


お菓子をつくるのが好き。

誰かに食べてもらって、「おいしい」と言ってもらえたらうれしい。

一流と呼ばれるパティシエも、出発点は同じ。

さあ、踏み出しましょう。

奥深く、そして果てしなく広がる、お菓子の世界へ。

その選択はきっと、あなたの人生を楽しく豊かにしてくれます。

お菓子の世界で

生きていくと、決めたなら。
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どこまでも奥深く、

どこまでも広がり続けるお菓子の世界。

そのなかで生きていく力とワザを手にしたいなら、

「最高峰」で学ぶのが一番です。

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、

お菓子の世界のトッププロたちにも認められてきました。

それが、辻製菓専門学校。

「ここでしか学べないこと」が、たくさんあります。

日本を代表する

お菓子の学校で学ぶ。
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あなた自身が社会に出た時に、きっと実感することになるでしょう。

お菓子の世界を生きるプロとして、どれほど多くの

「辻製菓専門学校 卒業」という肩書を持つ先輩が

活躍しているかという事実に。

同じ辻調ブランドを背負っている仲間と

支え合う。

それこそが、

お菓子の世界で生きていく上での、

最高の強みとなります。

「辻製菓専門学校 卒業」という

  誇りを持つ。

辻製菓のココがポイント12

お菓子の世界で生きていくと、決めたなら。02

洋菓子08

和菓子10

製パン11
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表紙のお菓子：タルトレット・オ・フリュイ・ルージュ
01.ケック・オ・フリュイ　02.マカロン　03.ドボシュトルテ　04.ムース ショコラ　05.ムース・オ・グリオット　06.あめ細工　
07.ガレット・デ・ロワ　08.フレジエ　09.ショートケーキ　10.マジパン細工　11.ムース フランボワーズ

01 02

03

04 05
06

07 08

09
10

11
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01.きんとん　02.外郎　03.上用饅頭（白上用饅
頭 ／ 織 部 上 用 饅 頭 ／ 桜 上 用 饅 頭）　04.打ち物　
05.練切（はさみ菊）

01 02

03

04
05

01.山食パン　02.ブルーベリーナッツスティック　
03.デニッシュ　04.ドーナッツ　05.バゲット

03

04 05

0201

製パン
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先生

辻製菓の
ココが
ポイント

例え ば、た だ 単 にレシピをな ぞるだ けと

いった授 業 は、辻 製 菓 専 門 学 校では 一 切

行っていません。では、何がどう違うのか？ 

多くの先輩たちに、辻製菓が選 ばれてきた

理由は何なのか？ いくつかのポイントに分

けてご紹介しましょう。

まず注目してもらいたいのが「先生」。
コンテスト受賞やテレビ出演など豊富な実績を持ち、社会で高く評価されている専属の先生たちの存在が、辻製菓の何より大きな強みです。
そんなすごい先生たちがいつもそばにいてくれ、優れた技術や知識のすべてを、学生の成長のために発揮してくれます。

いつも近くで支えてくれる先生が、実は「すごい」人たち！

辻
製
菓
の
コ
コ
が
ポ
イ
ン
ト

ジャンルごとに「専門」の先生が指導。

豊富な経験や研究を
学生の成長のために発揮。

洋菓子、和菓子、製パンと、辻製菓で学べるジャンルは多彩です。しかも指導してくれる先生は、それぞれのジャンルの専門家。
洋菓子のジャンルでもフランス菓子専門の先生からドイツ菓子専門の先生、ウィーン菓子専門の先生までそろっています。
どのジャンルの授業でも、その道のスペシャリストとして実績ある先生が教えてくれるから、より確かな技術や知識が養えるのです。

技術教育にも研鑽を重ねた先生たち。
辻製菓の先生たちは、「つくるプロ」であり、「教えるプロ」でもあります。
大切なことは学生が、“つくったことがある”というレベルから“できる”レベルに到達すること。
製菓・製パン技術のみならず、専門学校における技術教育についてもしっかり研鑽を重ねた先生たちがわかりやすく教えてくれます。

お菓子の本場や有名パティスリーで経験を重ね、おいしさの研究に打ち込んで
きた先生たち。その成果は、国内外のコンテストでの受賞歴やメディアでの活躍
にも結びついています。

学校で使用する教科書はもちろん、書店
にも並ぶパンの専門書に多数協力。一般
の方にも愛用されています。

Eテレ『グレーテルのかまど』の収録で、ヘ
ンゼル役の瀬戸康史さんがお菓子をつく
る工程をサポートしました。

パンの教科書制作に協力

「グレーテルのかまど」で活躍

オーブンレンジやホームベーカリーなど、
家庭用調理器具を使用したメニューを企
業と共同開発しました。

2019年6月に開催された『G20大阪サミッ
ト』にて、会議中のコーヒーブレイクの和
菓子を提供しました。

家庭用調理器具のメニュー開発

国の行事にも協力！

長年ドイツ菓子を探求し続け、2014年12
月に『ドイツ菓子・ウィーン菓子—基本の
技法と伝統のスタイル』を出版しました。

研究成果が専門書に
皆さんもご存じの大手菓子メーカーに
て、新商品のアドバイザーとして協力。企
業からも頼られる存在です。

菓子メーカーのアドバイザー

洋菓子
鈴木 麻紀

先生

洋菓子
長森 昭雄

先生

和菓子
上元 純一

先生

和菓子
松本 有紀

先生

製パン
浅田 紀子

先生

製パン
梶原 慶春

先生
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チャイムが鳴れば即、
「つくる」を実践できる！

本物の味と技術を理解し、
その上で実習に臨める。

お菓子づくりに従事する者として絶対に
知っておくべき知識を身につける。

“つくる”から
“できる”へ
確実にレベルアップ！

専属の先生がいつも近くで
的確なアドバイスをくれる

得た知識をもとに、自分たちで考え、
行動できる仕掛けが満載！

「実習」の授業では、「理論」の授業でしっかり予習をするの
で、始業のチャイムが鳴ればすぐ自分の手を動かし、自らの判
断で「つくる」に打ち込めます。

「理論」の授業では、先生の実演を通じて、プロがつくる味や
技術を学びとります。正しい技術を覚え、試食を行い「おいし
い」の基準を自らの舌を通して頭に記憶。確かな理解をふま
えた上で実習に臨めるから、より品質の高いお菓子がつくれ
るようになるのです。

■ 先生が実際にお菓子やパンをつくりながら
関連する理論を説明してくれるのでわかり
やすい！

食の安全や人の健康に関わる知識は、食を扱う仕事に就く上で、
絶対に知っておかなければならない知識です。安心で安全なお
菓子を提供できるように、またお客様に安心してもらえる“本物の

「プロ」”になるための知識を身につけます。

「基礎実習」では、器具の扱い方や基本技術を習得。「専門実
習」では、基礎の反復と応用を学び、完成度やスピードのレ
ベルアップをめざします。

「先生と距離があって質問しにくい」などと感じることはあり
ません。高い実績を持つ先生たちが、プロのワザや知識を直
接指導してくれるのが辻製菓の魅力です。

実習にも将来にも活かせる
ポイントがいっぱい！
■ 材料の知識や、製法の特性と出来上がりの

違いを知る

「いつもここで失敗してしまうのはなぜ？」「もう少し生地を
しっとりさせるには？」その理由や方法について、科学的根
拠などに基づき、納得して理解できるのが「理論」の授業。
“自分で考える力”が高まります。

単に知識を学ぶだけでなく、得た知識をどのように使うかが重
要です。辻製菓の教養科目は、学ぶ（インプット）⇒考え、発信す
る（アウトプット）をテーマに、すべての科目で「個人ワーク」「グ
ループワーク」「発表」といった、学んだ知識を活用する仕掛け
があります。実習の時に、社会に出てから、知識を活用できるよ
うにアウトプットできる力も養います。

学んできた理論をベースに
「つくる」に全力投球。

「なぜ？」への理解が
おいしさをつくる力に。

T
S

U
J

I
 

S
E

I
K

A

辻 製 菓

な
ら

♪

辻
製
菓
の
コ
コ
が
ポ
イ
ン
ト
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辻 製 菓

な
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♪

教育システム

単純に「たくさんのレシピを覚える」というだけでは、本当の力を身につけることはできません。
辻製菓では「理論」と「教養」で理解して、「実習」で実践することにより、知識に基づいた自らの考えで、

「おいしさを実現する力」を養うための教育システムを確立しています。

“理解”と“実践”のリンクで、高い技術力が身につく。

理論

教養

実習

ブレのない判断基準を自らの舌で確立させる。

味覚教育
テイスティングを繰り返し、味の違い
をしっかり記憶。

「塩味」「酸味」「甘味」「苦味」「うま味」の五味を基本に、それぞ
れの味や濃さの違いを学びます。味覚には個人差があること
をふまえ、自分の味の感じ方を把握しつつテイスティングを取
り入れた授業を行ない、自らの舌に味の記憶を刻み込んでい
きます。

PICK
UP!

理論授業との相乗効果で技術習得
“できる”ようになるには実習授業が不可欠です。“つくる”の積み重ねで“できる”ようになり、さらに
理論での学びがプラスされることで、アレンジや創作など応用力に活かすことができます。

POINT!

本物の「プロ」として
正しい知識を養う。
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辻調グループ フランス校

フランス菓子の本場にも校舎を構えているという点も、辻調グループならではの強みです。
フランス・リヨンの辻調グループ フランス校を通じて、フランスでのお菓子の最新トレンドなどを
常に取り入れた教育を展開。留学により、フランスのパティスリーやレストランで研修ができます。

本場の最新情報も常に取り入れられる教育環境。

辻
製
菓
の
コ
コ
が
ポ
イ
ン
ト

留学準備のサポートを
入学直後からスタート。

本場の風土や素材にふれ、
本物のフランス菓子を学ぶ。

さらにステップアップを
目指し本場の一流店へ。

フランス人講師の来校など
「本場」と接する機会が充実。

毎年、フランス校から講師が来日し、特別講師として指導する機会もありま
す。フランス校に赴任した経験を持つ先生も多く、常に本場の最新情報を授
業に取り入れることができるのも、辻製菓の優位性と言えるでしょう。
※フランス校留学コースでは、無料の特別講座「留学ライフサポート」の受
講ができるほか、奨学金制度や先行出願の対象となります。

辻製菓
専門学校

フランス校

スタージュ
（実地研修）

フランス校留学コース［ 製菓衛生師本科 ］

卒業

修了

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！）

多様な実習スタイル 辻製菓独自のオリジナル教材

実習スタイルを変え
着実にステップアップ。

先生たちがつくる教科書＆動画は、
授業の最強アイテム。

●  大量にお菓子をつくる実習

●  チョコレート実習

●  教科書づくりは教育力の高さ

●  マジパン細工実習＆アメ細工実習

●  実験実習 ●  商品開発実習

●  ラッピング実習

●  全工程、最初から最後まで

●  確実にデコレーション技術を習得する個人トレーニング

●  学生主体で工程から組み立て
現場で求められる「たくさんのお菓子を同じ状態で完成させる」ため
の実習。作業スピードといかに効率よく作業を行っていくかを考えて
工程を組むことが必要になります。

溶かす温度、固める温度によっておいしさが変わるチョコレート。温度
調整の「テンパリング」をはじめチョコレートの扱いを習得し、ツヤがあ
り口溶けのよい製品をつくります。

洋菓子、和菓子、製パンのすべてのジャンルにおいて教科書があり、洋菓子であればフラ
ンス菓子はもちろん、ドイツ菓子やウィーン菓子の教科書まで揃っています。
単なるレシピ集ではなく、製菓・製パンの専門知識がわかりやすくまとめられており、辻
製菓の教育力の高さを証明しています。

マジパン細工もアメ細工も、最後まで自分で完成させる実
習です。コンクールで受賞した先生たちもたくさんいます。
細工の技術はもちろん、パーツをどのように組み合わせる
とバランスよく見えるかなど、デザイン力も身につけます。

例えば「ショートケーキの土台と
なるスポンジをおいしいものに
するには？」というテーマ。グルー
プで仮説を立てて、さまざまな条
件で試作し、その結果を発表しま
す。そこで得られた知識が技術の
向上につながります。

テーマに沿って自分たちで味や
デザインを考えて製品をつくりま
す。普段、先生がお菓子やパンを
つくりながら行う理論授業がレ
ベルの高い製品を完成させるヒ
ントにもなります。

※一部、製菓技術マネジメント学科のみの実習も含まれます。

ラッピングの技術も製菓の世界ではとても大切です。贈る人の気持ちを
伝えることはもちろんラッピングの技術の高さで付加価値もあがりま
す。洋菓子をはじめ、和菓子、製パンの授業でもまずは基本の包み方や
リボンのかけ方から学びます。

最初から最後まで全工程を理解し、自分1人
でも「つくれるようになる」実習。

「絞る」「塗る」「パイピング」と
いったデコレーション技術は練
習を重ねることが大切。ウェディ
ングケーキ、バースデーケーキな
どの仕上げで必要となる技術を
確実に身につけていきます。

辻製菓の
ｔ-ラーニングを
少し見てみよう！

フランス校の
最新情報はコチラ！

絞る 塗る パイピング

時間管理と作業の順番を考えるチカラを養い
ます。同時にチームワークを高めることにも繋
がります。

辻製菓の教科書

t-ラーニング

研究者でもある先生たちが自ら執筆した
オリジナルテキスト。

先生の手元をしっかり何度でも確認できるから
予習や復習にも使える動画ライブラリー。

長年のノウハウが凝縮された教科書は、すべてオリジナル。実際に書店でも
販売されており、研究者でもある先生たちが「学生という限られた期間に学
ぶべきこと」を突き詰めて執筆したものです。すべての原点として卒業後も
役立ちます。

授業で学ぶ技術をすべて映像ライブラリーに記録した、辻調グループ独自のeラーニングシステ
ム。自宅のPCやスマホなどで、いつでもどこでも予習復習や基本技術の確認が可能。一人ひとり
のペースに応じた個人学習をフォローしています。

