
辻調理師専門学校
大阪あべの

高度調理技術マネジメント学科〈3年制〉
調理技術マネジメント学科〈２年制〉

調理師本科〈１年制〉

［ 専修学校 ］

日本料理クリエイティブ経営学科〈２年制〉
日本料理本科〈１年制〉

2023

TSUJI
Cul inar y Inst i tute

2023

専修学校 辻調理師専門学校　〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3-16-11　　　 0120-24-2418

※辻調グループでは新型コロナウイルス感染拡大防止対策に取り組んでいます。そのためパンフレットの記載内容とは一部変更して実施する場合がありますのでご了承ください。



INDEX

日本を代表する調理師学校で学ぶ。

西洋料理 	 	04

日本料理 	 	06

中国料理 	 	08

製菓 	 	09

希望に合わせて選べる5つの学科
学科一覧 	 	10

だから身につく

辻調独自の学び方。 	 	12

講習・講義の１日 	 	14

調理実習の１日 	 	16

レストラン・シミュレーション実習の１日 	 	18

料理の世界を生き抜く。 	 	20

高度調理技術マネジメント学科 	 	26

学科の特長 	 	28

カリキュラム 	 	30

調理技術マネジメント学科 	 	32

学科の特長 	 	34

カリキュラム 	 	36

調理師本科 	 	38

学科の特長 	 	40

カリキュラム 	 	41

日本料理を極める。 	 	42

日本料理クリエイティブ経営学科 	 	46

学科の特長 	 	47

カリキュラム 	 	48

日本料理本科 	 	50

学科の特長 	 	51

カリキュラム 	 	52

レベルに合わせて変化する実習スタイル 	 	53

教職員一覧 	 	54

特別講師 	 	58

FACILITIES 	 	60

My favorite ! 	 	62

ONE DAY of Student Life 	 	64

SNAPSHOTS ! 	 	66

どこまでも奥深く、どこまでも広がり続ける料理の世界。

そのなかを生き抜く力を手にするなら、まず、最高峰の門を叩こう。

施設・設備、教員、カリキュラム、キャリアサポート。

すべてが本物だと、料理の道を極める猛者たちにも認められてきた。

辻調理師専門学校。ここからしか見えないことが、あなたを待っている。

日本を代表  する

調理師学校 で学ぶ。2 3



西洋料理
F R E N C H  &  I TA L IA N

料理の世界は思っているよりも広く、深い。

たとえば「西洋料理」には、高級料理から、伝統的な家庭料理、郷土色豊かな地方料理があり、

それぞれの技法や個性がある。いろいろな国の、いろいろな料理に出会い、調理師としての可能性を広げよう。

世界の料理と出会い、つくり、味わう。
それは、新しい発見と驚きの連続。

1  牛フィレ肉ポシェとカラフル野菜のボル
シチ仕立て
2  パエリア
3  カリっと焼き上げたフォワ・グラにマン

ゴーとリンゴの風味を添えて
4  子羊の炭火焼、焼き野菜添え
5  オマールのポシェ、貝類のエキューム
6  うさぎの煮込みを詰めたトルテッリ、ポ
ルチーニ茸ソースと共に
7  ピッツァ
8  鱈のポワレとブランダードの変化形、ク

リスタルのようなジャガイモ
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日本料理
JA PA N E S E

1  夏の八寸七種盛り（厚焼き玉子・夏鴨ロース・穴子八幡
巻き・鬼灯に玉蜀黍寄せ揚げ・鱧寿司・枝豆・海老煮凝り）
2  造り三種盛り
3  毛蟹ゼリー酢
4  清汁仕立 名残り鱧 萩見立て
5  のど黒吹き寄せご飯 
6  かます松茸巻き
7  聖護院蕪の焚き合わせ
8  変わり揚げ（海老カダイフ揚げ・海胆磯辺揚げ・烏賊お

かき揚げ・丸十・銀杏）
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製菓
D E S S E RT

中国料理
C H I N E S E

1  鳳凰をかたどった前菜
2  フカヒレの姿煮込み上海風
3  点心四種
4  前菜の盛り合わせ
5  北京ダック

1  豆乳パンナコッタ
2  シュー・ア・ラ・クレーム
3  香港スタイルのマンゴースイーツ
4  ガトー・ショコラ・モワルー、バニラアイス

クリーム添え
5  水ようかん
6  胡麻団子
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日本料理に必要な基礎技術と知識

を身につけ、発展的に「会席料理」

や「すし」「てんぷら」といった専門

料理まで学ぶ

豊富な調理実習で多彩なジャンル

の料理をつくり基本技術を習得する

１つの専門ジャンルに絞り、食材探

究に特化した個人実習とシミュレー

ション実習、実地研修により技術と

知識を深める

各自のテーマに沿ったオリジナル

のおいしさ（レシピ）を生み出し、新

しいコース料理展開の実践と提供

を行う

日本料理に必要な基礎技術と知識

を身につけ、発展的に「会席料理」

や「すし」「てんぷら」といった専門

料理まで学ぶ

豊富な調理実習で多彩なジャンル

の料理をつくり基本技術を習得。有

名ホテルのレストランで実地研修を

行い、現場対応力を身につける

1つの専門ジャンル（西洋料理／日

本料理／中国料理）に絞り、シミュ

レーション実習により、技術と知識

を深める

日本料理の世界で求められる、「グ

ローバルな視点」「創造的思考」

「経営能力」を磨く

一人ひとりの「こんな学びを実現したい」という希望に応えるため、辻調理師専門学校では5つの学科を用意しています。学べる料理のジャンル、めざす進路

や目標、取得できる資格、学習の期間など、それぞれ学科ごとに異なっているので、あなたにとって「これだ！」と思える学科をぜひ見つけてください。

2021年4月からは新たに「日本料理クリエイティブ経営学科」と「日本料理本科」、2023年4月からは調理師本科に「西洋料理クラス」も設置され、選択の

幅はさらに広がっています。

高度調理技術
マネジメント学科

調理技術
マネジメント学科

調理師本科

日本料理
クリエイティブ経営学科※

日本料理本科※

選べる　  つの学科
希望に合わせて C h o o s e  f ro m  5  d e p a r tm e nts5 学年学年学年 321

卒業後にフランス校や
辻製菓専門学校への進学を
視野に入れ、可能性を広げる

１年間で、基礎的な
技術を習得する

＋
進学

3
年制

2
年制

1
年制

2
年制

1
年制

２年次に専門ジャンルを絞って
高度な専門性を身につける

日本料理を極め、
グローバルな視点を育み

経営を学ぶ

日本料理を基礎から
専門的に学ぶ

食の社会的役割を探求し、
料理で自身を表現する

総
合
的
に
学
び
、卒
業
時
に
調
理
師
免
許
を
取
得

日
本
料
理
に
絞
っ
て
学
ぶ

辻調グループフランス校への留学を希
望する方は、入学時にこのコースを選
択すれば先行出願や無料の特別講座
「留学ライフサポート」が受講可能

フランス校留学コース

辻製菓専門学校「製菓衛生師本科	製
菓クラス」へ進学。製菓技術を学び資
格取得を狙う

ダブルライセンスコース

※	日本料理本科及び日本料理クリエイティブ経営学科を卒業した場合、卒業と同時に「調理師免許」を取得することはできません。	
飲食店で２年以上の調理の実務経験があれば受験資格が得られます。

多彩なジャンルの基本技術を習得する

調理クラス

西洋料理中心の基本技術を習得する

西洋料理クラス
※2023年4月新設

＋
留学
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自分の手を動かし、実際につくることで学ぶのが『実習』の授
業。講習での学びをふまえ、工程の一つひとつについて「な
ぜそうするのか？」を納得・理解したうえでつくることで、
「考える力」と「つくる力」を相乗的に伸ばしてい
くことができるのが、辻調独自の教育シス

テムの強みです。

実習

単純に「教わったレシピ通りにつくる」といっ

た学び方では、プロの現場で通用する実力

は身につきません。辻調では『講習』と『実

習』、双方の授業をリンクさせた独自の教育

システムを確立。この学び方により、プロとし

て活躍するうえで欠かせない「知識に基づい

た自らの考えで、おいしさを実現する力」を、

確実に養います。

実際につくり、繰り返すことで
技術を確実に身につける。
▶  調理実習
　（個人実習・グループ実習）

グループによる大量調理を実践。
協働するノウハウを学ぶ。
▶ 総合調理実習 

より現場に近い状況を想定して
実践的に学ぶ。
▶  高度調理実習 

（レストラン・シミュレーション実習）

プロの現場を体感することで
料理をつくるマインドを育てる。
▶ キャリア形成実習 

▶ インターンシップ

教科書から映像ライブラリまで
独自の教材で体系的に学ぶ。
▶ 独自の教科書 

▶ t-ラーニング（動画教材） 

料理のプロとして
知っておくべき知識を身につける。
▶ 食品と栄養 

▶ 食品の安全と衛生

▶ 飲食キャリア概論

▶ HACCP演習

自らのテーマに基づき、
研究を重ね、メニューを考案する。
▶ 調理研究実習

▶ 総合演習 

先生がつくり方を実演
作業工程を詳しく理解する。
▶ 調理理論・食文化概論 

▶ 調理技術理論 

辻
調
独
自
の

学
び
方
。

だ
か
ら
身
に
つ
く

「
つ
く
る
力
」と

「
考
え
る
力
」を
育
む
教
育
環
境

一流の
世界に触れて
視野を広げる。
▶ 特別講師による授業

「なぜこの切り方？」「なぜこの温度で？」といった調理工程一つ
ひとつの意味を先生の実演を見ながら理論的に学ぶ「講
習」の授業と、衛生管理や経営等の教養科目を学ぶ
「講義」の授業、この2つの授業が料理を

学ぶ土台となっていきます。

講習・講義
［理論科目］ ［教養科目］
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 だから身につく
辻調独自の学び方。講習・講義 の 1 日

先生の料理で
盛り付けを練習！

実習に向けて
ミーティング！

午後からは
講習をじっくり！

1限目は華道！
今日は第1回目の華道からスタート。左右対称では
なく、アンバランスの中で調和を保つ、和の文化の
「美」を学びます。 背の高いものを奥にして、立体的に見せるのがポイント。

先生の盛り付けを参考にしながら、自分たちらしいオリジナ
ルの盛り付けに仕上げたいけれど、けっこう難しい…。

次の実習では、今日の「八寸」を班の仲間たちとつくりま
す。試食で記憶した先生の味にどう近づけるか、ポイントや
注意点について、みんなで今日の授業を振り返りながら確
かめました。

2限目は書道！
次の授業は２回目の書道の授業。日本料理で用いる代表的な単語を
集めたお手本を使って、より実践的に学んでいきます。

今日の料理は「八寸」。先生の包丁さばきか
ら目が離せません。「なぜこの温度で？」「な
ぜこの角度で包丁を？」など、おいしさの裏付
けとなる理論もしっかりと学びとる！

佐藤 優気
調理技術マネジメント学科（2年）
※取材時
大阪府立藤井寺高校卒

書き方のポイントを教わったら、練習スタート。書き終わった
ら先生のところへ。個別にアドバイスをもらいます。

9:10 10:50

漢字の成り立ちから教わ
ると魚の特徴まで理解で
きる！

13:10 15:00

日本料理は見映えも大切。
先生の盛り付けは

「さすが！」の一言です。

完成したら、先生がみんな
の作品を見て回ります。

「焼く」「揚げる」「和える」など、多くの技法がこ
の八寸から学べます。

先生のキレイな盛り付
けを撮影！

乾燥湯葉やおかきを砕いた衣で
「変わり揚げ」に。京都の東寺
で湯葉がつくられたことが「東
寺揚げ」の名の由来。

海老東寺揚げ・
子芋おかき揚げ

うぼぜという魚は骨と身がとて
も柔らかいのが特徴。三枚にお
ろす時は、身が崩れてしまわな
いよう細心の注意を！

うぼぜ味噌幽庵焼き

ガーゼをかぶせた裏漉し器で、
胡麻白酢を「羽二重漉し」。口
当たりのよい、なめらかな仕上
がりに。

柿白和え

切り口が汚くならないように注
意してカットします。

かます小袖寿司

先生の言葉、手さばき、目の動き、
すべてが自分の将来に役立つ！

先生の実演を見て、先日の実習で自分がなぜ失敗したのかといった気づきがたくさん得
られました。先生の周囲への目の配り方など、次の実習のためだけでない、自分の将来
にもつながる「プロの気構え」まで学べています。

講習や講義の授業には、実習で得られない発見も。［本日の授業］

▶華道 
▶書道
▶調理技術理論（日本料理）

僕は日本料理を専攻しているので、奥深い日本料理の道を進む上で背景となる日本文化を知るこ

とが不可欠。「茶道」「華道」「書道」などの日本文化を学ぶ授業も後期から始まります。そして講

習では、先生のつくる料理を自らの目や舌で確かめられるのがうれしい。あまり意識していなかった

技法や手順にも『そうした方がおいしく、美しくできる』納得の理由があったり、何気なく実習してい

ただけでは得られない発見や驚きが、講習や講義にはあります。

16:00

※実習内容は取材時のものです。学習年度によって若干異なる場合があります。
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 だから身につく
辻調独自の学び方。調理実習 の 1 日

いよいよ虹ますを
ムニエルに！

みんなで
楽しく試食。

次は虹ますの下処理。
最初は
じゃがいものトゥルネ。

工程を
映像で確認。

ソースの材料を準備。

朝礼の後、先生の解説を聞きながら動
画を見て、今日のポイントをチェック！	動
画は事前学習（予習）になっています。

グルノーブル風に用いるレモンや
パセリをカットし、食パンでクルトン
をつくります。 たっぷりのバターで虹ますに火を通します。

バターの状態に常に気を配ることが大切！	
食べ方も教わりながら、料理の味を確かめます。

虹ますは切り身にせず、まるごとムニエルに。
他の食材とわけて、衛生的な作業を心がけます。

トゥルネとは、フットボール型に面取りすること。
基本の技術です。

中村 梨穂
調理師本科 調理クラス※取材時
辻製菓専門学校 製菓衛生師本科
ダブルライセンスコース卒
広島・三原高校卒

9:10 9:509:20 10:10 10:50 11:05 11:15

バターとサラダ油を火にかけたら、虹ますに
塩コショウして小麦粉をまぶし、「ここ！」とい
うタイミングで投入！

トゥルネしたじゃがいもは塩茹でし、「ポム・ア・ラングレー
ズ」に。 割り箸で内臓を取り除く「つ

ぼ抜き」は、日本で考案された
技法です。

お皿にポム・ア・ラングレーズを並べ、焼きたての虹ます
を盛りつけます。

泡が消えて茶色く色づいてきたら、レモン汁を加え、ブー
ル・ノワゼットの出来上がり！

先生の技術をお手本に、
さらにレベルアップを！

予習でイメージしていた通りにでき、良かったと思います。でも先生のお手本と比べると、
バターの状態に違いがあったとも感じたので、その違いが何なのか、今後の実習で確か
めていきたい。まだまだ、学ぶことがいっぱいです！

