
辻調理師専門学校／辻製菓専門学校

通信教育講座別 

科

TEL :06（6624）5125　　FAX:06（6629）1524
Email : tsushin@tsuji.ac.jp

HP :www.tsuji.ac.jp/tsushin/
〒530-0036 大阪市阿倍野区松崎町３

今年も広がる、広げる
料理・お菓子・パンの世界。
辻調理師専門学校／辻製菓専門学校の
別科通信教育講座を修了・受講中の方へ。
さらなる知識・技術の充実を図るためのご案内です。



東京講実習会
Tokyo Summer Programs

（受講生＆修了生対象／講習+実習の勉強会）

● 開催日程 ●
2018年8月21日（火）～23日（木）

● 開催場所 ●
エコール 辻 東京

大阪講習会
Osaka Summer Programs

（修了生対象／講習会）

● 開催日程 ●
2018年8月21日（火）～24日（金）

● 開催場所 ●
辻調理師専門学校
辻製菓専門学校
エコール 辻 大阪

料金後納郵便

ラベル位置

（入稿時 枠線削除）



日　程

授業時間

費　用

会　場

8月 21日（火）～8月23日（木） 

３日間：30,000円
＊３日間を通して完結するカリキュラムを組んでいます。
＊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。

エコール 辻 東京（東京都国立市富士見台 2-13-3）
＊JR南武線「谷保駅」より徒歩3分（ご参加いただく方には、会場までの地図を送付いたします）
＊駐車場・駐輪場はございませんので公共交通機関をご利用ください。

＊遅刻・途中帰宅はお控えください。  ＊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～　【集合時間】9：15　【授業時間】9：30～ 16：00

受講条件 ［受講中］または［修了済み］の講座

日　　程
授業時間

費　用

会　場

◯全講座：各7,500円 （１名）
＊交通費、宿泊費は、個人負担となります。

受講条件

［通信教育講座の修了生］対象
　※修了講座に限らず、他ジャンルの講習会にもご参加いただけます。
　※ご家族、ご友人の方（１名まで）もご一緒に参加いただけます。
　　　（同伴される方も、１名分の参加費用が必要となります）

●他ジャンルの講習会へお申込みをお考えの方、同伴の方へ●
　　本講習会は各講座修了生向けの専門的な講義内容となっております。予めご理解、ご了承ください。

＊ご参加いただく方には、会場までの地図を送付いたします。 ＊駐車場・駐輪場はございませんので、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（フランス料理・イタリア料理講習会・中国料理講習会）／辻調理師専門学校・南館（日本料理講習会）
エコール 辻 大阪（洋菓子講習会）／辻製菓専門学校・別館（製パン講習会・和菓子講習会）

【授業時間】　
9：30～12：00頃

　
（9：00より受付開始）

【授業時間】　
13：30～16：00頃
※製パン講習会は～16：30頃
（13：00より受付開始）

＊遅刻・途中帰宅はお控えください。  ＊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。 ＊質疑応答の時間を設けています。

＊受付開始時刻に、入室する順番を決める抽選があります。 ＊実習は行いません。 ＊簡単な試食をご用意しています。

日本料理講習会

－

中国料理講習会

洋菓子（製菓）講習会

フランス料理・イタリア料理（西洋料理）講習会

製パン講習会

和菓子講習会

－

※白衣や必要な器具は、すべて本校にて準備いたします。



洋菓子（製菓）東 京
講実習会

受講生・修了生対象 ●定員36名●
8月21日（火）9：30～16：00

テーマ ■ ウィーン菓子（砂糖の性質①）

8月22日（水）9：30～16：00
テーマ ■ アメ細工実習／コンフィズリー（砂糖菓子）講習

　　　      （砂糖の性質②）

8月23日（木）9：30～16：00

テーマ ■ マカロン（砂糖の性質③）

●ザッハートルテ
チョコレート風味の別立てバター生地に、砂糖の再結
晶化を利用したチョコレートのグラズール（糖衣）仕
上げをするウィーン菓子を代表するトルテ。

●ザルツブルガーノッカル
ザルツブルグ風スフレ。メレンゲベースの軽いスフレ
生地と酸味のきいたフランボワーズソース、濃厚な
チョコレートソースを合わせます。ウィーン菓子を代
表する温かいデザート『ヴァルム・メールシュパイ
ゼ』のひとつです。

