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「辻調グループ」
「辻調グループ」
は、辻調理師専門学校を中心に大阪あべの
は、辻調理師専門学校を中心に大阪あべの
（大阪市阿倍野区）
（大阪市阿倍野区）
、東京、
、東京、
フランスを結ぶ学校グループです。
フランスを結ぶ学校グループです。
「学校法人
「学校法人
三幸学
三幸学
園 辻学園調理
園 辻学園調理
・製菓専門学校、
・製菓専門学校、
名古屋辻学園調理専門学校」
名古屋辻学園調理専門学校」
とは一切関係がございませんので、
とは一切関係がございませんので、
お申し込みに関しては十分ご注意ください。
お申し込みに関しては十分ご注意ください。

本
本場フランス
場フランスでで学
学ぶぶ

辻調グループフランス校
辻調グループフランス校

世 界が認め る 美 食 の 国

フランスに料理留学する。
古い歴史を持ち、豊かな文化や芸術、
ファッション、美しい街並み、雄大な自
然などを求めて、世界中から人々が訪れるフランス。食文化の面でも、料理、
ワイン、チーズ、菓子、
ショコラなど魅力は尽きません。そんなフランスの中で
も、美食の都として知られているのがフランス第2の都市リヨンです。首都パ
リから高速鉄道TGVで約2時間の場所に位置するリヨンには、
ローヌ川と
ソーヌ川が流れ、旧市街の石畳の街並みは世界遺産にも登録されていま
パリ

フランス
リヨン
ボルドー

マルセイユ

す。多くの人々が集まるこの地には、周辺の地域から多彩な食材が豊富にも
たらされ、
フランス料理界の巨匠と称賛されるポール・ボキューズなどミシュラ
ンガイドで星を獲得している一流レストランが数多く存在しています。
スター
シェフや一流パティシエが腕を競い合うリヨンは、調理・製菓を学ぶことはも
ちろん、現地のレストランを訪ねて本当のおいしさを学ぶという意味でも、食
の世界を目指すものにとって理想の場所といえるでしょう。
フランス・リヨンへ
の料理留学は、世界に通用する料理人、パティシエへの第一歩なのです。
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チーズや精肉、魚介類をはじめ、
アーティ
チョークや種類豊富な葡萄など、
リヨンの
市場にはヨーロッパ各地から多彩な食材
が集まります。初めて見る食材があれば、
ぜひトライして、
自分の味覚を広げましょう

ヴァカンス
（長期休暇）にはフランスの地方
や周辺諸国をめぐり、土地ごとの風土に根
ざした郷土料理や、各国の代表的なお菓
子を味わう旅へ。おいしい料理・お菓子を
つくるには、自分自身がさまざまなおいしさ
を知っておく必要があるのです

休日にシャトーから出かけて楽しむ食べ
歩きは、本場の味を自分の目と舌で体感
する機 会です 。有 名 店だけでなく、街な
かにある何 気ないカフェ、小さな料 理 店
やパティスリーで、驚くほどのおいしさに
出会うこともよくあります
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C e n t re de P erfect io n n e me n t
E c ol e H ôtelière T S U J I
C h â t eau de l’E cla ir

辻 調グ ル ー プ 第 1フランス 校
シャトー・ド・レクレー ル

料理・お菓子の世界レベルを
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2 e Centre de Perfectionnement
Ecole Hôtelière TSUJI
Château Escoﬃer

辻 調グ ル ー プ 第 2フランス 校
シャトー・エ スコフィエ

学ぶ辻調グループフランス校

07

全寮制のフランス校での毎日は、朝起きたときから
夜寝るまで、料理とお菓子一色。高い志を持ちこの
地を目指した研究生たちに最高の環境を提供する
辻 調グループの最 高 学 府です 。シャトーでの生 活
は、実 習が中心 。M . O . F（フランス最
.
優秀技術者
章）の称号を持つ先生や、有名レストランやパティス
リーより来校した外来講師からスペシャリテ
（独自の
メニュー）
を教わり、実際につくって、味わいます。新
鮮なフランス食材にふれ、その味を自分で確かめる
ことは、何ものにも代えがたい経験です。1日のカリ
キュラムが終了した後でも、翌日の実習の打ち合わ
せや、ルセット
（レシピ）の予習、
フランス語の習得な
どに励む研究生の姿が見られます。そして、実習や
授業のない休日は、食べ歩きへ。世界的な有名店か
ら地元で愛される小さなお店まで、
さまざまな味を知
ることも勉強の一つです。

ここでは24時 間、
料 理とお菓子に向き合う。
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「 世 界で通 用 する腕を磨くため」
「 本 場フランスで、
本物の味に出会うため」
「いろんな経験を積んで、
自分の
視野を広げるため」…。そんなふうに目的をもってフラ
ンス校 へ 入 学したのなら、学ぶ姿 勢はポジティブが
基本です。指示されるまで待っているのではなく、次は何
をすればいいのかなと考える。言われたことだけをやる
のではなく、
もっと早く、
もっときれいにするにはどうした
らいいか工夫する。講習でわからないことがあれば、
わかるまで徹底的に質問する。留学中の多種多様な
経験を、
自分の力に変えられるかどうかは自分次第。
研究生たちは、
自ら考え、
自ら動き、すべてを貪欲に吸
収しています。毎日の積み重ねで少しずつできること
が増えてくると、
自分に自信もついてきます。
フランス校
で得た自信は、未来の大切な宝物となることでしょう。

自ら考え、自ら動く。
待っていても何も始まらない。
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本 場フランスで
世 界に通じる感 性と
実 現 力を身につける
料理やお菓子は「つくる」技術だけで成り立っているものではありません。
社会のなかでの“料理”
“お菓子”
という言葉はもっと広い意味を持ったものです。
特に美食の本場フランスでは、料理人やパティシエの社会的地位は驚くほど高く、
さまざまな分野から求められ、尊敬を集めています。

料理やお菓子はその国の文化のひとつ。
気候も食材も生活環境も違う本場に行き、
そこに根付いた文化を理解すると、
これまで見えてこなかった新しいものがたくさん見えてくるはずです。

また、外国人である私たちがフランス料理やフランス菓子を発展させたり、
そこからさらに新しいものを生み出すには、技術だけではなく
グローバルな視野と行動力も必要になります。

本場の伝統技術と最新の技術の両方を学びながら、
自分で考え、行動できる国際的な感性を身につけるための場所、
それが辻調グループフランス校です。

辻調グループ 代表

辻 芳樹

［辻調グループ 建学の精神］

“Docendo Discimus”
ドケンド・ディスキムス

辻調グループの創設者である辻静雄は、
“Docendo Discimus（私たちは教える
ことによって学ぶ）”
というラテン語の格言を、建学の精神として掲げました。料理や
製菓に究極はない、一生が勉強である。教職員も、学生・研究生も、そして卒業生も、
学び続けることの大切さが込められています。
「教えることは、学び続けること」。受
け継がれる精神を胸に、教職員たちは、今日も学生・研究生たちと向き合っています。
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プロから学び、現場に身を置く、 発見と刺激にあふれた1 0ヵ月
・基本的な調理・製菓のテクニックを習得

・フランス人シェフのオーダーをしっかり聞
いて理解する

・器具・機器の使い方をマスターする

・フランス語のコミュニケーション力を高める

・仕込みから仕上げまでの段取りを組み立

・フランス語の調理・製菓用語の理解

てる

・衛生管理の徹底

・ていく

でのシミュレーション実習を目指す

・調理では、新調理技術について学ぶ
・製菓では、皿盛りデザートの理解を深める

月

8

月

月

月

ガイダンス
キャリア

帰国

3

月

月

月

月

月

月

月

招待される研究生もいます。

月

月

2

ムニュ
・スペシオ

月

別な機 会です。同じ家 庭に2 度 、3 度

ていきます。

6

ーティが催されます。たくましく成長した
仲間同士や教員たちとの久しぶりの再

す。この日のために研究生自らメニュ

のスタージュ先で約５ヶ月の研修生活を送ります。

会です。

ーを考え、試作を重ね、調理、
サーヴィ

希望制ですが、
フランスの現場で働ける機会は少

スのすべてを担当。一皿一皿につい

ないため、毎年多くの研究生が希望しています。

方を考えるのも楽しみです。

きっかけに、村の方々との交流が始まっ

5

スリーから大自然のなかのオーベルジュ
（郊外にあ

することもできます。思い思いの過ごし

末に家庭に招待してくれます。旅行と

4

る宿泊施設を備えたレストラン）
まで、
フランス全土

ろん、
シャトーに残って近郊を散策したり

は異なり、ホームステイを体験できる特

7

スタージュ

仲 間や先 生 方が正 装して着 席しま

見学、授業の進め方、生活環境の案内
や村人招待ビュッフェなどのほか、第1

パーティーがあります。このパーティーを

2

大成の場。お客さまとして、いつもの

半年学んだことを一皿に出し切る集

フランス校近隣の地元の人たちが、週

1

ってきた研修生たちを迎え、修了式・パ

圏内を自由に旅行することも可能。
もち

隣の村人の方々を招待してのビュッフェ

12

都市部にあるレストランや世界的に有名なパティ

パーマーケットの日用品買物や、
リヨン

（卒業制作発表会）

フランス校の生活が始まってすぐに、近

11

スタージュ修了パーティ

事前に計画表を提出すればヨーロッパ

フランス人家庭招待

10

スタージュ

ムニュ・スペシオ

ヴァカンス（長期休暇）

到着後の１週間はガイダンス期間。スー

村人ビュッフェ

スタージュ

ガイダンス
キャリア

帰国

9

ムニュ
・スペシオ

8

月

月

月

月

12

ガイダンス期間

節の実習のための講習もはじまります。

14

11

カンス

1

月

ヴァカンス

10

ヴァ

月

6

月

session d’automne

7

5

月

秋コース

・スぺシオ
（卒業制作発表会）の準備を進め

点を置き、
より現場のレストランに近い形

4

session de printemps

・素材の組み合わせ、相性などを実習および
・講 習を通じて学び、集 大 成であるムニュ・

・調理場とサーヴィスのチームワークに重

・材料の特質を理解する

春コース

・作業のスピードと仕上がりの完成度を上げる

本科修了

学びの目的

※節（セリ）の期間は、フランス料理研究課程の例です。

3ème SERIE （第3節）

スタージュ期間

・調理場のシステムを理解する

スタージュ修了式（卒業）

2ème SERIE （第2節）

スタージュ合格発表

1ère SERIE （第1節）

（実地研修）

無事にスタージュを終えてシャトーに戻

ての講評に成長の証が感じられます。

15

料 理の技 術と自信を確かなものに

フランス料 理 研 究 課 程
お菓 子に本 場の技と味を

製菓研究課程

01
フランス人の専 任の先 生からシミュレーション形 式で学ぶ
毎日の実 習はレストランの流れを再 現したシミュレーション形 式 。
Ｍ.Ｏ.Ｆ.（フランス最 優 秀 技 術 者 章 ）受 章 者を含むフランス人 専 任 講 師から直 接 学びます。