自分の目で、手で、舌で、確かめながら学べるのがいい！［本日の授業］

▶虹ますのムニエル グルノーブル風
▶ポム・ア・ラングレーズ　 ムニエルという調理法や魚の下処理の方法をしっかりと学びとることが、今日の実習での私のテー

マ。ムニエルはバターの状態の見極めが大切なので、実習で自分の目で見て、火にかけたバターが

どう変化していくのか確かめようと考えています。魚の下処理も、自分の手で実際にやってみること

で、その技術をきちんと身につけたい。教科書やt-ラーニングで予習はしてきましたが、やっぱり「実

践」が一番の勉強法ですからね！

まずは朝礼から。今日の
段取りなどについて、先
生が話してくれます。

先生にコツを教わりなが
ら実践。何度も練習し
て、上達をめざす！

左右のエラを通して入れた割り箸
2本を揃えて握り、ねじりながら内
臓を引き抜く！

レモン汁を加えたら、熱々
のうちにすぐ魚にかける！

準備した材料は、あらかじめ一人前
分をひとまとめに。

小さく角切りにした食パンをサラダ油
とバターで炒めて、クルトンに。

あらかじめレモンやケイパーを散ら
した虹ますのムニエルにブール・ノ
ワゼットをかけ、クルトンを添えれ
ば、今日の料理が完成！

ソースを
仕上げて完成！
バターでつくるソース、「ブール・ノワゼット」。
こちらもバターの状態の見極めがポイントに。

衛生面はもちろん、味や食感、料理の仕上がりの美しさにも影響する工程。
しっかり学ぼう！

バターの泡が細かくなり、
茶色く色づいてきた時が
適温。魚を入れます！

両面こんがり焼けたら、さあ、お皿に！

予想以上においしくできた！ 
火通しの具合もよく、みん

な笑顔です。

魚から出る水分で生じる泡を目安に、適温を
保つように火加減を調節するのがポイント。

※実習内容は取材時のものです。学習年度によって若干異なる場合があります。
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 だから身につく
辻調独自の学び方。

実際の日本料理店を想定し、コース料理を仕上げていく！ ［本日の授業］

▶先付 鶏笹身胡麻白酢和え

▶椀物 土瓶蒸し

▶焼き物 子持ち鮎塩焼き、菊花蕪、生姜酢

▶煮物 海老黄味煮、焼き目長芋含め煮、ほうれん草、柚子

▶食事 吹き寄せご飯、沢煮汁、香の物

▶甘味 抹茶アイスクリーム、粒餡

レストラン・シミュレーション実習で大切なのは、タイミング。サービス担当と連携しながら、お客様の

食の進み具合を見計らって、常に出来たての料理を届けられるよう、各料理の調理時間を逆算し

つつ、チームで手際よく仕上げていくことがポイントです。私は椀物をメインに担当。鱧の下処理は

難しいので、事前にt-ラーニングでしっかりと予習してきました。そこを実際に自分の手で学びとるこ

とが、今日の個人的な課題です。

出来たての料理を
次々とお客様に。

チームで
試食タイム。

開店！
オーダーが入ります。さあ、仕込みを始めよう！

各テーブルのお客様の食の進みに対応し、
次の料理、また次の料理と、大忙し！

お客様が食べ終わった後、自分たちも試食。

お客様のオーダーに応じて、コース料理を次 と々仕上げ
ていきます。まずは先付、椀物から！

お客様のオーダーに応じてすぐに料理を仕上げていけるよう、
下準備を整えます。

永田 歩実
調理技術マネジメント学科（2年）
※取材時
静岡・静岡農業高校卒

9:20 11:009:30 12:30 12:45 13:30 14:00

実際の現場を想定し、仕込みと同時にま
かないもつくり始めます。

野菜などはすべて同じ大きさに切り、必要
に応じて下茹でしておきます。

鱧はおろしたら、皮目を下にして骨切り。
骨が残らないよう、丁寧に！

お客様の食が進むのを見
計らい、次にお出しする鮎
を焼き始めます。タイミング
は、サービス担当との連携
が決め手に！

チームでも、個人でも、
いい手応えがつかめた！

チームワーク良くスムーズな進行ができ、満足です。担当していた土瓶蒸しも、鱧の骨切
りがきちんとできて、味もおいしくなりました。お客様役のみんなからの評価も良く、ひと安
心。今後もさらにステップアップをめざします！

朝礼では、先生が今日の
料理の注意点について
改めて話してくれました。

鱧は背びれを取る前に、V字に切
り込みます。身が割れないよう、力
加減が難しい！

いよいよ大詰めです！
炊きあがったばかりの吹き寄せご飯を
お客様のテーブルへ。あとはデザートのみ！

日本料理は見映えもすご
く重要。手早く、美しく、盛
り付けていく！ 

「おいしくできたかな？」「鱧に骨が残っていたらどうし
よう？」とドキドキ。まずは先付の和え物を器に盛り付けて、お

客様のもとへ。

煮物が出来上がり！ 色のバランスがとれて
いて、とてもキレイです！

出汁を引き、椀物の準備を。
昆布と鰹で引いた出汁で土瓶蒸しの吸地（椀物の汁）をつくり、
お客様が飲みきった時にちょうどいい味加減にします。

一番出汁を引く時には昆
布の味がしっかり出てい
るかを確認！

松茸は大きめに切り、豪
華に。ただし土瓶におさま
るよう、きちんと測って！

僕たち、サービス担当。
お客様と厨房とを
つなぎます！

まず今日の
段取りを
確かめる。
開店前の仕込み、開店後の仕上げ、
それぞれの工程と担当を改めて確認！

お客様役の学生が入店。
サービス担当が、おしぼり
やお茶を配ります。

鮎は火のついた炭や笹を敷
き、煙をたててお客様にお
届け。演出にも趣向を凝ら
しています。

お客様役のみんなには、このあと、今日の料理についての評価シートを書いてもら
います。

ご飯が炊きあがるタイミングにあ
わせて揚げた具を混ぜ込み、湯
気と柚子の香りとともにお客様
のもとへ！

レストラン・シミュレーション実習 の 1 日

※実習内容は取材時のものです。学習年度によって若干異なる場合があります。
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「西洋料理」「日本料理」「中国料理」と多彩な
料理ジャンルを同時進行で学ぶことで、幅広い視
野と豊かな発想力を育てます。しかも先生は、それ
ぞれのジャンルで高い実績を持つ専門家。優れ
た技術と豊富な知識に基づいた熱心な指導で、
より確かな実力を養います。

西洋料理・日本料理・中国料理

 「多彩なジャンル」を
専門の先生から
学べる

01

教科書として使われている料理専門書は、すべて
辻調の先生たちによるオリジナルの著作。さらに、
自宅のPCやスマホで実習の動画などを閲覧でき
る辻調グループのe-ラーニングシステム「t-ラーニ
ング」も充実。独自の教材で“ここでしかできない
学び”を展開しています。

教科書から映像ライブラリーまで

独自の教材で
体系的に学ぶ

02

料理の世界を
生き抜く。
未来に差がつく「ここでしかできない学び」。
プロとして“料理の世界を生き抜く”力の修得がめざせる「高度調理技術

マネジメント学科」「調理技術マネジメント学科」「調理師本科」。単にレシ

ピをなぞるだけの指導とは一線を画する、確かな実力を養う教育の成果

は、10年後、20年後といった未来に、大きな差となって現れることでしょ

う。そんな「ここでしかできない学び」のポイントを紹介します。

ここでしかできない学び

高度調理技術マネジメント学科 調理技術マネジメント学科 調理師本科

60年以上に及ぶ
経験と知識が凝縮された
辻調の先生著作の教科書

辻調オリジナル
t-ラーニング
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だから身につく、力がつく

まずは
道具の使い方から！

実習の内容も
レベルアップ！

基本技術を
どんどんつかむ！

より高い
完成度を目指す！

段階的に学ぶステップアップシステム

03

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

いずれの学科でも、まず基礎となる技術と知識の修得を徹底。“料理の世界を生き抜く”ための確かな土台を築いたう
えで、さらに「一つのジャンルを極める」「料理で自己表現する力を身につける」など高い目標に向け、よりハイレベルな
実習に段階的に取り組むなど、着実にステップアップを重ねていける実習カリキュラムを学科ごとに整備しています。

ここでしかできない学び

STEP1〜2 目標
調理をする上での身だしなみ、衛生の知識を持ち包丁別の特徴を理解し、用途に応じた包丁を選択した上で食材別に下処理、切り物ができる。
基本の動かし方ができるようになる。

STEP3〜4 目標
調理機器、器具の取扱い、食材の扱いと下処理、調理操作、調味、盛りつけ等の調理過程全体の基本技術を習得するとともに、
各種料理の特性を調理を通して理解できるようになる。

前
期
［
前
半
］

前
期
［
後
半
］

後
期
［
前
半
］

後
期
［
後
半
］

西洋包丁の研ぎ方を学び、切り方を練
習しながら料理をつくる

包丁の研ぎ方、基本の切り方（突き切
り、へぎ切り）、だしの引き方などを学ぶ

中華包丁の研ぎ方、包丁の動かし方、
材料の切り方を学ぶ

パスタや野菜を一番良い状態にゆでた
り、牛フィレ肉の火通しなどをテーマに
料理をつくる

野菜の切り方の反復練習や魚のおろし
方など、基礎となる包丁技術を学ぶ

材料の下味つけ、油通しなどの鍋操作
を学び、炒め料理を作成

手打ちパスタや子羊、豚ロース肉、舌平
目など様々な素材を各個人で調理して
仕上げる

日本料理の調理技法「焼く」「煮る」「揚
げる」「蒸す」について学ぶ（鯵の幽庵焼
き・肉じゃが・てんぷらなど）

麺棒の使い方と肉まんの包み方など、点
心の作成

多彩な調理技法を実践し、各個人で仕
上げた料理の評価を受ける

習得した調理技法をいかし、班内で協力
して“松花堂弁当”をつくる

煮込み料理の作成ととろみのつけ方な
ど

西 洋 料 理 日 本 料 理 中 国 料 理

専攻別実習が
スタート！

シミュレーションの
反復で応用力に
磨きをかける！

シミュレーションが
本格化！

自主的に動ける
力を身につける！

STEP 5

STEP 6

STEP 7

STEP 8

前
期
［
前
半
］

前
期
［
後
半
］

後
期
［
前
半
］

後
期
［
後
半
］

一年次に身につけた切る技術にスピード
と正確さをプラスさせる

一年次で習得した基礎となる包丁技術に応
用力を加え、お客様に料理を提供する上で
必要な完成度とスピードに磨きをかける

一年次で習得した技術を用いて、個人で仕
込み〜仕上げを専用の厨房設備で行い、
鍋操作等の個人技術や段取り力を養う

多人数を相手にするレストランの場で、
フランス料理とイタリア料理を交互に実
践する

会席料理のコースの流れを理解し、季節
に応じた食材の扱い方や加熱方法の特
徴などを学ぶ

少数のチームを組み、設定された時間に
合わせ、チームで考えた段取りを基に複
数の料理を提供する

フランス、イタリアで研修してきた先生や
サービス専門の先生の指導で、様々な
役割を経験する

お客様に料理を提供するために必要な、
段取り力、演出方法、サービススキルな
どを徹底的に学ぶ

お客様を意識して演出等を取り入れた
前菜から点心、デザートまでのフルコー
ス料理の提供を行う

最後は自分たちで考えたレシピでコース
料理を提供する

学生自ら、役割分担、器の選定、仕込み
〜仕上げまでの段取りを考え、お客様に
会席料理のフルコースを提供する

段取りや原価、器等も考慮したフルコー
ス料理を組み上げ、お客様に提供する

西 洋 料 理 日 本 料 理 中 国 料 理

STEP5〜6 目標
指定された切り方で、時間内に、無駄なく正確に切り揃えられる。
料理に合わせた火通しを理解し、指定された調理法で火通し、仕上げができる。

STEP7〜8 目標
味の判断を自ら行い、調節しながら味付けができる。
複数の調理を、作業時間から逆算し、優先順位をつけて時間内に行うことができる。

第 1 学年

第 2 学年

調理技術マネジメント学科

３学科共通 調理師本科調理技術マネジメント学科高度調理技術マネジメント学科
※調理クラスの例
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第 2 学年

高度調理技術マネジメント学科

ここでしかできない学び

とことんおいしさ
を探究する！

個人実習と
シミュレーション実習で
現場力を身に付ける！

お店を想定し
おいしい料理を
提供する！

実際に現場で体験し、
自分のレベルを
確認する！

STEP 7

STEP 5

STEP 8

STEP 6

第 3 学年

前
期

前
期

後
期

後
期

自分のテーマを定め、食材に応じたオリジナルレシピ作成のための料理研究

講習で学んだ調理技法を用いた、西洋
料理の提供

専門料理と日本料理を組み合わせた
コースメニューの提供

時間に合わせた複数の料理制作と提供

西 洋 料 理 日 本 料 理 中 国 料 理

STEP5〜6 目標
専門料理の技術、コミュニケーション能力とホスピタリティ精神、日本の外食産業のもてなしを実務経験を通して理解し、
後の授業で獲得すべきものとそのレベルを認識すると同時に、自身の将来目標を設定し、実現する為のプラン構築、最良の就職選択を行う。

STEP7〜8 目標
調理師という職業を客観的に捉え、社会的意義と役割を認識した上で、
オリジナル料理の創作とテーマに基づくコース料理の構成と解説ができる能力を備え、食材に応じて最適でおいしい料理をつくることができる。

3学科それぞれに、40人のクラスを編成し、クラ
ス担任制を採用。個々の理解度に合わせて学
習面のアドバイスを行うほか、就職や学生生活
のすべてをきめ細やかにフォローします。親身に
なった教員たちのサポートが学生の安心につな
がっています。

リヨン郊外の城を舞台に本場のフランス料理を学ぶフ
ランス校があり、修了後はフランスの一流店での実地
研修（スタージュ）も経験できます。留学準備のための
無料の特別講座「留学ライフサポート」を一年を通して
受けることができ、先行出願や奨学金制度もあります。

※「日本料理クリエイティブ経営学科」・「日本料理本科」は留学の対象外
となります。

1クラス40人

本場のフランス料理が学べる

「クラス担任」が
きめ細かくフォロー

フランス留学を視野に
学ぶことができる

04

06

「料理」や「食」に関わる仕事は、実に多彩。それぞれが
思い描く「未来の自分」を実現させるために、年間を通じ
てきめ細かなキャリア支援を行っています。また、全国の
多種多様な企業情報を保有。質の高い求人情報によ
り、未来の選択肢がさらに広がります。

全国の多種多様な企業情報を保有

05
キャリアを見据えた学びで

「未来の選択肢」が広がる教える
料理教室講師
調理学校教員

つくる・
もてなす
料理人　シェフ

サービス
ソムリエ　バリスタ

病院調理師

生み出す
フードコーディネーター

フードスタイリスト
店舗プロデューサー

商品開発　作家

運営する
オーナーシェフ
多店舗オーナー

ホールマネージャー

伝える
料理研究家

フードライター　出版・編集
フードコンサルタント

販売促進企画

段階的に学ぶステップアップシステム03

フランス校の
最新情報はこちら！

フランス校留学の詳細は、フランス校パンフレットを
ご確認ください。（ご請求はWEBから！）

「おいしい」で人を笑顔に。料理人やパティシエなど、料理やお菓子をつくる仕事から、食を
広める仕事まで、幅広く食のフィールドで活躍する人たちの十人十色な人生に迫ります。

QRコードで
かんたん
アクセス
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高度調理技術
マネジメント学科