【講習・実習のポイント】
◯メレンゲのテクニック( 生地に合わせた立て方)
◯別立てバター生地（ザッハマッセ）の作り方
◯グラズールの作り方　◯上掛けのテクニック
　※グラズールを使い練習も行います
◯スフレ生地の作り方　◯フランボワーズソースの作り方
◯チョコレートソースの作り方

砂糖の魅力と性質
●アメ細工実習
アメ細工の基本テクニックを実践しながら学びます。砂糖を煮
詰めるところからスタートして、花や葉などのパーツのとり方
を練習し、小さなコサージュの作成までを目指します。

●コンフィズリー講習
フルーツのギモーブ（マシュマロ）、ヌガー・ド・モンテリマール、
パート・ド・フリュイ、マーマレード他コンフィズリー（糖菓）
と呼ばれるお菓子の作り方を学び、砂糖の性質について考えま
す。（作成するお菓子の試食と持ち帰りがあります）

【講習・実習のポイント】
◯アメ細工について　◯アメの炊き方
◯つやのあるアメの引き方　◯花や葉の作り方
◯アメ細工の組み立て方　◯砂糖の性質について
◯ギモーブの作り方　◯ヌガー・ド・モンテリマールの作り方
◯パート・ド・フリュイの作り方
◯マーマレードの作り方

マカロンの世界
〈講習〉 
●マカロン・パリジャン　●マカロン・ド・ナンシー
●マカロン・ダミヤン、他
表面がなめらかなマカロンの他、フランス各地のマカ
ロンを紹介します。

〈実習〉 
●マカロン・パリジャン　●マカロン・ド・ナンシー
マカロン・パリジャンはサンドするものを変えて詰め
合わせを作ります。

【講習・実習のポイント】
◯メレンゲのテクニック( 生地に合わせた立て方)
◯マカロン・パリジャンの作り方
◯マカロン・ド・ナンシの作り方
◯マカロン・ダミヤンの作り方  ◯各種マカロンの比較
◯ガナッシュの作り方　◯バタークリームの作り方
◯砂糖の性質について

※途中昼休憩をはさみます。 ※簡単な食事（サンドイッチ等）を準備しております。 ※テーマに関わる中心作業は１人１回を基本としますが、　例外もあります。 ※安全に配慮し、ズボン、動き易い靴を着用し、
スカートやヒールの高い靴はご遠慮願います。 ※時計、ピアス等の装飾品もはずしていただきます。 ※今回の講実習回は『砂糖の性質について』学ぶ3日間ですが、各回で完結する内容になっています。

フランス料理・イタリア料理（西洋料理）東 京
講実習会 受講生・修了生対象 

テーマ ■ イタリア料理の基礎を学ぶ

8月22日（水）9：30～16：00

テーマ ■ フランス地方料理と基礎を学ぶ

8月23日（木）9：30～16：00
テーマ ■ フランス料理の基礎を学ぶ

～夏にジビエ～

●馬車に乗ったモッツァレッラ・チーズ
●いさきとズッキーニのスパゲッティーニ
●いわしのグラタン、シチリア風
●うさぎのイスキア風
●桃のコンポート、桃のグラニータ添え

[実習のポイント]
◯食パンの挟み揚げ　◯魚の３枚卸し　
◯鰯の３枚卸し　◯うさぎのさばき方　
◯桃のコンポート　◯桃のグラニータ

[実習のポイント]
◯ウ・ポシェの作り方
◯鴨胸肉の焼き方
◯アシエット・デセールについて

●卵のムーレット
●鴨胸肉のポワレ ソース・ルアネーズ
●イル・フロタント

[実習のポイント]
◯ 鹿肉の焼き方
◯ コンソメの取り方
◯ アシエット・デセールについて

●ジビエのコンソメ
●鹿肉のステーキ　
●グレープフルーツのブランマンジェ

※途中昼休憩をはさみます。　※当日の材料の入荷状況により、一部変更の可能性があります。　

8月21日（火）9：30～16：00

日本料理東 京
講実習会

受講生・修了生対象 ●定員24名●
8月21日（火）9：30～16：00
テーマ ■ 鱸を使った料理を行います

8月22日（水）9：30～16：00
テーマ ■ 鯛の三枚おろしに挑戦します

8月23日（木）9：30～16：00
テーマ ■ 穴子の下ごしらえを行います

椀　物 ● 鱸潮汁
造　り ● 鱸洗い
焼き物 ● 鱸たで味噌焼き
ご飯物 ● 鱸ご飯
[実習のポイント]
◯鱸の水洗い～三枚おろし　◯洗いの仕方
◯潮汁の作り方　◯串を使った焼き物の仕方