02
フランスの一 流シェフによる外 来 講習は、充 実のラインナップ
辻 調グループならではのネットワークで、
フランス全 土から一 流 店のシェフやパティシエが
来 校しての外 来 講 習があります。

03
フランスの食 文 化を体 感しながら学ぶ
フランスの食にかかわる生 産 者や販 売 者を訪ね、
フランス独自の食 文 化を体 感できます。

04
半年後、
フランス政府から正式に認められた約5ヶ月の実地研修へ
研 修 先は高 級 店から家 族 経 営のお店まで、
フランス各 地の地 元に根 差したお店ばかり。
本 場フランスのプロの現 場に身を置き、
フランス流の仕 事の仕 方を学びます。
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01

シミュレーション実習

実 際 のレストランを 忠 実 に 再

現 す るシミュレーション実 習

注 文を
とる
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【実習室図面】辻調グループフランス校 レクレール校

凍庫

冷

台
調理ない）
か

（ま

仕 込みを
おこなう

「調理・製菓」
「セルヴィス（サーヴィス）」
「クリヨン（客）」の
3チームに分かれて、
すべての役割をローテーションしながら
経験するシミュレーション実習。
18

味や

サーヴィスを
評価する

盛り付け、
焼き加減や
味を
確かめる

19

調理・製菓班

調理・製菓班は、
コース料理やデザートを、
迅速に・おいしく
・同じ皿をどれも均質に
つくりあげる力を養います。

「ヴィアンド
（肉料理）」
「ペルソネル
（まかない）」の4班に分かれ
●「アントレ
（前菜）」
「ポワソン
（魚料理）」

●本場フランスの素材やフルーツをふん

て、仕込み、
オーダーを受けての調理、盛り付けに至るまで、
すべてを研究生が担当します。約半年の間の

だんに使ったお菓 子を、生 地づくり、焼
成、デコレーションまで仕上げます。美し

シミュレーション実習で学ぶルセット
（レシピ）
は、150種類以上を数えます。

い盛り付けからは、
フランスならではの美
的センスを磨くことができます。

●シミュレーション実習は、実際のレス
トランを再現した実習。そのため、お客
さまに最高の料理を提供するため、先

●お菓子の中には、時間をかけて入念

生も研究生も本気です。先生から厳し

な仕込みが必要なものもあります。その

い指 摘を受ける場 面もありますが、す

一方で、仕上げの段階では、温かいお菓

べてに意味があり、将来プロの料理人

子と冷たいお菓子を組み合わせて提供

となったときにきっと役 立つことでしょ

するなど、
スピードが必要なことも。フラン

う。

ス校での約半年で、
さまざまなお菓子づ
くりを繰り返し実践することで、手早く正
確に完成させる技術を身につけます。

●実習で使用する食材は、
どれも
現地で調達された食材ばかり。日
本であまり見かけない食材や、同じ
食 材でも日本とフランスとでは風
味が異なるものもあります。現地の
食材を使って、現地の風土と文化
が培った味を忠実に学びます。

班

役 割 をロー テ ーションし 、現 場

もなります。回を重ねるごとに、的確な評価をする目や舌も養われます。

）

ン

班

）

サイズのボールを選んで作業をするかなど、
実習中に先生から教わったことは、忘れな
いうちにすべてメモをします。なぜそうするのが

班

ヴィ
ス班

リ

なるほか、自分がつくる際に注意すべきことが明確になり自らの予習に

ク

●食事の後に記入する評価シートは、料理やお菓子、
セルヴィスに関す
る感想を書き込むことで、調理・製菓班、
セルヴィス班の振り返り資料と

ヨ

● 泡 立て器などの器 具の持ち方や、
どの

製菓

）

ベストなのか？理由を考えれば、最適なやり
方を理解して作業ができるようになります。

セルヴィス班

ル

る（

一品ごとに料理やお菓子の
良い点や改善点を
評価しながら食べることで、
自らの勉強にもなるのです。

班

の スピードと品 質 を 体 感

食べ

クリヨン班

つ

理・製
菓

セ

01

シミュレーション実習

調理

（調
る
く

サ

る（
す
ィス
ヴ
ー

給仕のタイミング、
フランス語での
料理・お菓子の説明、
ワゴンサーヴィス、
美しい盛り付けなど、
細かな作法まで習得します。

●シミュレーション実習では、
フランス
料 理 研 究 課 程と製 菓 研 究 課 程の研
究生が一緒にセルヴィスを担当。

●数多くのおいしい料理・お菓子を食べ、本物の味を
知ることも、将来食の世界で生きていくうえで大切なこ
と。食材の組み合わせ、提供する温度、盛り付けやデコ
レーションにも目を向ければ、
自分の引き出しがどんどん
増えていくことでしょう。

●セルヴィスは、一部のレストランでは料理人自身が担当
することもあるほど重要なポジション。セルヴィス班の研究
生は、料理やデザートの名前をフランス語でお客さまに伝え
られるよう、
また、料理・デザートの特徴を聞かれたら答えられ

●客としてテーブルにつくとき、誰と一緒に食事をする

るように、
あらかじめ調理・製菓班に確認しておきます。

かはとくに決められていません。フランス料理研究課程
と製菓研究課程の研究生が一つのテーブルで食べる
こともよく見られる光景です。その方が、調理の研究生
はお菓子のことを、製菓の研究生は料理のことをお互
いに教え合えるからです。

●高級レストランなのか、
カジュアルレストランなのか。昼な
のか夜なのかによっても、適したテーブルクロスのセッティン
グは変わります。また、
クーベル（ナイフ、
フォーク、スプーン
など）
やグラスの配置も料理を学ぶうえで重要。食べ歩き先
のレストランでの、
サーヴィスの動きも気になりはじめます。

20
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フランス料理研究課程
〇エスカルゴのコロッケ

（※実績・抜粋）

かぼちゃのスープ

〇セップ茸のタルト
〇ほろほろ鳥胸肉とフォワ・グラのフォンダン
〇ラングスティーヌのカルパッチョ 野菜のマリネ添え
〇鳩の胸肉、腿肉のポワレ きのこを添えて
〇ウサギ背肉のロースト
〇鴨胸肉のソテー

野菜のソテーとタイムの香りを付けて

甘酸っぱいソース

〇舌平目のムニエルをブルゴーニュ風に
〇牛背肉のグリエ

にんじんのグラッセ添え

〇雌鹿のマスタード コショウ風味
〇ヤマウズラの胸肉のロースト カリフラワーと栗を添えて
〇たらのシャンパン風味

カリフラワーとコキヤージュを添えて

〇鳩のパイ包み焼き
〇いわしのポワレ

プロヴァンス風トマトソース

〇ルジェのうろこ仕立て

ポール・ボキューズ風

〇さばのコーヒー風味 じゃがいものピュレ添え
〇オマール海老のロースト
〇半熟卵

赤ワインソース

〇かえるのソテー

ニョッキ添え

セルフィーユ風味

〇あんこうの低温調理

マスタード風味のサバイヨンソース

〇フォワ・グラとほろほろ鳥のテリーヌ
〇子牛オングレのソテー

きのこ風味

〇子羊背肉のロースト グリンピースのラヴィオリ添え
〇野鴨とフォワ・グラのパイ ソース・ルーアネーズ
〇鹿背肉のソテー じゃがいもとトリュフのパイを添えて

など

辻調グループ

フランス校で学 ぶメニュー
製菓研究課程

（※実績・抜粋）

○パイナップルのエクレア
○ヴァニラのエクレア
○フランボワーズとライチのタルトレット
○フランボワーズのサントノーレ
○バナニエ（バナナのキャラメリゼとラム酒のムースリーヌ）
○タイノリ・フランボワーズ（フランボワーズのジュレとショコラのムース）
○コーヒーのルリジューズ
○ショコラとライムとノワゼットのアントルメ
○ショコラと洋ナシのサントノーレ
○洋ナシとショコラのタルト
○ショコラとキャラメルのムース
○ショコラとノワゼットのビュッシュ
○ピスタチオとグレープフルーツのダクワーズ
○フランボワーズとヴァニラのマカロン
○フランボワーズとレモンとフロマージュブランのムース
○フランボワーズとライチのグラスデザート ローズ風味
○マンゴー、パイナップル、パッションフルーツのイル・フロッタント
○ガトー・ショコラ・ショー フランボワーズとグリヨットのソルベを添えて
○ピーナッツとアプリコットのグラスデザート
○アグリュム風味のババ ラム酒のクリームとマンゴーとバナナのソルベ
○オレンジとショコラのグラスデザート サフラン風味
○フォレ・ノワールのアシエット・デセール
○ココナッツ風味のリ・オ・レとオレンジのグラスデザート
○パリ＝ブレスト
○温かいりんごのタルト・タタン風
22

など
27

01

調 理 ＆ 製 菓 班 ＆セルヴィス 班 が 、現 場と同じ 連 携 でクリヨンをもてな す

シミュレーション実習

シミュレーション実習は毎日（土・日除く）実施！ 3つの班に分かれ、それぞれが「つくる」
「 サーヴィスする」
「 食べる」
を一通り体験 します。そのため、メニューは３日間同じ。役割を交代することで、多くの学びがあります。

シミュレーション実習の詳細

つ くる（ 調 理・製 菓 班 ）
フランス 料 理 研 究 課 程
7：30

サ ー ヴィス す る（ セルヴィス 班 ）
製菓研究課程

フランス 料 理 研 究 課 程

製菓研究課程

フランス 料 理 研 究 課 程

●パンを温め朝食の準備

11：30
クロスに乱れはないか？皿や
クーベルはそろっているか？な
どをチェック。サーヴィスの流
れも全員で最終確認します

パンをオーブンで焼き直し、
カフェ・オ・レなど飲み物の準備をします

朝

【朝食】

【製菓実習】
（仕上げ・翌日の仕込み）

●料理・デザートの名前や素材をチェック

●前菜・魚料理・肉料理・まかないの4班に分かれて調理をスタート

●シミュレーション実習のデザート2種類をつくる

●朝食の片づけ

2班に分かれ、各班1種を担当。前日までに仕込まれたものに手を加え、
フランス人シェフに確認し
ながら仕上げにかかります。
このほか、
アイスクリーム
（1種）orシャーベット
（1種）
も毎日つくります

●シミュレーション実習をする
レストランへのセッティング開始

＜まかない班＞

午前

11:45には、当日の料理をまず先生が味見。 11:00までに約30人前のまかないを調理。
その
火通しや盛り付けなどのチェックを受けます
後、
夕食の仕込みも行います。
メイン料理のほか
に季節の食材を生かしたスープやサラダもつくり
ます