この学科がめざすのは、料理が持つ力を最大限に発揮することで、社会を、世界を、動かすことができる料理人の育成。料理をつくるだけでなく、他分野との

協働などに発展させ、新しい文化やビジネスの創出にも貢献できる人材です。そのため、高度な調理技術といった「つくる力」はもちろん、人と社会と食の関

わりを探究し、自分のテーマを料理で表現するための「考える力」の養成を徹底重視したカリキュラムを構築。高い志を持つ学生のための学科です。

3 年制

「食」の力を探求し、高度な技術力を習得。
社会を、世界を動かす料理人をめざします。

◦調理師免許〈国家資格〉…卒業時に国家試験免除（無試験）にて取得
◦専門士〈文部科学大臣公示〉…卒業時に無試験にて取得
◦食品技術管理専門士〈（社）全国調理師養成施設協会交付〉…卒業時に希望者のみ無試験にて取得
◦調理師養成施設助手〈（社）全国調理師養成施設協会交付〉…卒業前に実施される「技術考査（希望制）」に合格すると取得
◦大阪府ふぐ取扱登録者証〈大阪府交付〉…在学中に実施される「ふぐ処理講習会（希望制）」を受講すると取得
◦技術考査〈（社）全国調理師養成施設協会実施〉…在校中に実施される試験（希望制）に合格すると取得
◦レストランサービス技能検定3級〈国家検定制度〉…在校中に実施される試験（希望制）に合格すると取得

License
 取得できる資格・称号

「
食
」を

探
求
す
る

高
度
な

技
術
力
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SPECIAL FEATURE ［学科の特長］

高
度

調
理

技
術

マネジメント学
科社会での役割を

自覚するゼ
ミ
形
式
で

学
ぶ

少人数グループでテーマに基づく研究を行い、
新たな料理レシピを創造する。

生産地や自然環境などを大切にし
広い視野をもって
料理をつくるマインドを持つ。

第３学年では、第２学年で得た自らのテーマ・目標について、

食材研究とともに少人数グループによるゼミ形式で行う「総合演習」で議論を重ね、

「調理研究実習」で技術を磨き、オリジナルのレシピを完成させます。

体感しながら学ぶ、食の現場でのフィールドワークやボランティア活動を全面的

にバックアップ。生産者の方 と々直接お会いし、リアルな現場を体験することで、

自然環境・廃棄ロスなどの社会問題にも配慮した料理研究を実践します。

部位ごとに
味を徹底研究
「ソテ」「ポシェ」「ロースト」といった
西洋料理のシンプルな調理を施し、
成獣・幼獣、オス・メス、それぞれ部位
ごとの味の違いを確かめます。感じた
ことはすべて、データとして記録！

研究の成果を発表し、レシピを考案。
猪肉のムダな廃棄を減らすことをめざし、「猪肉はこんなにおいしく
食べられる」と知ってもらうための料理を追究。その研究成果を発
表し、「ゆで煮」「蒸し煮」の2つの調理法によるオリジナルレシピ
を考案。「これだ！」と思える味を実現できました。

CASE 02

東京ベイコート倶楽部
ホテル&スパリゾート
東京・お台場というロケーションで「都会の喧噪
から遮断された極上のリゾート」を実現している
完全会員制ホテル。一流シェフが腕を振るうレス
トランは、多くの著名人にも愛されています。

CASE 01

エクシブ京都 八瀬離宮
比叡山のふもとに広がる美しい自然の中に建
つ、会員制リゾートホテル。日本・中国・フランス・
イタリア料理の4つのレストランはいずれも質が
高く、ここでの研修は、一流をめざす学生にとって
貴重な経験となるでしょう。

松田 愛
高度調理技術マネジメント学科（3年）

※取材時
大阪・柴島高校卒

生産地訪問など、
積極的に学外で
研究活動。
文献から知識を得ることから始め、そ
の後、生産地の訪問や、ジビエ料理
専門レストラン取材など、研究の場を
学外に広げました。

プ
ロ
の
現
場
を

経
験
す
る

プロの現場に求められるレベルを認識し、
自らの学習目標に反映する。

第2学年後期には、ホテルのレストランや有名店など、専攻料理や適性に応じた実習先で

長期にわたり、現場での仕事を経験する「キャリア形成実習」を実施。

一流の現場の緊張感が高いプロ意識を育て、「周りを見る」「一つ先を考える」など、

自覚と責任ある行動を自ら学んでいきます。

学びの集大成として、猪肉を使ったジビエ料理を研究しました

３年次 4月［立案］

３年次
9月

３年次
7月

３年次
10月

猪肉のブレゼ
赤ワイン風味

研究を通じて知った社会問題。
料理での解決をめざして。
害獣として捕獲される猪ですが、その肉は食べられるにも
かかわらず、実際に食されているのは一部で、それ以外
は廃棄されてしまっているのが現状。「それではもったい
ない」「食材を捨てるという考えを変え、正しい食育につ
なげたい」と私は考え、猪肉の価値向上とニーズ拡大を
めざし、おいしい猪肉料理を提案しました。

猪肉のポトフ
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高
度

調
理

技
術

マネジメント学
科

実習

実習／演習 実習／演習

講習・講義

講習・講義 講習・講義

調理器具や機器の扱いを正しく理解し、食材の性質を
理解した衛生意識を持って、スピーディかつ正確に準備
や下処理ができる技術を身につける。（西洋料理・日本
料理・中国料理）

 調理実習（300時間）

レシピを見て、必要な調理器具、機器を理解し、食材の性質に合わせて準備、下処理、
保管をスピーディかつ正確に行い、料理の仕上げ、盛りつけができる技術を身につける。
【西洋料理・日本料理・中国料理専攻別】

 高度調理実習（148時間）

これまでの学びと体験から得られた課題感を明確化し、調理師として自らが取り組むべ
き目標の設定、達成のための計画を立て、テーマに基づく料理レシピ、献立という成果
を表す。

 総合演習（168時間）

食品の栄養や性質、料理文化の概要、調理技法の特
徴や献立の構成、ルールに関する知識を学ぶ。（西洋料
理・日本料理・中国料理）

 調理理論と食文化概論（180時間）

調理に関しての新しい知識や技術に対する探究心を磨くとともに、調理技法の特徴や
献立を構成する考え方を理解し、学んだ料理を適切に組み合わせて献立が作成できる
力を習得する。【西洋料理・日本料理・中国料理専攻別】

 調理技術理論（120時間）

調理師が担う、職業として対価を得ながら全うする役割に加え、社会人として、地域や
様々なニーズを持つ他者と能動的に関わる社会貢献活動を通して、調理師の社会的
大義の意識、精神的充実の可能性を育む。

 飲食キャリア概論Ⅱ（112時間）

 調理技術理論
　 （130時間）

 マネジメント論
　 （52時間）

 料理のための外国語
　 （26時間）

調理場のシステムを理解し、作業を段取りよく計画的に
行う力を身につける。また、仕上がった料理の分析及び
評価ができ、それをもとにより良いものをつくろうとする探
求心を養う。（西洋料理・日本料理・中国料理）

 総合調理実習（92時間）

飲食業界に必要なホスピタリティを学び、料飲サービスにおける、基本的な知識と技能
を習得。

 サービス（60時間）

総合演習での計画に基づいた実験・実習を行い、調理システム、技法、工程、食材の
取扱いなどを工夫、改善し、精度と製品の完成度を高める。

 調理研究実習（168時間）

飲食に伴う健康危害の種類・発生要因・防止措置に関する知識を、危害分析・作業工程
管理の実施を通じて習得し、経験だけに頼らない根拠に基づいた衛生管理を理解する。

 HACCP演習（30時間）

自ら構築したオリジナル料理を、コース料理の一品として再現する。また、特定の食材を基に
様 な々調理法で料理レシピを考え、おいしさの検証と分析、試作を繰り返すことを目的とする。

接客に必要な飲料の知識、料理を客前で演出する方法と効果を学ぶ。

 高度調理実習（104時間）

 サービス（52時間）
 キャリア形成実習（384時間）

すべての人々の健康を守るために、健康の保持・増進に寄
与する食生活の重要性を認識し、健康の現状及び健康づ
くりや食生活の向上に関連する対策及び活動について理
解することを通じて調理師が果たすべき役割を理解する。

 食生活と健康（90時間）

自身に課せられた業務の全体像を把握する事ができ、他者と協力しながら、組織的に業務を
遂行する意思疎通スキルとリーダーシップスキルを身につける。

 マネジメント論（60時間）

食品の成分や特徴、調理特性に関する知識、エネル
ギーや栄養素の体内での働きに関する知識を習得す
る。また、食品、栄養と健康のかかわりを理解し、健康の
保持・増進を意識できる調理師を目指す。	

 食品と栄養（150時間）

専門分野の料理を深く学ぶために必要な基礎的な外国語を習得し、国際的なコミュニ
ケーション能力を身につける。【西洋料理・日本料理・中国料理専攻別】

 料理のための外国語（30時間）

食品の安全・安心の重要性を認識するとともに、飲食に
伴う健康危害を防止するための予防方法や法規に関す
る知識を習得し、食品衛生の管理を担う調理師としての
自覚を養う。

 食品の安全と衛生（150時間）
※実習30時間を含む

飲食業界に就職し、継続就労しながら、自身の将来目標
を設定し、実現する為のプランを構築できる知識、技術
を習得する。

 飲食キャリア概論（30時間）

調理技術の基礎を習得する

専攻料理ジャンルの技術を習得し、食の現場と求められる技量を確認する 人と社会と食の関わりを探求し、自身の調理師としてのあり方を料理で表現する

第 1 学年

第 2 学年 第 3 学年

前
期
・
後
期

前
期

前
期

後
期

後
期

※「ロングホームルーム」「実習ミーティング」は本科授業ではありません

ホームルーム　9:00〜9:10 mon. tue. wed. thu. fri.

1 限目 9:10〜10:40 高度調理実習 ロングホームルーム サービス 高度調理実習 調理技術理論

2 限目 10:50〜12:20 高度調理実習 HACCP演習 マネジメント論 高度調理実習 調理技術理論

3 限目 13:10〜14:40 高度調理実習 サービス 調理技術理論 実習ミーティング

4 限目 14:50〜16:20 実習ミーティング マネジメント論 調理技術理論 外国語 高度調理実習

1週間の時間割例 （2022年度予定）第 2 学 年 前期

※「スキルアップ（空き講義室や教室を利用して行う自主練習の場）」は本科授業ではありません。

ホームルーム　9:00〜9:10 mon. tue. wed. thu. fri.

1 限目 9:10〜10:40 総合演習 総合演習 総合演習 飲食キャリア概論Ⅱ 飲食キャリア概論Ⅱ

2 限目 10:50〜12:20 総合演習 総合演習 総合演習 飲食キャリア概論Ⅱ 飲食キャリア概論Ⅱ

3 限目 13:10〜14:40 調理研究実習 調理研究実習 調理研究実習 スキルアップ スキルアップ

4 限目 14:50〜16:20 調理研究実習 調理研究実習 調理研究実習 スキルアップ スキルアップ

1週間の時間割例 （2022年度予定）第 3 学 年 前期（ゼミ実施期）

キャリア 形 成 実 習

第一線で活躍する調理師に求められるのは専門料理技術だけではありません。「経営」「人材育成」から、コミュニケーションやホスピタリティと

いった「ビジネススキル」まで、企業実習で理解・習得します。職場体験で終わる一般的なインターンシップとは異なり、３期（約６ヶ月）の長期に

渡って現場の仕事に従事しながら、実習先の担当者が指導にあたります。

企業実習を通して、これからの飲食業界を牽引する
調理師に必要な能力を習得。

CURRICULUM ［カリキュラム］

実習スケジュール 10月 11月 12月 1月 2月 3月

上旬 キャリアパス計画 第1期 第2期 第2期 第3期 キャリアパス完成

中旬 第1期 第1期 第2期 報告・再構築2 第3期

下旬 第1期 報告・再構築1 第2期 第3期 第3期

第 2 学 年 後期
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調理技術
マネジメント学科

調理技術マネジメント学科が目指すのは、2年間で専門性を高め、こうなりたいという夢を実現すること。1年次は全ジャンルの基礎技術を習得。2年次から

将来進みたい料理ジャンルを専攻し、技術の反復や応用を交え専門性を深めていきます。調理技術のほか、マネジメントやコミュニケーション能力を養成する

カリキュラムも充実。料理を総合的に学びながら料理業界の発展に役立てる人材を育みます。

2 年制

2年間で専門料理を極め
夢の実現に向けて、料理を総合的に学びます。

職業実践専門課程 認可

◦調理師免許〈国家資格〉…卒業時に国家試験免除（無試験）にて取得
◦専門士〈文部科学大臣公示〉…卒業時に無試験にて取得
◦食品技術管理専門士〈（社）全国調理師養成施設協会交付〉…卒業時に希望者のみ無試験にて取得
◦調理師養成施設助手〈（社）全国調理師養成施設協会交付〉…卒業前に実施される「技術考査（希望制）」に合格すると取得
◦大阪府ふぐ取扱登録者証〈大阪府交付〉…在学中に実施される「ふぐ処理講習会（希望制）」を受講すると取得
◦技術考査〈（社）全国調理師養成施設協会実施〉…在学中に実施される試験（希望制）に合格すると取得
◦レストランサービス技能検定3級〈国家検定制度〉…在学中に実施される試験（希望制）に合格すると取得

License
 取得できる資格・称号

専
門
性
を

高
め
る
［第2学年］

総
合
的
に

学
ぶ
［第1学年］
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日本料理マスタークラス

西洋料理マスタークラス

中国料理マスタークラス

現
場
と
同
じ

環
境
で
学
ぶ

第1学年では、全ジャンルを
第2学年では、目指すジャンルを専攻

集中して学ぶ。

第2学年の実習は全て
レストランの厨房やダイニングルームを想定した

シミュレーション実習。

第2学年では西洋料理、日本料理、中国料理の3つのジャンルから

将来めざしたいと考える専門料理を専攻。

実習、講習ともに1つの料理ジャンルを集中して学びます。

専門料理への理解を深め、豊富な知識と高い専門性を身につけることができます。

日本・西洋・中国料理専用のサービス実習室を使い、

プロの現場と同じ環境の中で、スピード感や、現場対応力を身体で覚えます。

１
年
目
は
総
合
的
に

２
年
目
は

ひ
と
つ
の
料
理
だ
け

専用の
サービス実習室を完備
レストラン・シミュレーション実習が行われるのは、日本
料理、西洋料理、中国料理それぞれ専用に設計され
た実習室。各ジャンルの特徴ある料理を実現する、プ
ロ仕様の最新設備を完備。本格的なレイアウトで現
場感覚を身につけます。

状況に応じた判断力を磨く
担当をローテーションすることですべての役割を
体験することができます。メンバーとのチームワー
クも重要。繰り返し実習することで、体が自然に
動くようになります。

調理場の流れ、役割、コース料理の提供の仕方を身
につけ、受け継がれてきた伝統作法とともに、現場レ
ベルの完成度を追求します。

フランス料理、イタリア料理のコース料理を実践。食
材の管理、調理、サービスを積み重ね、確かな現場力
を身につけます。

豊富な実習を通じて、前菜、鍋、点心、サービスの役割
ごとに必要な知識を習得。連携して料理を提供する
技術を体得します。

第 1 学年

第 2 学年

1年目は、全ジャンルの基本を
徹底的に学びます！

日本料理サービス実習室 西洋料理サービス実習室

中国料理サービス実習室

味
わ
う

接
客
す
る

つ
く
る

SPECIAL FEATURE ［学科の特長］

調
理

技
術

マネジメント学
科

四季折々の料理に挑戦し、
おもてなしの作法を学ぶ。

 実践に近い環境で、
 西洋料理の腕を磨く。

中国各地の料理を学び、
本格的な宴席料理を実践。

「つくる」「接客する」
「味わう」を体感できる
レストランの厨房やダイニングルームを想定し、「つくる」
「接客する」「味わう」の3つの役割をローテーション。
現場で要求されるスピードを感じながら、学生一人ひと
りが状況に応じた決断力を養い、専門性の高い調理
技術や現場対応力を身につけます。
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実習／演習 講習・講義

調理に関しての新しい知識や技術に対する探究心を磨くとともに、調理技法の特徴や
献立を構成する考え方を理解し、学んだ料理を適切に組み合わせて献立が作成できる
力を習得する。【西洋料理・日本料理・中国料理選択クラス別】

 調理技術理論（250時間）

飲食業界に必要なホスピタリティを学び、料飲サービスにおける、基本的な知識と技術
を習得。

 サービス（112時間）

自身に課せられた業務の全体像を把握する事ができ、他者と協力しながら、組織的に
業務を遂行する意思疎通スキルとリーダーシップスキルを身につける。

 マネジメント論（112時間）

飲食に伴う健康危害の種類・発生要因・防止措置に関する知識を、危害分析・作業工
程管理の実施を通じて習得し、経験だけに頼らない根拠に基づいた衛生管理を理解
する。

 HACCP演習（30時間）

専門分野の料理を深く学ぶために必要な基礎的な外国語を習得し、国際的なコミュニ
ケーション能力を身につける。
【西洋料理マスタークラス】＝フランス語もしくはイタリア語
【日本料理マスタークラス】＝英語
【中国料理マスタークラス】＝中国語

 料理のための外国語（56時間）

CURRICULUM ［カリキュラム］

※「ロングホームルーム」「スキルアップ（空き講義室や教室を利用して行う自主練習の場）」は本科授業ではありません。

1週間の時間割例 （2022年度予定）

ホームルーム　9:00〜9:10 mon. tue. wed. thu. fri.