1000を
超える

アイテム！
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資格

担任制

キャリア支援

お菓子やパンに関わる職業は、多岐に渡ります。そうした学生一人ひとりが思い描くさまざまな「未来の自分」の実現に向け、独自のセミ
ナーなど年間を通じてきめ細やかなキャリア支援を展開。質の高い求人情報が多彩にラインナップされ、未来の選択肢が広がります。

「製菓衛生師」の資格を取得するということは、安全・衛生に配慮ができる専門的知識
を持ったお菓子づくりのプロとして、国に公的に認められるということです。辻製菓専
門学校では、この資格取得へ向けての充実したサポート体制のもと、2019年度には
99.3％という高い合格率を達成しました。※製菓技術マネジメント学科第2学年の受験者数に対

する合格者数の割合で算出

学科ごとに36名の少人数のクラス編成。各クラスに「担任」の先生がつき、学生一人ひ
とりの個性や想いを把握した上で、学習面でのアドバイスのほか、学生生活についての
相談など、きめ細やかなフォローをしてくれます。さらに「キャリア支援担当」の先生との
連携により、学生の希望進路実現を手厚くサポートします。

未来の選択肢を広げるきめ細やかなサポート。製菓衛生師の国家資格試験合格率※99.3%（2019年度実績）。

1クラスの学生36名を 「担任」の先生がフォロー。

99.3

辻
製
菓
の
コ
コ
が
ポ
イ
ン
ト

「製菓」も、「調理」も。2つの国家資格に挑む。

ダブルライセンスコース（製菓衛生師本科）

お菓子だけでなく料理も学ぶことで、自分の将来の可能性を広げたい。そんな希望に応える
のが、このダブルライセンスコースです。まず辻製菓専門学校の製菓衛生師本科で1年間学
び、製菓衛生師の受験資格を取得。さらにもう1年、辻調理師専門学校の調理師本科［調理ク
ラス］で幅広い料理について学び、卒業時には調理師免許を取得できます。

「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インタビュー。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

現場経験を重ねた後、店長や
エリア統括マネージャーなど
のマネジメント職や、独立出
店して店舗オーナーをめざす
といった未来も。

運営する

自らが学んできた知識や高
め続けている技術を、専門学
校やクッキングスクールなどで

「教える」、教員や講師になる
という選択肢も。

教える

お菓子やパンの専門知識を
活かし、フードライターや菓
子研究家、食品メーカーの広
報担当など、おいしさを「伝え
る」仕事に。

伝える

フードコーディネーターや店
舗プロデューサー、パティス
リーチェーンの商品開発担当
など、知識とセンスを活かし
たクリエイティブ職も。

生み出す

アトリエうかい
山本 彬世さん（左）
2017年5月に株式会社うかい
へ入社、アトリエうかい たま
プラーザに配属され、パティ
シエールとして勤務。

株式会社七洋製作所
大阪支店副支店長 兼

名古屋営業所 所長
溝江 誠さん

業務用オーブンなどの製造販
売を手がける株式会社七洋
製作所に勤務。焼き菓子づく
りを披露しながら、自社製品
の魅力を伝える。

辻製菓専門学校 教員
紅粉 薫さん
2 0 1 1 年 辻 製 菓 専 門 学 校を
卒業後、洋菓子分野の教員
として勤務。お菓子の世界を
目指す学生たちの指導に当
たっている。

株式会社 お菓子の城 代表
趙星兆（チョ・ソンジョ）さん
韓国の『株式会社お菓子の
城』の代表を務め、主に土産
菓子などの企画・生産を担
当。

kashiya
藤田怜美さん

京都の『亀屋良長』で和菓子
職人の道へ。2014年9月、自
身の店『kashiya』をオープン。

レクラン・ド・ユミコ
岸裕美子さん
2015年4月、名古屋にパティスリー『レクラン・
ド・ユミコ』をオープン。お菓子教室や製菓学校
などの外来講師としても活躍。

入学 入学卒業 卒業
［ １年次 ］

辻製菓専門学校
［ ２年次 ］

辻調理師専門学校

調理師免許 取得

製菓衛生師 受験資格取得 製菓衛生師 受験→取得

オーナーシェフパティシエオーナーシェフパティシエ

教員

企画販売

営業

パティシエール

パティシエやブーランジェ、和
菓子職人など、辻製菓専門学
校で学ぶ学生の多くがめざし
ているのが、この「つくる」仕
事です。

つくる

御菓子司 吉乃屋 　
堂浦大輔さん（左）
大阪府松原市の和菓子屋『御
菓子司 吉乃屋 松原店』に就
職。修業を重ね、2018年4月、
工場長に就任。

和菓子職人

Louloutte（ルルット）
中岡里有子さん
友 人とカフェを立ち上 げた
際 、パ ンづくりに 魅 了 され
渡仏。2つの名店で4年間修
業し、2013年大阪市西区に

「ルルット」をオープン。

ブーランジェ

充実の就職サポートについては
「就職ガイド」をご覧ください。

そんなあなたに
伝えたい。

わたしでも就職できますか？

2023
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえて、本校では学生や企業さまの安全と健康を最優先に考え、

従来実施している就職活動プログラムを縮小、またはオンラインで開催するなど一部変更しております。

本誌では、一部の情報を「2019年度実績」で掲載しております。

製菓衛生師国家資格試験合格率
2019年度ダブルライセンスコース100％
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生
地

の絞り出しを学
ぶ

生

地づくりを学ぶ

焼

成方法を学ぶ

辻製菓の先生だから教えられる！
パンの

お菓子の

「なぜ」を解き明かす理論の授業

お
菓

子の背景を学
ぶ

01

シュー生地のお菓子は
本場フランスでも人気

シュークリームは16〜17世紀頃にフランスで生まれたと言
われています。オーブンで焼き上げてふくらんだパータ・シュー

（Pâte à choux＝シュー生地）の中の空洞にクリームを詰め
たお菓子で、フランス語ではChoux à la crème（シュー・ア・
ラ・クレム）。シュー生地のお菓子はフランスでも人気が高く、さ
まざまな種類があります。

小麦粉のでんぷんの粘りが生地の伸びやふくらみを
可能にし、油脂が過剰な粘りをおさえるなど、材料そ
れぞれが持つ役割を理解することも大切。

理論の授業でまとめたノートは卒
業後にも活躍します。

■焼き時間とシュー生地のふくらみ具合の目安

ク
リ

ームづくりを学
ぶ

クレム・パティシエールは
火からおろしたら急冷！

クレム・パティシエールは、日本では「カスタードクリーム
（Custard cream）」という英語名が一般的。卵や砂糖など
を混ぜ合わせ、温めた牛乳を加え、漉してからさらに火にかけ
て混ぜながら沸騰させ、粘りがなくなったら火からおろします。
これをバットに薄く広げ、氷などで一気に冷却することがポイ
ント。傷みやすいクリームだからというのがその理由で、お店な
どでは急速冷凍庫で冷やします。これを焼き上がったシュー
生地に詰めると、シュー・ア・ラ・クレムの完成です。また、クレ
ム・パティシエールをベースに、クリームの種類を変えることで、
さまざまなバリエーションをつくることができます。

05

前にキレイにふくらま

なかったのは、生地を

つくる段階での加熱

が足りなかったからな

んだね…

S T U D E N T  V O I C E

01
「オーブンで焼いた時に、生地がきれいにふくらまない」というの
が、シュークリームづくりでのよくある失敗例。この授業で、シュー
生地がどんな仕組みでふくらむのかをしっかりと理解することがで
きれば、そんな失敗もなくせます。

「なぜその配合で？」「なぜその温度で？」 辻製菓の理論の授業では、製菓・製パンにおけるさまざまな疑問を、
科学的根拠や食文化・歴史など、幅広い視点から解明。先生の実演を通じて得られる深い理解が、実習での自信にもつながります。

シュークリームは、なぜふくらむ？
製 菓 理 論 　 洋 菓 子

03

ツヤがあり、なめらかな生地に仕上がったら、絞り出し袋に入
れ、オーブンプレートに大きさと高さが均一の円形を次 と々描く
ように絞り出していきます。大きさや高さを揃えるには、袋を握
る手の感覚をしっかりと覚えることが重要。予定個数を絞り出
すのに生地が足りなくなったり、余ったりしないようにも注意。
正確な絞り出しができなければ、お店で売る商品をつくる現場
では通用しません！

絞り出しは均一に！
手の感覚をおぼえよう

なるほど、先生のよう

にリズム良く絞り出

すのも、大きさを揃え

るコツなんだ！

S T U D E N T  V O I C E

ふくらむ生地にするには
加熱の調整がポイント

生地づくりの段階で加熱するのが、パータ・シューの大きな特
徴。加熱によって小麦粉のでんぷんを糊化（こか）させ、粘り
のある、よく伸びる生地にすることで、オーブンで焼いた時に
水蒸気で大きくふくらませることができます。熱を加えてでんぷ
んを糊化させる工程をデセシェ（dessécher）と言います。加
熱しすぎると生地から油脂がにじみ出るので、この段階では
80℃に留めておくことがポイント。逆にこの温度に達していな
いと糊化が不十分になり、うまくふくらみません。さらに卵を少
しずつ加え、乳化させることで、よりなめらかで伸びの良い生
地にします。

02

火力のバランスや
焼き上げの見極めに注意

生地をキレイにふくらませるには、オーブンの温度調節も大
切。温度が低いと充分にふくらみませんが、はじめから上火
が強すぎても生地の上部が早く焼き固まり、ふくらみが悪くな
ります。また、焼きが足りないと、ふくらんだと思っても、オーブ
ンから取り出すとすぐにしぼんでしまいます。200℃に温めた
オーブンで30〜40分を目安に、割れ目の焼き色などをチェッ
クし、しっかりと火を通すことが大切です。

04

クレム・パティシエールに加え、クレム・シャ
ンティイ（砂糖を加えて泡立てた生クリー
ム）も絞ったシュークリーム

クレム・パティシエール（カスタードク
リーム）を詰め込んだスタンダードな
シュークリーム クレム・ディプロマット（生クリームとクレム・

パティシエールとを混ぜ合わせたクリーム）
のシュークリーム

Choux à la crème chantilly

Choux à la crème
Choux à la crème diplomate

10 分 20 分 30 分

【糊化（こか）】 … でんぷんを水と加熱することで、でんぷん分子が規則性を失い糊状になること　　【dessécher（デセシェ）】 … 火にかけ、粉に吸収されていない余分な水分 を蒸発させながらでんぷんを完全に糊化させる工程

S T U D E N T  V O I C E

しっかりと焼き上がっ

たシュー生地は、香り

も違っているね！
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成形を学ぶ

生
地

づくりを学ぶ
①

「 な ぜ 」を 解 き 明 か す 理 論 の 授 業

パンの

お菓子の

02
和菓子の上生菓子の代表格「練切」。芸術作品のような美しさに
は、味わう前から見ほれてしまいます。いったいどのようにすれば、
これほど見映えのするお菓子がつくれるのか？ その秘訣や職人
的な手さばきを、先生の実演から学びとります。

練切、その芸術的な職人ワザ
製 菓 理 論 　 和 菓 子

歴

史と文化を学ぶ

01

茶席菓子の代表
四季折々の風物を表現

茶席で用いられる上生菓子と言えば、京都など関西では「こな
し」、関東ではこの「練切」が代表。もっちりとした生地のこなし
と比べ、練切は柔らかくて口溶けが良く、細やかな模様をつけ
るなどの細工がしやすいのが特徴です。彩色も施し、花など四
季折々の風物に見立てて成形することで、芸術作品のような
美しさを実現。古く江戸時代から、茶席での最高のおもてなし
を演出してきたお菓子です。

02

練切の生地は、白こし餡に“つなぎ”の餅を加えてつくります。
餡を炊く時はしっかりと加熱することが大切。加熱が足りない
と小豆のでんぷんがざらついてしまい、口溶けの良さを損なっ
てしまいます。餡の炊きあがりを見計らって、別の鍋で湯がい
た餅を混ぜ合わせますが、このタイミングも重要。餡がまだ柔ら
かい状態で餅を入れると生地がべちゃべちゃとして成形もしに
くくなり、逆に餡が固くなりすぎると仕上がりの口溶けが悪くな
ります。「餡の角が立ったら餅を湯がき始める」が、タイミングを
つかむコツです。

火加減やタイミングが
味や食感を左右する

餡と餅をしっかりと混ぜ合わせたら、口溶けをよりなめらかにす
るために漉します。冷めると生地が固くなってしまうので、でき
るだけ手早く。漉した生地はちぎって小分けにして冷まし、2〜
3分ほどでまたひとかたまりに練り、まとめ、これをまたちぎって
小分けにして冷まし、という工程を何度か繰り返すことで、より
早く生地全体の熱を抜きます。この「練って、切って、冷ます」
という工程が、「練切」という名称の由来になったとも言われて
います。

「ぼかし」とは、着色した生地と白い生地との色
の境目をぼかしてグラデーションを施す、練切
の美しさを表現する上で欠かせない技法。「うら
ぼかし」「つつみぼかし」「はりぼかし」など、その
方法はさまざまです。

熟練された手の動きが
繊細な美しさを生み出す

生地を着色・分割したら、いよいよ包餡・成形へ。包餡の際に
は、着色された生地を白い生地で包み、その厚みの調整など
により色の境目にグラデーションを施す「ぼかし」という手法も
用いられます。仕上げにはさまざまな技法が用いられますが、
いずれも高い技術が必要であり、それらをきちんと習得するこ
とが和菓子職人をめざす上でとても重要になります。この理
論の授業で、まず先生のワザを自分の目でしっかりと確かめま
しょう。

04

練切の生地をハンカチで包み込み、
真ん中で絞って少しねじり込むこと
で、角が立ってその周囲にらせん状
の筋が入ります。ねじり込みがゆる
いと筋がキレイに入らないので、力
の入れ具合に注意。