●5日後までのメニューを見て、
翌日からの仕込みを行う
当日のデザートの準備が終わるのは9:30頃。
その後
は、翌日以降の仕込みを行います。仕込みに時間の
かかるデザートもあるため、製菓では先を読むことが
重要です。
リストに沿って仕込みに取りかかります

前日のうちに、
フランス語での料理・デザートのメニュー
名を確認。当日は、お客さまにきちんと説明できるよう、
レストランオープン直前まで練習します。
また、料理・デ
ザートの特徴なども、答えられるように準備します

【セルヴィス実習】
（テーブルセッティング）

４つの班はそれぞれの調理台に分かれ、
調理を開始。
レストランのオープンまでに、料理を最終段階
へと進めます。各班には先生が1人ずつ入ります。先生からのフランス語での指示も、次第に聞き
取れるように

＜前菜・魚料理・肉料理班＞

食べる
クリヨン班

●テーブルの最終チェック

●クロワッサンやブリオッシュなどのパン、
ヨーグルト、
コーヒー・紅茶などを全員で食べる

【調理実習】
（シミュレーション準備）

サ ー ヴィス す る
セルヴィス 班

製菓研究課程

【朝食準備】

【実習準備】
●シミュレーション実習で使う道具をそろえるなどの準備をする

8：00

つ くる
調 理・製 菓 班

食 べ る（クリヨン班 ）

11：30～14：30

【フランス語授業】

シミュレーション実習は、先ほどまで朝食を食べてい
たレストランで行われます。
クリヨンの人数に合わせ
てテーブルを組み替え、
テーブルクロスをかけます

【フランス語授業】

【翌朝のパン製造】

●メンバー全員で、
翌日の食材を仕込む

●クロワッサン、
ブリオッシュ
などをつくる

クリヨン班の翌日は、
シミュレーション実習で
「つく
る」
を担当します。野菜の皮むきや肉の下処理と
いった食材の仕込みを、
メンバー全員で行います

朝食用に、6種類のパンを仕込みます。
フランスの
製菓店では、
これらのパンも製造している店が多
くあるため、将来必ず役立つ技術が身につきます

●仕入れ食材の量計算も
研究生自ら行います

●グラス、お皿の拭き上げ

【フランス語授業】

【翌日の仕込み】

シミュレーション実習で使用する食材の必要量は、
研究生が計算。先生のチェックを受け、量が確定
します
（食材業者への発注は先生が行います）

グラスやお皿を乾いた布でピカピカに磨き上げま
す。
さらに、温かい料理用のお皿は温め、冷たい
料理用は冷やします

●セルヴィス班からの注文は、

●お客さまを席に案内

●席に案内されたら、
本日のメニューから

1テーブルのお客さまは3～4人。
このテーブルの担当
として、食事終了まで給仕をします

希望の料理を選ぶ

フランス人シェフを通して厨房全体に伝達

●テーブルごとに注文を聞き、調理班へ伝達

テーブルごとに、注文の入った料理の種類・数量が伝え
られます。言葉はもち
ろんフランス語。次か
ら次へと入る注文を
聞き、了解したら返事
は
「ウィ、
シェフ！」

授業が進むと選べる料理が増えるため、サーヴィスの
仕事も複雑に。お客さまがチョイスした料理と数量を、
調理班に正確に伝えます。
もちろんフランス語で！

●1人のサーヴィスで複数のテーブルを担当

前菜・魚料理・肉料理から2品をチョイス。翌日に自分が
調理を任されてい
る料理を注文する
研究生が多いとか

●料理を待っている間も・
・
・

お客さまを長時間待たせないよう、迅速に次のテーブ
ルへ。
でも、走るのは厳禁です！

サーヴィスの動きや、言葉遣いなどをしっかり観察

●前菜・魚料理・肉料理の班に分かれ、
調理開始

●料理をテーブルへ

●テーブルに料理が到着！

午前中に最終段階にした料理を、注文数に応じて仕上
げます。大切なことは
「迅速に、
でも美味しく
！」

できたての料理を最高の状態で、お客さまへ届けます。料
理によっては、
テーブルで取り分けてサーヴィスすることも

まずは料理の仕上がり具合を目で確認。盛り付けや焼き
加減などをチェックします。中には写真を撮る研究生も

●まかない用の食器も準備

【まかない】
●まかない班がつくった昼食を食べる

12：15

14：30
15：00

【シミュレーション実習】
（調理）

【シミュレーション実習】
（セルヴィス）

【シミュレーション実習】
（製菓）
【休憩】
（金曜日は終礼）

●調理途中でも、
次の注文が続々と！
料理が完成したら、すぐに次の調理に取りかかります。1
皿目にも2皿目にもなる魚料理は、段取りがとくに大変！

【シミュレーション実習】
（クリヨン）
【休憩】
（金曜日は終礼）

【休憩】
（金曜日は終礼）

【料理・製菓講習、一般講義など】※それぞれの課程に分かれて受講

午後
17：00

【休憩】

【調理実習】
●夕食の準備を始める

＜料理・製菓講習＞

＜一般講義＞

次のシミュレーション実習でつくる料理・お菓子を
先生がデモンストレーション。
フランス国内の有名
シェフを招いて、
「スペシャリテ
（独自メニュー）」のレ
シピや調理法を教わる機会も多くあります

専門講義では、
ワイン・チーズ・ショコラなどフランス
の食文化を座学や体験で学びます。必修選択授
業では、
「ワイン」
「フランス語」
「フランスの食と文
化」の3つの分野から1つを選び理解を深めます

●サーヴィス担当に質問することも

お客さまの食事のスピード
に合わせて、デザートの最
終仕上げ。温かいものは
温かく、冷たいものは冷た
く、最 良 のタイミング で
テーブルに届けられるよう
に準備します

食べ終えたお皿が長時間放置されているのはタブー！
担当するすべてのテーブルで、料理を滞りなく出せるよ
う気を配ります。
お客さまの食事スピードに合わせて、次
の料理の仕上げを調理班へ依頼します

料理やデザートの素材や調理法について、サーヴィス
担当に質問をするのも、
もちろんOKです

●料理の後は、
デザートの注文をとる

●製菓班でも、
フランス人パティシエから
ラボ
（厨房）
全体に注文が伝えられる
どのテーブルに、
どのデザートを、何皿用意するのか？
注文に応じたデザートを手際よく完成させて、セルヴィ
ス班へと渡します

【夕食準備＆サーヴィス講義】

【コミュニカシオン
（シェフとの打合せ）
】
●翌日の実習について、
フランス人シェフと打合せ。
日本人の先生のサポートを受けながらフランス語で説明し、
しっかり確認を行います。

【夕食】

夜

フランス料理の基本がたっぷり詰まっ
た伝統料理や地方料理。
夕食を通じ
て、
いろんな料理を覚えられます
料理の後にはデザートが出されます

【自由時間】

【自由時間】

【自由時間】

●翌日の予習や復習、
ミーティングなど

●翌日の予習や復習、
ミーティングなど
24
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●デザートをテーブルに提供
ワゴンでテーブルまでお持ちしてその場で切り分けて
サーヴィスするデザートや、
１皿ずつ皿盛りのデザート
など、
サーヴィスの内容は日によって、
また、授業の進度
によって変化しま
す 。提 供し た デ
ザートの説明も、
お客さまからの質
問にも、フランス
語で応対します

●食べて気づいたことは、
明日に生かす
明日は自分たちが、調理・製菓を担当するから…。料理
やデザートの味を確かめながら、
「自分たちがつくるとき
は、
もっとこうしよう」
とイメージトレーニング中です

●片付け

●食事の後は、
「評価シート」
を記入

掃除終了までがシミュレーション実習。調理・製菓とも
に、各実習室の掃除を実習時間内に終えます。食の世
界も掃除は基本中の基本。徹底して行います

食事後のテーブルを片付けます。皿やクーベルは準備
室に。
クロスは汚れをチェックしてクリーニングに

盛り付け、料理の温度、火通し、味のバランスなど、
あら
ゆる観点でコメントを記
入します。今回の調理・
製菓を担当した仲間の
学びとなるように、でき
るだけ具体的に書くの
がポイントです

調理スピード、段取り、動き、味のバラツキなどについて
評価を受ける、喜びと悔し
さが混在する時間。
できな
かったことは、次の目標に
なります

【実習室の片付け・清掃】

●翌日の予習や復習、
ミーティングなど

お客さまが料理を食べ終えたら、次はデザートの注文を
お聞きします。注文の入ったお菓子と数量を、製菓班へ
フランス語で正確に伝達します

●最後のテーブルの食事が終わったら、清掃開始

●シェフ、
パティシエからの総括

【夕食の片付け・清掃・翌日の朝食準備】

13：00

13：30

【休憩】

【休憩】

●夜は伝統料理や地方料理が夕食に

23

●テーブル・お客さまごとの食事スピードを確認

担当料理を一通りつくり終えた班は、2皿目を調理中の
班をサポート。
自分の仕事さえ終われば実習終了、
とい
うわけではないのです

【夕食準備】

20：00

●製菓班はデザートの最終準備をスタート

●他の料理担当をサポートすることも

まかない班が仕込んでおいた食材を調理し、
伝統料理や地方料理を完成させます

【実習室の片付け・清掃】

料理は冷めていないか？味付けはどうか？火の通り具
合 は 最 適 か？な
ど、ただ料理を食
べ る 客 で は なく
仕上がりを厳しく
チェックします

数は足りているか？ 品質に問題ないか？ 同じデザート
は、
すべて同じ品質に仕上げることが使命です！

●まかない班がつくった昼食を食べる

12：30

●いよいよ料理にナイフを

●製菓班はデザートのでき具合をチェック

【まかない】

12：15

●サーヴィスの先生からの総括
お皿の持ち方や、飲み物の注ぎ方など、イチから覚える
ことばかり。先生の指
摘で、姿勢や動き、作
法、
目の行き届かせ方
など の 観 点 からも、
サーヴィスのあり方に
気づかされます

14：00

●ごちそうさまでした！
明日は、私たちがおいしい料理・お菓子をつくります！

14：30
シミュレーション実 習 終 了！ →みんな、おつかれさま！
※上記は基本的な1日の流れの一例です。実際の時間割を簡略化したものです。
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（レシピ）
を受け取る
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実習の日々がスター
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製
製菓
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半 年 を 3 節（série/セリ）に 区 切り、

シミュレーション実習

セ ル ヴィス
フランス料理研究課程

製菓研究課程

お客さまと厨房をつなぐ、重要な役割を果たすのがセルヴィス。
お客さまが1皿目の料理を食べ終わるタイミングを見計らって、
次の料理を出すよう厨房にオーダーするなど、
最高の料理を最高の状態で提供するための司令塔のようなポジションといえます。