1 限目 9:10〜10:40 食生活と健康 食品と栄養 食品と栄養 食品の安全と衛生
調理理論と
食文化概論

2 限目 10:50〜12:20 食品と栄養 食生活と健康
調理理論と
食文化概論

ロングホームルーム 食品の安全と衛生

3 限目 13:10〜14:40 食品の安全と衛生 総合調理実習 スキルアップ 調理実習 調理実習

4 限目 14:50〜16:20 調理理論と
食文化概論

総合調理実習 スキルアップ 調理実習 調理実習

※「ロングホームルーム」「実習ミーティング」「実習客役」は本科授業ではありません。

1週間の時間割例 （2022年度予定）

ホームルーム　9:00〜9:10 mon. tue. wed. thu. fri.

1 限目 9:10〜10:40 調理技術理論 高度調理実習 ロングホームルーム サービス 高度調理実習

2 限目 10:50〜12:20 調理技術理論 高度調理実習 HACCP演習 マネジメント論 高度調理実習

3 限目 13:10〜14:40 実習ミーティング 高度調理実習 サービス 調理技術理論 実習客役

4 限目 14:50〜16:20 高度調理実習 マネジメント論 調理技術理論
料理のための

外国語

器具の扱い方や食材を理解し基礎技術を習得。
調理師に必要な衛生意識や栄養の知識を身につける。第 1 学年 レストラン・シミュレーション実習で技術を実践。

将来の目標とする料理ジャンルに必要なスキルを磨く。第 2 学年

調
理

技
術

マネジメント学
科

レシピを見て、必要な調理器具、機器を理解し、食材の性質に合わせて準備、下処理、保
管をスピーディかつ正確に行い、料理の仕上げ、盛りつけができる技術を身につける。
【西洋料理・日本料理・中国料理選択クラス別】

 高度調理実習（252時間）

実習 講習・講義

調理器具や機器の扱いを正しく理解し、食材の性質を理解した衛生意識を持って、ス
ピーディかつ正確に準備や下処理ができる技術を身につける。（西洋料理・日本料理・
中国料理）

 調理実習（300時間）

食品の栄養や性質、料理文化の概要、調理技法の特徴や献立の構成、ルールに関す
る知識を学ぶ。（西洋料理・日本料理・中国料理）

 調理理論と食文化概論（180時間）

調理場のシステムを理解し、作業を段取りよく計画的に行う力を身につける。また、仕上
がった料理の分析及び評価ができ、それをもとにより良いものをつくろうとする探求心を
養う。（西洋料理・日本料理・中国料理）

 総合調理実習（92時間）
すべての人々の健康を守るために、健康の保持・増進に寄与する食生活の重要性を
認識し、健康の現状及び健康づくりや食生活の向上に関連する対策及び活動につい
て理解することを通じて調理師が果たすべき役割を理解する。

 食生活と健康（90時間）

食品の安全・安心の重要性を認識するとともに、飲食に伴う健康危害を防止するため
の予防方法や法規に関する知識を習得し、食品衛生の管理を担う調理師としての自
覚を養う。

 食品の安全と衛生（150時間） ※実習30時間を含む

企業での実務経験を通して必要な技術や知識、能力を実感。後の授業で獲得すべき
技術とそのレベルを認識するとともに、自身にとっての最良の就職選択について考える
動機とする。

 インターンシップ（32時間）
食品の成分や特徴、調理特性に関する知識、エネルギーや栄養素の体内での働きに
関する知識を習得する。また、食品、栄養と健康のかかわりを理解し、健康の保持・増進
を意識できる調理師を目指す。	

 食品と栄養（150時間）

飲食業界に就職し、継続就労しながら、自身の将来目標を設定し、実現する為のプラン
を構築できる知識、技術を習得する。

 飲食キャリア概論（30時間）
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調理師本科

調理師本科の最大の特長は、1年間という限られた時間の中で基礎的な技術を習得できることにあります。フランス・イタリア・日本・中国・製菓まで、あらゆる

ジャンルを学ぶ「調理クラス」。西洋料理に特化して学ぶ「西洋料理クラス」。卒業後に辻製菓専門学校に進学する「ダブルライセンスコース」など、目的に

あわせてクラス・コースを選択することができます。いずれの道でも多彩な視点を持ちながら、料理業界で継続して活躍できる意志の強い人材を目指します。

1 年制

基礎を徹底的に学ぶ1年間。
目的に合わせてクラス・コースを選べます。

▶ 調理クラス（1年）　▶西洋料理クラス（1年）※2023年4月新設  

+ 進学  ダブルライセンスコース  
+ 留学  フランス校留学コース

◦調理師免許〈国家資格〉…卒業時に国家試験免除（無試験）にて取得
◦大阪府ふぐ取扱登録者証〈大阪府交付〉…在学中に実施される「ふぐ処理講習会（希望制）」を受講すると取得
◦技術考査〈（社）全国調理師養成施設協会実施〉…在学中に実施される試験（希望制）に合格すると取得
◦製菓衛生師〈国家資格〉…辻製菓専門学校卒業時に国家試験の受験資格を取得　※ダブルライセンスコースのみ

License
 取得できる資格・称号

選
べ
る

進
路

基
礎
力
を

磨
く
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実習 講習・講義

調理師としての基本的な調理技術・態度を身につけ、調理工程の分担や役割を理解
する。（西洋料理・日本料理・中国料理）
※西洋料理クラスは西洋料理のみとなります。

 調理実習（300時間）

プロの調理技術を通して、様々な食材や調味料の特徴を知り、その使い方、料理の演
出方法を習得する。調理用語や語源、食に関する歴史など、調理師に必要な知識とし
て日本と世界の食文化を学び、理解する。料理が完成するまでプロセスを学び、その料
理を試食することで味覚を養う。（西洋料理・日本料理・中国料理）
※西洋料理クラスは西洋料理のみとなります。

 調理理論と食文化概論（180時間）

大量調理の知識を理解し、食品衛生に基づいた食品の下処理法や調理の基本操
作、調理機器の取り扱いを習得する。（西洋料理・日本料理・中国料理）

 総合調理実習（92時間）

すべての人々の健康を守るために、健康の保持・増進に寄与する食生活の重要性を
認識し、健康の現状及び健康づくりや食生活の向上に関連する対策及び活動につい
て理解することを通じて調理師が果たすべき役割を理解する。

 食生活と健康（90時間）

食品の安全・安心の重要性を認識するとともに、飲食に伴う健康危害を防止するための
方法や法規に関する知識を習得し、食品衛生の管理を担う調理師としての自覚を養う。

 食品の安全と衛生（150時間） ※実習30時間を含む

食品の成分や特徴、調理特性に関する知識、エネルギーや栄養素の体内での働きに
関する知識を習得する。また、食品、栄養と健康のかかわりを理解し、健康の保持・増進
を意識できる調理師を目指す。

 食品と栄養（150時間）

飲食業界に就職し、継続就労しながら、自身の将来目標を設定し、実現する為のプラン
を構築できる知識、技術を習得する。

 飲食キャリア概論（30時間）

CURRICULUM ［カリキュラム］

※「ロングホームルーム」「スキルアップ（空き講義室や教室を利用して行う自主練習の場）」は本科授業ではありません。

1週間の時間割例 （2022年度予定）

ホームルーム　9:00〜9:10 mon. tue. wed. thu. fri.

1 限目 9:10〜10:40 食品と栄養 食品の安全と衛生 調理実習 食生活と健康 食品と栄養

2 限目 10:50〜12:20 調理理論と
食文化概論

ロングホームルーム 調理実習 飲食キャリア概論 食生活と健康

3 限目 13:10〜14:40 スキルアップ 調理実習
調理理論と
食文化概論

食品の安全と衛生 総合調理実習

4 限目 14:50〜16:20 スキルアップ 調理実習 食品の安全と衛生
調理理論と
食文化概論

総合調理実習

「講習」で背景を理解し「実習」で技術を習得。
考えて料理をつくることができる力を養う。第 1 学年

SPECIAL FEATURE ［学科の特長］

調
理

師
本

科

将来の夢や目的に合わせて選べる
クラス&コース。
調理師本科では、［調理クラス］と［西洋料理クラス（2023年４月新設）］があり、

将来の夢や目指す方向など、料理を学ぶ目的によって卒業後に進学や留学も選ぶことができます。

豊富な選択肢の中から自分に合った学びを見つけてください。

フランス校留学コース
1年間は、［調理師本科］でさまざまなジャンルの料理を学
び、調理師免許を取得。卒業後はフランス・リヨンの辻調グ
ループフランス校へ留学し、臨場感あふれるシミュレーション
実習と、5ヵ月間の実地研修（スタージュ）を体験。2年間を通
じて調理の基本技術と本場のテクニックを身につけます。
留学準備のための無料の特別講座「留学ライフサポート」を
一年を通して受けることができ、先行出願や奨学金制度もあり
ます。

卒業後

修了後

フランス料理の本場で
学びたい！辻調理師

専門学校

［１年目］

フランス校
［2年目］

5ヵ月間

スタージュ
（実地研修）

［2年目］

5ヵ月間

調理クラス

１年間で、フランス、イタリア、
日本、中国の全ジャンルを学び、
基礎技術を身につける
クラスです。

１年間であらゆるジャンルの
料理の基礎を習得したい

西洋料理クラス
※2023年４月新設

フランス料理と
イタリア料理を主軸に、
専門知識と技術を
集中的に学びます。

ジャンルを西洋料理に絞って
勉強したい！

ダブルライセンスコース
料理とお菓子のどちらも学んでから将来を決めたい。店を
開くために両方の技術がほしい。そんな声に応えるのが、
［ダブルライセンスコース］です。1年間で調理技術を身に
つけた後、辻製菓専門学校［製菓衛生師本科	製菓クラ
ス］へ進学し、1年次の修了時には調理師免許を、2年次
の修了時には製菓衛生師の受験資格を取得できます。

辻調理師
専門学校

［１年目］

辻製菓
専門学校

［2年目］

卒業後

「調理」と「製菓」
2つのスキルを身につける！

希望者はさらに進学 希望者はさらに進学

１年間の授業で学ぶ
料理ジャンルの割合

（理論+実習）

2021年度実績

１年間の授業で学ぶ
料理ジャンルの割合

（理論+実習）

2023年度予定

中国料理

製菓

日本料理

西洋料理

１年間の授業で学ぶ
料理ジャンルの割合

（理論+実習）

2021年度実績

１年間の授業で学ぶ
料理ジャンルの割合

（理論+実習）

2023年度予定

西洋料理

中国料理

日本料理

製菓

豊
富
な
選
択
肢
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日本料理を極   める。
世 界 をも 見 据 え た 日 本 料 理 専 門 の 学 科 で 学 ぶ 。

日本が世界に誇る伝統文化のひとつ、日本料理。

その奥深き道を極めたい人にとって、見逃すことのできない新たな学びの場が、

「日本料理クリエイティブ経営学科」と「日本料理本科」。

高度な技術の習得を軸に、世界が注目する文化の担い手としての幅広い知識や経営視点も養成。

グローバル社会における、日本料理のこれからをリードする人材を、

辻調ならではのノウハウを結集したカリキュラムのもとで、育成します。

日本料理クリエイティブ経営学科 ［２年制］ 日本料理本科 ［１年制］

◦食品衛生責任者…飲食店を開業するために不可欠な資格。希望制の講習会を受講すると取得。
◦	大阪府ふぐ取扱登録者証〈大阪府交付〉…在学中に実施される「ふぐ処理講習会（希望制）」を受講す
ると取得。
◦	海外における日本料理の調理技能の認定（シルバー）〈農林水産省の認定制度〉※留学生のみ	
…海外において日本食・食文化の魅力を適切かつ効果的に発信できる人材に対して認定する制度。	
卒業時に希望者のみ取得。

License
 取得できる資格・称号
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日本 料 理日本 料 理を極 める。を極 める。

「切る・焼く・煮る・蒸す・揚げる」の5つの基本技法をしっかりと学びとり、会席料理を軸としたさまざまな日本料理を確実につくりあげることができる技術を

習得。さらに専門の実習科目での学びをプラスすることで、「すし」「てんぷら」の2つの専門料理をつくるための技術についても、1年目にしっかりと身に

つけることができます。

さまざまな日本料理を確実に「つくる力」を身につける。 段階的に学び、高いレベルの技術と実践力を磨く。

第１学 年

第２学 年

基礎技術の向上に取り組
む。基礎技術である「桂剥
き」を中心に「剥く」「切る」
を理解し、スキルアップをめ
ざす。

魚の三枚卸しを徹底的に練
習し、骨の構造を知り、包丁
の入れ方をマスター。日本料
理の基本五法※について指
導を受ける。

定期的に評価を受け、自分
の到達目標を設定し、そこ
に向けて繰り返し練習を行
う。苦手な課題は個人指導
で克服。

魚の三枚卸しを確実にマス
ターし、特殊な魚の鱧や穴
子なども、基礎技術を応用
して卸すことができる。

※「基本五法」	切る・焼く・煮る・蒸す・揚げる

「椀・造り・焼物・煮物・揚物・
蒸物」などの調理法に絞っ
て、複数の料理をつくり再
現させる。

同じ食材を使ってさまざまな
料理をつくる。特殊な魚の
鱧を使い、特有の「骨切り」
の技術を確実に習得。

本格的な会席コースを再
現。個々でスキルアップして
きた基礎技術をもとにチー
ムで仕上げる。

1年間の集大成、「焼く」
「煮る」「揚げる」など、学ん
だ技法をすべてが１つの器
に集約されている松花堂弁
当をマスター。

握りずしの歴史や基礎知識
を学ぶ。ひたすら握り方を
練習し、確実に習得をめざ
す。

すしネタの切り方を習得。
すし飯とのバランスや、さま
ざまなネタの切り方のバリ
エーションを学ぶ。

さまざまなすしについて学
ぶ。握りずし以外に巻きず
し、箱ずし、棒ずしなど、その
特長と技術を習得。

握りずしについて、所作や
スピード、正確性を追究。最
終的にはお客様に提供でき
るように実践する。

前
期

前
期

基 本（ 包 丁 ）技 術 日本 料 理 専 門 料 理

後
期

後
期

STEP

01

STEP

02

STEP

03

STEP

04

日本料理に必要な基本技術と知識を身につけ、発展的にすし・てんぷらといった専門料理にも対応できる技術者に。自ら考え発信し、かつ即戦

力として対応できる力をつけ、習得した技術・知識を言語化して伝えられるようになる。
目　標

１年次のカリキュラムを基盤に、料理の全体的な構成をコーディネートできる技術者になる。技術面では質、量ともに精度とスピードを身につ

け、卒業後は、グローバルな視点を持ちながら活躍できる人材となる。
目　標

日本料理のあらゆる調理
技法や知識を学んだ集大
成として、オリジナルレシピ
に挑戦。

調理法の違いにより食材が
どのような影響を受けるかを
学ぶ。

■ レシピの作成

■ 食材の研究

おいしさを構成する諸要素
や、人がこれらを感じる仕組
みを学ぶ。

■ 味覚の追求
日本料理と関係が深い「日
本酒」の種類、料理とのあ
わせ方から「日本茶」の知
識・煎れ方までを幅広く学ぶ
ことで、一品料理や会席料
理をさらに引き立てられるよ
うになる。