ハンカチ絞り

うらぼかし

つつみぼかし

餅を湯がき始める！

はりぼかし

生地に専用のハサミで切り込みを
入れ、先を起こす、といった細工を
数多く施すことで、まさに芸術作品
と言えるようなとても繊細で美しい
仕上がりに。難易度が高い技法です
が、しっかりと身につけたい！

はさみ菊

春

夏

秋

冬

つい怖がって力をゆる

めてしまうとキレイに

仕上がらないんだね！

S T U D E N T  V O I C E

餡の角が立つくらいまで炊けたら…

S T U D E N T  V O I C E

生地の熱を早く抜く

のは、作業スピード

の面でも衛生面でも

重要になるね！

火を強くしすぎて餡を

焦がさないように気を

つけることも大事！

S T U D E N T  V O I C E

【つなぎ】 … 白餡だけだとぱさつくため、細工をしやすくするために加えるもの　　【包餡】 … 餡を包むこと製菓用語解説

生
地

づくりを学ぶ
②

03

素早く熱を抜くために
「練って、切って、冷ます」

生地に筋を入れたり形を整えたりす
る際には、三角棒や竹べらなどの道
具を使います。キレイに筋を入れる
には、ある程度強めの力で押し込む
ことがポイント。先生の手の動きか
ら、目が離せません。

三角棒・竹べら
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歴

史と文化を学ぶ

「 な ぜ 」を 解 き 明 か す 理 論 の 授 業

パンの

お菓子の

器
具

の

使い方・成形を
学

ぶ

生
地

の折り込みを学
ぶ

焼

成方法を学ぶバターの層の保持が
最重要ポイント！

機械や包丁を使うときにも
層を崩さぬよう細心の注意を

クロワッサンづくりは、バターの層をいかに保つかが重要。成
形までにバターが溶けて生地になじんでしまうと、独特の食感
が損なわれます。まず冷蔵庫から出したばかりの固いバターを
麺棒で叩いて、冷たくても曲げて割れない固さに調整。生地
にあわせて形を整え、「風呂敷包み」または「封筒包み」で包
み込んだ後、生地を三つ折りにして、マイナス20℃の冷凍庫
で30分休ませてから伸ばす、この工程を三回繰り返すことで
生地に層をつくります。バターが溶け出さない冷たさを保ちなが
ら、丁寧に生地を折り込んでいきます。

折り込みが済んだ生地は、パイローラーを使って薄く伸ばしま
す。バターが溶けないよう、手早い作業を心がけることがポイン
ト。そして伸ばした生地を二等辺三角形にカットします。カット
は、まずパイカッターなどで印をつけたあと、包丁で押し切り。こ
の時も、バターの層への気配りを忘れてはいけません。カットし
た生地を少し伸ばしてから、クルクルと巻いて成形。三角形の
頂点を手前にして置き、底辺から手前に向かって巻いていきま
す。

表面に溶き卵を塗り
いよいよオーブンへ

成形が終わった生地を最終発酵させたら、生地の表面に溶き
卵を塗り、オーブンへ。卵を塗るのはツヤを出すためで、巻き目
の方向に添うように塗ることが、美しく仕上げるポイント。オー
ブンの温度は230℃で、13〜15分焼いたら、おいしいクロ
ワッサンの出来上がりです。

クロワッサン断面図

ミ
キ

シング・発酵を学
ぶ

02

03

05

04

01

独特の食感へと進化を
遂げたのは20世紀

クロワッサン（Croissant）という言葉は、フランス語で「三日
月」を意味します。この三日月形パンが生まれたのは、17世紀
頃のこと。ただし当初は現在のような折り込み生地のパンで
はなく、ハード系のパンでした。パリに伝わり、20世紀になって
から、バターを折り込んでできるパイのようなサクサクした層と、
イーストの発酵によるソフトな中身とが織りなす、独特の食感
をもつパンへと、進化を遂げたのです。

パンの製法には、大きく分けて「ストレート法」と「発酵種法」
の二種類がありますが、クロワッサンはストレート法です。すべ
ての材料を一度にミキシングして生地を完成させる製法です。
19世紀末にパン酵母が開発されたことにより、この製法が誕
生しました。ストレート法は、生地の発酵や膨張が短時間でで
き、素材の風味を出しやすいのが特長です。

素材の風味が活きる
ストレート法で製パン

三回繰り返し
層をつくる

冷凍庫で休ませる 三つ折りにする

伸ばす

【ミキシング】 … 材料をこねて生地をつくる、製パンにおける最初の工程　　【発酵】 … パン酵母が活動しやすい環境をキープし、生地を膨張させ、風味を生み出す工程 【成形】 … 生地をいろいろな形にする工程　　【焼成】 … 生地をオーブンに入れ、焼き上がってオーブンから出すまでの工程

S T U D E N T  V O I C E

こういう風に折りたた

むことで、いくつもの

層ができるんだ！

S T U D E N T  V O I C E

クロワッサンのあの

形は、三角形の生地

からできてるんだ！

はじめからあのサクサ

クの食感じゃなかった

なんて、びっくり！

S T U D E N T  V O I C E

今日の 授 業 でクロ

ワッサンのサクサク・

ふんわりのナゾが解

けた！

S T U D E N T  V O I C E

03
サクサクとふんわり、ふたつの食感が同時に味わえるクロワッサ
ン。なぜこんな食感が生まれるのか？ この魅力を最大限に引き
出すには、どのようにつくればいいのか？ 先生の実演を通じて、ク
ロワッサンの秘密にとことん迫ります。

クロワッサン、食感のナゾ
製 菓 理 論 　 製 パ ン
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 希 望 に 合 わ せ て 選 べ る

学科＆クラス ラインナップ

2年間で製菓と調理、2つのスキルを身につける

［ダブルライセンスコース］。1年間で製菓技術

を身につけた後、辻調理師専門学校［調理師本

科 調理クラス］へ進学し調理技術を学びます。

1年間、日本で製菓技術の基本を身につけた

後、辻調グループフランス校へ。入学時にこの

コースを選択すると、先行出願や留学ライフサ

ポート（特別講座）を受講することができます。

ダブルライセンスコース
（1年＋1年）

フランス校留学コース
（1年＋留学）

製菓・製パンに関
連するジャンルを
総合的に学び技
術を積み上げる

応用的な学びを
洋菓子に絞り、精
度の高い技術を
積み上げる

調理師の資格も取得したい人は…

フランス校へ留学したい人は…

卒業 ＋
進学

卒業時に製菓衛生師受験資格を取得。

製菓衛生師本科

1年間で、プロとして必要な
技術と知識を習得します。1

年 制

2
年 制

第１学年では、洋菓子・製パン・和菓子の
３つのジャンルすべての基本技術と知識
を習得。

１年間、短期集中で学ぶカリキュラム。

プロとしてお菓子の世界で成長・活躍し続けていくための基盤を築きます。

卒業後に、進学を選択することも可能です。

何度も練習を繰り返し精度を高めながら、２年目のより高度な学びに進む上で欠

かせない確かな土台を築き上げます。

第 2 学年第 １ 学年

製菓技術
マネジメント学科

確かな知識に基づき、
「自ら考え、行動できるプロ」を
育てます。

第1学年終了時に製菓衛生師の国家試験受
験資格を取得。第2学年に受験して合格を目
指します。 〈2019年度 合格率99.3％〉

製菓総合クラス
２年間学び続けることで、
ジャンルを超えた総合力を身につけ、
将来の進路の幅と可能性を広げる

※第2学年のクラスは、希望調査をもとに、第1学年の成績・出席状況を総合的に勘案して決定します。

洋菓子
マスタークラス
現場での対応力を身につけ、
洋菓子業界のトップを目指す人を育
てる

製パン・カフェ
総合クラス
自分で考える力を身につけ、
パンやカフェ、洋菓子の世界で活躍
できる人を育成する

製菓クラス

洋菓子・和菓子・製パンの
全てのジャンルを学ぶ

洋菓子クラス
洋菓子を中心に学ぶ

※2023年4月新設
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職業実践専門課程 認可

製菓総合クラス 製パン・カフェ総合クラス 洋菓子マスタークラス

基礎から応用まで、
プロへの確実なステップを重ねる2年間。
第1学年は、洋菓子・和菓子・製パンの基本技術と知識を学び、プロに求められる味覚を身につけます。

第2学年からは製菓総合クラス、製パン・カフェ総合クラス、洋菓子マスタークラスのいずれかに在籍し、

1年目の学びの反復によって技術の精度を高め、さらに高度な学びへとステップを進めていきます。

2年間を通じての豊富な「実習」に加え、それにリンクする「理論」「教養」の授業により、

「確かな知識に基づき、自ら考え、行動できるプロ」を育てるのが、この製菓技術マネジメント学科です。

2
年制

製菓技術マネジメント学科

第１学年

第２学年

洋菓子 ・ 製パン ・ 和菓子の基本技術と知識を学び、確かな味覚を養う

License
取得できる資格・称号

製菓衛生師〈国家資格〉…第1学年終了時に国家試験の受験資格を取得／第2学年に受験（2019年度 合格率99.3％）

専門士〈文部科学大臣公示〉…専門課程を修了した者には、卒業時に無試験で称号が与えられる。

製菓総合クラス

1年目に学んだ3つのジャンルをさらにもう1年、深
く掘り下げて総合的に学べるクラスです。洋菓
子を中心に学ぶなかで、和菓子・製パンの技術
や多様な食材の知識なども養い、製菓業界のあ
らゆるお店でも対応できる総合力を備えた人材
を育てます。

P32 ▶

洋菓子マスタークラス

洋菓子だけを集中的に学ぶクラスです。つくれる
お菓子の種類を増やすだけでなく、材料や配合
による味の違いの研究やオリジナル菓子にも挑
戦。「自らが求める味」を「売れる製品」につなげ
る、洋菓子のプロをめざします。

P36 ▶

製パン・カフェ総合クラス

パンづくりを中心に、洋菓子、カフェフード、ドリン
クを学べるクラスです。製パン、カフェ、洋菓子の
幅広い知識や「考える力」を養う授業も充実。将
来の製パン店やカフェの出店まで見据えたプロ
の職人に必要な技術と意識を育てます。