[実習のポイント]
◯鯛の水洗い～三枚おろし　◯梨割りの仕方
◯松皮造り、そぎ造りの仕方　◯あら煮の作り方

椀　物 ● 鯛 清汁仕立
造　り ● 鯛松皮造り　鯛そぎ造り
煮　物 ● 鯛あら煮

[実習のポイント]
◯穴子の開き方　◯てんぷらの作り方
◯棒ずしの作り方

酢の物 ● 穴子 胡瓜 生姜酢がけ
揚げ物 ● てんぷら
ご飯物 ● 穴子棒ずし
椀　物 ● 豆腐 三つ葉 赤味噌仕立

※途中昼休憩をはさみます。　※実習終了後に試食です。休憩中の軽食は各自でご用意ください。
※午前の始めに仕込みの実習をおこない、その後講習となります。午後は実習・試食をおこないます。　※当日の材料の入荷状況により、メニューを変更する場合があります。

製パン東 京
講実習会

受講生・修了生対象 ●定員30名●
8月21日（火）9：30～16：00

テーマ ■ いろいろな発酵種でパンを作る

8月22日（水）9：30～16：00
テーマ ■ いろいろな配合で作る食パン

8月23日（木）9：30～16：00
テーマ ■ 折り込み回数の違うクロワッサン

●発酵種法（生地種・液種など）

[実習のポイント]
いろいろな発酵種を使い、ハード系のパンを作り、生
地の特性を学ぶ

[実習のポイント]
食パンをいろいろな配合で作り、出来上がりを食べ比
べる

●リッチな食パンからハードトーストまで

[実習のポイント]
クロワッサンの折り込み回数を3つ折り3回を基準に
折り込み回数による風味や食感の違いを比べる

●クロワッサンの折り込み回数の違い

※途中昼休憩をはさみます。　※簡単な食事（サンドイッチ等）を準備しております。

（8/21は24名）
●定員30名●



フランス料理・イタリア料理（西洋料理）大 阪
講習会

8月23日（木）　　9：30～12：00 修了生対象 ●定員40名●

伊藤 雄大
（辻調理師専門学校  西洋料理助教授）

辻調理師専門学校 2003年卒業。
TVドラマ「信長のシェフ」に協力。
フランス「オテルリー・ル・カステラス」で研修。
イタリア「I.C.I.F.」へ留学。イタリア「レ・カランドレ」で研修。

テーマ ■ 家庭で簡単・美味しいイタリア料理

●アサリのスパゲットーネ　spaghettone alle vongole

普段ではあまり使わない、太麺のスパゲットーネを使い、もっちもちに仕上げます。

●カヴァティエッディ、魚介の煮込み和え　cavatieddi con ragù di mare

数種類の魚介を細かく刻み作った、ミートソース・海の幸バージョンです。

●パン粉を使ったシチリア風スパゲッティ　spaghetti con la mollica
余ったバゲットを香ばしくロースト、チーズの代わりにパン粉を合わせるシンプル
な一品です。

●いわしのグラタン、シチリア風　sarde alla siciliana

いわしをラザニアの様に層にして組み上げたグラタン、前菜・メインどちらでも。

●魚介のスープ　パッケリ和え　brodetto di dentice con paccheri

鯛を使ったスープ仕立ての料理に、パッケリを一緒に煮込み仕上げます。魚、パス
タ、スープどれもが美味しい料理です。

●鶏の煮込み　猟師風 　pollo alla cacciatora

鶏肉を使った定番の煮込み料理、ほのかな酸味がポイントになります。

午 前

日本料理大 阪
講習会

8月21日（火）　　9：30～12：00 修了生対象 ●定員40名●

濱本 良司
（辻調理師専門学校　日本料理教授）

辻調理師専門学校 1986年卒業。
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。

テーマ ■ 夏の逸品料理

●一、先付／枝豆すり流し
涼しげな枝豆のすり流し。豆乳や味噌を加えてうま味のある逸品に仕上げます。

●一、椀物／揚げ鱧　吸玉仕立て
夏を代表する食材の「鱧」を香ばしく油で揚げて、胡麻豆腐と合わせます。吸地に
は玉子豆腐の裏漉しを加えて、やさしい卵の香りがする吸地に仕立てます。

