のでんぷんに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）でんぷんはブドウ糖分子が多数結合した高分子化合物である。

（２）アミロペクチンは、ブドウ糖分子が直鎖状につながったものである。

（３）トウモロコシでんぷんは、馬鈴薯でんぷんやもち米と比較して糊化の始まる温度が

高い。

（４）タピオカは地下でんぷんに分類される。
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11 次の種実類に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）アーモンドにはビターとスイートの２種があり、このうちスイートはアーモンドオ

イル用としてよく利用されている。

（２）カシューナッツの生産国は欧州や北米で、柔らかい歯ごたえが特徴である。

（３）チェスナッツはナッツの女王といわれ、製菓用やアイスクリーム等に利用されてい

る。

（４）ヘーゼルナッツは脂肪が多く、ペースト状で使われることが多い。

12 次の食材とグルテンへの影響の組み合わせのうち、誤っているものはどれか。

（食材） （グルテンへの影響）

（１）食塩 ― グルテンのコシを弱める。

（２）バター ― グルテンの網目構造がつくられるのを抑制する。

（３）アルコール ― グルテンをやわらかくして伸びをよくする。

（４）サラダ油 ― グルテン同士の滑りをよくする。

13 次の香料に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）油性香料は揮発性があるので、加熱処理するものに使用する場合には、加熱後粗熱

を抜いてから添加する必要がある。

（２）水溶性香料は、香気成分をプロピレングリコールやグリセリンなどの溶剤に溶かし

たものである。

（３）乳化性香料はエッセンスの代わりやオイルの代わりに用いることもでき、使用範囲

が広い。

（４）粉末香料は、粉末化の工程によりそのままでも強くにおいを感じることができる。

14 次の着色料に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）着色料は原材料の持っている色を補い、彩りとして商品価値を向上させるために使

う補助材料である。

（２）アルミニウムレーキ色素は水に溶けやすいが、品質向上のためよく混ぜて使用する。

（３）食用赤色２号は、カステラに使用してよい。

（４）食用黄色４号は、マーマレードに使用してよい。
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15 次の乳化剤に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）グリセリン脂肪酸エステルは、熱水と乳化しやすくシュガー・エステルともいわれ

ている。

（２）ソルビタン脂肪酸エステルは、油脂の乳化力が強く優れた乳化作用をもち、油中水

滴型、水中油滴型、いずれの乳化剤にも適している。

（３）親油性の強い乳化剤は水中油滴型乳化状態を、親水性の強い乳化剤は油中水滴型乳

化状態を作りやすい。

（４）食品添加物として指定されている乳化剤と指定されていない乳化剤とを組み合わせ

たケーキ用乳化気泡剤も市販されている。

16 次の香辛料（スパイス類）のうち、辛味性香辛料に分類されるものはどれか。

（１）オールスパイス

（２）シナモン

（３）レッドペッパー

（４）コリアンダー

17 次の膨張剤に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）重曹は白く仕上げたい菓子には不向きである。

（２）ベーキングパウダーには、速効性、中間性、遅効性の３種類のものがある。

（３）イスパタは、２種類のガス発生基剤を混ぜた膨張剤である。

（４）重曹の使用量は「蒸し饅頭」で小麦粉の４％程度である。

18 次の凝固材料に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）寒天水溶液は、酸性溶液で加熱すると分解してゲル化力を失うので、酸を加える場

合には、50℃くらいまで冷ました後に加えるとよい。

（２）カラギーナンは、牛、豚などの動物の骨や皮に含まれるコラーゲンから作られる。

（３）ゼラチンは、口当たりと口どけに優れ、適度の弾力性があり、透明度に優れること

からデザートゼリーに使用され、ゼリーの約２～３％にあたる量を使用する。

（４）ペクチンのゲル化には、一定濃度の糖と酸、あるいはカルシウムのようなイオンが

必要である。
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製菓実技（和菓子）（６問）

１ 和菓子の三分類「生菓子」、「半生菓子」、「干菓子」のうち、干菓子に分類されるもの

はどれか。

（１）金つば

（２）こなし

（３）むらさめ

（４）石衣

２ 次の季節とその季節にちなんだ和菓子の組み合わせのうち、正しいものはどれか。

（季節） （和菓子）

（１）春 ― 水羊羹

（２）夏 ― ひちぎり

（３）秋 ― 栗羊羹

（４）冬 ― 着せ綿

３ 次の関西式の薯蕷(じょうよ)饅頭の製法に関する記述のうち、正しいものはどれか。

（１）すりおろした芋に砂糖を２～３回に分けて加えすり混ぜてから、粉を加え混ぜ合わ

せる。

（２）砂糖と粉を混ぜ合わせた中に、すりおろした芋を加え混ぜる。

（３）すりおろした芋と粉をすり混ぜてから、砂糖を加え混ぜ合わせる。

（４）蒸して裏ごしした芋に、砂糖と粉を加えすり混ぜる。
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４ 次の製餡に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）渋切りとは、小豆の表皮部分に含まれるタンニン等の渋み・苦味成分が出た汁を捨