P34 ▶
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製菓実習１限目 9：10〜10：40

製菓実習2限目 10：50〜12：20

食品学3限目 13：10〜14：40

栄養学4限目 14：50〜16：20

製菓理論

製菓理論

製菓実習

製菓実習

製菓実習

製菓実習

公衆衛生学

食品衛生学

製菓理論

製菓理論

衛生法規

食品衛生学実習

製菓実習

製菓実習

MON　HR 9：00〜9：10

1週間の時間割例 （2022年度予定） 

TUE WED THU FRI

「製菓衛生師」の資格・制度を正しく理

解し、菓子製造や販売の業務に必要と

なる関連法令を身につける。

安全に食を提供するための製造・加工

に必要な衛生管理の知識と、食材の

鮮度管理や判定、洗浄や消毒などの

実践方法を学ぶ。

消費者の健康を守るために必要な感

染症や環境問題をはじめ、日本にお

ける衛生行政や社会保障制度につ

いて学ぶ。

栄養素が体内でどう働き、代謝され、

健康状態に関わっているか。また健

康的な食生活や生活習慣病に対す

る理解を深める。

さまざまな食材に触れて味や食感

の違いを知る。さらに旬や見分け

方、取扱いを学び、製菓材料を選ぶ

力を養う。

製菓の背景となる菓子文化の知識、

現在の製菓業界を取り巻く状況、そし

て経営者の立場で考えられる人材と

なるための経営論を学ぶ。

衛生法規（30時間）

食品衛生学（96時間）
食品衛生学実習（24時間）

公衆衛生学（60時間）

栄養学（60時間）

食品学（60時間）

社会（30時間）

教養

それぞれのジャンルの
専門の先生から学ぶ。

何度も練習を繰り返し、
基本技術を徹底マスター。

授業では、洋菓子、和菓子、製パン、それぞれジャンルごとの専門の先

生が指導にあたります。先生たちは、その道のスペシャリストとして極めて

きた高い技術や豊富な知識を発揮し、学生一人ひとりの学びをきめ細

やかにサポート。3つのジャンル、そのいずれにおいても確かな土台とな

る知識と技術を身につけます。

実習では、器具の使い方や計量の仕方などから始まり、製菓・製パンの

基礎技術をじっくりと学んでいきます。例えば洋菓子では「絞る」「塗る」

「伸ばす」といった基本動作を何度も繰り返して練習。さらに基本の生

地やクリームのつくり方を修得し、それらを使ったベーシックなお菓子をつ

くっていくなかで、技術の精度を高めていきます。

洋菓子

前期

後期

和菓子製パン

たくさんある道具の使い方を覚える。そして「絞

る」「塗る」「伸ばす」という基本操作を練習し、

製菓技術の基本をマスターする。

基本となる生地やクリームのつくり方を覚え、そ

れを使ったお菓子をつくっていく。練習、そして

復習を繰り返し技術のベースを身につける。

覚えてきた基本動作をベースに、実習は少しず

つ応用へ。さまざまな技や知識を確認しながら

高度なお菓子をつくっていく。

与えられたテーマを一つ一つ組み上げる力は

身についた。班単位でお菓子を大量生産し、

チームワークのスキルアップを目指す。

まず、和菓子づくりで大切な「計量」「分割」

「成形」を覚える。そして、餡づくりの練習と復

習を繰り返し、ベースを身につける。

多彩な基本生地のつくり方を覚え、復習し、そ

の生地を使った数々のお菓子をつくることで

和菓子のベースを学ぶ。

基本生地を使った和菓子の製法はさらに応用

編へ。基本技術の反復を繰り返しながら、より

高度な品 を々つくっていく。

さまざまな生地を使った製法はさらに高度なお

菓子づくりへ。和菓子の代表格といえる「練

切」がこのステップで登場。

パンづくりにおいて、とても大切な工程である

「計量」の仕方を学ぶとともに、手を使った基

本操作を練習し、製パンの基本を学ぶ。

製パンの基礎となる技術を次 と々。麺棒を使っ

た操作や、棒状・俵形の生成、そして編みパン

の作成も。基本作業の幅を広げるステップ。

「あんパン」「メロンパン」といった菓子パンづく

りがこのステップで登場。使う機器もより高度

になり、応用力をさらに伸ばす。

4種類のパンをスムーズに分割から焼き上げま

で。その仕上がりの品質を高めるのが第1学

年の最終ステップ。

▶ 器具の扱い方・計量の仕方
▶ 基本操作の練習（絞り/エタレ/ナペ）
▶ 基本生地＆クリームの作成

▶ 基本操作の復習（絞り/エタレ/ナペ）
▶ 基本生地＆クリームの作成・復習
▶ バヴァロワの作成

▶ 基本操作の練習（パイピング）
▶ アングルパレットの使い方
▶ 基本生地＆クリームの作成・復習
▶ ムースの作成

▶ 基本操作の復習
▶ 基本生地＆クリームの作成・復習
▶ チョコレートテンパリング
▶ フォンダンの扱い方
▶ お菓子の大量生産

▶ 器具の扱い方・計量の仕方
▶ 基本操作の練習（分割/成形）
▶ 餡の製法
▶ 基本生地の製法（饅頭物）

▶ 基本生地の製法
  （平鍋物/上生菓子/オーブン物/
  流し物/蒸し物）

▶ 基本生地の製法・応用
  （枠物/オーブン物/饅頭物/蒸し物）

▶ 基本生地の製法・応用
  （饅頭物/蒸し物/練り物/上生菓子）

▶ 器具の扱い方・計量の仕方
▶ 基本操作の練習
  （分割/丸め/成形/手ごね）
▶ ミキサーの使い方

▶ 麺棒の使い方
▶ 冷蔵生地の扱い方
▶ 編みパンの作成

▶ 菓子パンをつくる
▶ 折り込み生地の作成
▶ 大型機器の使用方法
  （パイローラー）

▶ 型を使ったパンづくり
▶ 菓子パンの応用
▶ スチームを使ったパンづくり
▶ 製品クオリティの向上

STEP 1
CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

STEP 2

STEP 3

STEP 4

まずは計量や
道具の使い方から！

基本技術を
どんどんつかむ！

実習の内容も
レベルアップ！

「製品」としての
完成度を目指す！

3ジャンルそれぞれ「基礎実習」⇒「専門

実習」の流れで実施。「基礎実習」では、

器具の扱い方、計量、各工程における技

術を実践的に身につける。「専門実習」で

は、基礎の反復と応用を学び、基本生地

などを自らの判断でつくれるようになること

を目指す。

3ジャンルの特色や歴史、食材の基本特

性、製菓器具・機器の扱い方、製法を学ぶ。 製菓実習（508時間）

製菓理論（148時間）

実習

理論

製 菓 技 術マネジメント学 科CURRICULUM ［ カリキュラム ］

洋菓子・和菓子・製パンの基礎を学び、確かな土台を築く。
製菓技術マネジメント学科では、まず1年目に洋菓子・和菓子・製パンの3つのジャンルすべての基礎をしっかりと身につけます。器具の使い方などから始

まり、製菓・製パンの基本となる知識や技術を修得。2年目のより高度な学びに進む上で欠かせない、確かな土台を1年間で築き上げます。

ステップアップシステム

1 学年第

クラス活動

キャリアサポート
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「店舗経営」「デザイン」「ホスピタリティ」「人材

管理」を軸に、現場で広く活躍できる社会性と

教養を身につけた人材になることを目指す。

第1学年に学んできた製菓衛生師として必要な

知識の定着を図る。さらに製菓製造において重

要となる確実な衛生管理手法を身につけるた

め、HACCP（ハサップ）の手法について学ぶ。

マネジメント論（92時間）

製菓衛生師教養演習
（60時間）

2年目の実習ではつくるだけでなく「検証し

て考える」が重要なテーマに。実習でつくっ

たお菓子やパンを自ら検証し、改善すべき点

を洗い出し、第1学年で学んだ技術と知識

を活用して、どのようにすればよい製品とな

るか、さらにもっとおいしくするにはどのような

配合に変えればよいかなど、自分で考えるこ

とができる力を養う。

洋菓子 洋菓子和菓子 和菓子製パン 製パン

高度製菓実習
（480時間） ２年次

１年次

洋菓子マスタークラスの場合製菓総合クラスの場合

２年目にも各ジャン
ルの技術・知識を
積み上げる。

２年目に製パン・和
菓子については学
びません。

１限目	 9：10〜10：40

2限目	 10：50〜12：20

高度製菓理論

3限目	 13：10〜14：40

高度製菓理論

マネジメント論

4限目	 14：50〜16：20

マネジメント論

製菓衛生師
教養演習

自主練習

自主練習クラス活動

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓理論

高度製菓理論

製菓衛生師
教養演習

キャリアサポート

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

MON　HR	 9：00〜9：10

1週間の時間割例	（2022年度予定）	

ステップアップシステム

TUE WED THU FRI

洋菓子を中心に学びつつ、
技術や知識の“積み上げ”を。

たくさんの食材を扱い、
それぞれの知識も深められる。

洋菓子を中心に、和菓子・製パンについても第1学年で学んだ基本を

活かし、技術や知識を積み上げます。1年目だけでは学びきれない、和

菓子独自の色彩や造形の表現、製パンで養われる生地の見極めなど

は、洋菓子をつくるうえでも強みになり、将来の進路の幅を広げます。

洋菓子では扱わないような、和菓子や製パン独自の食材に触れ、ジャ

ンルを超えた製品づくりに活かすなど、多くの食材について深く学べる

のも製菓総合クラスの魅力。また小麦粉のように同じ食材でも、さまざ

まな角度から食材への理解を深めることができます。

前期

後期

第1学年の技術を再確認するとともに、さら

なるレベルアップをはかる。基本生地やク

リームの作成も徐々に応用へ。

反復を重ねることで得た基本的な技術を用

い、さまざまなバリエーションのお菓子の大量

生産を行う。

より複雑な製品の作成を通じ、お店で提供で

きるレベルの完成度を目指す。実践的な実

習でプロの意識を身につける。

最終ステップは積み重ねてきた技術の再

確認。身につけた力を発揮して、高いクオリ

ティのお菓子をつくりあげる。

つくるお菓子の幅を広げながら、さまざまな

製法の理解を深めるとともに、包餡や成形と

いった基本技術の向上をはかる。

さらなるバリエーションとして、ココナッツや

チーズといった洋素材を用いた「創作菓子」

を学び、和菓子の世界をさらに理解する。

和菓子における基本技術を何度も繰り返し

ていくことで、作業スピードや身のこなし、仕

上がりの品質をさらに向上。

2年間の仕上げは「練切」を中心とした上生

菓子づくり。学んだ技術を組み合わせて、美し

く繊細なお菓子の数 を々つくりあげる。

ベーカーズパーセントによる仕込み量の計算

方法や工程表の組み立て方を学び、「自分た

ちで考え、つくる」ための基礎を身につける。

つくるパンの幅を広げつつも、基本となる技

術や作業工程を何度も何度も繰り返すこと

で、さらなる質の向上を目指す。

フランスを代表する食事パン「バゲット」が登

場。このステップで時間をかけて学ぶ。製法も

ますます応用へ。

最終ステップの目標は、チームワークの向

上。自分たちでつくった工程にそって、完成

度の高いパンをつくりあげる。

▶	基本操作の復習
▶	基本生地の応用＆
　クリームの作成・復習

▶	基本生地のアレンジ＆
　クリームの作成・復習
▶	フルーツカット（包丁の扱い方）
▶	お菓子の大量生産

▶	基本生地＆クリームの作成と応用
▶	お菓子の大量生産
▶	チョコレートの復習
▶	マジパン細工

▶	アメ細工
▶	基本生地＆クリームの反復練習
▶	基本技術の習得度確認

▶	蒸し物をつくる
▶	餡の炊き方の復習
▶	流し物をつくる

▶	葛菓子をつくる
▶	オーブン物をつくる
▶	創作菓子をつくる

▶	オーブン物をつくる
▶	平鍋物をつくる
▶	工芸菓子をつくる
▶	上生菓子をつくる

▶	上生菓子をつくる
▶	上生菓子（応用）をつくる

▶	ベーカーズパーセントの理解
▶	工程表の組み立て方
▶	ハード系のパンをつくる

▶	菓子パンをつくる
▶	セミハード系のパンをつくる
▶	ソフト系のパンをつくる

▶	バゲットをつくる
▶	ライ麦パンをつくる
▶	発酵種法を学ぶ

▶	サワー種法を学ぶ
▶	自家製酵母種を学ぶ
▶	クリーミングを学ぶ
▶	工程管理・衛生管理

STEP 5
CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

STEP 6

STEP 7

STEP 8

基本を反復し、
磨きをかける！

バリエーションを
広げていく！

お菓子の完成度を
さらに向上！

自主的に動ける力を
身につける！

実習

教養

１年次
STEP 1 − STEP 4

第1学年で学んだ知識をベースに、製菓材

料のより深い理解や加工品の講義を通じ

て製品への応用を理解する。

高度製菓理論
（240時間）理論

※「キャリアサポート」「自主練習」「クラス活動」は本科授業ではありません。
※「自主練習」は、実習室を開放して行う自由練習の場です。放課後に行う場合もあります。
　また、高度製菓実習の時間数には含んでいません。

3つのジャンルをさらに深く学び、将来の進路の幅を広げる。
洋菓子店でもパンを一緒につくっていたり、和菓子店でも洋菓子の要素をとりいれたお菓子が並んでいたり、今は洋菓子、和菓子、
製パンの領域が重なることが多くなりました。製菓総合クラスでは、すべてのジャンルにおいてクオリティの高い製品づくりを実践でき
る力を養い、総合的に深く学ぶことで将来の進路の幅を広げます。

CURRICULUM ［ カリキュラム ］

2 学年第

製 菓 技 術マネジメント学 科

洋菓子 製パン 和菓子

製菓総合クラス

32 33TSUJI Institute of Patisserie



ステップアップシステム

将来の進路を見据え、
洋菓子技術の応用力をつける。
パンを扱う専門店でも、洋菓子を一緒に販売する店や、クリームやチョコ

レートなど洋菓子の要素をとりいれたパンが並ぶ店も少なくありません。この

クラスでは、製パン店やカフェで活躍できるように、前期に洋菓子の授業を

実施。1年目に学んだ洋菓子の基礎技術を応用レベルまで引き上げます。

レシピ考案から、工程管理まで
自らの手で実践する力を養う。
実習では、生地作成から焼き上げまで自分たちで一貫して行います。

菓子パンなどのソフト系パン、クロワッサンやデニッシュなどの折り込み、

フランスパンなどのハード系パンなど様々な製品の作成が可能。難しく

なる工程管理は、学生自ら考え行います。また理論の授業で学んだ知

識に基づき、自分で考案したレシピでのパンづくりにも挑戦。既存のレシ

ピにとらわれず、自分の考えで完成イメージを見極めます。

プロに必要な幅広い知識と
「考える力」を育てる。
理論の授業ではパンのつくり方だけではなく、

科学的な視点でパンづくりを考え学ぶ授業を

行います。また、「切る」「焼く」「煮る」などの調

理の基本を学び、サンドイッチを中心としたカ

フェメニューやコーヒー、紅茶などプロに必要な

知識と「考える力」を育てます。

抹茶の色を引き立たせるように
焼き色がつかないように改良し、
木の葉のイメージでつくりました。

折り込み回数を変えてふんわりさ
せる為に角食から山食に変え、シ
ロップで甘みを足すなど改良して
つくりました。

冷蔵発酵のバゲット生地に、キルシュ
に漬けこんだイチヂク、アプリコット、
レーズン、クランベリー、ヘーゼルナッ
ツをふんだんに練り込んでいます。

学生たちが考えたオリジナルレシピは、
試作から検証、改良を重ねて完成！

抹茶あんパン Baguette aux fruitsデニッシュ食パンwith
チョコマーブル

CLOSE
UP!

１限目	 9：10〜10：40

2限目	 10：50〜12：20

3限目	 13：10〜14：40

4限目	 14：50〜16：20

マネジメント論 マネジメント論

製菓衛生師
教養演習

自主練習

自主練習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓理論

高度製菓理論

高度製菓理論

高度製菓理論

製菓衛生師
教養演習

キャリアサポート

クラス活動

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

MON　HR	 9：00〜9：10

1週間の時間割例	（2022年度予定）	

TUE WED THU FRI

製 菓 技 術マネジメント学 科

第1学年で学んだ知識をベースに、基本の製パ

ンに加え、製パン材料のより深い理解や、製パ

ンづくりにおける科学的根拠についても知識を

深め、製品への応用を理解する。

高度製菓理論（240時間）
理論第1学年で学んだ技術と理論で得た原材料の

知識を使い、完成度、スピードはもちろん、様 な々

種類のパン作成の技術についてレベルアップ

を目指す。生地作成から焼き上げまで、一貫した

工程管理を身につけ、オリジナルレシピでのパン

づくりにも挑戦。

高度製菓実習（480時間）
実習

プロに必要な技術とマインドを身につける。
パンづくりを中心に、お菓子や調理の基礎などのブーランジェやカフェで求められる知識や技術が学べます。また、パンづくりに関しては
１年生と比べて授業時間がぐっと増え、確実なレベルアップができるのがこのクラスの特徴です。

「店舗経営」「デザイン」「ホスピタリティ」「人材

管理」を軸に、現場で広く活躍できる社会性と

教養を身につけた人材になることを目指す。

第1学年に学んできた製菓衛生師として必要な

知識の定着を図る。さらに製菓製造において重

要となる確実な衛生管理手法を身につけるた

め、HACCP（ハサップ）の手法について学ぶ。

マネジメント論（92時間）

製菓衛生師教養演習
（60時間）

教養

CURRICULUM ［ カリキュラム ］

2 学年第

※「キャリアサポート」「自主練習」「クラス活動」は本科授業ではありません。
※「自主練習」は、実習室を開放して行う自由練習の場です。放課後に行う場合もあります。
　また、高度製菓実習の時間数には含んでいません。