●一、八寸／酒の肴いろいろ
いちじく胡麻クリーム掛け、サーモン蓮根巻き、穴子棒ずし、厚焼き玉子など色々
なものを少量ずつ組み合わせます。

●一、食事／小豆粥見立て　合鴨塩焼き
戻した「もち米」を炒めながら、小豆粥に仕立てます。合鴨の塩焼きを添えて、あ
んかけにします。

午 前

●Crémet d’Anjou （クレメ・ダンジュ）

軽くてふわふわしたクリームが特徴の、旧アンジュー地方の名物菓子。爽やかなベ
リーのソースとの組み合わせで、さらに美味しくお洒落な一皿に。

●Tartelettes lorraines aux mirabelles
　 （タルトレット・ロレーヌ・オ・ミラベル）

ロレーヌ地方特産のミラベル（すもも）を入れた、やわらかい口当たりのタルト
レット。シンプルで家庭でも作りやすく、とても美味しいタルトです。

●Cannelés de Bordeaux （カヌレ・ド・ボルドー）
表面はカリッとした歯ごたえ、中はもちもちなボルドーの伝統菓子、カヌレ。家庭
でも作れるコツを伝授します。焼きたてでしか味わえない味をぜひ。

●Pralines rouges （プラリーヌ・ルージュ）
サヴォワ、リヨン近辺の名物、ピンク色のプラリネ（プラリーヌ）。お菓子やパン
によく使われ、止まらない美味しさです。華やかな色合いが“インスタ映え”間違
いなし！？

●Brioche de Saint-Genix （ブリオッシュ・サン・ジュニ）
サン＝ジュニ風ブリオッシュ。ピンク色のプラリネを入れるのが特徴のサヴォワ地
方の名物ブリオッシュ。プラリーヌの甘味と食感がブリオッシュと合い、病みつき
になる味です。

洋菓子（製菓）大 阪
講習会

8月22日（水）　　9：30～12：00 修了生対象 ●定員40名●

池田 麗
（エコール 辻 大阪　辻製菓マスターカレッジ助教授）

辻製菓専門学校 1998卒業。
西日本洋菓子コンテスト 味と技のピエスモンテ「金賞」
TV「タカラヅカ・スカイ・ステージ」出演。

テーマ ■ 「家庭でも作れるフランスの地方菓子」
～フランスの地方菓子巡り～

午 前

和菓子大 阪
講習会

8月22日（水）　　13：30～16：00 修了生対象 ●定員36名●

上元 純一
（辻製菓専門学校　和菓子助教授）

辻製菓専門学校 2002年卒業 。
「告季菓匠 本松葉屋」（大阪）で研修。
TV　NHK「グレーテルのかまど」レシピ監修。
書籍『プロのための分りやすい和菓子』『あの人が愛したとっておき
のスイーツレシピ』。

テーマ ■ 定番和菓子を洋素材と組み合わせて現代風にアレンジ

●～ドライフルーツのきんつば～
きんつばに洋素材を加え、洋風仕立てに。

●～柚子のクリームあんみつ～
柚子の爽やかな香りを閉じ込めた、ひんやり夏向き仕立てに。

●～薯蕷練切～
茶席菓子の代表作である練切。
花鳥風月の表現技法の紹介。

午 後



中国料理大 阪
講習会

8月23日（木）　　13：30～16：00 修了生対象 ●定員40名●

吉岡 勝美
（辻調理師専門学校　中国料理技術顧問）

辻調理師専門学校を卒業後、香港「敬賓酒家」、「富麗華酒店（ホテル
フラマー）」や広州「広東大厦・潮苑春」で広東料理と広東点心を研修。
その後は母校に戻り後進の指導にあたる。ＴＶ番組「アイアンシェフ」
「どっちの料理ショー」「きょうの料理」などに出演。著書に『よくわ
かる中国料理基礎の基礎』『スチーム中華』などがある。

