
夏季スクーリングのお知らせ

開催日程：2018年8月20日（月）～24日（金）
　　　　　※和菓子技術講座は、23日（木）のみ開催

開催場所：　調理師専門学校／　製菓専門学校（大阪市阿倍野区）

授業時間：9：30～16：20頃
（受付開始 9：00／遅刻、途中帰宅はご遠慮いただいております）
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スクーリング開催概要

日　程

授業時間

費　用

集合場所

最寄駅

申込締切

問合せ先

受講条件

申込方法

申込辞退

その他

※白衣や必要な器具は、すべて本校にて準備いたします。

■フランス料理・イタリア料理（西洋料理）、日本料理、中国料理、洋菓子（製菓）、製パン技術講座／
　　2018年８月20日（月）～８月24日（金）
■和菓子技術講座／2018年８月23日（木）のみ 

電話：06-6624-5125 　E-Mail : tsushin@tsuji.ac.jp

[ 受講中 ] の講座に限ります

＊駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関をご利用ください。

●JR環状線・地下鉄御堂筋線「天王寺」駅下車徒歩約10分
●地下鉄谷町線「阿倍野」駅下車徒歩約5分

辻調理師専門学校・本館（フランス料理・イタリア料理（西洋料理）技術講座、中国料理技術講座）
辻調理師専門学校・南館（日本料理技術講座）
辻製菓専門学校（洋菓子（製菓）技術講座、製パン技術講座、和菓子技術講座）

＊遅刻・途中帰宅はご遠慮ください。　＊昼休憩の時間を設けています。昼休憩及び授業終了時間は、若干前後する可能性があります。
【受付開始】9：00～  【授業時間】9：30～ 16：20頃 　※和菓子講座は～16：30頃

5日間：50,000円　※和菓子のみ1日：10,000円
＊5日間を通して完結するカリキュラムを組んでおります。
＊参加可能な日程のみのご参加も可能です。1日：10,000円　＊交通費・宿泊費は、個人負担となります。

2018年７月18日（水）必着 ＊お申込み受付後に、申込受付確認書と手引きを送付いたします。　　　

申込を辞退される方は、お電話にて通信教育部（06-6624-5125）までご連絡ください。（平日9：00～17：00まで）
納入されたスクーリング費用を返金いたします。 ※返金に伴う振込み手数料はご本人様負担となります。
ただし、下記の期限以降の申込辞退は一切返金いたしませんのでご注意ください。

【申込辞退期限】
　2018年7月25日（水）17：00まで

①【郵送でのお申込み】「スクーリング申込書」をご郵送ください。

②【WEBでのお申込み】公式ホームページより「申込みフォーム」へ必要事項を入力し、
　　　　　　　　　　　クレジットカード決済を完了してください。

　

  　2018年６月1８日（月）12：00より申込受付開始　

　天候状況、災害により開催を中止させていただく場合がございます。開催中止については、事前のご連絡と共に、
　ご入金いただいた費用を返金いたします。尚、開催中止による日程振り替えはいたしません。

＜注意事項＞
　遅刻・途中帰宅はご遠慮いただいております。ご予定をご確認のうえ、お申込みください。
　本校では、万全の体制で皆さまをお迎えするため、下記に該当される方は必ず通信教育部までご相談ください。
　　●妊娠中の方、体調面にご不安をお持ちの方　●ご自身で実習を行うことが難しい方　●授業参加にあたりサポートが必要な方

 ㈱共立メンテナンス
食事付き学生会館への短期入寮やビジネスホテルの
紹介を行います。

※申込期間：宿泊日１ヶ月半前から10日前まで
TEL：（代）06-6233-3600 　担当：田中

　　　  ㈱ JTB
さまざまなクラスのホテル、JR・航空券など交通機関の
予約を受付けます。

TEL：（直）06-6252-2754 （9:30～ 17:30平日） 　
担当：野島・和田・植西

宿泊先は、各自で手配してください。ご希望の方は別紙の案内をご参照のうえ、下記各社での手配もご利用ください。

www.tsuji.ac.jp/tsushin

取扱いカード　　VISA・Master・UC・JCB・American Express



＊写真はイメージです。　＊食材の入荷状況等により、内容が変更になることがあります。
＊午前9時半～12時半まで講習、お昼休憩後午後より実習をおこないます。
＊2018年4月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していない料理も含まれています。