後期

▶	ベーカーズパーセントの理解
▶	工程表の組み立て方
▶	ハード系のパンをつくる
▶	衛生的なサンドイッチのつくり方
▶	包丁の使い方／スライサーの使い方
▶	基本生地のアレンジ＆
　クリームの作成・復習（洋菓子）

▶	菓子パン／カレーパンをつくる
▶	セミハード系のパンをつくる
▶	ソフト系のパンをつくる
▶	いろいろな食パンをつくる
▶	コーヒーの抽出
▶	洋菓子の大量生産

▶	クロワッサン・デニッシュ・ドーナッツをつくる
▶	カフェメニュー作成
▶	ライ麦パンをつくる
▶	大型パンの作成
▶	オリジナルレシピの考案と検証

▶	自家製酵母種を学ぶ
▶	シュトレンをつくる
▶	パネットーネをつくる
▶	ヨーロッパの揚げパンをつくる
▶	工程管理、衛生管理

STEP 5
CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

STEP 6

STEP 7

STEP 8

基本を反復し
磨きをかける！

製法の違う
パンを学ぶ！

オリジナルレシピの
考案が出来る！

自主的に動く力を
身につける！

ベーカーズパーセントによる仕込み量の計算

方法や工程表の組み立て方を学び、「自分た

ちで考え、つくる」ための基礎を身につけ、洋

菓子のクリームの作成を応用レベルへ。

つくるパンの幅を広げつつも、製パン・洋菓子

の基本となる技術や作業工程を繰り返すこと

で、さらなる質の向上を目指す。

さらなる技術の向上を目指し、大型機器の安

全な使用方法をマスター。また、オリジナルレシ

ピを考案し、実際につくり検証する。

最終ステップの目標は、チームワークの向上。

自分たちで考えた工程表にそって完成度の高

いパンをつくりあげる。

前期 １年次
STEP 1 − STEP 4

製パン・カフェ総合クラス
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１限目	 9：10〜10：40

2限目	 10：50〜12：20

3限目	 13：10〜14：40

4限目	 14：50〜16：20

マネジメント論 マネジメント論

製菓衛生師
教養演習

自主練習

自主練習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓理論

高度製菓理論

高度製菓理論

高度製菓理論

製菓衛生師
教養演習

キャリアサポート

クラス活動

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

高度製菓実習

MON　HR	 9：00〜9：10

1週間の時間割例	（2022年度予定）	

TUE WED THU FRI

後期

▶	基本技術の復習
▶	材料の特性を知る
▶	基本のお菓子の大量生産

▶	基本技術の復習と考察
▶	基本のお菓子の大量生産
▶	創作マジパン細工をつくり上げる
▶	創作ショートケーキをつくり上げる

▶	基本技術の応用
▶	お菓子の大量生産
▶	チョコレートの復習と応用

▶	基本技術の応用と習得度確認
▶	アメ細工の基本
▶	創作タルトをつくり上げる

STEP 5
CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

STEP 6

STEP 7

STEP 8

技術の再確認と
レベルアップ！

レべルの高い技術に
スピーディーさをプラス！

応用力を
身につける！

ハイクオリティな
お菓子をつくる！

第1学年の技術の再確認と共に、材料の特

性を考え大量生産を行いレベルアップをね

らう。

レベルアップした技術にスピーディーさを加え、

理論の授業で得た知識もプラスして、イメージ

したお菓子をつくり上げる。

プロとして必要な技術を更にレベルアップする

為に応用する技術を学び、お菓子を大量生産

する。

身に付けた技能を再確認して、ハイクオリティ

なお菓子をイメージ通りにつくり上げる。更に

お菓子を彩るアメ細工を学ぶ。

お手軽で高級感のあるショー
トケーキ

素材を味わえるシンプルな
ショートケーキ

夏らしいショートケーキ

しっとりしたジェノワーズの生
地に、香ばしいピスタチオと酸
味があるベリーをあわせた。

旬のフルーツ、シャインマス
カットの甘みに合うように濃
厚な生クリームを使用した。

パッションフルーツの甘酸っ
ぱさとマンゴーの濃厚な甘さ
が口の中に残るようにした。

製 菓 技 術マネジメント学 科

第1学年で学んだ知識をベースに、製菓材料の

より深い理解や、製菓科学に基づいた実験、ア

メ細工やチョコレート細工だけでなく洋菓子業

界において必要な周辺知識を学ぶ。

高度製菓理論（240時間）
理論

第1学年で学んだ技術と理論で学んだ原材料

の知識を使い、作業性の向上と、より完成度の

高い製品づくりを目指す。

配合比率の違いや材料の特性の確認検証を

活かし、オリジナルレシピの商品開発を行なう。

高度製菓実習（480時間）
実習

現場での対応力を身につけ、洋菓子業界のトップを目指す。
洋菓子に特化したこのクラスでは、1年目と比べて単にレシピを増やすのでなく、中身をより深く掘り下げることを重視します。お菓子
づくりのバリエーションを広げつつ、同じ生地でも材料の違いなどでどう変わるかといった研究にも注力。「自らが求める味」への“想
像力”と“創造力”を養い、これを「売れる製品づくり」につなげます。

ステップアップシステム

前期 １年次
STEP 1 − STEP 4

「店舗経営」「デザイン」「ホスピタリティ」「人材

管理」を軸に、現場で広く活躍できる社会性と

教養を身につけた人材になることを目指す。

第1学年に学んできた製菓衛生師として必要な

知識の定着を図る。さらに製菓製造において重

要となる確実な衛生管理手法を身につけるた

め、HACCP（ハサップ）の手法について学ぶ。

マネジメント論（92時間）

製菓衛生師教養演習
（60時間）

教養

CURRICULUM ［ カリキュラム ］

2 学年第

※「キャリアサポート」「自主練習」「クラス活動」は本科授業ではありません。
※「自主練習」は、実習室を開放して行う自由練習の場です。放課後に行う場合もあります。
　また、高度製菓実習の時間数には含んでいません。

材料や配合の違いによる
味や食感の変化を徹底研究。
「実験理論」の授業では、例えば一つの種類の生地について「粉の種

類を変える」「砂糖の種類を変える」「配合を変える」など、さまざまなバリ

エーションのものを試食し、それぞれ味や食感にどんな影響が及ぶかを

研究。これにより「自分がめざす味」や「それを実現するための材料やつ

くり方」をつかむためのヒントが得られます。

自ら考え、実践する力をつけ、
オリジナル菓子に挑戦。

実習では、学生自らがチームで工程表を作成。出来上がりへの評価

も学生同士で行い、おいしさを言葉で表現することで伝える力を鍛え

ます。最終的には、オリジナルの創作菓子づくりに挑戦。プロに必要な

“想像力”と“創造力”、そして“実行力”を磨き上げ、「プロの現場」を強

く意識します。

創作ショートケーキ
出来上がりの状態をイメージして、自分たちで考えたお菓子を創作。

コンセプト コンセプト コンセプト

工夫したこと 工夫したこと 工夫したこと

洋菓子マスタークラス
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製 菓 技 術マネジメント学 科

製 菓 実 習レ ポート

狙った通りの味や食感を実現できた時の手応えは最高！

チームで
工程を確認

午後からはソレイユを
仕上げていく

試食をして
最後は箱詰め

マカロンの
生地をつくる

マカロンの生地を
絞り出して焼成

お菓子が
どんどん出来上がる！

さあ、作業開始！
まずはソレイユ

［本日のメニュー］
▶ ソレイユ
▶ マカロン
 ピスタシュ／フレーズ／ショコラ
▶ ロールケーキ
▶ モンブラン

同じお菓子でもお店によって個性に違いがあるように、実習でも「自分たちらしさ」の表現を重視。例え

ば今回のソレイユでは、「ふわふわで、しっかりと香ばしさを感じさせる生地にしよう」とチームで事前に

方針を決め、つくり方にどんな工夫が必要かを話し合って、実習当日を迎えました。狙い通りのお菓子が

つくれたら自信になりますし、できなかった時は原因を追究して、今後の課題に。そんな学びを重ねること

で、成長できています！

TSUJI SEIKA PRACTICAL TRAINING REPORT

手応えと今後の課題、どちらも得られました。
マカロンはもう少しねっとり感を出したかったのですが、ソレイユの仕上がりはほぼ狙い
通りに。チームワーク良く、ミスなく時間通りに進められたことにも満足しています。課題
もいろいろ発見でき、有意義な一日になりました！

朝礼の後、先生を交えてミーティング。
つくる量が多いので、段取りをしっかり
確かめて！

お昼の休憩をはさんで、午後からはソレイユのクリー
ムづくりを始めます。

狙った通りの味や食感が出せたか、
試食で確認。あとは箱に詰めて、「製
品」として完成させます。

ソレイユづくりを進めつつ、マカロンに
も着手。生地の混ぜ具合がポイント！

マカロンの生地を手早く均一に絞り出し、オーブンへ。
ここまで、とても順調に進めることができています。

朝から取り組んできた実習も、いよいよ最終段階に。
たくさんのお菓子が、次々に仕上がっていきます。

プロの現場を意識し、「製品」としての量産に挑戦。
ソレイユは40台、マカロンは100個つくります。

原 茉奈美
製菓技術マネジメント学科（2年）
※取材時
愛知県立瑞陵高校卒

まずはソレイユの土台の生地に使うメレンゲにアーモンドパウ
ダーや砂糖を加え、混ぜます。

この実習は3回に分かれ、3
チームで2種ずつのお菓子
づくりをローテーションで分
担。私たちのチームは今回、
ソレイユとマカロン・ピスタ
シュをつくります。

バタークリームと午前中に
つくったカスタードクリーム
を混ぜ合わせ、「クレム・ム
スリンヌ」をつくります。

ふわふわの食感もアーモンドの香ばしさ
も狙い通りに。「やったー！」

焼き上がった生地でピス
タチオのクリームを挟み込
み、マカロン・ピスタシュの
出来上がり♪

土台の生地にクレム・ムスリ
ンヌを絞り、さらにフルーツ
を盛り付け♪

他のチームがつくったモン
ブランやロールケーキも、
とてもおいしそうな仕上が
りです♪

生地を型に絞り出してソレ
イユの土台をつくったら、
オーブンに投入。40台分を
手際よく焼いていきます。

土台の焼き上がり時間をふまえ、最後に盛り付ける
フルーツの準備も開始。

朝礼前にフルーツの
下準備を始めておきます。

イタリアンメレンゲに色素と粉類を混ぜ合
わせて、マカロン生地に。

時間内にすべてを完成させるには段取りが重要。
次はカスタードクリームを準備！

フルーツに艶出し用のナ
パージュを塗り、ソレイユが
完成！

あまり混ぜ合わせないこと
で、「ふわふわの食感」を狙
います！

メレンゲの泡をどの程度つ
ぶすかで、マカロンのねっと
りとした食感が変わる！

絞り出しの大きさはしっかり
揃えて！　バラバラだと「製
品」になりません！

温度をうまく合わせられるよ
う、手際よく！ 失敗すると分
離を起こします！

箱詰めされたお菓
子はお持ち帰り！
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1
年制

製菓衛生師本科

お菓子の世界で活躍するための
土台づくりに打ち込む1年間。
1年間という限られた期間のなかで、洋菓子・和菓子・製パン、広くすべてのジャンルを学ぶ「製菓クラス」と

洋菓子を中心に学ぶ「洋菓子クラス」があります。

器具の扱い方、基本の生地やクリームのつくり方など、基礎技術の鍛錬を徹底。さらに仕事に対する心構えなども養い、

プロとしてスタートラインに立ち、そこから継続的に成長を重ねていくための土台を築きます。

また、卒業後により高度な学びを追究できる2つの進学を選択することも可能です。

進学

辻調理師専門学校 フランス校

１年間で基礎的な技術と知識を習得する。

ダブルライセンスコース（１年＋１年） フランス校留学コース（１年＋留学）

製菓衛生師 受験～取得

1年間、日本で製菓技術の基本を身につけた後、辻調グループフランス
校へ。入学時にこのコースを選択すると、先行出願や入学直後から留
学ライフサポートの受講が可能となります。

2年間で製菓と調理、2つのスキルを身につける［ダブルライセンスコー
ス］。1年間で製菓技術を身につけた後、辻調理師専門学校［調理師
本科 調理クラス］へ進学し調理技術を学びます。

1年間、洋菓子・和菓子・製パンのすべてのジャンルを学び、
プロとして必要な技術と知識を身につけます。

洋菓子を中心に専門知識と技術を集中的に学び、お菓子
の世界で活躍し続ける基礎を築きます。

調理師免許 取得 スタージュ（実地研修）卒業

修了 License
取得できる資格・称号

製菓衛生師〈国家資格〉…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 2019年度 合格率100%）