テーマ ■ 台湾の夜市　Ｂ級グルメを楽しむ

●蜜香醉嫩鶏（よっぱらい鶏）
ハチミツ風味の紹興酒に漬け込んだ冷菜。

●三盃子鶏（鶏の蒸し煮 台湾風）
鶏とその内臓を土鍋で甘辛く煮込んだ品。大陸から伝わった料理がいまや台湾料理
の代表格になった。

●小籠包（シャオロンパオ）
現代人には薄い皮のショーロンパオで有名なお店「鼎泰豊」の前では、有名ではあ
るが従来の厚さの皮で提供しているお店「南翔」がかすんでしまうらしい。
そうであるならば、ショーロンパオの皮は、薄ければ薄いほどおいしいということ
になるのか？

●魯肉飯（ルーローファン）
豚肉を台湾醤油と米酒、香辛料などで柔らかく煮込み、煮汁ごとご飯にかけた小ぶ
りの丼。

●土鳳梨酥（パイナップルパイ）
夜市、コンビニなどどこでも売っている。台湾のお土産品の第一位ともいわれるお
菓子。

ミィ シァン ツェイ ネン ヂィ

サン  ペイ　ヅ　ヂィ

シャオ  ロン バオ

ルー  ロー  ファン

トウ フォン リー スゥ

午 後

製パン大 阪
講習会

8月24日（金）　　13：30～16：30 修了生対象 ●定員36名●

テーマ

イタリアで生まれたパネットーネの起源は非常に古く、その発祥についてはい
くつかの説がある。そして、それらの説の中でパネットーネはいつしかクリス
マスや祭事に用いられるようになる。今回は数百年の歴史をもち、ミラノを中
心にイタリア全土に広まったクリスマス菓子、パネットーネの秘密を探る。

■講習内容■　パネットーネはイタリア地方の土着菌（乳酸菌）を活かした「パ
ン種」を使用して、パネットーネを発酵させる。今回は「古くて新しい発酵種」
として、ヨーグルトを酛（もと）に起こした「自家製パネットーネ種」を取り
上げた。「種起こし～種継～パン種」を経て、手ごねによるパネットーネ生地
の作成から焼き上げまでの一部始終を、懇切丁寧な解説とともに実演する。

　●パネットーネの製造実演（手仕込み）
　●パネットーネのラッピング講習と実習指導（クリスマス向け）
　●パネットーネ四方山話（歴史やエピソードなど）

■試食＆お土産■　
・試食：小型のパネットーネ１個（約70ｇ）／おひとり
・試飲：特製サングリア飲み放題
・持ち帰り：パネットーネ１個（約400ｇ）／おひとり

吉野 精一
（辻製菓専門学校　製パン特任教授）

辻調理師専門学校卒業後、穀物学ならびに製パンの研究に専念する。
日本パン技術研究所、アメリカ・カンザス州立大学農学部などへの
留学を経て母校に戻り、製パン専任教授に。科学的側面からとらえ
た製パン理論を追求している。著書に『パン「こつ」の科学』（柴
田書店）、『基礎からわかる製パン技術』（柴田書店）などがある。

午 後

申込方法

申込辞退

その他

問合せ先

www.tsuji.ac.jp/tsushin
● 一次募集　　6月18日（月）12：00 ～ 7月18日（水）17：00
　 「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。
※先着順にて受付いたします　※お席の確保は決済完了後となります

＊定員を越えた場合は、ご連絡と共に、ご入金いただいた費用を返金いたします。
＊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。また、お申込みが最少催行人数に満たない場合も開催中止となるこ
　とがございます。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お申込み前に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

● 二次募集　　7月26日（木）12：00～27日（金）17：00
※先着順にて受付いたします　※申込辞退があった講座のみ二次募集を行います

申込みを辞退される方は、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）
納入された費用を返金いたします。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：7月25 日（水） 17：00まで】

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

宿泊先は、各自でご手配ください。ご希望の方は下記各社での手配もご利用ください。

 ㈱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

■ お申込み受付は、先着順となります。
■ 公平性を確保するため、インターネットからのお申込み（クレジットカード払い）のみとなります。

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