段 階 的 に 技 術 を 向 上させ る
クリヨン
フランス料理研究課程

製菓研究課程

シミュレーション実習で特徴的なのは、研究生がお客さまの役も経験すること。
お客さまの立場に立った調理・製菓・サーヴィスがみえてきます。
食事を終えた後には、気づいたことを評価シートに記入します。

担当テーブルのほか
レストラン全体を考え
サーヴィスをする
『クリヨン評価シート』

3ème SERIE （第3節）

味・組み立て方・仕上げ方の

2セリ同様前菜・魚料理・肉料理、
そ

観点からデザートを評価

れぞれ2品ずつの料理には用意で

味のバランスや見た目の美しさ・

きる数が決まっているため、担当者
お客さまの食事の

間でコミュニケーションを取りなが

スピードに合わせて

ら、
お客さまから注文をとることが重

デザートについて

各パーツの状態・仕上がりなどに
ついて感想を記入します

要です。
どの料理がいくつ残ってい

料理をサーヴィスする

るか、常に把握しておく必要があり

2ème SERIE （第2節）
フランス語でオーダーを受けて、
オ
ーダー票を記入するため、
フランス

ます。
また料理とデザートの間には、
プレートに乗せた数種類のチーズを
テーブルで切り分けてサーヴィスし
ます。

料理について
味・火通し・盛り付けの観点から
料理を評価
「おいしい」
だけではなく、

語の読み書きは必須。

料理を客観的にみて、

お客さまの食事の進み具合に合

具体的にコメントします

わせて、料理の2皿目やデザートを
仕 上げる指 示をタイミングよく厨
房へ出します。サーヴィスの面で

1ère SERIE （第1節）
テーブルセッティングやクーベル・
グラスの配置から、
レストランにお
客さまが入った後のサーヴィスの
流れを把握するのがこの時期。料

は、デザートとして提供するアント
ルメの切り分けなどの技術を身に
つけます。

サーヴィスについて
気遣い・フランス語能力・サーヴィス
のテクニックの観点から評価
質問にスムーズに答えられたか、
取り分けた料理や
お菓子の美しさなどもチェックします

理は、前菜・魚料理・肉料理それぞ
れ1品ずつ。お客さまにフランス語
で料理名を伝え、
どの2品を選ぶか
の注文を聞いた後、厨房へとオー
ダーを通します。
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Cuisine

オマールのタルト、ほうれん草のサラダ、柚 子 風 味のヴィネグレット
Tarte fine de homard, salade de pousses d’épinard, vinaigrette de YUZU

セロリ・レムラードのバリエーション
Un goût, une texture de céleri rémoulade

鹿 背肉のロースト、
じゃがいもとトリュフのパイを添えて
Dos de chevreuil rôti, couqueline de pommes de terre aux truffes

フランスのお惣菜の一種、根セロリのマヨネーズ和え。様々なテクニックや調理法を用いて、現

フランスでは、狩猟が解禁される秋から冬はジビエ（猟鳥獣）の季節。野性味あふれる鹿肉に、
じゃがい

代的なスタイルに再構築した一皿です。

もとトリュフのパイ包み焼きを添えた冬の豪華な一皿です。

オマールの殻からつくったソースをベースにして、ふんわりとしたムースをつくります。
お菓子のようなタルト仕立てにし、柚子の香りの効いたドレッシングを添えます。

フォワ・グラを添えたルバーブのタルト、
コリアンダー風味の人参のジュを添えて
Tarte fine à la rhubarbe, foie gras grillé, jus de carottes à la coriandre

フォワ・グラと甘酸っぱいルバーブのジャムを組み合わせた温かいタルト仕立ての
一皿。人参ジュースにコリアンダーの香りを効かせたオレンジ色のソースと、シェ
リービネガーの酸味をアクセントにした茶色いソースの２種でポップな盛り付けに。

ラングスティーヌのカダイフ巻き、
レモンのコンフィを加えたリゾット、
グリゾンのタルティーヌと共に
Grosses langoustines en Kadaïf,risotto au citron confit au sel, une tartine《viande des Grisons》
中近東で料理やお菓子に使われる
「カダイフ」
（ 極細の麺状の生地）
をラングスティーヌに巻いて焼き
上げました。塩漬けレモンを加えたリゾットや、牛赤身肉でつくった生ハムを添えます。

32

ブロッコリーの冷製スープ＆
カニとスモークサーモンのシャルトルーズ
Fine crème de brocolis rafraîchie et chartreuse de crabe au saumon fumé et avruga

ラングスティーヌとトリュフを詰めたうさぎの背肉、
マスタードシードを加えたジュ・トランシェ
Râble de lapin farci aux langoustines et truffes, jus tranché aux graines de moutarde

的鯛とブロッコリーを花びらに見立てて、
ラングスティーヌの
クリームソースと生ハムの香り
Effeuillé de Saint-Pierre, brocolis, crème de langoustine et jambon

鯛のグリエ、ソース・ピストゥ、南 仏 風の野 菜のグラタン添え
Dorade grillée, sauce pistou, gratin provençal

ブロッコリーとカリフラワーを使った滑らかな冷たいポタージュに、カクテルソースで和えたカニの身と

うさぎの背肉にはラングスティーヌとトリュフを詰めて、
しっとりと焼き上げています。
うさぎの骨を

淡白な味わいの的鯛は、低温調理でしっとりとした火通しにしました。色鮮やかなブロッコリー

使ったソースや夏野菜のグラタンを添えると、夏の南フランスにいる気分！

スモークサーモンを合わせた一皿。
シャルトルーズはドーム状に詰め物をした古典的な料理のことです。

ベースにしてつくったソースに、焦がしバターやマスタードシードを加えて香りをプラスしました。

と、ラングスティーヌを使った香りの良い軽やかなソースを合わせています。

鯛は香ばしく網焼きに。
トマトやなすなど南仏を代表する夏野菜との相性は抜群で、バジルをたっぷり
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Pâtisserie
バナニエ
Bananier
アルザスにあるフランスの老舗「パティスリー・ジャック」のスペシャリテの一つで、バタームース（ムー
スリーヌ）に、ラム酒でフランベしたバナナをたっぷり合わせたお菓子です。

タルトレット フレーズ ピスタシュ
Tartelette Fraises Pistache

キャラメル シトロン ヴェール
Caramels citron vert

サクサクとしたタルト生地に、
ピスタチオのクリームと香り豊かなフランス産のイチゴを使った

フランスでコンフィズリーに分類される。ライム風味の生キャラメルです。

タルトです。

マカロン フランボワーズ ヴァニーユ
Macaron framboise vanille

パティシエの基本となるカスタードクリームに、バターを加えたコクがあって軽いクリームと、
フランスで取れたフランボワーズを使ってつくった
ジュレがマッチしたマカロンです。

エクレール アナナス
Eclair ananas

アントルメ ショコラ フランボワーズ
Entremets Chocolat Framboise

サブレ ポンム タタン ノワ
Sablé Pommes Tatin Noix

タルト オ シトロン ムランゲ
Tarte au citron meringuée

基本のシュー生地に、
さっぱりしたパイナップルのクリームを詰めたエクレアです。

フランス産の高級チョコレートを使ってつくったしっかりとした生地と、軽いムースに、木イチゴ

フランスノルマンディー地方の有塩バターをたっぷりと使用した、風味良くサクサクとしたサブレ

フランス伝統菓子レモンのタルトをアレンジし、フロマージュブランのスフレ生地を中に入れて軽く仕

生地と同地方の特産物のリンゴで、
フランス伝統地方菓子タルト・タタン風につくった物をクルミ

上げたタルトです。
レモンのタルトは、
フランス人が大好きなお菓子の一つです。

のジャムと、木イチゴのクリームを合わせたガトーです。
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のクリームと合わせたタルトです。
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皆さんとともにフランス菓子を
学ぶことを楽しみにしています。

フランス校の
先生

ジャン・ドゥムール
レクレール校 製菓 教授
教育者を目指し大学で学んだ後、製菓の道へ。
数々の製菓技術認定資格を取得し、
国内外のホテルレストランやパティスリでシェフを歴任。

フランス食文化と深い関わりのあるリヨン地方にあるフランス校にみなさんを迎え、パティシエに必要なノウハウを伝授することを楽しみにして
います。
コンフィズリやヴィエノワズリ、生菓子、焼き菓子、チョコレート、皿盛りデザートなど幅広い分野について学び実践する授業に加え、
数々の有名パティシエと出会える外来授業もあります。偉大なパティシエと交流することで、皆さんは将来のキャリアにおいて必要なことを学

（シャトー・ド・レクレール）

ぶはずです。
また、良質の食材から作られる繊細な菓子だけでなく、
フランス各地のさまざまなスペシャリテに触れられるのも魅力のひとつ。
こ
れらのプログラムを通じてフランス菓子に関する見聞を広めることは、
これからのパティシエ人生に多くの実りをもたらしてくれることでしょう。

せっかく訪れるフランス。
自分らしさを保ちつつも
新しい環境に適応し、学びの多い毎日を過ごしましょう。
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エメ・ナレ
レクレール校 フランス料理 教授
ジュネーヴ近郊の調理師学校を卒業後、
調理技術高等免許と教育心理学の免許を取得。
1996年M.O.F.
（フランス最優秀技術者章）
受章者。

フランス校に存在する非常に前向きなある種の厳しさ。
それこそが、豊かな学びをもたらす鍵であると考えます。

ブリュノ・ドゥルー
レクレール校 サーヴィス 助教授
アルザスをはじめ、
フランス各地のレストランで
メートル・
ドテル
（サーヴィスの責任者）
を歴任。
その後、
フランス校へ。

フランスで学ぶことは、
フランスの文化そのもの。
フランス式の料理、
フランスの食材、そして毎日繰り返す厨房での仕事など、
ガストロノ

サーヴィスマンはレストランでお客さまと直に接する存在です。清潔できちんとした服装をし、多岐にわたる仕事を自分で組み立て、客の

ミーの世界に心身ともにどっぷりと漬かります。講習では、偉大なるシェフやM.O.F.（フランス最優秀技術者章）受章者たちと出会い、

声に耳を傾け、あらゆる質問に明確に答えられるよう準備をする必要があります。実習では、サーヴィスマンという職業をはじめ、
フランス

交流することもできます。十分コミュニケーションが取れるまでフランス語を習得し、
自分らしさを保ちながらもフランス文化に溶け込んで、

料理の名前、サーヴィスの正しいマナー、専門用語、仕事の割り当て、チーム内のコミュニケーションなどについて学ぶほか、高級料理店

出会いの中から多くのものを学んでください。料理人は決して楽な職業ではありませんが、常に前向きな気持ちで、料理を楽しむことが重

のテーブルセッティング、
フランスのフロマージュ
（チーズ）やワインについても理解を深めます。
フランス校での学びは、生易しいものでは

要です。
自分自身が感じた喜びをお客さまに伝えるため、愛情を持って仕事に取り組んでください。

ありません。ある種の前向きな厳しさが存在していますが、その分、身につく力も大きいと考えています。
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フランスで出会うすべてに対して心を開き、
好奇心を持って向き合いましょう。