調理師免許〈国家資格〉…辻調理師専門学校卒業時に国家試験免除（無試験）にて取得 ※ダブルライセンスコースのみ

製菓衛生師 受験資格取得

卒業

製菓衛生師本科

製菓クラス 洋菓子クラス
※2023年4月新設

１年間の授業で学ぶ
製菓ジャンルの割合
2023年度予定

洋菓子

製パン

和菓子

１年間の授業で学ぶ
製菓ジャンルの割合
2023年度予定

洋菓子

製パン

和菓子

40 41TSUJI Institute of Patisserie



社会

食品衛生学実習

食品学

栄養学

基本を反復して繰り返し、
短期間で実力を高めていく。

卒業後「プラス1年進学」で
さらに高いレベルをめざす。

前期の実習では、洋菓子・和菓子・製パン、それぞれの基本的な動作に

ついて、何度も繰り返して練習。理論や教養の授業とのリンクによる基

礎知識の理解なども進めます。後期の実習では、基本の反復をさらに繰

り返しつつ、応用力を磨き、工程管理やチームワークなども学びます。

高い志を持つ人のために、卒業後、「プラス1年進学」を見据えた2つ

の進路を用意しています。辻調理師専門学校の調理師本科「調理ク

ラス」に進学して製菓衛生師と調理師免許の2つの資格取得を目指す

「ダブルライセンスコース」と、辻調グループフランス校で本場のフラン

ス菓子を学ぶ「フランス校留学コース」があります。

洋菓子

前期

後期

たくさんある道具の使い方を覚える。そして「絞

る」「塗る」「伸ばす」という基本操作を練習し、

製菓技術の基本をマスターする。

基本となる生地やクリームのつくり方を覚え、そ

れを使ったお菓子をつくっていく。練習、そして

復習を繰り返し技術のベースを身につける。

覚えてきた基本動作をベースに、実習は少しず

つ応用へ。さまざまな技や知識を確認しながら

高度なお菓子をつくっていく。

与えられたテーマを一つ一つ組み上げる力は

身についた。班単位でお菓子を大量生産し、

チームワークのスキルアップを目指す。

▶ 器具の扱い方・計量の仕方
▶ 基本操作の練習（絞り/エタレ/ナペ）
▶ 基本生地＆クリームの作成

▶ 基本操作の復習（絞り/エタレ/ナペ）
▶ 基本生地＆クリームの作成・復習
▶ バヴァロワの作成

▶ 基本操作の練習（パイピング）
▶ アングルパレットの使い方
▶ 基本生地＆クリームの作成・復習
▶ ムースの作成

▶ 基本操作の復習
▶ 基本生地＆クリームの作成・復習
▶ チョコレートテンパリング
▶ フォンダンの扱い方
▶ お菓子の大量生産

STEP 1
CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

STEP 2

STEP 3

STEP 4

まずは計量や
道具の使い方から！

基本技術を
どんどんつかむ！

実習の内容も
レベルアップ！

「製品」としての
完成度を目指す！

和菓子

まず、和菓子づくりで大切な「計量」「分割」

「成形」を覚える。そして、餡づくりの練習と復

習を繰り返し、ベースを身につける。

多彩な基本生地のつくり方を覚え、復習し、そ

の生地を使った数々のお菓子をつくることで

和菓子のベースを学ぶ。

基本生地を使った和菓子の製法はさらに応用

編へ。基本技術の反復を繰り返しながら、より

高度な品 を々つくっていく。

さまざまな生地を使った製法はさらに高度なお

菓子づくりへ。和菓子の代表格といえる「練

切」がこのステップで登場。

▶ 器具の扱い方・計量の仕方
▶ 基本操作の練習（分割/成形）
▶ 餡の製法
▶ 基本生地の製法（饅頭物）

▶ 基本生地の製法
  （平鍋物/上生菓子/オーブン物/
  流し物/蒸し物）

▶ 基本生地の製法・応用
  （枠物/オーブン物/饅頭物/蒸し物）

▶ 基本生地の製法・応用
  （饅頭物/蒸し物/練り物/上生菓子）

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

製 菓 衛 生 師 本 科

プロとしての基盤を築く1年間。
実習を中心に、理論や教養の授業との連携で「自ら考えて、つくる力」を養う短期集中型のカリキュラム。プロとしてスタートラインに立てる力を育て、業

界で活躍・成長を続けていくための基盤が築ける学科です。

ステップアップシステム

製菓実習１限目 9：10〜10：40

製菓実習2限目 10：50〜12：20

3限目 13：10〜14：40

4限目 14：50〜16：20

製菓理論

製菓理論

製菓実習

製菓実習

製菓実習

製菓実習

公衆衛生学

食品衛生学

製菓理論

製菓理論

製菓実習

製菓実習

MON　HR 9：00〜9：10

1週間の時間割例 （2022年度予定） 

TUE WED THU FRI

「製菓衛生師」の資格・制度を正しく理

解し、菓子製造や販売の業務に必要と

なる関連法令を身につける。

安全に食を提供するための製造・加工

に必要な衛生管理の知識と、食材の

鮮度管理や判定、洗浄や消毒などの

実践方法を学ぶ。

消費者の健康を守るために必要な感

染症や環境問題をはじめ、日本にお

ける衛生行政や社会保障制度につ

いて学ぶ。

栄養素が体内でどう働き、代謝され、

健康状態に関わっているか。また健

康的な食生活や生活習慣病に対す

る理解を深める。

さまざまな食材に触れて味や食感

の違いを知る。さらに旬や見分け

方、取扱いを学び、製菓材料を選ぶ

力を養う。

製菓の背景となる菓子文化の知識、

現在の製菓業界を取り巻く状況、そし

て経営者の立場で考えられる人材と

なるための経営論を学ぶ。

衛生法規（30時間）

食品衛生学（96時間）
食品衛生学実習（24時間）

公衆衛生学（60時間）

栄養学（60時間）

食品学（60時間）

社会（30時間）

教養

「基礎実習」⇒「専門実習」の流れで実

施。「基礎実習」では、器具の扱い方、計

量、各工程における技術を実践的に身に

つける。「専門実習」では、基礎の反復と

応用を学び、基本生地などを自らの判断で

つくれるようになることを目指す。

ジャンル別の特色や歴史、食材の基本特

性、製菓器具・機器の扱い方、製法を学ぶ。 製菓実習（508時間）

製菓理論（148時間）

実習

理論

CURRICULUM ［ カリキュラム ］

製パン

パンづくりにおいて、とても大切な工程である

「計量」の仕方を学ぶとともに、手を使った基

本操作を練習し、製パンの基本を学ぶ。

製パンの基礎となる技術を次 と々。麺棒を使っ

た操作や、棒状・俵形の生成、そして編みパン

の作成も。基本作業の幅を広げるステップ。

「あんパン」「メロンパン」といった菓子パンづく

りがこのステップで登場。使う機器もより高度

になり、応用力をさらに伸ばす。

4種類のパンをスムーズに分割から焼き上げま

で。その仕上がりの品質を高めるのが最終ス

テップ。

▶ 器具の扱い方・計量の仕方
▶ 基本操作の練習
  （分割/丸め/成形/手ごね）
▶ ミキサーの使い方

▶ 麺棒の使い方
▶ 冷蔵生地の扱い方
▶ 編みパンの作成

▶ 菓子パンをつくる
▶ 折り込み生地の作成
▶ 大型機器の使用方法
  （パイローラー）

▶ 型を使ったパンづくり
▶ 菓子パンの応用
▶ スチームを使ったパンづくり
▶ 製品クオリティの向上

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

CHECK POINT!

※時間割、ステップアップシステムは製菓クラスの例となります。洋菓子クラスでは後期の実習は洋菓子のみとなります。

クラス活動

キャリアサポート
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繊細な和菓子づくりの技術をしっかりと身につけたい！

本番前に
成形の練習！

白い生地が
美しい色に
染まる！

さてさて、
お味はいかが？

まずは
「中

な か あ ん

餡」の準備から
いよいよ
成形です！

白餡で練切の
生地をつくる

［本日のメニュー］
▶ 練切
 玉菊／乱菊今回の製菓実習は、和の上生菓子の代表格である練切づくりに挑戦。美しいその見映えはまるでアー

ト作品のようですが、それだけに、つくり上げるには高い技術が必要です。これまでの実習でも、何度か

練切の成形を練習してきたので、その成果を発揮しつつ、さらに技術を高めるつもりで、今回の実習に

取り組もうと思います。同時に、餡の炊き方など、今まで学んできた和菓子づくりの基本を、しっかりとお

さらいします。

包餡も成形も、今までで一番うまくできました！
菊の花びら部分の成形はとても難しいんです。でも今回は、これまでと比べ、とても上手
にできました。仕上がりにばらつきが出るなど、まだ課題もありますが、一歩ずつ確実に
自分の技術が向上していることを実感しています！

準備を進めつつ、交代しながら練習用
の生地を使って成形の練習を。

練り上がった生地を分割し、色素を加
えて着色していきます。

みんなで試食。甘さや生地の固さなど、
おいしく感じられるようにできたかな？

練切生地と同じくらいの固さになるよ
うに仕上げるのがポイント。

これまでの実習でも身につけてきた技
術を駆使し、練切を仕上げます。

白こし餡に白い餅を加えて練り上げ、
中餡を包む白い生地をつくります。

錦見 葵
製菓衛生師本科
※取材時
大阪府立貝塚高校卒

今回つくった練切は「玉菊」と「乱菊」。そ
の葉の部分に使う生地は緑色に。

キレイに色づいたら、棒を使って平たく伸
ばしていきます。

葉をつくる。細やかな作業なので、少し緊
張します！

先生と今日の工程を確認。
「段取り良く」が

成功の第一条件です！

製 菓 衛 生 師 本 科

練切の中に入れる「中餡」を丁寧に炊き
上げていきます。

餡が炊きあがったら茹でた
餅を加え、火を弱めてよく
混ぜます。

断面の見映えも評価ポイント。中餡がキレイに真ん
中におさまりました！

餅粉をこね、生地の「つなぎ」となる餅づくり。固
さは耳たぶくらいに。

実習では実際のプロの現場を意識し、
商品としての箱詰めまで行います。

葉の部分を付けて、美しい菊の花に見
立てた芸術的な和菓子が完成！

三角棒という器具を使って、菊の花びら
の形を整えていきます。

練切の成形は高度な職人ワザ。何度も繰り返し練習し、技
術を高めたい！

中餡を包む生地は赤く着
色。この赤で美しい菊の花
びらを表現します。

生地で中餡を包みます。中
餡が偏らず真ん中に来るよ
う、丁寧に！

成形の練習をして
きたおかげで、きれ
いにできました！

生地の餡を炊く時は、絶対
に焦がさないように細心の
注意を！

炊き上がった中餡を、練切
一つ分の量に分割して丸め
ます。

花びらの大きさにばらつき
がでないよう、きっちりと等
分！むずかしぃ〜。

冷めると生地が固くなってし
まうので、急いで裏ごし。熱
いうちに手早く！！

製 菓 実 習レ ポート
TSUJI SEIKA PRACTICAL TRAINING REPORT
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講義室（和菓子）

4 F

3 F

2 F

1F

3 F

2 F

1F

5 F

図書室

製パン実習室

講義室（製パン）

洋菓子 講義室 教養科目 講義室 教養科目 講義室

製パン実習室

講義室（洋菓子）

講義室（洋菓子）

講義室（製パン）

洋菓子実習室

和菓子実習室 洋菓子実習室

和菓子実習室

A棟、B棟からなる本館は、1〜4F
まで各ジャンル専用の設備が整っ
た実習室と各講義室があり、5Fに
は、各分野の専門書が揃う図書室
があります。

辻製菓専門学校

本館 ［A棟・B棟］

2016年に竣工した新校舎の1〜
3Fが、辻製菓専門学校の別館とな
ります。各ジャンルの実習室をはじ
め、講義室やキャリアセンターなど
があります。

辻製菓専門学校

別館  ［C棟］

洋菓子実習室

キャリアセンター

B 棟プロ仕様の
施設・設備で学ぶ。
まるで現場！ 大型のオーブンやせいろなど、ジャンル別の専門機器が備わった実習室。
プロ仕様の設備で、一流の道具を使いこなせる技術を磨きます。

A 棟

パイローラーは、クロワッサ
ンやデニッシュの生地を薄
く伸ばす機械。手で伸ばす
より断然早いので、たくさん
の数をつくるときに大活躍！

アツアツ素材を急速冷
凍！ ショックフリーザーは、
仕込んだ生地やクリーム
をおいしい状態のまま冷
凍することができます。

製パン実習室には、さまざまな
オーブンが。バゲットなどのハー
ド系パンはスチームオーブンで
焼き上げます。温度調節など慣
れるまで繰り返し練習！

開放感のあるエントランス
の奥にあるフリースペース
は友だちとお昼を食べたり、
ミーティングに活用！

餡を炊く厚手の銅鍋、なんと底
が丸いんです！ 温度の管理がし
やすく、鍋全体に均一に熱が伝
わるため、ふっくらと香り豊かに
炊き上がります。

お昼休みや放課後を使って、就
職活動の個別相談に行くこと
も。キャリアセンターの先生にも
たくさんのアドバイスをもらえま
す！

せいろは和菓子づくりに欠かせ
ない器具。餡を包んだ饅頭やお
こわ、練切の材料になる山の芋
など、一気に蒸し上げます。

冷たさを保ちやすい、
御影石の作業台は
チョコレートや生菓子
をつくる時に活躍。

C 棟

Tsuji

Institute of Patisserie

施 設  ＆ 設 備

FACILITIES

ひき出しを開ける
と人数分の器具！！

図書室はお菓子
とパンの本がいっ
ぱい！！

道路に面した実習
室は開放感抜群！

洋菓子実習室

製菓や製パンに欠かせな
いオーブンは数種類のメー
カーがあり、「焼きの入りが
強い」「温度管理がしやす
い」など、特長を覚えて使い
分けます。

講義室
 （和菓子）

エントランス

洋菓子実習室

製パン理論を教えてもらう
専用の講義室。先生の手
元も上の大きな鏡とテレビ
画面でしっかり確認！

製パン実習室

校舎見学の
動画はコチラ！
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LIST of
TEACHERS

教
職
員
一
覧

自ら学ぼうとする
強い意志を全力で支える

多方面で活躍する〈辻製菓専門学校〉

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。

①製菓・製パン・和菓子店などでの研修実績

②受賞・入賞歴

③出演・協力したTV番組・書籍

④その他経歴

2021年12月現在／50音順（ジャンル別）

奈良県出身
辻製菓1988年卒
①フランス「フレッソン」
③TV「どっちの料理ショー」
④辻調グループフランス校に5年半に渡り勤務

兵庫県出身
辻製菓1998年卒
②西日本洋菓子コンテスト 味と技のピエスモンテ

「金賞」
③「タカラヅカ・スカイ・ステージ」
④「tsuji＋I（韓国）」での技術指導

淺野 義明

池田 麗

兵庫県出身
辻製菓2018年卒

稲津 成美

大阪府出身
辻製菓2019年卒

伊藤 春菜

千葉県出身
エコール大阪（製菓）2007年卒
①フランス「アンチュイシオン バイ ジー」

石渡 慎也

L I S T  o f  T E A C H E R S

洋菓子
Pâtíssier

兵庫県出身
辻調理1990年卒／辻製菓1991年卒
①フランス「ジャン＝フィリップ・ゲイ」
③書籍「プロのためのわかりやすいフランス菓
子」／ＴＶ「料理大学」

瀬戸山 明夫 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

三重県出身
辻製菓2007年卒
①フランス「メゾンカフェ」②大阪府洋菓子コンテ
スト ディスプレイ部門「最優秀賞」／西日本洋菓
子コンテスト「優秀賞」③書籍「ドイツ菓子・ウィー
ン菓子」