毛筆での献立や膳を彩る美
しい設え、料理にあわせる
器の数々を学ぶことで、会
席料理を総合的にコーディ
ネートする力を養う。

■ 日本酒・日本茶

■ 書道・器

世界に通じる日本料理として、
「ベジタリアン」にも対応で
きる「精進料理」の知識も学
び、発信していく能力を養う。

金融機関などで開業支援を
している現役担当者が教壇
に立ち、さまざまな角度から
飲食店経営について学ぶ。

■ 精進料理

■ 開業・経営

「ビーガン」「ハラール」といっ
た食に対するグローバルな
視点・国際感覚を養い、環
境問題などにも取り組む。

■ 世界の食環境

食 の 研 究 食 の コ ー ディネ ート 食 の 発 展

日本料理の
確かな

技術と知識

専門料理
（すし・てんぷら）

会席料理

まず個人実習や講習の授業で、すしも含めた会席料

理を軸とする日本料理の基礎的な技術や知識を幅

広く習得。この“強固な土台”のうえに積み重ねるか

たちで、すしの専門的な技術や知識を「すし実習」

で身につけます。だから1年という短期間で、すしの

すべてが学べるのです。

 「すし」に関する
すべてを学ぶ

●● すしの種類や歴史、地域性を学ぶ

➡ すしの幅広い知識を学ぶ

● すし職人としての正しい所作を身につける

● 赤だしや茶碗蒸しを学ぶ

● バランの切り方を学ぶ

● 器の種類や選び方を学ぶ

● 食材の流通を学ぶ

●●食材の保存方法や衛生の知識を学ぶ

●● すし飯に適した米を知る

●● すし酢の種類を学ぶ

● 炊飯の知識や技法を学ぶ

● すし酢のあわせ方を学ぶ

➡ すし飯を学ぶ

● すし実習

● 日本料理理論

● 日本食文化概論

➡ 握りや巻きの技術を学ぶ

● 握りの手順を学ぶ

● シャリに空気を含ませる技術を学ぶ

● 握り方による食感の違いを学ぶ

● ネタとシャリのバランスを学ぶ

● 細巻・太巻・裏巻の技術を学ぶ

● 箱ずし・棒ずし・ちらしずしの技術を学ぶ

● 素材の旬を知る

➡ すしのネタを学ぶ

● 素材の目利きを身につける

●● 赤身・白身・光り物・煮物の種類を知る

● 下処理を学ぶ

● 魚のおろし方を学ぶ

●● ネタごとの下準備や調理法を学ぶ

学 べ る 授 業
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日本料理
クリエイティブ経営学科

2 年制

「 グ ロ ー バ ル 視 点 」と
「 創 造 的 思 考 」「 経 営 能 力 」を 養 成 す る 。

世界中の人々がお客様になり得るグローバル社会においては、

日本料理にも「世界への対応」が不可欠な要素となります。

「日本料理クリエイティブ経営学科」では、ハイレベルな技術の習得に加え、

世界と向き合うための「グローバル視点」、

世界に通じる日本料理を自ら生み出せる「創造的思考」、

さらに「経営能力」の養成にも重きをおいたカリキュラムを構成。

日本料理という誇り高き文化を、

国内外へと広く発信できる人材を育てます。

SPECIAL FEATURE ［学科の特長］

01

02

03

身につけた
知識と技術を礎に
日本料理を極める

世界に通じる
日本料理を創造

ビジネスとしての日本料理と
その役割を学ぶ

1年間で、日本料理の技術と知識に加え、すし・てんぷらなど専

門料理についても完璧にマスター。プロの料理人として活躍で

きる実力を身につけます。第１学年でしっかりとした土台を築き、

第2学年では、世界の中での日本料理、ビジネスとしての日本料

理などを、より深く追究します。

「食」にまつわる世界のさまざまな課題についても学習し、世

界レベルでものごとを捉え、「自分になにができるか？」を見い

だせるのも本学科の特長です。

食ビジネスに関する幅広い知識や、飲食店開業のノウハウを修得。自らの店舗の

経営だけではなく、食を取り巻く環境や、果たす役割まで視野を広げて学びます。

日本料理の創造的思考を磨く

飲食店経営と開業ノウハウを学ぶ 食を取り巻く環境との協働を考える

第2学年からは、料理の再現だけではなく、調理技法の理解を深めるとともに、食に関連
する日本の伝統文化（書道）をはじめ、お茶や日本酒、精進料理などの知識を修得。日本
料理全体をコーディネートする力をつけ、日本料理の創造力を磨きます。

「店舗コンセプトとは」「立地と物件」「お客様心理と店舗運営」などさまざまな角度から
飲食店舗経営について学ぶほか、外食産業の業界知識をはじめ幅広い知識が身につく
カリキュラムを用意。また、飲食店開業に向けた事業計画の立て方など、開業ノウハウを
身につけます。

農業や水産業、観光業など地域の産業などにも視野を広げ、地域のコミュニティの中
で、飲食店を開業する意義や果たす役割についても考察。自らの店舗経営はもちろん、
食のビジネスへの協働、さらなる展開を見据える力を養います。

グローバルな視点を持つ
農産物の国際基準「G‐GAP」や、海のエコラベル「MSC認証」、また、価値観や宗教上
の理由で食を制約する「ベジタリアン・ビーガン・ハラール」など、世界レベルで「食」にま
つわる背景や国際問題について学習し、世界に発信する日本料理を創造するために不
可欠な、国際感覚を身につけます。
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CURRICULUM ［カリキュラム］

ホームルーム　9:00〜9:10 MON. TUE. WED. THU. FRI.

1 限目	 9:10〜10:40 英語
コミュニケーションⅡ

日本料理実習Ⅱ
（グループ実習）

日本料理実習Ⅱ
（グループ実習）

日本料理実習Ⅱ
（個人実習）

食環境
マネジメント概論

2 限目	 10:50〜12:20 キャリアデザイン

3 限目	 13:10〜14:40

日本料理理論Ⅱ
日本料理実習Ⅱ

（グループ実習）
日本料理実習Ⅱ

（グループ実習）
日本

食文化概論Ⅱ

4 限目	 14:50〜16:20

放課後 教室開放 教室開放 教室開放 教室開放

第 1 学年 第 2 学年

実習 実習／演習講習・講義 講習・講義

授業は「個人実習」「グループ実習」の２種類の形式で進行。「個人実習」では、個人技能
（包丁技術の正確さ、器具の扱い、食材の扱いなど）を習得し、「グループ実習」では、料
理をつくるために求められる「段取り力」を身につけ、季節のコース料理（会席料理）を仕
上げる力を習得する。

 日本料理実習（588時間）

会席料理をつくるために必要な調理法（椀物、造り、焼物、煮物、揚げ物、蒸し物）の種
類と特徴を理解し、季節ごとの食材の特徴、扱いを理解し、状態の良し悪しの見極めが
できる力を身につける。

 日本料理理論（140時間）

おいしさを構成する諸要素や人がこれらを感じる仕組みを理解し、調理法の違いにより食
材がどのような影響を受けるかを学ぶ。食材の特徴を研究し食材に適した調理法を導き出
し、最終課題として献立を作成する（完成した献立は日本料理実習Ⅱで再現し提供する力
をつける）。

 日本料理理論Ⅱ（140時間）

会席料理をつくるために求められる日本料理の知識や歴史背景を身につける。器の知
識（種類・扱い方）を学び最終的には器と盛り付けの関係性を理解する。日本料理の
中でも欠かせない米や調味料の知識、食材の流通、重詰料理に至るまでを学ぶ。

 日本食文化概論（56時間）

食を取り巻く周辺知識（日本酒、日本茶、設え）の知識を身につける。グローバルな視点から
「精進料理」を学び、最終的には会席料理を総合的にコーディネートする力を習得する。

 日本食文化概論Ⅱ（56時間）

外食産業の流行を知り、飲食店経営において必要な知識を身につけ、学習した内容を
もとに自身が考える店舗計画、メニューブックを作成できる力を養う。

 食ビジネス概論（28時間）
現在までの学生生活が、社会人としてのキャリアにどう繋がるかを振り返り、「自己理解」
「他者理解」「業界・社会理解」の観点から、飲食業界人としてキャリアを形成するため
の素養を身につける。

 キャリアデザイン（28時間）

食材の見極め、下処理、仕込み、すし飯の合わせ方を理解する。握りずしの手順を理解
し、反復練習を行い、所作を身につける。すしのバリエーションとして巻きずし、棒ずし、ち
らしずしが再現できることを目標とする。

 すし実習（112時間）

飲食に関わる健康危害を理解し、発生要因や予防方法を考える。「HACCPの考え方
を取り入れた衛生管理」を学ぶことで、経験だけに頼らない根拠に基づいた衛生管理
を理解し、履修後には、調理従事者として食中毒や異物混入など、食品事故を起こさ
ないための内容を身につけて、食材の衛生的な取り扱い方を習得する。

 飲食店HACCP（56時間）

飲食業の国際化に伴い、G－GAP、MＳC、SDGｓ等といった国際基準や、その活動の背
景にある国際課題と周辺知識について学ぶと同時に、観光業や農水産業など地域産業と
の協働による飲食店の開業に向けての事業計画を、シミュレーションする力を身につける。

 食環境マネジメント概論（56時間）

会席料理の献立（コースメニュー）を正しい英語表記で表現でき、外国人を飲食店で接
客する際に必要な表現（日本料理の食材に関する説明やおいしさに関係する表現も
含む）を英語で発音、聞き取る力を習得する。

 英語コミュニケーションⅠ（28時間）

日本料理（コース料理を含む）について英語で順序だてて説明することができ、日本料理
に関する情報を外国語で発信できる力を習得する。

 英語コミュニケーションⅡ（28時間）

1年目で身につけた正確な個人技能を磨き、さらにスピードアップさせ習得する。料理を
提供するための「段取り力」をさらに磨き、課題に応じたメニューの考案と日本料理の季
節のコース料理（会席料理）が再現できる。
技能の習得にともない実習スタイルも段階を経てレベルアップする。

 日本料理実習 Ⅱ （616時間）

ホームルーム　9:00〜9:10 MON. TUE. WED. THU. FRI.

1 限目	 9:10〜10:40

日本料理実習
（個人実習）

日本料理理論

飲食店
HACCP

日本料理実習
（個人実習）

すし実習

2 限目	 10:50〜12:20 英語
コミュニケーションⅠ

3 限目	 13:10〜14:40

日本
食文化概論

日本料理実習
（個人実習）

日本料理実習
（個人実習）

食ビジネス概論 日本料理理論

4 限目	 14:50〜16:20

放課後 教室開放 教室開放 教室開放 教室開放

1週間の時間割例 （2022年度予定） 1週間の時間割例 （2022年度予定）

※教室開放…教室を開放していますので、自分の苦手な技術などを練習することも可能です。 ※教室開放…教室を開放していますので、自分の苦手な技術などを練習することも可能です。
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日本料理本科
1 年制

「 毎 日 が 日 本 料 理 」の 1 年 間 で
現 場 即 戦 力 を 育 成 す る 。

日本料理を極めていくための学びに特化した学科。それが、日本料理本科です。

日本料理の技法を基礎から徹底的に身につけ、

「すし」「てんぷら」といった現場で強く求められる専門料理の技術も追求。

包丁を手にしない日はない、「毎日が日本料理」となる濃厚な1年間は、

現場で即戦力として活躍できる人材を育てるうえで、決して短くはありません。

卒業後、自信を持ってプロとしての第一歩を踏み出すことができます。

SPECIAL FEATURE ［学科の特長］

01

02

即戦力としての実力を
1年間で磨き上げる

基礎から専門料理まで

個人実習で調理法や食材について学び、翌日のグループ実習で同じ調理法や食材

を使った料理に取り組むなど、テーマに沿って連動する“毎日実習”を展開。日本料理

をつくることに1年間徹底して向き合い、現場即戦力を育てます。

「すし」「てんぷら」は、世界の多くの人々がイメージする日本料理の代表。日本料理

本科では、日本料理の基礎とともに、これらの専門料理や日本料理の背景にある文

化などへの理解も深め、国際舞台でも活躍できる素養を育てます。

日本料理の代表「すし」「てんぷら」を学ぶ 本格的な会席料理を再現する
日本料理の代表として、多くの現場で求められる「すし」「てんぷら」の技法についても学
習。それぞれの専門店での実績を持つ講師の指導で、すしの専門実習や、てんぷらを揚
げる技術の習得に徹底して取り組む実習などを行います。

「温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく」すべての料理をおいしい状態で提供するた
めには、料理の再現だけでなく、計画性とチームワークが重要です。本学科では、1年間
の集大成として「会席料理」を仕上げ、器の種類や扱い方、器と盛り付けの関係性への
理解も深めます。

効果的に連動する実習 自ら考え、動く力を身につける
日本料理本科の時間割は“毎日が実習”。基本技法を何度も繰り返して練習する「個人
実習」や、事前学習した動画教材と実際の手の動きとの細かな違いを確かめながら進め
る反転授業などにより、高度な技術を確実に身につけます。

実習では「自ら考え、つくる」ことを基本とし、実習時の計画表も学生自らが作成します。
また、現場でのさまざまな要望に応えられるよう、「自ら考え、動く」ことも実践し、どのような
現場でも対応できる力を磨きます。
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CURRICULUM ［カリキュラム］

第 1 学年

実習 講習・講義

授業は「個人実習」「グループ実習」の２種類の形式で進行。「個人実習」では、個人技能
（包丁技術の正確さ、器具の扱い、食材の扱いなど）を習得し、「グループ実習」では、料
理をつくるために求められる「段取り力」を身につけ、季節のコース料理（会席料理）を仕
上げる力を習得する。

 日本料理実習（588時間）

会席料理をつくるために必要な調理法（椀物、造り、焼物、煮物、揚げ物、蒸し物）の種
類と特徴を理解し、季節ごとの食材の特徴、扱いを理解し、状態の良し悪しの見極めが
できる力を身につける。

 日本料理理論（140時間）

会席料理をつくるために求められる日本料理の知識や歴史的背景を身につける。器の
知識（種類・扱い方）を学び最終的には器と盛り付けの関係性を理解する。日本料理
の中でも欠かせない米や調味料の知識、食材の流通、重詰料理に至るまでを学ぶ。

 日本食文化概論（56時間）

食材の見極め、下処理、仕込み、すし飯の合わせ方を理解する。握りずしの手順を理解
し、反復練習を行い、所作を身につける。すしのバリエーションとして巻きずし、棒ずし、ち
らしずしが再現できることを目標とする。

 すし実習（112時間）

飲食に関わる健康危害を理解し、発生要因や予防方法を考える。「HACCPの考え方
を取り入れた衛生管理」を学ぶことで、経験だけに頼らない根拠に基づいた衛生管理
を理解し、履修後には、調理従事者として食中毒や異物混入など、食品事故を起こさ
ないための内容を身につけて、食材の衛生的な取り扱い方を習得する。

 飲食店HACCP（56時間）

現在までの学生生活が、社会人としてのキャリアにどう繋がるかを振り返り、「自己理解」
「他者理解」「業界・社会理解」の観点から、飲食業界人としてキャリアを形成するため
の素養を身につける。

 キャリアデザイン（28時間）

ホームルーム　9:00〜9:10 MON. TUE. WED. THU. FRI.