8/20（月） 8/21（火） 8/22（水） 8/23（木） 8/24（金）第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目

＜テーマ＞
・冷製パスタの作り方
・魚の調理法

＜講習・実習＞
●なすのスフォルマート
●冷たいスパゲッティーニの
　漁師風
●めかじきのパン粉焼き、
　サラダ添え
●トルタ・カプレーゼ
●プリーリア風タラッリ

イタリア料理
「イタリア料理の基礎１」

牛ロース肉のグリル　
バニェット・ロッソと
季節の野菜添え

冷たいスパゲッティーニの漁師風

＜テーマ＞
・手打ちパスタの作り方
・肉の調理法

＜講習・実習＞
●いかの香草パン粉焼き
●じゃがいものニョッキ、
　ミニトマトとバジリコ和え
●牛ロース肉のグリル
　バニェット・ロッソと季節の
　野菜添え
●コーヒー風味のセミフレッド
　キャラメル添え
●ロゼッタ

イタリア料理
「イタリア料理の基礎２」

いさきの南仏風帆立貝とラングスティーヌの
ポワレ

舌平目のデュグレレ風

＜テーマ＞
・ポタージュ1
・舌平目のおろし方
・肉の焼き方

＜講習・実習＞
●コンソメ
●舌平目のデュグレレ風
●牛フィレ肉のステーキ、
　ソース・マデール
●フルーツのグラタン

フランス料理
「フランス料理の基礎１」

＜テーマ＞
・ポタージュ2
・魚介類のポワレ
・子羊肉の下処理

＜講習・実習＞
●クレーム・デュバリー
　 （カリフラワーのクリームスープ）

●帆立貝とラングスティーヌの
　ポワレ
●子羊のロースト、香草風味
●ヌガーグラッセ

フランス料理
「フランス料理の基礎２」

＜テーマ＞
・ポタージュ3
・魚の3枚おろし
・鶏のソテ

＜講習・実習＞
●ムール貝のスープ、
　サフラン風味
●いさきの南仏風
●鶏のソテ、シャスール風
●クレームブリュレ

フランス料理
「フランス料理の基礎３」

＊写真はイメージです。　＊食材の入荷状況等により、内容が変更になることがあります。
＊8月20日（月）は実習のみの開催です。　＊午前9時半～12時半まで講習、お昼休憩後午後より実習をおこないます。
＊2018年4月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していない料理も含まれています。

日本料理技術講座

＜実習＞ ※講習は行いません
①基礎の包丁技術を学ぶ
　・野菜の刻み方
　　（薄刃包丁の使い方）
　・魚のおろし方
　　（出刃包丁の使い方）

②だし汁の引き方を学ぶ
　・一番だしの引き方

＜実習＞ 献立
焼き物 ● 鯵塩焼き
煮　物 ● 鶏肉と野菜の炒め煮
椀　物 ● 鯵のつみれ汁
ご飯物 ● 白ご飯

＜実習のテーマ＞ 
◯ 一番だしの引き方
◯ 野菜の下処理
◯ 煮物の基礎
◯ 魚の三枚おろし
◯ 片褄折れ串の打ち方
◯ ご飯の炊き方

＊まず料理の基礎を学びましょう。基礎を
　確実に抑えることが、成長の近道です。

テーマ
「日本料理の基礎」

8/20（月） 8/21（火） 8/22（水） 8/23（木） 8/24（金）第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目