谷岡 あや

大阪府出身
辻製菓2017年卒

露峰 菜穂

長野県出身
辻製菓1992年卒
①フランス「ジャック」②大阪府洋菓子コンテスト　
ディスプレイ部門「大会会長賞」／西日本洋菓子コ
ンテストディスプレイ部門「最優秀賞」③書籍「フラン
スの地方菓子」「科学でわかるお菓子の＂なぜ？＂」

瀬戸山 知恵美 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

大分県出身
辻調理1999年卒／辻製菓2000年卒
①オーストリア「ハイナー」
③書籍「ドイツ菓子・ウィーン菓子」
④「tsuji＋I（韓国）」での技術指導／大手菓子
メーカー商品アドバイザーとして協力

戸髙 美樹

大阪府出身
辻調理2013年卒／辻製菓2014年卒

戸髙 亜衣

大阪府出身
辻製菓1992年卒
①オーストリア「ハイナー」
③書籍「科学でわかるお菓子の＂なぜ？＂」「ドイツ
菓子・ウィーン菓子」／ＴＶ「料理大学」

當麻 功 一級
菓子製造
技能士

岡山県出身
辻製菓1990年卒／フランス校1992年卒
①フランス「ホテルプラザアテネ」②大阪府優秀技能者表彰「な
にわの名工」受賞／西日本洋菓子コンテスト 味と技のピエスモン
テ部門 最優秀賞／ルクサルド グラン プレミオコンクール 2位 ほ
か受賞多数④「帝国ホテル 大阪」にてペストリーシェフを務める

西田 一巳

和歌山県出身
辻製菓2006年卒／製菓技研2007年卒
②大阪府職業能力開発促進大会「会長賞」
④「ハイアットリージェンシー大阪」にて勤務

中本 優作 職業訓練
指導員
免許

一級
菓子製造
技能士

島根県出身
エコール東京（製菓）2004年卒／
フランス校2005年卒
①フランス「パティスリー・フレッソン」「シャトー・ダド
メニル」「パティスリー・ビュル・グルマン」
②西日本洋菓子コンテスト優良賞受賞

細田 窓可

大阪府出身
辻製菓2011年卒
③書籍「ドイツ菓子・ウィーン菓子」

紅
べ に こ

粉 薫

大阪府出身
辻製菓1994年卒／製菓技研1995年卒
①フランス「ル・ソフィリア」
④G20大阪サミットにて菓子作成・提供

野田 昌志

兵庫県出身
辻製菓2016年卒

福永 拓光

大阪府出身
辻製菓2002年卒／製菓技研2003年卒
①フランス「ヴァンサン・ゲルレ」

檜垣 昂史

大阪府出身
辻調理1982年卒
①ドイツ「ホテル・フィヤ・ヤーレスツァイテン」
③書籍「ドイツ菓子入門」「洋菓子百科事典」

「ドイツ菓子・ウィーン菓子」／TV「NHKきょう
の料理」

長森 昭雄 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

大阪府出身
辻製菓2006年卒
①フランス「カルデロン」②西日本洋菓子コンテ
スト 味と技のピエスモンテ「最優秀賞」／西日本
洋菓子コンテスト実技Bクラス「優秀賞」
④「tsuji＋I（韓国）」での技術指導

針本 洋司

大阪府出身
辻製菓2019年卒

村上 なぎさ

大阪府出身
辻製菓2016年卒
④大阪「菓子工房レジェール」にて勤務

南 沙耶香

兵庫県出身
辻製菓2015年卒

水戸 なる美

大阪府出身
辻製菓1992年卒／製菓技研1993年卒
①フランス「ギルグ」
③ＴＶ「ショコラ」「どっちの料理ショー」

森田 康裕

京都府出身
辻製菓1997年卒／製菓技研1998年卒
①フランス「ル・ソフィリア」
④「tsuji＋I（韓国）」での技術指導

森 貴行

茨城県出身
辻製菓1986年卒／フランス校1986年卒
①フランス「ドルノン」、「ベルナション」
③ＴＶ「ショコラ」
④「tsuji＋I（韓国）」での技術指導

吉村 大輔

京都府出身
辻製菓2017年卒／辻調理2018年卒

山内 明香

福井県出身
辻製菓2002年卒

渡中 美穂

大阪府出身
辻製菓2018年卒

與那嶺 なつみ

大阪府出身
辻調理2011年卒／辻製菓2012年卒
③書籍「ドイツ菓子・ウィーン菓子」

大山 風香

兵庫県出身
辻製菓2017年卒
②大阪府洋菓子コンテスト アメ細工部門「大阪
府知事賞」

鎌田 波紀

福岡県出身
辻製菓2009年卒
②大阪府洋菓子コンテストマジパンの部「優良
賞」／西日本洋菓子コンテストマジパンの部「金
賞」④全日本ヴァンドゥーズ協会認定ヴァンドゥー
ズ

近藤 織恵

大阪府出身
辻製菓1991年卒／製菓技研1992年卒
①ドイツ「キャフェ・コッハス」、オーストリア「ハイ
ナー」
③書籍「ドイツ菓子・ウィーン菓子」

阪口 直樹

大阪府出身
辻製菓2011年卒
①フランス「レ・モレニエール」

小島 悦子

鳥取県出身
辻製菓2001年卒／製菓技研2002年卒
①フランス

「パティスリー・ブリュノ・モンクディオル」

上元 望

二級
菓子製造
技能士

京都府出身
辻製菓2001年卒／製菓技研2002年卒
①フランス「ブリュノ・モンクディオル」
②西日本洋菓子コンテスト　ディスプレイ部門

「金賞」／大阪府職業能力開発促進大会「会
長賞」③TV「タカラヅカ・スカイ・ステージ」

河口 弥生 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

兵庫県出身
辻調理2012年卒
②西日本洋菓子コンテスト実技Cクラス最優秀
賞

久保 成未

大阪府出身
辻製菓2003年卒
①フランス「アンチュイシオン バイ ジー」②大阪府洋菓子コンテ
スト　チョコレート細工部門「優秀賞」／グランプリ・ナショナル・
グルマンディーズ（フランス）第3位／大阪府職業能力開発促進
大会「会長賞」④パナソニック調理器具を使ったメニュー開発

佐々木 雄市 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

奈良県出身
辻調理1982年卒／フランス校1982年卒
①フランス「ピニョール」／ドイツ「キャフェ・コッハス」②内海
杯技術コンクール（飴細工）「銅賞」／世界料理オリンピック
大会 総合「銀メダル」、 製菓部門 「金メダル」／大阪食の
博覧会（飴細工）「大阪府知事賞」③ＴＶ「アンティーク」

今井 雅弘 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

大阪府出身
辻調理1983年卒
①フランス「パレ・デュ・ショコラ」
③TV「どっちの料理ショー」「ケイコとマナブ
channel」「料理大学」　書籍「おいしい洋菓子
の大辞典２５０レシピ」

上西 弘泰

兵庫県出身
辻製菓2020年卒

大井 悠真
福岡県出身
辻製菓1994年卒／製菓技研1995年卒
①フランス「ピエール・エルメ」
③ＴＶ「辻調の楽しい食卓」
④大手菓子メーカー商品アドバイザーとして協力

鈴木 麻紀

大阪府出身
辻製菓1986年卒／フランス校1986年卒
①フランス「ベルナション」、「キャルトロン」
③書籍「グラン・パティシエ」

永田 博之 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

長崎県出身
辻製菓2017年卒
②ヌーベル・パティスリー・デュ・ジャポン技術コン
クール銅賞／大阪府洋菓子コンテスト アメ細工
部門「優秀賞」

中島 陽香 二級
菓子製造
技能士

滋賀県出身
辻調理1980年卒
①フランス「コエベルレ」、「デュポン」、「ラムロ
ワーズ」③書籍「お菓子づくり基礎の基礎」「お
菓子マルシェ大百科」／ＴＶ「どっちの料理ショー」

「NHKきょうの料理」

堀田 朗子 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

一級
菓子製造
技能士
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教職員一覧

奈良県出身
辻製菓2013年卒

桒村 遼

大阪府出身
辻製菓2014年卒

桒村 綾

大阪府出身
辻製菓2017年卒

池上 紗里奈

L I S T  o f  T E A C H E R S

和菓子
Wagashi

埼玉県出身
辻製菓1988年卒
③書籍「プロのためのわかりやすい和菓子」
ＴＶ「どっちの料理ショー」

今成 宏 一級
菓子製造
技能士

奈良県出身
辻製菓2014年卒
④「アルモニーアンブラッセ大阪」にて勤務

柏井 絢衣

長崎県出身
辻調理1986年卒
①京都「京菓子司 末富」
③書籍「プロのためのわかりやすい和菓子」
ＴＶ「どっちの料理ショー」「グレーテルのかまど」

金澤 賢吾

大阪府出身
辻製菓2018年卒
③TV「グレーテルのかまど」

宮田 紗樹

大阪府出身
辻製菓2019年卒

山本 純平

岐阜県出身
辻製菓1995年卒
②大阪府職業能力開発促進大会「知事賞」
③書籍「プロのためのわかりやすい和菓子」／ＴＶ

「どっちの料理ショー」「辻調の楽しい食卓」

加納 みどり 一級
菓子製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

北海道出身
辻製菓2013年卒
④京都「京菓子司 末富」にて勤務

谷村 季輝

静岡県出身
辻製菓2007年卒
③TV「グレーテルのかまど」
④タイ・バンコクにて和菓子技術を披露し紹介

松本 有紀
大阪府出身
辻製菓1988年卒
①京都「京菓子司 末富」
②大阪二六会技術発表会「会長賞」
③書籍「プロ調理の基本 和菓子」「プロのため
のわかりやすい和菓子」

定岡 宏和 職業訓練
指導員
免許

一級
菓子製造
技能士

大阪府出身
辻製菓1994年卒
②あべの菓子博「大阪市長賞」
③ＴＶ「どっちの料理ショー」「グレーテルのかまど」
／書籍「プロのためのわかりやすい和菓子」

立嶋 穣 職業訓練
指導員
免許

一級
菓子製造
技能士

大阪府出身
辻製菓2019年卒

以倉 裕章

大阪府出身
エコール大阪（製パン）2003年卒
①「日本パン技術研究所」
③書籍「基礎からわかる製パン技術」「パン作りに
困ったら読む本」

尾岡 久美子

広島県出身
辻調理1984年卒
①ドイツ「キャフェ・コッハス」で研修
③書籍「パンづくりに困ったら読む本」「基礎から
わかる製パン技術」「パンの基本大図鑑：パン・マ
ルシェ」／TV「どっちの料理ショー」

梶原 慶春 一級
パン製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

奈良県出身
辻製菓1990年卒
①ドイツ「キャフェ・コッハス」、東京「バッハコーヒー」、「日
本パン技術研究所」③書籍「プロのためのわかりやすい
製パン技術」「パンの基本大図鑑」「基礎からわかる製パ
ン技術」「パンづくりに困ったら読む本」／ＴＶ「料理大学」

宮﨑 裕行

奈良県出身
辻製菓2011年卒
①東京「日本パン技術研究所」

中村 紘尉 一級
パン製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

大阪府出身
辻製菓2019年卒

平岡 玲菜

東 庸介
公衆衛生学、製菓衛生師教養演習 担当

泉谷 麻衣子
食品衛生学、製菓衛生師教養演習 担当

加藤 直美
食品学 担当

鎌田 陽子
公衆衛生学、製菓衛生師教養演習 担当

川田 優子
食品衛生学、製菓衛生師教養演習 担当

中嶋 麗
マネジメント論 担当

栗田 直美
製菓衛生師教養演習 担当

河野 美菜
食品学、製菓衛生師教養演習 担当

酒井 芙弥子
栄養学、製菓衛生師教養演習 担当

新宮 泰彦
社会、マネジメント論 担当

田端 裕哉
衛生法規 担当

田和 良介
衛生法規 担当

原田 智子
食品学、製菓衛生師教養演習 担当

東條 孝文
食品衛生学、製菓衛生師教養演習 担当

畑川 美耶子
栄養学、製菓衛生師教養演習 担当

三好 恵理奈
食品学、製菓衛生師教養演習 担当

教養 Education

大阪府出身
辻製菓2007年卒

柴田 倫美 一級
パン製造
技能士

製パン
Boulanger

神奈川県出身
辻製菓1987年卒
①ドイツ「キャフェ・コッハス」③書籍「パンづくりに困ったら読
む本」著者、「基礎からわかる製パン技術」パン制作、「パンの
基本大図鑑：パン・マルシェ」パン制作・指導④パナソニック：
ホームベーカリー、オーブンレンジ、メニュー開発協力

浅田 和宏

大阪府出身
エコール大阪（製パン）1996年卒
①ドイツ「キャフェ・コッハス」
③書籍「パン基本大図鑑」「基礎からわかる製パ
ン技術」「パンづくりに困ったら読む本」
④パナソニック調理器具を使ったメニュー開発

浅田 紀子 一級
パン製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

大阪府出身
辻製菓2019年卒／辻調理2020年卒

板橋 歌純

大阪府出身
辻製菓2020年卒

上田 瑞穂

奈良県出身
辻製菓2020年卒

中村 元

三重県出身
辻製菓2018年卒

川辺 麻琴

和歌山県出身
辻製菓2020年卒

國友 真琴

大阪府出身
辻製菓2018年卒

山ノ井 真央

大阪府出身
辻製菓2002年卒
①大阪「告季菓匠 本松葉屋」
③書籍「プロのためのわかりやすい和菓子」「あの人が愛し
たとっておきのスイーツレシピ」／TV「グレーテルのかまど」
④G20大阪サミットにて菓子作成・提供