1 限目	 9:10〜10:40
日本料理実習
（個人実習）

日本料理実習
（グループ実習）

キャリアデザイン

すし実習 すし実習

2 限目	 10:50〜12:20 飲食店HACCP

3 限目	 13:10〜14:40

日本料理理論
日本料理実習

（グループ実習）
日本料理実習
（個人実習）

すし実習
日本

食文化概論

4 限目	 14:50〜16:20

放課後 教室開放 教室開放 教室開放 教室開放

1

事前に動画を見てポイントを確認することで理解度が上がります。実践しながら意見を出し合うこ

とで、改善点を導き出せるので、実習時間をより深い学びの場にすることができます。

習熟レベルに応じて、実習の内容も段階的にレベルアップしていくのが「日本料理実習」の大きな特長。

基礎から一歩ずつステップを重ね、プロの現場で求められる力を着実に磨き上げていくカリキュラムを築いています。

事前に自宅などで
動画を見てポイント
の確認をし、用紙に
書きだす。

学生同士で指摘し
あいながら実践。で
きたこととできなかっ
たことを書きだす。

先生が見本を見せ
る。再確認をしなが
ら、自分たちだけでは
学び取れなかったこ
とに気づく。

さらに個人で実践。
指摘されたことや振
り返りで気づいたこ
とを実行し、学びを
深める。

32 4

  日本料理実習  日本料理実習

お客様への提供シーンまでも再現する。
学生が交替で「お客様」役を演じ、日本料理店などプロの現場を再現。課題として完成させた料理を
順番に「お客様」に提供し、試食・評価をしあうといった、本格的なロールプレイングを実践します。

実習当日まで課題は秘密?! 応用力を養う。
事前に課題メニューが知らされるこれまでの実習と違い、当日ギリギリに発表される課題に挑戦。とは言
え、内容は過去の実習の応用（調理法は同じだが食材が異なる等）。より実践的な対応力が磨けます。

前日から仕込みを行い、
当日は1日かけて課題に挑戦。

1年目の
「正確性」に加え、さらに
「スピードアップ」を追求。

最大のテーマは「正確性」。
基本技法を確実に身につける。

グループで協力しあって
課題メニューに挑戦。

グループで取り組む実習の「第2段階」。実習前日にミーティングや
仕込みを行い、当日はグループごとにミーティング時に作成した工
程表に沿って、まる1日かけて料理を完成させていきます。

1年目に続き、日本料理の技法について徹
底的に練習。すべて一人でやり切ることで自
信と実力を磨きます。1年目に磨いた「正確
性」に加えて、2年目は「スピードアップ」が重
点テーマに。

「切る・焼く・煮る・蒸す・揚げる」の5つの基本技法を習得。各自事
前に動画教材で手順を確認し、実習当日は先生の指導のもとで繰
り返し練習します。「正確性」の追求が第一の目標です。

すべての料理を同時に最適な状態で提供するための段取りをふま
えたタイムスケジュール作成や役割分担、チームワークなど、プロの
現場に通用する実践力を養うための「第1段階」となる実習です。

動画教材を
CHECK!反転授業

技術力のレベルに合わせて変化する実習スタイル技術力のレベルに合わせて変化する実習スタイル

日本料理クリエイティブ経営学科 日本料理本科

個人実習

個人実習

グループ実習

グループ実習

グループ実習

グループ実習

前
期

後
期

第
２
学
年

グ
ル
ー
プ
実
習

前
期

後
期

第
１
学
年

個
人
実
習

LE
VE

L.  
1

LE
VE

L.  
2

LE
VE

L.  
3

LE
VE

L.  
4

START !

理解度がさらにUP

1週間の時間割例 （2022年度予定）

※教室開放…教室を開放していますので、自分の苦手な技術などを練習することも可能です。
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神奈川県出身
辻調理1989年卒／フランス校1989年卒
フランス「ムーランド・マルトレー」「ポール・ボキューズ」で
研修。1級レストランサービス技能士。第13回メートル・
ド・セルヴィス杯2位。フランスチーズ鑑評騎士シュヴァ
リエ。G20大阪サミット首脳夕食会サービス担当。

大阪府出身
辻調理2005年卒
フランス「レストラン・ラ・グランビーニュ」で研修。ホテル
グランヴィア大阪にて勤務。全日本司厨士協会関西地
方大阪府本部主催第34回料理コンクール【26歳以上
の部】	第2位

兵庫県出身
辻調理1979年卒
フランス「フェルム・サンシメオン」で研修。

三重県出身
辻調理2014年卒／調理技研2015年卒
大阪「プレスキル」で勤務。G20大阪サミット首脳夕食
会サービス担当。2級レストランサービス技能士。

伊藤 健人

愛知県出身
辻調理2017年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に協力。３級レ
ストランサービス技能士。

入船 菜摘

山口県出身
辻調理2020年卒
３級レストランサービス技能士。

藤井 咲希

岐阜県出身
辻調理2011年卒／辻製菓2012年卒
フランス「メゾン・ブラス」で研修。TV「上沼恵美子の
おしゃべりクッキング」に協力。「海の恵み	食の底力	
JAPAN」レシピ開発協力。G20大阪サミット首脳夕食
会調理担当。製菓衛生師。

永田 智大

浅井 奈佑子

秋場 直純

赤井 幸之助

岐阜県出身
エコール大阪（仏・伊）1993年卒
フランス「ル・ラピート」で研修。TV「いつでも笑みを！」出
演、TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」にレギュ
ラー出演中。2014年アンドレ・ジュネ杯　第11回料理コ
ンクール優勝。G20大阪サミット首脳夕食会調理担当。

香川県出身
辻調理2016年卒／調理技研2017年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に協力。

千葉県出身
辻調理1987年卒／辻ホテル観光1988年卒
フランス「ベルジェ・デ・ドンブ」「ポール・ボキューズ」で研
修。フランスチーズ鑑評騎士オフィシエ、ギルド・アンテル
ナショナル・デ・フロマジェ会員。

香西 将吾

小池 浩司

小柴 隆司

専門調理師

日本料理
J a p a n e s e

大阪府出身
辻調理1988年卒／調理技研1989年卒
TV「包丁いっぽん」「どっちの料理ショー」「上沼恵美子
のおしゃべりクッキング」「信長のシェフ」に協力。

大阪府出身
辻調理1981年卒
北京「新世紀飯店」で技術指導。

石田 充

池田 恭久 専門調理師

専門調理師

福岡県出身／エコール大阪（仏・伊）2004年卒
調理技研2005年卒
１級レストランサービス技能士。日本ソムリエ協会認定
「ソムリエ資格」。TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキ
ング」に協力。G20大阪サミット首脳夕食会サービス担
当。

西口 拓志

香川県出身
辻調理2014年卒／調理技研2015年卒
G20大阪サミット首脳夕食会サービス担当。TV「上沼恵美子
のおしゃべりクッキング」に協力。全日本司厨士協会関西地方
本部大阪府本部主催「第38回料理コンクール」26歳以上
の部1位。「海の恵み	食の底力	JAPAN」レシピ開発協力。

新居 寛章

奈良県出身
辻調理1988年卒
フランス「オルシ」、イタリア「ラ・フラスカ」で研修。イタリア
「I.C.I.F.」へ留学。TV「どっちの料理ショー」に出演。

野上 昌徳 専門調理師

奈良県出身／エコール大阪（仏・伊）1990年卒
フランス校1990年卒
フランス「ラ・ロティスリー・ド・シャンベルタン」、「ジャン・
ポール・ティベール」、「オーベルジュ・ド・ヴュー・ピュイ」、
大阪「帝国ホテル大阪」、京都「ホテルグランヴィア京
都」で研修。G20大阪サミット首脳夕食会調理担当。

野口 直樹 専門調理師

大阪府出身
辻調理1983年卒／フランス校1983年卒
フランス「ブーリヨ」で研修。新聞社取材に協力や「月刊
専門料理」の掲載料理を担当。

橋本 忠史 専門調理師

東京都出身
辻調理1988年卒
フランス「コート・ドール」で研修。第21回世界料理オリ
ンピック大会リージョナルチーム「総合シルバー」受賞。
「大阪府知事賞」受賞。

高岡 和也 専門調理師

兵庫県出身
辻調理2019年卒

田中 雄大

大阪府出身
辻調理1986年卒／辻ホテル観光スクール1988年卒
「ホテルニューオータニ大阪」「ホテルクラウンパレス浜松」で勤
務。TV「グレーテルのかまど」に協力。日本ソムリエ協会認定「ソム
リエ資格」。日本バリスタ協会認定「バリスタレベル1資格」。日本
酒サービス研究会・酒匠研究会	連合会認定「唎酒師資格」。

中谷 聡博

三重県出身
辻調理1984年卒
フランス「ラ・フェルム・サンシメオン」で研修。TV「料理
大学」に出演。

田中 博澄 専門調理師

三重県出身
辻調理2013年卒
「志麻観光ホテル」で勤務。

杉谷 政徳

大阪府出身／辻ホテル観光1995年卒
辻調理1996年卒／フランス校1997年卒
フランス「レストラン・ギィ・ラソゼ」、沖縄「JALプライベー
トリゾートオクマ」で研修。１級レストランサービス技能
士、ソムリエ、フランスチーズ鑑評騎士シュヴァリエ。
G20大阪サミット首脳夕食会サービス担当。

炭田 幸亮 専門調理師

鹿児島県出身
辻調理1989年卒／調理技研1990年卒
フランス「ボー・セジュール」で研修。九州・沖縄サミット
「首脳社交晩餐会」料理スタッフとして参加。

瀨口 勤子 専門調理師

福岡県出身
辻調理1989年卒／フランス校1989年卒
フランス「ホテル・シオテル」「ホテル・マノンデソース」
「ベルナール・ロワゾー」、イタリア「リストランテ・サンマ
ルコ」で研修。イタリア「Ｉ．Ｃ．Ｉ．Ｆ」留学。2000年の沖縄
サミットでは料理制作スタッフとして参加。

瀨口 智博 専門調理師

専門調理師

専門調理師

多方面で活躍する〈辻調理師専門学校〉の先生たちは、つくるプロであり、教えるプロ。自らも学び続ける姿勢を持ち続け、熱意あふれる授業で一人ひとりを

食の世界へと導きます。授業はもちろん、学生生活や進路決定もスムーズにいくよう担当職員たちも親身にサポート。心をひとつにみなさんの成長を見守り、

夢に向かって進んでいけるよう応援します。

自ら学ぼうとする強い意志を、全力で支える。

教職員一覧
L I ST  o f  TEAC H E R S

西洋料理
F re n c h  &  I t a l i a n
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香川県出身／エコール大阪（仏・伊）1996年卒
フランス校1996年卒
フランス「ピック」「レ・ゾ・ヴィヴ」「ルージェ」で研修。
G20大阪サミット首脳夕食会調理担当。

大西 章仁

内田 幸男
愛知県出身／エコール大阪（仏・伊）1993年卒
フランス校1993年卒
フランス「ギー・サヴォワ」「マ・ダルティニュー」、大阪「ホ
テル阪急インターナショナル」「帝国ホテル大阪」で研
修。フランスチーズ鑑評騎士シュヴァリエ、チーズプロ
フェッショナル。

大阪府出身
辻調理2012年卒
東京「エネコ東京」で研修。	全日本司厨士協会	関西
地方大阪府本部主催	第33回料理コンクール【26歳
未満の部】大阪府知事賞（第1位）。G20大阪サミット
首脳夕食会調理担当。

大阪府出身
辻調理1978年卒
フランス「ポール・ボキューズ」「コート・ドール」「ブー
リヨ」、ドイツ「メッカライ」で研修。TV「どっちの料理
ショー」に出演。

大阪府出身
辻調理2017年卒

滋賀県出身
辻調理2017年卒

北海道出身
エコール大阪（仏・伊）1994年卒
フランス・リヨン	レストラン「マチュ・ヴィアネ」にて研修。
大阪「ホテル阪急インターナショナル」、「ホテルモントレ	
グラスミア大阪」へ出向。

森下 豊

森 祐貴

宮本 滋

松尾 玲奈

堀井 比奈

大阪府出身
辻調理1978年卒
フランス「ピラミッド」「タイユヴァン」「ロアジス」で研修。
TV「どっちの料理ショー」に出演。2011年「なにわの名
工」受章。2013年「大阪府知事賞」受賞。2016年厚
生労働大臣表彰。

分林 眞人 専門調理師

専門調理師

専門調理師

福岡県出身
辻調理2017年卒／フランス校2018年卒
フランス「レストラン・ラ・シブレット」で研修。

大阪府出身
辻調理2015年卒
東京「エネコ東京」で研修。TV「上沼恵美子のおしゃべ
りクッキング」に協力。

鳥取県出身
辻調理1991年卒／調理技研1992年卒
フランス「ピラミッド」で研修。TV「上沼恵美子のおしゃ
べりクッキング」に出演。G20大阪サミット首脳夕食会
調理担当。

山﨑 頌悟

若林 知人

山田 広一郎

専門調理師

森脇 桃子

和歌山県出身
辻調理2013年卒／調理技研2014年卒
フランス「レ・モレニエール」で研修。TV「上沼恵美子の
おしゃべりクッキング」に協力。

岡山県出身
辻調理1987年卒
フランス「オルシ」、イタリア「アンティーカ・オステリーア・
デル・ポンテ」などで研修。イタリア「I.C.I.F.」へ留学。

福井県出身
辻調理1977年卒
フランス「ミシェル・ゲラール」イタリア「ITALCOOK」で
研修。沖縄「JALプライベートリゾートオクマ」総料理長と
して出向。TV「どっちの料理ショー」に出演。

尾崎 一正

小川 寿 専門調理師

専門調理師

千葉県出身
辻調理1980年卒
イタリア「ハリーズ・バー」「パラクッキ・ロカンダ・デッラン
ジェロ」、スペイン「サラカイン」で研修。	TV「アイアン
シェフ」、「料理大学」に出演。