＜講習＞ 献立
造　り ● 鯛松皮造り
煮　物 ● 鯛あら煮
ご飯物 ● 鯛ご飯

＜実習＞ 
　講習内容に準ずる

＜実習のテーマ＞ 
◯ 鯛の水洗いの仕方
◯ 鯛の三枚おろし
◯ 松皮造り、そぎ造りの切り方
◯ あら煮の炊き方

＊柳刃包丁の使い方（造りの切り方）、
　煮物の基礎を学びましょう。
＊鯛を１人一尾扱います。

テーマ
「鯛を使って」

＜講習＞ 献立
先付け ● 蛸ゼリー酢掛け
椀　物 ● 海老真薯 清汁仕立
ご飯物 ● 蛸ご飯

＜実習＞ 
　講習内容に準ずる

＜実習のテーマ＞ 
◯ 一番だしの引き方
◯ 蛇腹胡瓜の作り方
◯ 真薯生地の作り方
◯ 蛸の処理の仕方
◯ 子芋の六方むき

＊一番だし、柳刃包丁の使い方、薄刃
　包丁の使い方を学びましょう。
＊蛸を扱います。

テーマ
「先付け 椀物 ご飯物」

＜講習＞ 献立
焼き物八寸 ● 
　鮎塩焼き 夏鴨照り焼きなど
煮　物 ● 茄子オランダ煮　　
ご飯物 ● 鰻ご飯

＜実習＞ 
　講習内容に準ずる

＜実習のテーマ＞ 
◯ 鮎の串の打ち方、焼き方
◯ 出し巻き玉子の焼き方
◯ 茄子のねじむきの仕方
◯ 八寸の盛り方

＊焼き物の仕方、盛りつけの基礎を学びま
　しょう。
＊鮎、合鴨、丸茄子を扱います。

テーマ
「焼き物八寸 煮物 ご飯物」

＜講習＞ 献立
造　り ● 鱧ちり
椀　物 ● 鱧葛叩き
ご飯物 ● 鱧寿司

＜実習＞ 
　講習内容に準ずる

＜実習のテーマ＞ 
◯ 鱧の処理、骨切りの仕方
◯ 縦串の打ち方
◯ 寿司飯の作り方
◯ 鱧寿司の作り方

＊鱧の処理、扱い方について学びましょう。
＊鱧を１人一尾扱います。

テーマ
「鱧を使って」

技術講座フランス料理・
イタリア料理（西洋料理）



＊写真はイメージです。　＊食材の入荷状況等により、内容が変更になることがあります。
＊2018年4月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していない料理も含まれています。中国料理技術講座

＜実習 … 学習のポイント＞
 ○冷菜の基本技術

テーマ

「冷菜の製作」

8/20（月） 8/21（火） 8/24（金）第１日目 第２日目 第５日目

＜講習・実習＞
七彩冷菜盤
（前菜七種盛り合わせ）
　●椒麻海鰻花
　　（ハモの湯引き山椒ソース）
　●蜜汁叉焼肉
　　（チャーシュー）
　●芥末塩水蝦
　　（車エビのマスタード風味）
　●青辣椒皮蛋
　　（万願寺唐辛子とピータンの前菜）
　●夏草拌海
　　（クラゲと夏草の和え物）
　●辣汁黄瓜
　　（キュウリの甘酢漬け）
　●黒豆凍南瓜
　　（カボチャと黒豆の冷製）
随飯菜
　●新式回鍋肉
　　（新式ホイコーロー）
　●米飯
　　（御飯）
甜菜
　●黒流沙湯円
（黒ゴマの白玉団子）

＜実習 … 学習のポイント＞
 ○蒸しものの基本技術
 ○煮込みの基本技術

テーマ

「煮込み・蒸しもの」

＜実習 … 学習のポイント＞
 ○シューマイの包み方
 ○生地の伸ばし方
 ○まんじゅうの包み方

テーマ

「点心」

エビと卵の蒸しもの
ニンニク風味

8/22（水） 第３日目

＜実習 … 学習のポイント＞
 ○炒めものの基本技術 ○下味付けについて
 ○油通しについて ○混合調味料について

テーマ

「炒めもの」
＜講習・実習＞
●乾　双蔬
　（タケノコとサヤインゲンの香り炒め）
●豆　炒牛肉
　（牛肉の炒めものトウチ風味）
●芙蓉炒帯子
　（ホタテと卵白の炒めもの）
●酸菜肉絲湯麺
　（豚肉と高菜の汁ソバ）
●香煎麺包片
　（中国風フレンチトースト
      アイスクリーム添え）