フランス校の
先生

ドゥニ・キャメラ
エスコフィエ校 製菓 教授
一流パティスリーや3ツ星レストランの製菓シェフ、
パリやアルザスで製菓主任を歴任。
アメ細工コンテストのヨーロッパチャンピオン。

美食で名高い、
ヨーロッパで最も歴史ある国の一つ、
フランス。
この地で過ごす約１年は、技術や知識を獲得すると同時に、
自分の五感を
駆使しフランスそのものを発見する日々となるでしょう。留学中は、
自分の周りにあるすべてに対して心を開き、常に好奇心を持って物事を
見るようにしてください。食べたことのないお菓子にトライし、初めて味わう素材の組み合わせを楽しみましょう。実習や講習、
また、
スター

（シャトー・エスコフィエ）

ジュ先でも、
フランス人パティシエの動きに注目し、
なぜこのタイミングでこの作業をするのか、興味を持って観察してください。留学を決意
したみなさんを、我々は最大限の誠実さを持って、お待ちしています。

フランス校での生活は、
自らを成長させる発見に満ちたカクテルです。
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パスカル・コアール
エスコフィエ校 フランス料理 教授
フランス・シャンベリー調理師学校を卒業後、
フランスの星付きレストランの現場での経験を経て、
フランス校に勤務

プロの世界で通用する高い知識と技術、
そして、
プロとしての厳格さを学べる場。

ギレム・ガニュー
エスコフィエ校 サーヴィス
フランス・アイルランドのホテルやレストランで
サーヴィスと飲料部門の修業を積む。
リヨン郊外の2ツ星レストランを経てフランス校へ。

フランスでの生活は、①プロとしての仕事②日本とは異なる生活の発見③いずれ大きな友情と友愛をはぐくむことになるほかの研究生た

フランス校では、将来のキャリア形成に欠かせないしっかりとした基礎とともに、
プロの世界で通用するための知識と技術、そして仕事に

ちとの出会い、
という3つの要素のカクテルです。
プロの料理人のように、仕事を理解し、常に予測しながら働く能力が身につき、
フランス人

対するプロ意識を学んでもらいます。その際、みなさんに持っていてもらいたいのは、
まず何と言っても
「やる気」です。その次に、教えを素

講師に教わりながら本物の食材を毎日味わうことで、味覚の理解力もぐんと深まることでしょう。
この冒険が大きな果実を結ぶためには、

直に聞く姿勢とプロとしての厳格さ。最後に、助け合いの精神がとても大切な要素になります。実際のレストランでの仕事は、チームで行う

オープンマインドで異文化を受け入れることが重要です。
また、
プロとして働くのですから、仕事量の多さもあらかじめ理解しておきましょ

ことがほとんど。最高の結果を導くには、
自分の能力の向上に加えて、一緒に働くメンバーとの協力が不可欠なのです。
フランスでの毎日

う。
プロフェッショナルな精神を持ちながら、
わかりやすく学ぶことができる。それがフランス校です。

を通して手に入れた異文化理解、美食への情熱、技術と知識は、
きっとみなさんの未来を切り拓くことでしょう。
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point

1

フランス全土から来校。
その技と知識を直伝。

フランス校のもう一つの特長が「外来講習」。
フランス各地の星付きレスト
ランのシェフやオーナーが次々と来校し、
目の前で実演・講習を行います。
Paris

プロですら出会うことの難しい彼らが、神業のようなテクニックやポイントま
でを惜しみなく伝授してくれる、
まさに夢の授業です。

point

2

リ
リヨン
ヨン

Lyon
Lyon

「本物を研究生たちに」
という理念。

外来講師はみな、
「 本物を研究生たちに」
というフランス校の理念に賛同し
てくれた方ばかり。
だから、料理のルセット
（レシピ）
も隠すことなく教えてくれる

point

3

のです。
もちろん、誰からの質問にも気さくに答えてくれます。

フランス料理（実績）

「スペシャリテ」を目の前で披露。

外 来 講 師は、それぞれにお店のスペ
シャリテ
（独自のメニュー）
を持っていま
す。
そんな素材の持ち味を活かした料
理やお菓 子づくりの一部始終を目の
前で披 露 。日本 人では考えつかない
発想にも驚かされます。

point

4

研究生も助手を務める。

立ち、助手を務めます。
フランス語に自信がなくても先生の通訳で聞きもらす心配
もありません。緊 張と興 奮に包まれた感 覚の中でも、
シェフの作 業の丁 寧さや
細かさに目を見張ることでしょう。

世 界最高峰の技 術をもつシェフたちが、
あなたの「 恩師 」になる。

フランス の 一 流 店 のシェフや

外来講習

フランス料理 外来講師 例 （過去実績）

クリストフ・ミュレール
リヨン
「ポール・ボキューズ」
シェフ 2ツ星

アンヌ=ソフィー・ピック
ヴァランス
「ピック」
オーナーシェフ 3ツ星

40

ジャック・マルコン
M.O.F.

サン・ボネ・ル・フロワ
「レジス・エ・ジャック・マルコン」オーナーシェフ 3ツ星

ジャン=ミシェル・ロラン
ジョアニー
「ラ・コ－ト・サン・ジャック」
オーナーシェフ 2ツ星

講師名

所在地

＜3ツ星レストラン＞
☆☆☆ ピック
☆☆☆ アストランス
☆☆☆ メゾン・ラムロワーズ
☆☆☆ レジス・エ・ジャック・マルコン
☆☆☆ ル・フロコン・
ド・セル

アンヌ・ソフィ・ピック
パスカル・バルボ
エリック・プラ
ジャック・マルコン
エマニュエル・ルノー

ヴァランス
パリ
シャニー
サン・ボネ・ル・フロワ
ムジェーヴ

＜2ツ星レストラン＞
☆☆ オーベルジュ・
ド・リル
☆☆ ポール・ボキューズ
☆☆ ポール・ボキューズ
☆☆ ルレ・ベルナール・ロワゾー
☆☆ セルジュ・ヴィエラ
☆☆ ル・シャンバール
☆☆ レ・クレイエール
☆☆ クリストフ・アリベール

マルク・エーベルラン
ジル・レナルト
オリヴィエ・クヴァン
パトリック・ベルトロン
セルジュ・ヴィエラ
オリヴィエ・ナスティ
フィリップ・ミル
レ・テラス・デュリアージュ

イローゼルン
リヨン
リヨン
ソーリュー
ショー・ゼグ
カイゼルスベルグ
ランス
ユリアージュ・レ・バン

＜1ツ星レストラン＞
☆ ギィ・ラソゼ
☆ メゾン・デコレ
☆ シャトー・デュ・モン・ジョリ
☆ ロ・デ・ヴィーニュ
☆ グルーズ
☆ アトモスフェール

ギィ・ラソゼ
シャスレー
ジャック・デコレ
ヴィシー
ロミュアルド・ファスネ
サンパン
セバスチャン・シャンブリュ フュイッセ
ヨアン・シャピュイ
トゥルニュ
アラン・ペリヤ=メルスロ ル・ブルジェ・デュ・ラック

製菓（実績）

外来講師による授業は、席で見ているだけのものではありません。彼らの真横に

02

店名

店名・企業名

講師名

＜パティスリ＞
パティスリ・セヴ
パティスリ・ルジューヌ
パティスリ・ベネト
パティスリ・グザヴィエ・ブリニョン
パティスリ・ペパン
レ・セゾン・
ド・ロザリー
パティスリ・モネ
パティスリ・ブリュノ・サラディノ
パティスリ・ロランシー
パティスリ・フレッソン
パティスリ・クライン

所在地

リシャール・セヴ
ロラン・ルジューヌ
ダミアン・ベネト
グザヴィエ・ブリニョン
ニコラ・ペパン
フィリップ・ブリュヌトン
アルノー・モネ
ブリュノ・サラディノ
アラン・ロランシー
フランク・フレッソン
ポール・クライン

＜レストラン＞
ピエール・オルシ

カリーヌ・ル・モルヴァン

リヨン

＜ホテル＞
テール・ブランシュ・ホテル・スパ・ゴルフ・リゾート

ガエタン・フィアール

トゥレット

＜企業＞
マロン・アンベール

ジャン＝ジャック・ボルヌ

オーブナ

シャンパーニュ・オ・モンドール
ヌーヴィル・スュール・ソーヌ
ドール
ブザンソン
リヨン
ロンジュ
モンリュエル
リヨン
リヨン
ジャルニー
ベルフォール

パ ティシエ による外 来 授 業
製菓 外来講師 例 （過去実績）

パトリック・アンリルー
ヴィエンヌ
「ラ・ピラミッド」
オーナーシェフ 2ツ星

ジャック・デコレ
ヴィシー
「メゾン・デコレ」
オーナーシェフ M.O.F. 1ツ星

エリック・プラ
シャニー
「メゾン・ラムロワーズ」
シェフ 3ツ星 M.O.F.

セバスチャン・ブラス
ライオール
「ブラス」
オーナーシェフ

グザヴィエ・ブリニョン
ブザンソン
「パティスリ・グザヴィエ・ブリニョン」
オーナーシェフ

ガエタン・フィアール
トゥレット
テール・ブランシュ・ホテル・スパ・ゴルフ・リゾート
ル・モンディアル・デ・ザール・シュクレ 世界大会優勝

ヨアン・ラヴァル
リヨン
「パティスリ・デリス・デ・サンス」
ワールド・チョコレート・マスターズ世界大会優勝

アラン・ロランシー
リヨン
「パティスリ・ロランシー」
オーナーシェフ Ｍ．
Ｏ．
Ｆ．

セバスチャン・ブイエ
リヨン
「パティスリ・ブイエ」
オーナーシェフ

フランク・フレッソン
ジャルニー
「パティスリ・フレッソン」オーナーシェフ Ｍ．
Ｏ．
Ｆ．

ジェローム・ランジリエ
リヨン
2009年クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリ 金メダリスト

リシャール・セヴ
シャンパーニュ・オ・モンドール
「パティスリ・セヴ」
オーナーシェフ
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03