大阪府出身
辻調理2016年卒／フランス校2017年卒
フランス「ベルナール・ロワゾー」で研修。

川畑 知和

可児 慶大 専門調理師

川野 航大
長野県出身
辻調理2012年卒／辻製菓2013年卒
製菓技研2014年卒
リーガロイヤルホテル勤務経験。全日本司厨士協会関
西地方本部大阪府本部主催「第36回料理コンクー
ル」26歳未満の部2位。

大阪府出身
辻調理1980年卒
雑誌「暮らしの手帖」取材協力。

大阪府出身
辻調理1990年卒
イタリア「アカデミアリアチ」へ留学。ラジオ「おはよう
パーソナリティ道上洋三です」に協力。

此上 潤

小竹 牧 専門調理師

専門調理師

大阪府出身
辻調理2012年卒／調理技研2013年卒
２級レストランサービス技能士。TV「上沼恵美子のお
しゃべりクッキング」に協力。

紫藤 いづみ

古俣 勝
新潟県出身／辻調理1982年卒
フランス「ラムロワーズ」で研修。TV「アイアンシェフ」
「どっちの料理ショー」「ためしてガッテン」などに出演。
著書「調理法別フランス料理」（共著）九州・沖縄サミッ
ト「首脳晩餐会」料理担当、大阪司厨士協会第16回
料理コンクール「最優秀賞・大阪府知事賞」受賞。

専門調理師

専門調理師

静岡県出身
辻調理1990年卒
在タイ日本大使館「タイ人公邸料理人育成指導教室」
で技術指導。タイ人公邸料理人巡回指導、日本人公
邸料理人巡回指導。毎日新聞「落語食堂」担当。

太田 好成 専門調理師

和歌山県出身
辻調理1986年卒
TV「どっちの料理ショー」「ひみつの嵐ちゃん」に出演。
毎日新聞「美食地質学入門」に協力。新聞社主催料
理教室講師を務める。

大引 伸昭 専門調理師

新潟県出身
辻調理2019年卒

小川 雅史

新潟県出身
辻調理1988年卒／調理技研1989年卒
TV「ためしてガッテン」「あさイチ」、TVドラマ「高校生レ
ストラン」「みをつくし料理帖」などに出演・協力。東京都
内の料亭、割烹、そば会席店に勤務経験あり。毎日新聞
「落語食堂」担当。

岡田 裕 専門調理師

大阪府出身
辻調理1997年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」にレギュラー
出演中。ドラマ「高校生レストラン」等、多数協力。G20
大阪サミット首脳夕食会調理担当。

岡本 健二 専門調理師

香川県出身
辻調理1985年卒
NHK「京都人の密かな愉しみ」にて技術指導。日本酒
サービス研究会・酒匠研究会連合認定（唎酒師資格）
日本ソムリエ協会認定「SAKE	DIPLOMA」資格。北京
「新世紀飯店」で技術指導。地域振興イベントに協力。

小川 健 専門調理師

音部 暖菜
福岡県出身／エコール大阪（日本）2007年卒
調理技研2008年卒
タイの大学「Dusit	Thani	College（デュシタニ・カレッ
ジ）」で技術指導。G20大阪サミット首脳夕食会調理担
当

専門調理師

兵庫県出身
辻調理2006年卒／フランス校2007年卒
フランス「ミッシェル・ゲラール」で研修。

紫藤 慧

専門調理師鈴木 照美
静岡県出身
エコール大阪（日本）1997年卒
大阪「吉兆」、「ミクニプリヴェ（寿司部門）」で勤務。
ニューヨーク「ブラッシュストローク」に出向。第6回日本
料理コンペティション3位。G20大阪サミット首脳夕食
会調理担当。
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中国料理
C h i n e s e

川﨑 元太

河合 鉱造

中島 圭佑

塘 和英石川 智之

掃部 梓

杉本 亜紗美

佐藤 初樹

河野 篤史

木野 萌香

河南 美花

河野 晶子

東 庸介
食生活と健康 担当

天野 絵美
食生活と健康 担当

泉谷 麻衣子
食品の安全と衛生 担当

岡田 知子
飲食キャリア概論、
インターンシップ、
飲食キャリア概論Ⅱ 担当

加藤 直美
食品と栄養 担当

鎌田 陽子
食生活と健康 担当

川田 優子
食品の安全と衛生、
ＨＡＣＣＰ演習 担当

桐原 清武
飲食キャリア概論、
飲食キャリア概論Ⅱ 担当

多々羅 平
料理のための外国語 担当

中嶋 麗
マネジメント論 担当

栗田 直美
食品の安全と衛生 担当

河野 美菜
食品と栄養 担当

小阪 ひろみ
料理のための外国語 担当

近藤 乃里子
料理のための外国語 担当

酒井 芙弥子
食品と栄養 担当

正戸 あゆみ
料理のための外国語 担当

新宮 泰彦
マネジメント論 担当

杉本 智美
食品の安全と衛生 担当

東條 孝文
食品の安全と衛生、
ＨＡＣＣＰ演習 担当

中嶋 章裕
飲食キャリア概論、
インターンシップ 担当

西岡 杏奈
料理のための外国語 担当

畑川 美耶子
食品と栄養 担当

原田 智子
食品と栄養 担当

三好 恵理奈
食品と栄養 担当

八木 尚子
料理のための外国語 担当

矢野 諒子
料理のための外国語 担当

教養科目 Education

専門調理師

専門調理師

専門調理師

専門調理師

専門調理師

専門調理師

専門調理師

神奈川県出身
辻調理2016年卒

兵庫県出身
辻調理2015年卒／調理技研2016年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」協力。

愛知県出身
辻調理2019年卒

大阪府出身
辻調理1998年卒
「広東菜	倉又オーパスワン」で勤務。

三重県出身
辻調理2012年卒／調理技研2013年卒

京都府出身
辻調理2009年卒／調理技研2010年卒

谷 康行 専門調理師

和歌山県出身
辻調理1976年卒
台湾「蓮園餐廰」で研修。大阪国際グルメフェア中国コ
ンクール「最優秀賞」受賞。TV「どっちの料理ショー」に
出演。

佐賀県出身
辻調理1988年卒
日中協主催中国料理コンクールにて‘11年準グランプリ、
‘14年金賞受賞、営養薬膳師国際資格。

北海道出身
辻調理2007年卒
‘17食博覧会中国料理コンクール熱菜畜禽部門にて
文部科学大臣賞受賞。大阪府青年優秀技能者表彰
「なにわの名工若葉賞」受賞。TV「グレーテルのかま
ど」、「二人の食卓」に協力。

西浜 康之 専門調理師

広島県出身
辻調理1980年卒
台湾「福華大飯店」、香港「ハイアット・リージェンシーホ
テル」で研修。TV「どっちの料理ショー」、雑誌「食彩浪
漫」に協力。

宮崎 耕一

松田 雄大

堀内 眞二

船渡 兼市 専門調理師

専門調理師

専門調理師

岐阜県出身
辻調理2003年卒
香港「百楽潮州鮑魚飯店」で研修。TV「上沼恵美子の
おしゃべりクッキング」に協力。‘17食博覧会中国料理コ
ンクール熱菜魚介部門にて農林水産大臣賞受賞。

大阪府出身
辻調理1981年卒
香港「麒麟閣酒家」で研修。TV「どっちの料理ショー」
に出演。

奈良県出身
辻調理2015年卒／調理技研2016年卒
‘17食博覧会中国料理コンクール熱菜畜禽部門にて
大阪市長賞受賞。TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキ
ング」に協力。

茨城県出身
辻調理1991年卒／調理技研1992年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に出演。

矢尾板 渉 専門調理師

群馬県出身
辻調理1989年卒／調理技研1990年卒
香港「マンダリンオリエンタルホテル」で研修。TV「きょう
の料理」「料理の「り」」に出演。

大和 泰稀

岡山県出身
辻調理2017年卒

横田 彰 専門調理師

山口県出身
辻調理1980年卒
台湾「樺慶川菜餐廰」「福華大飯店」で研修。TV「どっ
ちの料理ショー」に出演。

吉岡 勝美 専門調理師

兵庫県出身
辻調理1976年卒
香港「敬賓酒家」「ホテル・フラマー」、広州「広東大厦・潮苑
春」で研修。TV「アイアンシェフ」「どっちの料理ショー」「きょう
の料理」に出演。著書「よくわかる中国料理基礎の基礎」「ス
チーム中華」「新しい中国点心」。「大阪府知事賞」受賞。

髙井 夏美

大阪府出身
辻調理2013年卒／調理技研2014年卒
毎日新聞「落語食堂」に協力。「奈良県立なら食と農の
魅力創造国際大学校」で授業協力。

竹本 正勝 専門調理師

広島県出身
辻調理1991年卒
ニューヨーク「ブラッシュストローク」に出向。G20大阪サ
ミット首脳夕食会調理担当。

中林 直也 専門調理師

和歌山県出身
辻調理1990年卒／調理技研1991年卒
新聞社主催の料理教室講師を務める他、生活情報誌
へ協力。

中村 泰弘 専門調理師

大阪府出身
辻調理1989年卒
ニューヨーク総領事館へ出向し、「外務大臣表彰」授与。
日本人公邸料理人巡回指導。毎日新聞「落語食堂」担
当。

辻原 麻歩

兵庫県出身
辻調理2020年卒

西垣 富雄 専門調理師

京都府出身
辻調理1982年卒
リーガロイヤルホテル内「吉兆」で勤務。

橋本 宣勝 専門調理師

奈良県出身
辻調理1982年卒
在フランス・パリOECD（経済協力開発機構）大使館へ
出向。北京「新世紀飯店」で技術指導。TV「どっちの料
理ショー」など出演多数。書籍にも数多く携わる。

長谷川 晃 専門調理師

新潟県出身
辻調理1996年卒／調理技研1997年卒
第3回日本料理コンペティション優勝。TV「8時です、生
放送」（J：COM）出演。TV「どっちの料理ショー」制作協
力。毎日新聞「美食地質学入門」に協力。G20大阪サ
ミット首脳夕食会調理担当。

服部 勝人 専門調理師

大阪府出身
辻調理1981年卒
京都嵐山「吉兆」で勤務。毎日新聞「落語食堂」担当。

濱本 良司 専門調理師

大阪府出身
辻調理1986年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に出演。TV
「どっちの料理ショー」に出演。「奈良県立なら食と農
の魅力創造国際大学校」で授業協力。

堀井 翔 専門調理師

大阪府出身
辻調理2010年卒
福喜鮨で７年間の勤務経験。

松島 愛 専門調理師

奈良県出身
辻調理1996年卒
「辻調の楽しい食卓」に出演。毎日新聞「落語食堂」
「美食地質学入門」に協力。タイの大学「Dusit	Thani	
College（デュシタニ・カレッジ）」で技術指導。G20大阪
サミット首脳夕食会調理担当。

松本 善博 専門調理師

大阪府出身
辻調理1977年卒
在アメリカ日本大使館へ出向。「武庫川女子大学」授
業協力。

鞠山 拓磨 専門調理師

石川県出身
辻調理2013年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に協力。

簾 達也 専門調理師

東京都出身
エコール東京（日本）1999年卒
TV「どっちの料理ショー」「上沼恵美子のおしゃべりクッ
キング」「世界一受けたい授業」に協力。毎日新聞「美
食地質学入門」に協力。G20大阪サミット首脳夕食会
調理担当。

道上 香琳

神奈川県出身
辻調理2017年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に協力。
NAFICで授業協力。

宮本 薫

大阪府出身
辻調理2019年卒

村島 弘樹 専門調理師

奈良県出身
辻調理1993年卒／調理技研1994年卒
ニューヨーク「ブラッシュストローク」に出向。アメリカの料
理大学「The	Culinary	Institute	Of	America（CIA）」、タ
イの大学「Dusit	Thani	College（デュシタニ・カレッジ）」
で技術指導。G20大阪サミット首脳夕食会調理担当。

森田 夢美衣

大阪府出身
辻調理2014年卒
NAFICで授業協力。

安場 昌子 専門調理師

大阪府出身
辻調理1995年卒／調理技研1996年卒
日本料理アカデミー敢闘賞。「アクトオンＴＶ」に出演。
毎日新聞「落語食堂」「美食地質学入門」に協力。
G20大阪サミット首脳夕食会調理担当。

山下 彰啓 専門調理師

静岡県出身
辻調理1985年卒
大阪市食育イベントに協力。TV「美向上計画〜鈴木
凛子、29歳〜」に出演。

山下 あずさ

兵庫県出身
辻調理2017年卒
NAFICで授業協力。

山本 雅博 専門調理師

奈良県出身
辻調理1989年卒
在タイ日本大使館「タイ人公邸料理人育成指導教室」
で技術指導。タイ人公邸料理人巡回指導、日本人公
邸料理人巡回指導。

湯川 徳之
長野県出身
辻調理1994年卒／調理技研1995年卒
TV「みをつくし料理帖」「おちゃのこSaiSai」に出演。毎
日新聞「落語食堂」「美食地質学入門」に協力。G20
大阪サミット首脳夕食会調理担当。

若林 聡子 専門調理師

大阪府出身
辻調理1992年卒
TV「わいど！ABCで〜す」出演。雑誌「non-no」、
「ChouChou」に取材協力。TV「二人の食卓」に出演。
毎日新聞「美食地質学入門」に協力。

愛知県出身
辻調理1994年卒／調理技研1995年卒
第6回	中国料理世界大会	海外麺点部門「特金賞
（第1位）」を受賞。TV「二人の食卓」「きょうの料理」
に出演。TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」にレ
ギュラー出演中。

大阪府出身
辻調理2016年卒／調理技研2017年卒

愛知県出身
辻調理1977年卒
香港「マンダリンオリエンタルホテル」で研修。TV「二人
の食卓」、「どっちの料理ショー」に出演。

三重県出身
辻調理2011年卒
TV「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」に協力。兵庫	
エクシブ有馬離宮「翆陽」にて研修。
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世界に名だたる一流レストランのシェフや有名パティシエ、伝統を受け継ぐ料亭の料理長など、日本国内はもちろん世界各国から、毎年多くの超一流料理人

たちが特別講師として来校。世界も注目する最高級の技を、目の前で見て、感じて、味わい、料理への哲学や人生観にふれることのできる貴重な機会が多く

用意されています。

世界を牽引する料理人たちから、
多くを学び、感じとる。

特別講師
S P EC IAL  TEAC H E R S

西洋料理 ［エスニック料理含む］

◦「Nabeno-Ism」渡辺雄一郎＊
◦「ポンテベッキオ」山根大助＊
◦「ビランチャ」柿田将宏＊
◦ザ・リッツ・カールトン大阪  フランス料理「ラ・ベ」
　クリストフ・ジベール、中野琢治＊
◦「東京ベイコート倶楽部 RISTORANTE OZIO」
　辻智一＊
◦インド家庭料理研究家　ミラ・メータ
◦「星野リゾート 星のや東京」浜田統之
◦「ソロ  ピッツァ ナポレターナ」牧島昭成
◦「オテル・ド・ヨシノ」手島純也
◦「IL POVERO DIAVOLO」羽田達彦
◦「ラ・ランテルナ・ディ・ジェノバ」ボッフェリ・シルビア
◦「bye bye blues」パトリツィア・ディ・ベネデット
◦「（株）かめいあんじゅ」川原朋之＊