牛肉の炒めものトウチ風味 蒸しシューマイ

8/23（木） 第４日目

＜実習 … 学習のポイント＞
 ○揚げものの基本技術
 ○あんかけの基本技術

テーマ

「揚げもの・あんかけ」
＜講習・実習＞
●避風塘香魚
　（アユと夏野菜の香り揚げ）
●糖醋肉
　（黒酢の酢豚）
●蓴菜粟米蒸水蛋湯
　（ジュンサイとトウモロコシの
      冷製スープ）

●蟹肉爪蓉　雲呑
　（ワンタンと冬瓜の蟹肉あんかけ）
●杏仁豆腐
　（シンレントウフ）

黒酢の酢豚

＜講習・実習＞
●干蒸焼売
　（蒸しシューマイ）
●山東包子
　（山東風パオズ）
●韮黄鹹水角
　（黄ニラ入り揚げ餃子）
●蛋黄蓮容月餅
　（塩漬け卵入り蓮の実餡の月餅）
●鴛鴦凍布甸
　（愛玉ゼリーとサンザシのプリン）

＊写真はイメージです。 ＊午前の講習は9：30より、講習終了後１１：１０より午後実習のための仕込みを行います。
＊2018年4月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していないお菓子も含まれています。
＊昼食として軽食を準備しています。 ＊2日目は工程の都合上、講習はありません。 ＊実習で出来上がったお菓子は持ち帰りとなります。

洋菓子（製菓）技術講座
第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目8/20（月） 8/21（火） 8/22（水） 8/23（木） 8/24（金）

＜講習＞
●シュー・ア・ラ・クレム
　　（パータ・シュー）

●タルトレット・オ・スリーズ・
　ピスタシュ
　　（パート・シュクレ／練り込みパイ生地）

＜実習＞
●シュー・ア・ラ・クレム作成
　　パータ・シュー
　　クレム・パティシエール
　　クレム・ディプロマット

●タルトレット・オ・スリーズ・
　ピスタシュ作成
　　パート・シュクレ
　　クレム・ダマンド・ピスタシュ

◆菓子屋さんの定番、シュークリームを習
　得します。
◆練りこみパイ生地の作り方、麺棒の扱い
　方、タルト型への敷きこみの仕方などを
　習得します。

＜実習＞ ※講習は行いません
●ピティヴィエ
　　（フイユタージュ/折り込みパイ生地）

●パート・ブリゼ
＜実習＞
●ピティヴィエ作成
　　フイユタージュ
　　クレム・ダマンド

●パート・ブリゼを使って、 
　フォンサージュと空焼き練習

◆折り込みパイ生地の作り方、麺棒の扱い
　方を習得します。
◆パート･ブリゼは取り扱いやすく、甘く
　ないのでお菓子だけでなく料理にも使い
　ます。

＜講習＞
●ガトー・オ・フリュイ
　　（パータ・ジェノワーズ）

＜実習＞
●ガトー・オ・フリュイ作成
　　パータ・ジェノワーズ
　　クレム・シャンティイ

●デコレーションの練習
　　ナペ、絞り出し練習

◆できるようになるとうれしい、スポンジ
　生地へのデコレーションのテクニックを
　習得します。
　本番前の練習も毎回好評です。

＜講習＞
●サンマルク
　　（パータ・ビスキュイ・ジョコンド）

＜実習＞
●サンマルク作成
　　パータ・ビスキュイ・ジョコンド
　　パータ・ボンブ
　　クレム・シャンティイ・ショコラ
　　クレム・シャンティイ・ヴァニーユ
　　キャラメリゼ

●バタークリームを使い
　絞り出しの練習

◆家庭では難しいアーモンド風味の薄いス
　ポンジ生地を習得します。
◆ご要望が多かったムース感覚のお菓子を
　プロ仕様のキャラメライザ－（焼ごて）を
　使って本格フランス菓子に挑戦します。

＜講習＞
●プラリンヌ
●キャラメル・ムー
●ヌガー・ド・モンテリマール
●コーヒーの淹れ方
＜実習＞
●コンフィズリ（糖菓）作成
　　プラリンヌ
　　キャラメル・ムー
　　ヌガー・ド・モンテリマール