てることである。

（２）餡練りの際は、焦げない程度の強火で十分な加熱を行うことにより滑らかで口溶け

のよい餡ができる。

（３）びっくり水とは、煮汁の温度を下げ、豆の膨潤を平準化するために加えるものであ

る。

（４）水漬けしてから煮る場合、水漬けを 24時間程度行うことで渋みや苦味を取り除く

ことができる。

５ 次の中花の生地の基本配合において、（ ）に入る分量として正しいものはどれか。

（１）480ｇ

（２）360ｇ

（３）240ｇ

（４）120ｇ

６ 次のうち、製造時に「半返し法」及び「本返し法」が用いられる菓子はどれか。

（１）錦玉羹

（２）葛饅頭

（３）カステラ饅頭

（４）蒸しカステラ

基本配合

薄力粉 240ｇ

全卵 280ｇ

上白糖 （ ）

ハチミツ 12ｇ

みりん 6ｇ

水 約 60ｇ
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製菓実技（洋菓子）（６問）

１ 次のうち、チョコレートのテンパリング方法として誤っているものはどれか。

（１）ストレート法

（２）水冷法

（３）タブリール法

（４）フレーク法

２ 次のクリーム類のうち、牛乳を主な製菓材料として使用するものはどれか。

（１）クレーム・シャンティー

（２）クレーム・パティシエール

（３）クレーム・オ・ブール・オ・シュクル・キュイ

（４）クレーム・ダマンド

３ 次の洋菓子の分類とその製品の組み合わせのうち、正しいものはいくつあるか。

（分類） （製品）

（ア）発酵生地 ― サバラン

（イ）練り生地 ― パート・サブレ

（ウ）加熱生地 ― エクレール

（エ）凝固生地 ― カスタード・プリン

（１）１つ

（２）２つ

（３）３つ

（４）４つ
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４ 次の配合でフィナンシェをつくるとき、（ ）に入る分量として正しいものはどれか。

（ア） （イ）

（１） 50ｇ ― 100ｇ

（２）100ｇ ― 100ｇ

（３） 50ｇ ― 150ｇ

（４）100ｇ ― 200ｇ

５ 次のタルトに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）タルトはパートを空焼きする方法と、クリーム類を入れて共焼きにする方法がある。

（２）パート・ブリゼには砂糖を使用しない。

（３）パート・サブレには強力粉のみを使用する。

（４）パータ・フォンセには冷水を使用する。

６ 次のバターケーキの製法の名称として、正しいものはどれか。

①薄力粉とバターを十分に撹拌する。

②砂糖と全卵を混ぜ合わせたものを少しずつ練りこんでいく。

また砂糖と全卵を交互に加えて混ぜ合わせる方法でもよい。

（１）シュガーバッタ法

（２）フラワーバッタ法

（３）オールインワン法

（４）共立て法

材料名 使用量

アーモンド粉末

粉糖

粉糖

薄力粉

卵白

バター

100ｇ

（ア）

200ｇ

（イ）

180ｇ

75ｇ

T.P.T
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製菓実技（製パン）（６問）

１ 次の製パン工程に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ミキシング工程で、生地がなめらかで弾力があり、しっかりしたものになる段階を、

結合段階という。

（２）発酵の目的の１つとして、生地の酸化を促進し、ガスの保持力を弱めることが挙げ

られる。

（３）ベンチタイムとは、分割、丸めで硬化した生地を緩和し、休ませる時間であり、成

形工程で生地がよくのびるように調整する。

（４）ホイロとは、成形した生地を焼成前に再度発酵させ、製品容積の 70～80％まで膨張

させる工程である。

２ 次のパンの発酵に関する記述の（ ）の中に入る語句の組み合わせとして、正しいも

のはどれか。

パンの発酵により生地が膨れるのは、（Ａ）による（Ｂ）の発生と、（Ｂ）を（Ｃ）の

中にためて膨らんで保持するためである。

（Ａ） （Ｂ) （Ｃ）

（１）イーストフード ― 炭酸ガス ― イスパタ

（２）イーストフード ― アンモニアガス ― グルテン

（３）イースト ― アンモニアガス ― イスパタ

（４）イースト ― 炭酸ガス ― グルテン

３ 次のブリオッシュに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）バターと卵をたっぷりと使用したフランスの代表的なパンの 1つである。

（２）冷蔵発酵で生地を長時間休ませることで生地にこしが出て、製品のボリュームがよ

くなる。

（３）ホイロ温度は 44～45℃とする。

（４）材料には強力粉、生イースト、砂糖、バター等を使用する。
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４ 次のうち、焼成後に与えることのあるショックに関する記述として、誤っているもの

はどれか。

（１）高温のガス、水蒸気、空気が外部からの衝撃で気泡膜を破って出てくる。

（２）ケーブイン（腰折れ）等を防ぐことができる。

（３）上から落としても叩いてもよい。

（４）パンの表面の温度分布を均一化することができる。

５ 次のパンの製造工程における焼成温度と時間の組み合わせとして、正しいものはどれ

か。

（パン） （温度、時間）

（１）デニッシュブレッド（オーバーナイト法）― 200℃、30分

（２）クロワッサン（冷蔵発酵法） ― 220℃、30分

（３）フランスパン（直捏法） ― 220℃、50分

（４）食パン（直捏法） ― 210℃、70分

６ 次の配合で食パンをつくるとき、（ ）に入る分量として正しいものはどれか。

（１）20ｇ

（２）40ｇ

（３）60ｇ

（４）80ｇ

材料名 使用量

小麦粉（強力粉）

イースト

砂糖

食塩

ショートニング

脱脂粉乳

2,000ｇ

44ｇ

80ｇ

（ ）

80ｇ

40ｇ