フランスの 食 文 化 を 体 感しな

専門講義

知識を広げ、
確かな技術と結びつける。

がら 学 ぶカリキュラム
フランス語

フランス語担当教員

誰でも最初は言葉の壁にとまどいますが、
フランス語の授業でしっかりサポートしま

日本滞在経験があり、
流暢な日本語での会話もできます。

す。授業ではフランス校オリジナルのテキストを使用し、
日常会話からレストランで

専門講義は、
フランスの食文化を肌で知る授業。料理以外

使用される用語まで、食べ歩きやスタージュ
（実地研修）
で困らないように教えます。

のジャンルも、現地ならではの学び方で知識を広げていきま

また先生は日本語も話せるフランス人教員だから、
日本語を交えながらわかりやすく

す。
タイプごとの特徴を試食しながら受講するチーズ講義や

解説。
日々の勉強の中で分からない言葉づかいなどもすぐに聞くことができます。

ワイン醸造所見学、現地の飲料・食品メーカーによる直接
授業など、専門分野にあわせた講習が用意されています。

専門講義一覧

シャンパーニュ

CHAMPAGNE

○ベルナション
（チョコレート店）
見学
○フロマージュ
（チーズ）
講習

ALSACE

ロワール

○シャンパーニュ地方 １泊２日見学

LOIRE

○ワイン講習 など

必修選択授業

ブルゴーニュ

BOURGOGNE

１科目を選択して深く学ぶ少人数制の選択型の授業

リ
リヨン
ヨン

ボルドー

Lyon
Lyon

BORDEAUX

シルヴィ・セール

○シカレックス
（ワイン醸造所）
見学
アルザス

Paris

ブリジット・ザマニャ

※実績

です。
ワインをさまざまな角度から学ぶ「ワイン」、ゲーム

コート・デュ・ローヌ

CÔTES-DU-RHÔNE

やクイズで生きた言葉を学ぶ「フランス語」、
フランス各

南西地方

地の郷土料理や観光スポットを紹介する
「フランス各

SUD-OUEST

地の食文化」の３科目から選択します。通常の授業より

プロヴァンス

もさらに専門的な部分にまで触れる人気の授業です。

PROVENCE

グラスや温度を変えて、同じワ
インを試してみるなど、様々な
実験を交えながら、
ワインの奥
深さを知る授業。

言葉はその国の生活習慣と密
着していますので、本場フラン
スでの生きた言葉を学んでいき
ます。

郷 土 料 理 や お 菓 子 はもちろ
ん、歴史や文化、民族性などを
学んでいきます。

専門講義 客員教授 ※実績

シリル・ドゥグリュエール
ブレス鶏生産者組合
養鶏家
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マルク・ブレヴォ
シャンパン
「モエ・テ・シャンドン社」
製造部門責任者

ジャック・チボー
ローヌ・アルプ地方
乳製品アドバイザー

モーリス・ヘネシー
コニャック
「ヘネシー社」
副社長

フランク・ボワシゥー
「ル・ディアマン・ノワール社」
トリュフ生産者

ジャン=ピエール・シャルロ
ヴォルネー
ワイン生産者

ジャック・ルジェ
「クリスチャン・テットドワ」
ソムリエ

アマンディーヌ・ピレ
「シカレックス・ボージョレ社」

ジョルジュ・ドス・サントス
リヨン
ワイン商

アラン・ロジエ
Ｍ．
S．
Ｆ．
（フランス最優秀ソムリエ）
世界ソムリエコンクール 銅賞
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Stage
1

5points

3

スタージュ先の
受け入れ態 勢も万 全
スタージュ先は、毎年のようにフランス校の
研究生を受け入れているお店のため、研
修生に対する理解や現場での仕事の教え
方、生活面でのフォローなども万全。お店

フランス政府発行学生ビザによる正 式 研 修

のスタッフが温かく迎え入れてくれます。

辻 調グループフランス校 のス

タージュは、
フランス政府発行学

生ビザでの正 式な実 地 研 修 制

度です。修了時に授与される
「研

修 修 了 証 」は、正 式 研 修の証 。
プロの経歴としてみなされます。

4

スタージュ先でも学 校 教員がサポート
学校から離れたスタージュ先での困ったこ
とにも、
フランス校の日本人教員がしっか
りと対応します。病気やケガなどの緊急時
にも、
スタージュ先の責任者と連携を取る
仕組みが整備されているので安心です。

2

生きたフランス語の中で過ごす5ヶ月
スタージュ先で交わされる会話は、
すべてフランス語。
はじめのうちは

5 スタージュ中の住 居はお店が提 供

苦労することもありますが、
シェフやスタッフと日々会話を重ねるうち
に、5ヶ月後には冗談も交えた会話ができるまでに上達しています。

100を超える有 名レストラン・パティスリーが
スタージュ先として名を連ねる

04

スタージュ
（実地研修）

フランス全 土 の 有 名 店 で 実 務

スタージュ期間中は、
お店が提供する部屋に滞在するため、家賃の
必要はありません。
また、お店によっては研修手当がもらえる場合

もあり
（※）、
ほとんどの研修生は日本からの仕送りなしで生活していま
す。

経 験 を 積 む 5ヶ月間（ スタージュ）

フランス料理研究課程

製菓研究課程

スタージュ先（実績）
※2018年度ミシュランガイド実績

スタージュ先（実績）
〈パティスリ〉

＜３ツ星レストラン＞
☆ ☆☆メゾン・ラムロワーズ
☆☆☆ミシェル・ゲラール
☆☆☆レジス・エ・ジャック・マルコン

Paris

☆☆☆フロコン・ド・セル
☆☆☆トロワグロ ☆☆☆ピック

＜２ツ星レストラン＞
☆☆オーベルジュ・ド・リル
☆☆ポール・ボキューズ
☆☆ルレ・ベルナール・ロワゾー
☆☆ラ・ピラミッド ☆☆ラ・ヴィラ・アルカンジュ
☆☆レ・セードル ☆☆ル・シャンバー ル
☆☆アレクサンドル ☆☆セルジュ・ヴィエラ
☆☆レ・クレイエール ☆☆コート・サン・ジャック

＜１ツ星レストラン＞
☆ギィ・ラソゼ ☆ラ・ロトンド

※お店によって手当の有無や金額は異なります。

Lyon

パティスリ・フィリップ・リゴロ
パティスリ・ヴェルニュ
パティスリ・ボー
パティスリ・セヴ
パティスリ・レベール
パティスリ・ダレ
パティスリ・カッセル
パティスリ・ギルグ
パティスリ・ルセル
パティスリ・フレッソン
パティスリ・マティアズィ
パティスリ・ペパン
パティスリ・カム
パティスリ・ゲレンゼー
パティスリ・ラック
パティスリ・グザヴィエ・ブリニョン
アンテュイシオン・バイ・ジェイ
〈レストラン〉
メゾン・ラムロワーズ
レストラン・ラ・コート・サン・ジャック
ピック
シャトー・ダドメニル

パティスリ・ショコラトリ・クライン
パティスリ・ビルデ
パティスリ・ロランシー
パティスリ・カルドロン
パティスリ・ブイエ
パティスリ・エスコバール
パティスリ・モネ
パティスリ・ジャック
パティスリ・ルジュヌ
パティスリ・キエニ
パティスリ・ヴァンサン・ゲルレ
パティスリ・ギエ
パティスリ・ル・シャルドン・ブルー
パティスリ・ティエリ・ミュロップ
パティスリ・アルティザン・パシオネ
ブランジェリ・パティスリ・ヴィエネ
メゾン・ベルナション

Paris

Lyon

レストラン・ル・シャンバール
レストラン・レジス・エ・ジャック・マルコン
ル・パヴィヨン・
ドゥ・ラ・ロトンド
ルレ・ベルナール・ロワゾー

☆メゾン・デコレ ☆ラ・ショミエール
☆ル・ベック・オ・コショワ ☆アトモスフェール
☆ロ・デ・ヴィーニュ ☆イヴァン・ヴォティエ
☆シャトー・デュ・モン・ジョリ ☆フレデリック・ドゥセ
☆ラ・ヴィエイユ・トゥール ☆グル ーズ
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☆ステファン・カルボンヌ
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3ツ星レストランで経 験を積み
料理を一 生の仕 事にする覚 悟ができた
木下 寛己さん

辻調グループフランス校
（フランス料理研究課程） 出身高校：奈良県立香芝高校 エコール 辻 大阪

Stage
フランス校卒業生のスタージュ体験記

辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ

１年制コース卒業

魅 力的なアシエット・デセールを出す
ラムロワーズが、私の原点になった
横田

茜さん

辻調グループフランス校（製菓研究課程） 出身高校：神戸市立兵庫商業高校 エコール 辻 大阪

Stage
フランス校卒業生のスタージュ体験記

辻製菓マスターカレッジ １年制コース卒業

一切れ口に入れ作業へ戻る日々でした。

手が動かず、作業はどんどん遅れていき

また、料理の数を間違え、足りなくなると

ました。結局シェフから「ここにいても邪

いう失敗もあり、最初は怒られてばかり。

魔。外で掃除を！」と言われ、閉店後には

でも、相変わらず積極的にコミュニケー

「仕事を任されて自分が“ウィ”と言った

ションをとっていると、周りが遊びに誘っ

のだから、ちゃんとしなさい。」
ときつく怒

てくれるようになり、その頃から少し余裕

られました。泣くほど悔しい経験でした

ができ始めました。

が、負けず嫌いの私は「もっとがんばろ
う」
と奮起。
この日のことを母に電話で話
すと、
「 帰ってこないでよ」と手荒く背中
を押してくれました。留学中に母に電話
をしたのは、
これが最初で最後でした。

失敗をチャンスに変えて
シェフからの信頼を得た
前菜のエキップ（班）では
フロマージュ
（チーズ）の責任者に

翌日、シェフに「もう一度やらせてくださ
い」
とチャンスをもらい、その日は無事に
すべての仕事を終了。これが認められ、

その後、前菜と肉料理も担当。フロマー
ジュのアシエット
（皿盛りチーズ）の責任

その後はアシエット・デセールの仕上げ

者も務めました。テレビの中の存在だっ

も毎日やらせてもらえるようになりまし

スタージュを有意義なものにする

作業量が多く、

たシェフと一 緒に仕 事ができたのは最

仕事が遅れると、影響は全員に

ら一度やり方を教わったら、その後はす

た。初めて研修をした思い出深いラムロ

ため積極的になろうと思った

仕事についていくのが精一杯

高の経験。この業界で一生やっていくと

及ぶ。責任の大きさを実感

べて任されます。仕事の段取りも、当日の

ワーズは、いつまでも私の原点です。

フランス校で、外来講師のラムロワーズ

シエが、それぞれ自分の仕事をきちんと

予約表を見て自分で計画。5人のパティ

いう覚悟ができました。スタージュが終
スタージュ先は3ツ星のマルコン。3月

レストラン へ移り、最初のエキップ（班）

わった今からが、僕のスタートです。僕も

に現地へ赴き、
レストランがオープンす

は魚料理でした。でも担当の作業量が多

自分の店を持ち、星を獲得したいと思い

る４月までは、系 列のビストロで働きま

く、全力でやっても、ついていくのがやっ

した。初日から「beurre（ブール＝フラ

と。
まかないを食べる余裕もなく、パンを

ます。

のシェフがつくるアシエット・デセー ル

仕上げることで、うまく店がまわるので

（皿盛りデザート）
を見たとき、その美しさ

す。最初の頃、仕事の遅さやカットしたフ

に心ひかれました。そしてラムロワーズ

ルーツの大きさがバラバラで３日間連続

ン ス 語 で バター の 意 味 ）」が 聞き 取 れ

で怒られたことがあり、時間を意識し責

ず、英語で「butter」と言い直される始

任感を持って働くよう心がけていました。

末 。フラン ス で 修 業を す る僕らにとっ
て、英 語で 言われたら、ある意 味負け 。

プレッシャーで思うように動けず

悔しかった で す 。でも、くよくよして い

仕事を外されたことも

る時 間もないし、わからなければ、理 解
できるまで 何 度も聞き返 すようにしま
した。

▲シェフから贈られたサイン入りの著書

Restaurant

Régis et Jacques
Marcon
レジス・エ・ジャック・マルコン

リヨンから約100km離れたサン・ボネ・ル・
フロワ村にある3ツ星レストラン。富士山５
合目ほどの標高に位置する人口約200人
のこの村に、毎日100人以上のゲストが訪
れる。キノコを使った料理が有名で、シェフ