●コーヒーの淹れ方

◆フランスのおやつ、糖菓に挑戦しま
　す。ポイントは砂糖を煮詰めるとき
　の温度です。
◆新鮮な豆、挽き方、抽出温度など、　
　おいしいコーヒーの淹れ方を学びま
　す。おいしいコーヒーがあるとお菓
　子が一層引き立ちます。

＜講習・実習＞
●蒜茸鮮蝦蒸蛋
　（エビと卵の蒸しもの ニンニク風味）
●柱候牛
　（牛バラの広東風みそ煮込み）
●乾焼香魚
　（アユの辛味煮込み）
●荷葉包蒸鹹魚飯
　（塩漬け魚入りチャーハン　
      ハスの葉包み蒸し）

●楊枝甘露
　（マンゴーとグレープフルーツの 
      デザート）



＊写真はイメージです。 ＊8/20（月）・8/23（木）は講習のみの開催です。 ＊途中、お昼休みをはさみます。＊ 昼食として軽食を準備しています。
＊2018年4月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していないパンも含まれています。
＊製法を書いていない製品は、ストレート法で作ります。　＊実習で出来上がったパンは持ち帰りとなります。

製パン技術講座
第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目8/20（月） 8/21（火） 8/22（水） 8/23（木） 8/24（金）

＜講習＞
●テーブルロール
　ソフトな食事用の小型パン

●ツォップ
　レーズンの入った編みパン

●山食パン
　スタンダードな食パン

●パン・トラディショネル（手ごね）
　伝統的なフランスパン

◆講習で出来上がったパンは試食か持ち帰
　りとなります。

＜講習＞
●菓子パン（中種法）
　・あんパン　・クリームパン
　・メロンパン　・クッキーパン
　・チョココルネ

●ハードトースト
　リーンな配合の山食パン

●シュヴァイツァーブロート
　ライ麦粉の入ったドイツパン

●カイザーゼンメル
　ドイツ・オーストリアの小型パン

◆講習で出来上がったパンは試食か持ち帰
　りとなります。

＜実習＞
●菓子パン（中種法）
　・あんパン　・メロンパン

●ハードトースト
　リーンな配合の山食パン

●カイザーゼンメル
　ドイツ・オーストリアの小型パン

◆機械仕込みで作業を行います。

＜実習＞
●ツォップ
　レーズンの入った編みパン

●山食パン
　スタンダードな食パン

●パン・トラディショネル
　（ポーリッシュ法）

　伝統的なフランスパン

◆機械仕込みで作業を行います。

＜実習＞
●テーブルロール
　ソフトな食事用の小型パン

●パン・ド・ミ
　フランスの角食パン

●パン・トラディショネル（手ごね）
　伝統的なフランスパン

◆パン・トラディシショネル以外は機械仕
　込みで作業を行います。

＊ 写真はイメージです。　＊ 講習内容は教科書記載のお菓子とは多少異なります。
＊ 講習授業の流れは多少前後する場合があります。　＊ すべてのお菓子に簡単な試食をご用意しています。　
＊ 昼食として軽食を準備しています。　＊ 講習のみの開催です　　