上元 純一 職業訓練
指導員
免許

一級
菓子製造
技能士

大阪府出身
辻製菓1988年卒
①東京「日本パン技術研究所」　②大阪府職業能力開発促
進大会「会長賞」　③書籍「パン作り入門」「プロのためのわ
かりやすい製パン技術」「パンの基本大図鑑」「基礎からわかる
製パン技術」「パンづくりに困ったら読む本」／ＴＶ「料理大学」

伊藤 快幸 一級
パン製造
技能士

職業訓練
指導員
免許

一級
パン製造
技能士

職業訓練
指導員
免許
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C R O S S  T A L K

吉村◦僕は悩んでいた時、吉村先生に相談

に乗ってもらったことが一番の思い出です。

その頃は実習も勉強も難しく感じ、自分の出

来なさ具合を痛感する毎日で…。でも先生が

「君のように頑張れる人はそうそういない」

と言ってくださって、吹っ切れました。「出来が

良いか悪いかは気にせず、目の前のことを頑

張ってやり続けていこう」と。

先生◦吉村くんは理想が高い。その高すぎ

る理想に、当時の自分の技術がまだ伴ってい

なかったことが、不安につながっていたのだと

思います。

吉村◦先生に気づかせてもらって、それから

変われました。たとえお菓子づくりに直接関

係ないことでも、目の前の課題と向き合い、

頑張り続ければ、必ず未来に活きる。今の学

生たちにも気づいてもらいたいことです。

村田◦僕は当時、吉村先生が自分のお菓子

の研究や勉強を熱心にされていることを知

り、驚きました。「先生になってもまだ勉強し

ないといけないのか」と（笑）。

先生◦村田くんは天才肌だけど、当時はあ

まり勉強熱心とは言えませんでしたね（笑）。

せっかくいい感性を持っているのだから、裏

付けとなる知識をもっと身につけるよう心が

けてほしかった。だから「先生も勉強している

よ」という姿を見せて、背中を押していたん

ですよ。

村田◦そうだったんですね。でもお菓子の歴

史や文化的背景など、辻製菓の先生方の知

識の深さには当時から感心させられ、それが

すごくいい刺激になったと感じています。

喜多川◦個性の違う3人に対し、それぞれに

合った伸ばし方をしてくださっていたのです

ね。その3人がほぼ同じ時期に独立し、そろそ

ろ10年が経とうとしています。

吉村◦思い描いていた夢に近づいたと感じ

つつ、「この先はどうしよう？」といった想いを

巡らせてもいます。

村田◦次は後継者の育成かな。そういう意

味では、これからお菓子の世界をめざす学生

たちに期待したいことがたくさんあります。例

えば、視野を広く持つこと。チームでつくりあ

げる仕事ですから、周囲が見えていないとい

い仕事はできません。

喜多川◦実習等を通じて「まず自分で考え

る」という癖もつけておいてほしい。でも卒業

いう人なんだと感じ、今でも先生のような大

人であろうと心がけています。

先生◦卒業してお店に出たら、一緒に働く仲

間との信頼関係が大切。それを築いていく

ために人はどうあるべきかを学んでもらいた

かったんですよ。でも喜多川くんにはフラン

ス校でのクリスマスパーティーの幹事など授

業以外でもいろいろなことを引き受けてもら

い、いつも頼もしく感じていましたよ。

喜多川◦大変でしたが、先生の信頼に応え

たいという強い気持ちで頑張りました（笑）。

先生◦こうして3人が揃っているのを見ると、

当時の出来事が昨日のことのようですね。

村田◦仲が良かったですし、フランス校でも

一緒でしたからね。そして3人とも、吉村先生

から多くを教わったのも同じです。

吉村◦お菓子づくりはもちろん、学ぶ姿勢や

社会での心構えも教えていただきました。

喜多川◦すごい実績を持つ先生でありなが

ら、気さくに接してくださって、時には厳しく、

また自分に非があると感じた時は学生相手で

も謝ってくださる。「信頼できる大人」とはこう

後もこんな話ができる場があるというのは、あ

りがたいですね。

村田◦みんなで集まることはめったになくて

も、先生とは普段から気軽に電話で話した

りもできている。そうして話すことで「自分が

やってきたことが間違いじゃない」と確かめら

れるのがうれしいです。

吉村◦先生から教わったこと、この学校で学

んだことが、僕らの“原点”ですからね。迷っ

た時や立ち止まった時も、この“原点”に立ち

返って自分を見つめ直せるんです。

先生◦そう感じてもらえれば、教員冥利に尽

きます。みなさんのさらなる活躍にも、大いに

期待していますよ。

フランス校卒業後、国内で実務経験を積み、

2001年に再びフランスへ。帰国後、イベントや

ネットショップで手作りチョコを販売し、2010年

に京都市内で独立開業。本場仕込みの「口の

中で余韻が広がり続けるチョコ」が自慢です。

大阪の老舗パティスリー「なかたに亭」等で経験

を積み、2011年に大阪・南堀江で独立開業。店

名の「Rechercher」はフランス語で「探究」を意

味し、「自分にしかつくれない、ここでしか食べら

れない味」を探究し続けています。

20代の頃にはフランス料理店にも勤務し、その

後、再びお菓子の世界へ。2003年に熊本県小

国町で独立開業、2011年に現在の福岡県春日

市に移転。フランス料理の経験に基づいた、多彩

な素材を活かしたお菓子が人気を集めています。

フランスを代表するショコラトリー「ベルナショ

ン」での研修経験を持ち、1987年から現在まで

教員として辻製菓専門学校に勤務。3人が留学

していた1996〜7年にはフランス校に赴任し、

現地で教鞭を執っていました。

ショコラティエ ドゥーブルセット
［オーナーシェフ］

パティスリー ルシェルシェ
［オーナーシェフ］

パティスリー ルイ
［オーナーシェフ］

辻製菓専門学校
［教員］

喜多川 勉 さん

辻製菓 1996年卒／フランス校 1997年卒
京都府出身

村田 義武 さん

辻製菓 1996年卒／フランス校 1997年卒
愛知県出身

吉村 類 さん

辻製菓 1996年卒／フランス校 1997年卒
福岡県出身

吉村 大輔 先生

辻製菓 1986年卒／フランス校 1986年卒
茨城県出身

対談企画

CROSS
TALK

卒 業 生
×

先 生

あの頃も今も
これからも、ここが
僕らの“原点”。
辻製菓で同じ時期に学び、フランス校でも同じ

時期にともに学んだ3人の卒業生たち。独立開

業も果たし、今や人気店のオーナーシェフとし

て大活躍している彼らに、恩師・吉村先生とと

もに学生時代を振り返ってもらいました。
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S P E C I A L  T E A C H E R S

SPECIAL
TEACHERS 日本を代表する

パティシエ・ブーランジェから、
多くを学び、感じとる。
海外・国内の第一線で活躍する有名パティシエやオーナーシェフ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、お菓子への哲学や人生観にふれることのできる

貴重な機会が数多く用意されています。

※リストは2019〜2021年度実績　※オレンジは辻調グループ卒業生［敬称略］　※ジャンル別店名50音順（店名とお名前は来校当時のもの）

特
別
講
師
紹
介

洋菓子

◦「アディクト・オ・シュクル」 石井 英美

◦「アトリエ オランジェ」 小林 史明

◦「うかい亭」 鈴木 滋夫

◦「エルベラン」 梅本すず

◦「オゥ・ポワヴル」 森 保介

◦「大阪マリオット都ホテル」 赤崎 哲朗

◦「お菓子のお店KAZU」 山本一人　花澤 楓

◦「カカオティエ ゴカン」 辻本 雄太

◦「カルチェ・ラタン」 冨田 大介

◦「五感」 小柴 学　稲井 菜月

◦「コンフィチュール アッシュ」 簱 雅典

◦「シェ・アオタニ」 西岡 陽美

◦「シェ・ナカツカ」 小宮 奈菜

◦「シュゼット・ホールディングス」 駒居 崇宏

◦「ショコラトリー・パティスリー カカオテ」

　  藤田 修平

◦「ティ・コ・ラッテ」 坂口 眞耶

◦「トゥーストゥース」 永澤 優佳

◦「パスカル・ル・ガック 東京」 眞砂 翔平

◦「パティスリー アヴランシュ・ゲネー」 上霜 考二

◦「パティスリー アクイユ」 川西 康文

◦「パティスリー エトネ」 多田 征二

◦「パティスリー クロシェ」 玉腰 智也

◦「パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ」 長谷川 渚

◦「パティスリー ル・グラン・シャリオ」 伏木 和毅

◦「ア・ビアント」 松尾 清史

◦「イスズベーカリー」 井筒 大輔

◦「オーストリア菓子 サイラー」 アドルフ サイラー

◦「手造りパンの店 マノン」 宮本 慎

◦「日仏商事」 井上 陽平

◦「日本パン技術研究所」 山本 剛史

◦「ピュラトスジャパン」 長谷川雅明

◦「リーガロイヤルホテル」 鈴木 弘一

◦「Meisterｓ Backstube KAKINUMA」 柿沼 理

◦「パン焼き小屋 Zopf」 伊原 靖友

◦「御菓子司 柏屋葛城堂」 森 貞夫

◦「御菓子司 吉乃屋」 中西 信治

◦「御菓子処 清邦庵」 渡辺 博幸

◦「菓匠庵 白穂」 新澤 貴之

◦「菓匠苑 梅ぞの」 鈴木 美典

◦「絹笠」 前野 欣司

◦ 「現代の名工・フードマイスター」 西尾 智司

◦「手作りのお菓子 お喜奈」 山本 浩司

◦「浪速育 松月」 藤原 厚子

◦「パティスリー ワイスタイル」 横山 由樹

◦「plan do see」 原 茉奈美

◦「星野リゾート」 厚東 宣洋　植田 江利子

◦「マ・ビッシュ」 村田 博

◦「ミルフィーユ」 赤枝 悠

◦「ラ・ピエール・ブランシュ」 竹葉 彩乃

◦「ラ リヴィエ ドゥ サーブル」 植﨑 義明

◦「ラトリエ モトゾー」 藤田 統三

◦「ル・サントノーレ」棟田 直樹

製パン

和菓子

時代にふさわしい、
実践的なカリキュラムを追求。

辻製菓専門学校では、日本を代表するパティシエ・ブーラン

ジェ・和菓子職人、企業・ホテルの経営者、食文化や農業の

専門家といった方々をお招きして「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）】
井筒 大輔［株式会社イスズベーカリー 代表取締役］／植松 秀王［大阪府洋菓子協
会 会長（株式会社エクチュア 代表取締役）］／駒居 崇宏［株式会社シュゼット・ホー
ルディングス 製造本部 本部長・企画本部 商品部 部長］／壷井 豪［株式会社ケル
ン 代表取締役・オーナーシェフ］／松下 雄一［株式会社松葉屋 代表取締役社長］／
南田 孝雄［あもや南春日 店主］

ラトリエ モトゾー 

藤田 統三
（卒業生）

Meisterｓ Backstube
KAKINUMA 

柿沼 理
（卒業生）

アッサンブラージュ
カキモト 

垣本 晃宏
（卒業生）

パティスリー
ルシェルシェ 

村田 義武
（卒業生）

うかい亭 

鈴木 滋夫
（卒業生）

オーストリア菓子
サイラー

アドルフ サイラー
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これ が 辻 製 菓 の１年 間！

SEIKA@BLOG

ヨーロッパの有名パティスリーはもちろん、パン屋、カフェを

訪ね歩き、本場の食文化を学びます。

1年間の学びの集大成！食の最大イベントです。毎年、保護

者の方々も多く訪れます。

3月のフェスティバルにむけて、出店や展示の企画、運営、製

造、販売まで準備に大忙し！学内がフェスティバル一色に！

校長先生からお祝いの言葉を頂き、式の後には各クラスの

担任より卒業証書の授与が行われました。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研修旅行！

フェスティバル！

フェスティバル準備！

卒業式！

入学式 卒業式前期中間試験 後期中間試験

前期期末試験 後期期末試験

夏休み

辻調グループ合同入学式が大阪城ホールで行われました。

来週からは本格的に授業も始まります。

入学式！

4月

製菓衛生師本科のクラス活動でSDGsについてのワークを

しました。持続可能な社会をつくるために私たちが取り組む

べきこととは？

SDGsポスターをつくりました！

12月

12月

製菓技術マネジメント学科１年生が、2年生の洋菓子実習を

見学。先輩たちみたいに動けるように頑張らねば！

２年生の先輩に学ぶクラス活動！

7月

１年生最初の実習。つくるのは、「ブール・ド・ネージュ」。仏語

で「雪の玉」という意味のクッキー。うまくできるかな？

はじめての実習！

4月

製菓技術マネジメント学科2年生のコーヒーの授業。意外と

知らないことも多く、新しい発見がたくさん！

10月

夏休みは企業研究をかねて食べ歩き。みんなで行くと色ん

な種類のケーキをシェアできるのでいっぱい勉強になる！

夏休み！

フランス校からキャメラ先生が来校。特別講習での華麗なテ

クニックと美しいお菓子にうっとり。終了後に記念写真！

キャメラ先生がやってきた！

11月

2月

3月

冬休み

2年生になると1日実習なので、お昼ごはんは実習で作った

パン！ アレンジ法も勉強になって一石二鳥です。

実習でつくったパンでお昼ごはん！！

7月

〈辻製菓専門学校〉の
 最新情報はこちら！

3月

辻製菓の1年間は、
盛りだくさん！ 毎日の
実習に加え、さまざま
なイベントが開催され
ます。好きなお菓子
に囲まれた、濃くて、
楽しい毎日を紹介し
ます！

8月

2年生製菓総合クラスのこの時期の洋菓子実習は、バリ

エーションを入れると全部で10品のこのボリューム！

夏休み明けの洋菓子実習！

9月

※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。
※2019〜2021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。

お菓子やパンにあわせて飲みたい
コーヒーの授業！
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