3ケ月後、休みで不在のスーシェフの仕
で研修したいと先生たちにアピールし続

込みを、私が任されることに。いつもより

け、なんと本当に憧れの店で研修できる

仕 事 量 が 増える分 、早 回しが 必 要とわ

ことになりました。そこでは、プティ・フー

かってはいるのですが、
「スーシェフの

ルの飾りつけと仕込みを担当。シェフか

仕事」
というプレッシャーから思うように

▲シェフから贈られたサイン入りの著書

Maison

LAMELOISE
ラムロワーズ

ワ イン で 有 名 なブ ル ゴ ー ニュ地 方 の 街
ボーヌから、鉄 道で 1 駅のシャニーにある
3ツ星レストラン。エスカルゴなどを使った
伝統的料理のほか、独創的で繊細な料理も
人気。昼・夜それぞれ約60人前のデザート
を、5人のパティシエでつくる。

は「キノコの魔術師」
とも呼ばれる。
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フランス校でのサポート

フランス校
ブログより
紹介

フランス校での生活

フランス校では、先 生や 仲 間と一 緒に生 活するので、先 生との 距 離も近く、教えてもらいたいことにトコトンつきあって

シミュレーション実習を中心としたシャトーでの生活。でも、それだけではありません！ フランスの風土や文化を実際に

くれます。
また学 習 環 境と生活環境がシャトーの敷地内にあり、安 全と安 心が徹 底された環 境で学べます。

体験し、その中で生まれてきた料理やお菓子を知る授業やイベントも盛りだくさんです。

■全寮制による生活サポート

リヨン市 内 見 学とバーベキュー！

●フランス校の授業は平日のみで、土曜、
日曜、祝日は休日です。
事前に届けを出せば休日の外泊も可能です。
●平日は実習を通じての食事が主ですが、休日の食事について
は希望により朝昼夕と学内で食事をとることができます。
●スタージュ期間の住居や勤務中の食事については研修先が
提供していますので、安心してスタージュに励むことができます。

フランス校のディレクター
（責任者）
ピエール・ベアル氏が
「旭日双光章」
を受章

ヤン・キュドネック

ピエール・ベアル

フランス校 副ディレクター

フランス校 ディレクター

シャンパーニュ見 学 旅 行！

留学生活のスタートは、
市場見学とバーベキューから！

本場シャンパーニュのメゾンを訪れ、
カーヴを見学！

リヨンに着いて、
まず訪れるのが「レ･アール・ド・リヨ

フランス校には見学旅行も

ン・ポール・ボキューズ」。世界的に有名なリヨンの料

あるんです！１泊２日でシャン

理人、ポール・ボキューズ氏の名のついた市場です。

パーニュ地方へ。初日はラン

ここでは、チーズやソーセージの試食もできるんです

スの 街を観 光し、ビスキュ

よ！ おいしそう！ 途中、
フルヴィエールの丘にある大

イ・ローズ やブション・オ・

聖堂を背に記念写真をパシャリ。
夕方からは、
それぞ

マール・ド・シャンパーニュな

れの校舎でバーベキューパーティー！ 子豚の肉やフ

どのお菓 子を食べ歩き！ 翌

ランス菓子を食べ、
自己紹介をして親睦を深めます。

辻調グループフランス校の創立から37年に渡り、
日本とフランスの人的交流
を活発化させてきた同校のディレクター
（責任者）
として、両国の相互理解を
得ることに尽力した功績が認められ、2017年秋の叙勲で
「旭日双光章」
を受
章しました。※旭日双光章とは、勲章「旭日章」の6等級のうち勲五等に相当する章。国

日は、
シャンパーニュの大手
メゾンであるメルシエ社とモ
エ・テ・シャンドン社へ。
トロッ
コのような乗り物でカーヴ

や公共に対し功労のある者に授与されます。

（貯蔵庫）
を見学したり、
シャ
ンパーニュに関する講 演を

■充実した生活環境

聞いたり。
もちろん試飲もで
きますよ！

寮は2人部屋から4人部屋になっていて、
シャワーや冷

※フランスでは18歳からお酒を飲む

蔵庫など生活に欠かせないものなどは、寮内に完備さ

ことができます

れています。
また、
インターネットにつながるパソコンも
あり、日本 の 家 族 や 友 達との 連 絡も可 能です 。
待ちにまった ムニュ・スペシオ

今までの学びの集大成！
ムニュ・スペシオ
ムニュ・スペシオは、5カ月間のシャトーでの

■日本人スタッフが常駐
フランス校には現地在住の日本人スタッフや通訳の

本 場 の 味 は 格 別！

ボージョレ・
ヌーヴォー解禁！
「ル・ボージョレ・ヌーヴォー・

学びの集大成！ 3日間で各班、自分たちで

エ・タリヴェ！（ボージョレ・ヌー

考えた料 理やお菓 子を発 表し、お客さま役

ヴォーが来ました！）」。毎年11

の生 徒や先 生に提 供します！ 調 理の研 究

月の 第 3 木 曜日、ボージョレ・

生は4～5種類ぐらいの料理を、製菓の研究

ヌーヴォーの解禁日にフランス

生はデザートとプティ・フールをそれぞれ3種

人がよく使う言 葉 です 。ボー

類ずつつくります。今までやってきたことのす

ジョレ・ヌーヴォーは、
その年に

べてを、自分たちの力だけで表現するのがこ

収穫された葡萄からつくられた

の日。すごく緊張するせいか、3日間がとても

ワイン。ボージョレ地区にあるレ

長く感じます。

クレール校でも、
夕食で地方料

先生が常駐しているほか、
日本の辻調グループから

理をいただきながら試 飲しまし

も日本 人 教員と教 務スタッフが派 遣されています。

た！ シャトーから見える葡 萄 畑

日常 生 活のサポートや緊 急 時の対 応も万 全です。
またスタージュ中も24時間、
電話での対応が可能です。

フランス校生が
国際料理コンクールで2連覇！

でできた 本 場 の ボージョレ・
ヌーヴォーの味は格別です。
※フランスでは18歳からお酒を飲むこと
ができます

国際料理コンクール「トロフェ・ミル（ミル杯）」は、M.O.F.（フ
ランス最優秀料理人）のフィリップ・ミル氏が、若き料理人育
成を目的として開催する調理師学校生対象の国際的な料理
コンクール。今年で8回目を迎えるこの大会に、辻調グループ
フランス校生（2017年レクレール校）の山本渚生さん・石田
小春さんペアが出場し、見事優勝！ 昨年に引き続き、
「 辻調グ
ループの2連覇」
という快挙を果たしました！
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フランス校
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食べ歩き

フランス校
ブログより
紹介

ヴァカンス（長期休暇）

伝 統 的な料 理・お菓 子を提 供する老 舗から、新 進 気 鋭の話 題のお店 、地 元で愛される小さな名 店まで、
さまざまな一 流

ヨーロッパ各 国を自由に旅するなど、思い思いの過ごし方で楽しむヴァカンス。観 光や地 元の味 覚を楽しむ中で、様々な

の味を自分で確かめる食べ歩き。毎週末、新たな味を求めて出かける研 究 生も多くいます。

人と出会い、多様な価値観にふれることも。自分自身がひとまわり成長できる旅でもあります。

01 A u

1 4 Février（オ キャトールズ フェヴリエ）

卒業生がシェフを務める1ツ星店Au 14 Février
世界遺産の街・リヨン旧市街にあり、予約がなかなか取れない人気店。
シェフは、
エコー
ル 辻 東京の卒業生の新居 剛氏です！このお店にメニューはなく、
「 食材の特徴を引き
出すこと、季節感を大切にすること」
というコンセプトに沿った料理やデザートが次々と
出されます。的鯛や鴨の火通しや味付けは素晴らしく、
ソースとの相性もバツグン！日本
語、英語など、お客さまに合わせたサーヴィスも気が利いています。

01 志 村

希 望さん：調 理・2 0 1 4 年 度 春コース

ヴァカンスでは、
人々の優しさも感じます！

パリ、
イタリアのローマ、ナポリ、
ヴェネチアへヴァカン
スに。事前にホテルや電車をインターネットで予約す
るのですが、
スムーズにできないこともありひと苦労。
旅行中は、
どんなところにも、言葉がわからない僕た
ちに優しく接してくれる人がいて感動しました！ 途中

02 C hâ tea u

du M on t J o ly
（シャトー・デュ・モン・ジョリ）

ちょっとしたハプニングも。ローマの地下鉄で、女の
子のスリにポケットに手を突っ込まれて…。僕はゴミ

リヨンを飛び出し、
Château du
Mont Jolyへ

しか入れてなく、彼女はそれを持っていきました
（笑）。

02 松 本

太 志さん：調 理・2 0 1 3 年 秋コース

03 松 下

恵 介さん：
調 理・2 0 1 6 年 春コース

へ。オーナーシェフのファスネ氏は2004

レストランでは、
サーヴィスマンとの
会話も楽しみ

年にM.O.F.を獲得し、
フランス料理の国

僕が訪れたのは、パリ、
ドイツ、
イタリア。
ヨーロッパは

ブラッスリー・ジョルジュという老舗へ。
自家製のビールやアルザス名物の

際コンクール「ボキューズ・ドール」で日本

とにかく景色と建物がきれいです。パリでは主に食べ

シュークルートが有名でとてもおいしかったです。歴史ある建物で、
タイム

チームのコーチも歴任されている方です！

歩きの旅。サーヴィスマンにわからないことを聞き、ム

スリップしたかのような雰囲気を感じました。夏のヴァカンスはノルウェー

料理やデザートはどれも上品で繊細。
シェフはとても気さくな方で、施設内を案内して

ニュスペシオの参考になったし、
フランス語の勉強に

の家庭にホームステイを計画中！どんな料理があるか興味があります。

いただいたほか、
ワインのカーヴ（貯蔵庫）
も見学させてもらいました。

もなりました。
ドイツでは、大きなジョッキでビールも味

食 べ 歩きでは 、リヨンを離 れて 各 地 の
名店を訪れることも。
この日はフランシュ＝
コンテ地方の街・
ドール近郊にある1ツ星店

ついに、念願のモン・サン・ミッシェル！
留学中に一度は行ってみたいと思っていたモン・サン・ミッシェル。ついに
実現しました！ 思っていたよりも大きくて美しかったです。
リヨン近郊では