和菓子技術講座

［餡の炊き方］
●小豆粒餡　
丹波大納言を使い、風味良く。和菓
子作りの基本柱となる餡の炊き方を
学びます。

［流し菓子］
●水羊羹　　　
和三盆糖を使い、上品な味わいに仕
上げます。

［和風デザート］
●茶の香　　
抹茶風味の浮島で小豆粒餡を挟みま
す。和三盆糖入りの生クリームを添
えて。

［蒸し菓子］
●葛饅頭　　
夏の代表的な葛菓子です。葛生地の
練り具合がポイントになります。

［焼き菓子］
●どら焼き　　　
平鍋の基本の菓子。火加減、生地の
あんばいが大切。生地をきめ細かく
ふんわり焼き上げて小豆粒餡をサン
ドして仕上げます。

［上生菓子］
●練切　　　　　
茶席菓子の代表。花鳥風月に題材を
取り、木型で模様をつけます。

＜講習授業＞  ※実習は行いません

8/23（木）



生と過ごす時間を考えると楽しみで仕方がなかったスクーリング。DVD

や教科書にはない知識を先生から教わり、自分の舌で確かめることが

できるという経験はとても貴重なものでした。教壇の先生方、テーブル担当の

先生方から、色々な技術の他、「こうすると早い」「こ

のタイミングで・・・」という経験に裏打ちされた様々

な知識を学ぶことができたのが良かったです。今まで

食べた事がないくらい美味しい料理の作り方を学ぶこ

とができ、食べることもできるスクーリング。受講中に

しか参加できない、またとないチャンスです。

松元さん

先

通信受講生が辻調理師専門学校・辻製菓専門学校に集まり、授業を受けるスクーリング。
受講期間中のみご参加いただける、大切な授業です。
プロ仕様の設備で先生から直接指導を受け、先生の技を見て。
ここでしか触れられない技と味、ここでしか聞けない知識とノウハウがあります。

よくあるご質問

スクーリングって？

スクーリングに参加しました

3 作業の意味を知る
料理やお菓子を作る工程の一つ一つに、とても大切な意味や理由があり
ます。実習中も講習中も、技術説明はもちろん、「なぜこの作業が必要なの
か」「失敗するのは何故か」など、理論、経験を交えて丁寧に教えてくれる
ので、『より深く理解できた！』という感想を多数いただいています。

4 普段の疑問を解決する
「質問票を使うほどでもないんだけど・・」というようなちょっとした疑問の
解決や、自宅で役立つちょっとしたコツが学べるのもスクーリングの魅力
です。どんな質問でも丁寧に答えてくれるので、是非たくさん質問をして
みてください！

5 仲間とつながる
スクーリングに参加されているのは、「本当に料理、お菓子が好き！」「本物
を学びたい！！」という意欲溢れる方ばかり。全国のみならず海外からも
様々な方がお一人でご参加されています。先生、仲間との数々の出会い
は、将来の財産になるでしょう。

2 本物の味と料理・菓子の状態を知る
『パンの生地はどんなものが良い状態なのか』『肉や魚はどんな火加減で
焼けばいいのか』など、正しい状態を知れば普段のご自宅での勉強にもっ
と活かせること間違いなし！先生の解説を交えながらの試食で、本物の味
も舌で覚えていきます。

1 至近距離でプロの技術を学ぶ
先生が驚くほど近い距離で、器具を使う際の角度や力の入れ具合、身体の
向きなど、DVDやテキストではわからない細かなことを丁寧に指導してく
れます。

初心者です。料理上手な他の参加者の方の
迷惑になりませんか？

初心者の方でも大いに学んでいただけます。ここは初心者をプロに育てる学校です。実習で
は、先生が近くでずっと見守って指導をしてくれますので、ご安心ください！

Q平日に5日間も休めないのですが。
授業の一つですので、平日に大阪の本校での開催となります。参加は強制ではありませんが、
1日から参加いただけますので、ご都合のよい日に参加してみませんか？

Q
一人で参加するのが不安です。

ほとんどの方が、お一人で参加されています。お料理やお菓子、パンが好きで、あなたと同じ
勉強をしている仲間に会いに来てください。

Q
1日1万円は高くないですか？

厳選された本格的な食材を使い、辻調・辻製菓の先生から1日かけてしっかりと指導を受ける
ことができるので、決して高くはありません。また、白衣や必要な器具は全て本校で準備します
ので、追加料金はありません。

Q

実習はどのようにしておこなわれるのですか？
班にわかれて実習します。各班を先生一人が担当しますので、質問しやすく、先生の目も行き
届く環境です。

Q

信教育で学ぶ、最大の目的の一つが「スクーリングに参加すること」で

した。実際に参加してみると、教壇の先生のちょっとした一言に閃きが

生まれ、すぐにでも出来る気になりなました。気になることや疑問点、どんな

質問でも、先生方は答えてくださいました。百聞は一

見に如かず。本を読んでいただけではわからなかった

ことも、目の前で実践してもらえるのでとてもよくわか

ります。普段からの疑問も解決しました。また、料理

に興味のある通信生の皆さんとも様々な情報などを共

有できたので、とても有益で楽しかったです。

熊谷さん

通