石ヶ辻 ゆいの

結野安雄＊
赤坂四川飯店

陳 建一
かが万

藤原利光＊
インド料理研究家

ミラ・メータ

◦「赤坂四川飯店」陳 建一

◦「杤」杤康憲＊

◦「ホイサム チャイナ TAKE」竹入博人＊

◦「四川飯店 松山店」西尾正＊

◦「水戸プラザホテル 四川飯店」山本邦彦＊

◦「ラヴェニール・チャイナ」今村浩之＊

◦「天外天」中川優＊

◦「本町華都飯店・和歌山華都飯店」 杉田公宏＊

◦「新阪急ホテル」中村潤一＊

◦「リーガロイヤル 皇家龍鳳」余偉民

◦「中国菜房 古谷」古谷哲也＊

◦「名古屋マリオットアソシア 梨杏」賓業藩

◦「ホテルクラウンパレス浜松 鳳凰」李明

中国料理

◦「リーガロイヤルホテル」古澤孝之

◦「E-style」八木えり子

◦「株式会社アルタレーナ」八木俊匡

◦「wineshop FUJIMARU」藤丸智史

その他
［サービス・飲料・器・フラワーアレンジメントなど］

時代にふさわしい、
実践的なカリキュラムを追求。

辻調理師専門学校では、日本を代表する料理人や企業・ホテ

ルの経営者、食文化や農業の専門家といった方 を々お招きし

て「教育課程編成委員会」を組織。定期開催される本委員会

の議論の中から生まれた提言をもとにして、時代にふさわしい

教育を実現できるよう、より質の高いカリキュラム編成に取り

組んでいます。

【2021年度	学外委員一覧（敬称略）】
佐藤	伸二	氏（一般社団法人全日本司厨士協会	京都府本部	名誉会長）／小林	哲	
氏（大阪市立大学経営学研究科	教授）／井村	貢	氏（プリオホールディングスグルー
プ	西東京エリア総料理長	兼	調理部人財担当）／島村	雅晴	氏（有限会社シー・ロ
ジック	日本料理雲鶴	ご主人）／藤城	晶生	氏（リゾートトラスト株式会社	東京ベイコー
ト倶楽部	中国料理眺遊楼	料理長）

日本料理

◦「一汁二菜 うえの」上野法男＊

◦「かが万」藤原利光＊

◦「エクシブ琵琶湖」今川賢治＊

◦「石ヶ辻 ゆいの」結野安雄＊

◦「銀座神谷 木挽庵」神谷昌孝

＊印は卒業生［敬称略・順不同］　※2018〜2021年度実績　※店名とお名前は来校当時のもの

Nabeno-Ism　渡辺雄一郎＊

辻調グループ フランス校　エメ・ナレ

一汁二菜うえの　上野法男＊東京ベイコート倶楽部 RISTORANTE OZIO　辻智一＊
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中国料理実習室 講習室西洋料理実習室 日本料理実習室

在校生 REPORT

〈辻調理師専門学校〉の
最新情報はこちら！

私たち在校生が〈辻調理師専門学校〉の魅力をレポート。

本物にこだわった道具や機器がずらりと並ぶ施設・設備を紹介します！

まるで現場！？

施設・設備はここに注目！

FACILITIES

サッと焼き色をつけるために使う上火だけ
の開放型オーブン。バーナーよりもキレイ
に仕上がります。

なんといっても中国料理は火力の強さが
魅力。中華専用コンロでダイナミックに鍋
振り、がかっこいい！

下火で加熱する焼き床。実習では鮎を串
打ちし塩焼きに。焼き色を見ながら、串を返
すのが楽しい！

辻調の先生、外来の有名シェフが目の前
で料理をつくる講習室。解説しながらつ
くってくれるから理解も深まる！

食材を専用の袋に入れて空気を抜いて
密封する真空包装機。真空包装した食材
を低温で加熱することで、やわらかくジュー
シーに。

料理や季節に合ったお皿を選ぶことも重
要。授業では実物を見ながら、焼き物や塗
り物の種類を学びます。

中華鍋には、片手鍋の「北京鍋」、両手
鍋の「四川鍋」の2種類があるって知って
ました？中華鍋は「炒めもの」「揚げもの」
「煮込み」などの多彩な調理が可能！

スチームと温風で焼く・煮る・蒸すができ
る多機能な調理機器。料理によってガス
オーブンと使い分けています。

ぎょうざの皮をのばす「点心用の麺棒」や
具を包む「あんべら」など、点心の授業は
道具の使い方が重要。

勉強の悩みから食べ歩きのお店まで、先
生への相談は職員室へ。専門書がずらり
と並ぶ図書室もお気に入りの場所です。

キレイな焼き色がつく
サラマンドル。

大きな中華鍋がすっぽり！
中華専用コンロ。

魚や野菜を焼く
「焼き床」もプロ仕様。

先生の華麗なる技術を
目の前でチェック。

低温で加熱する
「真空調理」を可能に。

さまざまな器で
日本の四季を演出。

北京と四川、
2つの鍋を使いこなす。

多機能！
スチームコンベクション。

点心は道具を使って
ひたすら練習。

図書室や職員室など、
学生のための設備も充実。

西洋料理サービス実習室 日本料理サービス実習室 中国料理サービス実習室

こだわりの
道具や機器が

使えます！

西洋・日本・中国、
ジャンルによって

包丁も持ち方も違う。
それがおもしろい！

実習が
いつも楽しみ！

充実の
環境です！

僕は鍋振りが
しやすい「北京鍋」派。
実習では好きな方で

調理できます

知らない機器に
はじめは戸惑うけど、

使っているうちに
体で覚えます！

先生の技術は
やっぱりスゴイ！

理解できるまで質問して
技術を自分のものに！

食材や調理法によってさまざまな包丁が
ある日本料理。包丁の技術はすべての基
本！立ち方から、構え方、包丁の握り方、切
り方など、徹底的にトレーニング。

料理の仕上がりは
包丁の腕次第。

校舎見学の
動画はこちら！
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はじめてカメラを手にしたのは、辻調理師専
門学校生の頃。フランス研修旅行が決まって、
「料理をきれいに撮りたい！」との想いからコン
パクトカメラを購入したのがきっかけです。ほぼ
独学で、カメラの操作を覚えることからはじめ、
機種やレンズの種類、デジタルとフィルムでの
仕上がりの違いなど、知れば知るほど奥が深
い！	その魅力にとりつかれてしまいました。

カメラの奥深さに
惹かれています。

堀井比奈 先生
辻調理師専門学校 西洋料理教員

（辻調理2017年卒）

釣り好きは６歳の頃から。辻調理師専門学校
の学生時代、車の免許より先に、「２級小型
船舶操縦士」の免許を取ったほどです。今は、
明石海峡を中心に「ジギング」という、ルアーを
使って魚を狙う、格闘技のような釣りが中心で
す。あまりにも釣りすぎて手が痛くなった時、病
院のカルテに「ブリの釣りすぎ」と書かれてし
まったことも。

車より先に
「小型船舶」の免許を取得！

学生時代に「なぜ話題になるのか？自分で
行って確かめてみろ」と先生から言われたこ
とから、私の「食べ歩き」は、お店の味を「自
分で確かめる」スタイルを貫いていま
す。和食に限らずジャンルは
さまざまで、卒業生
のお店にも積極
的に訪れて、SNS
の宣伝活動もしてい
ます（笑）。とにかく、
新鮮なお魚と白米が好
きで、気がつけば30年も
通い続けているお店がある
ほどです。

お店の味を「自分で確かめる」
ために食べ歩く

中村泰弘 先生
辻調理師専門学校 日本料理教員

（辻調理1989年卒）

炭田幸亮 先生
辻調理師専門学校 西洋料理教員

（辻調理1996年卒）

小さい頃から歌うのが好き！高校生の時は、多く
て週に1回のペースでカラオケに通っていまし
た。今も、辻調の仲の良い友だち４〜５人でカラ
オケに行きます。そして、家の中では常に歌って
います（笑）。最近、地元の友人のバンド演奏を
見て「かっこいい！」と自分のエレキギターを買い
ました！	ただ今、独学で特訓中。

音楽大好き！ 歌うの大好き！
最近エレキギターを買いました。

熊㟢友希 さん
調理技術マネジメント学科 2年生
岐阜・益田清風高校卒

通っていた古着屋さんで見つけた、チャイナ服
に袖を通した時、自分の個性を表現することの
心地よさを実感したのが、高校生のとき。それ
以来、他にない古着やビンテージのアクセサ
リーを身につけるようになりました。料理の世
界をめざす今も、常識にとらわれない新しい世
界を創りたいと思っています。食事を提供する
だけではなく、洋服や雑貨を扱ったり、イベント
を開催したり、他にない店づくりで周りを驚か
せます！

オリジナリティを大切に
古着を自分流に
アレンジしています。

齋藤隼志 さん
調理技術マネジメント学科 2年生
岡山・就実高校卒

高校生まで野球一筋。甲子園をめざすため地
元の京都を離れて寮生活を選択。名門校に
進み頑張っていましたが、高校３年生になる前
に肩と肘を故障し、やむなくマネジャーに転身し
ました。でも、それが、料理の世界をめざすきっ
かけに。選手を支える仕事の大切さを知ること
で、「食事」と「栄養バランス」などに興味を持
つようになり、大学進学も考えましたが、「つく
る」ことで貢献できる道を選択。野球が今の僕
の原点です。

甲子園をめざした３年間
大切に使っていました。

竹下紘叶 さん
調理技術マネジメント学科 ２年生
大阪・関西創価高校卒

日本料理が専門で、フラダンスが趣味！？この
ギャップが、初めて会う方ともぐっと距離を近づ
けるきっかけになっています（笑）。小・中学生
までダンスをしていたので、身体を動かすのは
好き。年齢、性別に関係なく楽しめるフラダン
スの魅力に惹かれました。ハワイの文化にも
興味があって、ロコモコやパンケーキなど、ハワ
イのソウルフードも大好きです。

料理の世界とは全く違う
フラの魅力にハマっています。

宮本薫 先生
辻調理師専門学校 日本料理教員

（辻調理2019年卒）

「料理」の世界をめざしてがんばる先輩や、熱心に指導してくれる先生たち、その情熱は、好きなことにも全力で

注がれています。幼い頃から、入学前から…そのきっかけや種類はさまざま。国内外から熱い仲間が集まる、辻調

理師専門学校では、「コレが好き！」と言って話が弾む友だちや先生がきっと見つかります。

「料理」以外にワクワクする！？ みんなの「コレが好き！」

My favorite!

▲ 今も社会人の草野球によばれたり、弟の練習に
つきあったりしています。

◀ 首に掛けるのが「レイ」、スカートは「パウスカート」と
いいます。

◀ ネクタイをベルトにしたり、トートバックをこしに巻いた
り、その時のインスピレーションで着こなします。地元岡
山の古着屋さんではインスタのモデルにも抜擢。

高校では食物科だったので、その時先生がつ
くってくれたドリンクに感動。なんて美味しいの！
と同じメニューがある「喫茶店」に通うようにな
りました。お気に入りのお店を決めるのではな
く、いろんなお店を訪れてその違いを楽しむの
が好き。特に、ウインナーコーヒーはお店の個
性が出るのでおもしろいですよ。

映える「カフェ」ではなく
「喫茶店」を巡るのが好き！

塩崎亜純 さん
調理技術マネジメント学科 1年生
香川・坂出第一高校卒

SONY α7Ⅱ 
（フルサイズデジタル）

SHIMANO社製
「OCEA JIGGER」

D-CLAW社製 「GOKUUSU 泳」

中学生のころから料理の世界をめざすと決め
ていた僕は、高校２年生の時に寿司割烹の
お店でアルバイトをはじめました。仕事は主に
仕込み。はじめはお店の包丁を使っていました
が、やっぱり自分の包丁が欲しくて、アルバイト
代を貯めて買ったのがこの３本。当時は嬉しく
て、毎日包丁を研いでいました。自分の道具を
持つとモチベーションが違います。

高校生の時、アルバイトで買った
思い入れたっぷりの包丁。

赤松和真 さん
調理技術マネジメント学科 １年生
香川・英明高校卒

※インタビューは2020年度に行っています。
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小学生の頃食べていたおばあ

ちゃんの味が大好きで、自然に

日本料理の世界を目指すよう

に。包丁を持つ感覚が鈍らない

ように、毎日必ず、研いだり切り

物をしたりして握っています。

「食の未来を変える」ことをテー

マに活動するサークル「SSP

（食のサスティナブルプロジェ

クト）」を立ち上げました。メン

バーも10人を超え、本格的に動

き出しています。

夕食はアルバイト先で

「まかない」を

いただきます！

これが絶品！

製菓学校の

実習のお菓子を

持って帰ってくれました！

授業の予習を

みんなで確認したり

雑談したり

遠藤 さくら
調理技術マネジメント学科
2年生
栃木・黒磯高校卒

柴田 隼
調理師本科
1年生
高知・岡豊高校卒

長谷川 遼
調理技術マネジメント学科
2年生
愛知・猿投農林高校卒

8:00

17:00

12:30

18:15
14:40

22:30

13:00

学校へ行く前か学校へ行く前か
前日の夜の予習は前日の夜の予習は
ほぼ日課！ほぼ日課！

今日はSSP（食のサスティナブルプロジェクト）
サークル活動の日。

授業の空き時間に
先生に
フランス語を質問！

帰宅後、
後輩とくつろぎタイム！

休憩時間は休憩時間は
みんなで話しているとみんなで話していると
あっという間！あっという間！

毎日包丁を
丁寧に研ぐのが、
私のルーティン。

今日は
シミュレーション実習
のお客様役の日。

17:00
今日は、梅田の今日は、梅田の
イタリアンバルイタリアンバル
「サーモンベーネ」で「サーモンベーネ」で
アルバイト！アルバイト！

※「住居セット型アルバイト」については、辻調ライフサポートブックを参照ください。※2020年取材時の情報です。

アルバイトでは、ホールを担当し

ています。料理を提供する場で

働くことで学ぶことも多く、お客

様や調理場の先輩方とのコミュ

ニケーション力がつきました。

別所 舞里花
調理技術マネジメント学科

2年生
奈良・西の京高校卒

シェ
アマ
ンシ
ョン
型の

寮は
１Fが

共有
スペ
ース

12:30
学校から近いので、学校から近いので、
ランチはランチは
寮の社員食堂で！寮の社員食堂で！

Study!

包丁
は

料理
人の
命で
す

一人暮らし
同じ班の

メンバーは

みんな仲良し！

試食しながら

プロ目線の評価を

していきます！

子ども
食堂
の活
動など

プロジ
ェクト

を

分担し
て進
行中！

今日の実習がスムーズにいくように実習の流れを再チェックします！

「住居セット型アルバイト※」を

利用して一人暮らしをしていま

す。アルバイト先の社員寮に入

れるので、寮費も安くとても助か

ります。しかも学校から徒歩1分！！

ここの
上が

アルバ
イト先

の

とんか
つKY
Kグル

ープの

寮です
！
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辻調理師専門学校の毎日は発見の連続！	日々、新しい学びや友だちに出会います。

楽しい仲間とおいしい料理やお菓子に囲まれたキャンパスライフをスナップ写真で紹介。（写真はすべて学生の撮影です）

SNAPSHOTS !
学生が撮影した

おいしい＆楽しい毎日！

※年度により年間のスケジュールは異なる場合があります。　※2019年度〜2021年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け記載内容とは一部変更して実施しました。

■年間スケジュール

4
Apr.

5
May

6
Jun.

7
Jul.

8
Aug.

9
Sep.

10
Oct.

11
Nov.

12
Dec.

1
Jan.

2
Feb.

3
Mar.

入学式・始業式 卒業式・終業式前期中間試験 後期中間試験

前期期末試験 後期期末試験

夏休み

66 67