わいました！フランスの人たちは冷たいというイメージ
を持つ人もいるかもしれませんが、僕が感じたフラン

03 S a tu rne（ サチュルヌ）

2016年に1つ星を獲得！
パリのネオ・ビストロSaturne

ス人は困っている人に声をかける温かい人々でした。
※フランスでは18歳からお酒を飲むことができます

ネオ・ビストロと呼ばれる、高級レストランに匹敵する
料理のクオリティをもちながら、
シンプルなサーヴィス
で気軽な雰囲気のお店。
メニューはコース1つのみ。
低温調理したホロホロ食感のタラ科の魚に旬のグ
リーンピースを敷いた一皿や、豚のローストに生と焼
いた２種のアンディーブ、
オレンジのピューレとスパイ
スを添えた一皿など、旨味、苦み、甘味、酸味、香り、
食感が絶妙のバランスでまとまっていました！

04 M O Z ZAT O（モッツァート）

リヨンでモッツァレッラを
食べるならMOZZATO！

04 板 東

拓 宜さん：製 菓・2 0 1 3 年 春コース

イタリアのジェラートは、
必ずまた食べたい味

モッツァレッラをメイン食 材としたレストラン。

「食べること」
をテーマに、
イタリア、
オランダ、ベルギー、
ドイツ、
スペイ

美食で知られるリヨンで、
あえてのイタリアチー

ン、
フランスの地方を周遊。
どの場所に行ってもその場所でしか食べら

ズ…。でも、いつも満席の人気店です！ この日

れないものを食べ尽くしてきました！ 一番衝撃を受けたのはイタリアの

いただいたのは、もっちり食 感がたまらない

ジェラート。
どのお店に行ってもハズレがなく、おいしさに感動しました。

Bufala Campana（水牛から作る本物のモッ

ボルドーでは名物のカヌレはもちろんですが、巨大なパフェがあったの

ツァレッラ）
と、みずみずしく中はクリーミーな

で迷わず注文。
やっぱり甘いものを食べているときが一番幸せです。

B u r r a t a（ブッラータ）。
どちらも新 鮮な味わい
でした！ ほかにも燻製や黒トリュフ入りなど、全
8種のモッツァレッラが選べるんですよ。
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フランス校ブログ 随時更新中

http://www.tsuji.ac.jp/college/france/blog/
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フランス菓 子を

何 事にも本 気で取り組むことで

フランス人から学び

道はどんどん拓けていった

夢がまたひとつ
現 実に近 づいた
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岡本真緒さん
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出身高 校：追 手 門学院高等学校
辻 調 理 師 専 門 学校 調理技術マネジメント学科卒業
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留学のきっかけは、

口癖。
「 速さも、きれいさも、味も大切。すべ

たまたま訪れたフランス料理店の味

てを厳格にしなさい」という意味です。日本

辻調理師専門学校に入学した当初は、フラ

もコトバも未熟な私たち。でも先生は、後ろ

岡本真緒がみたフランス
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留 学 期 間：2 0 1 5年10月1日から2016年7月28日
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佐藤颯人さん
出身高校：おかやま山陽高等学校 製菓科
エコール 辻 大阪 辻製菓マスターカレッジ フランス校留学コース卒業
留学期間：2015年10月1日から2016年7月28日

反対していた両親も

では パンに乗

次第に僕を応援してくれるように

せ て 食 べ るも

僕がお菓子づくりの仕事に就きたいと思い

こ の バターを

のという感じ。

で料理を学んできたとはいえ、
まだまだ技術
ンスへ留学するなんて考えてもいませんで

にも目がついているのか？ と思うほど一人

始めたのは、中学2年の頃。親は「将来、もの

たっぷり使った

した。中国料理に興味があり、2年間学んだ

ひとりをしっかり見ていてくれ、いつも真剣

にできる人なんて一握りなんだから、やめて

朝食のブリオッシュは特に人気で、毎朝取り

らレストランへ就職するつもりでした。でも、

に指導してくれました。

おきなさい」と大反対でしたが、中学の担任

合いになっていました（笑）。

和洋中さまざまな料理の食べ歩きをしてい
た1年生の終わり頃、たまたま訪れた京都の
フランス料理店でその思いが変化。中国料

毎日1時間、
集中してフランス語を勉強

理出身のシェフがつくるフレンチに衝撃を受

安だったのは、語

は、どんどん膨らむばかり。いろいろ迷って

は2年生になった後。出願受付終了間際のタ
イミングでした。

も一緒に作業をするので、料理やお菓子の

辻 大阪の辻製菓マスターカレッジへの進学

ことをお互いに教え合いながら、自然と知識

を決めました。この頃には、親も「せっかく辻

も増えていきました。

02 ヴァカンスでは、フランス・スペ
イン・ドイツを周遊。さらに、日本へ帰
国する前に、イタリアへも足をのばし
食べ歩き

おいしさに感動

サーヴィスを学べたことも

フランス校で初めてサーヴィスの仕事にふ
れたのもよい経験でした。日本ではやったこ
辻 製 菓 マスター

とがなかったので、教わることすべてが知ら

一人ひとりを見ていてくれた

初の頃は何を言われているのか、全然わか

カレッジ で 1 年

ないことばかり。フランス人の先生が料理や

らなくて…。でも、星付きレストランのシェフ

間 、徹 底 的 に 技

デザートを提供するときの身のこなしは、と

が自分たちのためだけに講習をしてくれる

術を 習 得した あ

てもスマートで 洗 練され て い て 、かっこよ

エスコフィエ校で調理を指導してくださるの

ことは、通常ありえないこと。貴重な言葉を、

との 1 0 月 1 日 、

かったです。実習では、製菓と調理の研究生

は、コアール先生です。最初の挨拶で「私は

一 言も聞き逃したくなかったん で す 。それ

フランス・エスコ

が1つのチームになり、食事の最初から最後

フランス人ではありません。そしてあなたた

で、1日のカリキュラムをすべて終えた後、毎

フィエ校に到着。一番初めにつくったお菓子

までサーヴィスを務めます。製菓を学ぶ僕に

ちも日本 人 では

日必ず1時間、集中してフランス語を勉強。

ありま せ ん 。私

１ヶ月もすれば聞こえてくるコトバの意味が

たちは料理人な

わかるようになって、先生から何を言われて

03 下町の小さなお店のお菓子は、
現 地 へ 行 か なけ れ ば わ からな い 、
本場ならではのおいしさ

は、マカロン・フランボワーズでした。マカロ

とって、料理の長いメニュー名をフランス語

ンは日本で何度もつくってきたお菓子です

で覚えるなど難しい点もありましたが、お客

が、やはりここはフランス。素材を混ぜるタ

さまのことを考えながら、お客さまとかかわ

の で す 」と 言 わ

も怖くなくなっていました。

イミングが違ったり、デザインが大胆で華や

れるサーヴィスの仕事にやりがいを感じまし

れ 、私 た ちを 料

フランス校で学んだ10カ月間は、実習も、
フ

かだったり、さまざまな発見がありました。そ

た。
これからの夢は、自分の店を持つこと。で

理 人として 見 て

ランス語も、スタージュも、いつも真剣に取り

のほか、
フランスの食材でびっくりしたのは、

きれば僕自身で パティシエとサーヴィスの

風 味 豊かな発 酵 バターのおいしさで す 。日

両方を担当したいので、カフェ形式のお店を

本ではバターはパンに塗るものですが、ここ

オープンしたいと考えています。

『Rigueur！』
（リグール…厳格に！）が先生の

組んだからこそ得られるものも大きかったと
思います。

0 4 オンシ ーズンには 、昼に 約 7 0
名、夜に約100名のお客さまが食事
に訪 れるスタージュ先 のレストラン
「レ・セードル」

01 フランス食材の味を自分の舌で
味 わった 。蒸しただけの パプリカや
ニンジンも、野 菜の甘 味が強くてお
いしかった！

フランス校留学の大きな収穫

コアール先生

くれていることが印象的でした。実習中は、
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の授 業や生 活が心 配でした。フランス校で
は、実習も授業も基本的にはフランス語。最

のオープンキャン パスに参 加し、エコー ル

風味豊かな発酵バターの

こともあり、挨拶
レベルしか勉強していなかったので、現地で

休日には、練習もかねて希望者が食事当番
をしますが、調理の研究生も、製菓の研究生

を薦めてくれるようになっていました。

決 意 が 遅 かった

場のフレンチを学んだほうがいい」とアドバ

の先生の後押しもあって、高校から製菓を学
ぶことができました。そして、高2の冬に辻調

調へ入学するのだから」
とフランスへの留学

学 で す 。留 学 の

先生に相談したところ、
「 それならまずは本
イスをもらいました。進学の願書を出したの

01 外来講師による講習では、雲の
上の存 在の星 付きレストランのシェ
フから、直接料理を教えてもらうこと
ができる

出 発 前に一 番 不

けたので す 。以 来 、フランス料 理 へ の 興 味

佐藤颯人がみたフランス

02 フランス校では、ボールは耐熱
性の高いプラスチックのものを使用。
そのまま電 子レンジにかけられるな
ど、作業しやすくて便利

03 サーヴィスの仕事は、メニュー名
を覚えるのが 難しかったけど 、身の
こなしやおもてなし精 神がかっこよ
く、自分も憧れるようになった

04 製菓の指導をしてくれたのはキャ
メラ先 生 。おいしさ、美しさ、効 率 の
良さなど、先生の言葉には学ぶべきこ
とがいっぱい詰まっている
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卒業生の証言 01
トップになるための
最初のきっかけにフランス校を選んだ。
フランス校に行ったのも、数々の３ツ星レストランで修業を積んだのも、
「トップになり

フランス留学は、人との出会いと生涯続く深い繋がり。
人に好かれることが、学びのうえで大切だと実感。
フランスでは、理想と現実の違いに直面し、
これこそが世界と感じました。書物では

たい」
という目標のための手段だった。フランス校はその最初のきっかけだった。

限界があり実際にフランスに行って、現地の人とコミュニケーションするしかない。
そ

競争心が強いので、
スタージュ先の３ツ星レストランでも研修という意識はなくて、
隣の

のためには人に好かれるって、
とても重要だと思いました。
フランスで得たものを活

フランス人に勝とうと必死でした。
フランス校ではすべて吸収して、次にどうつなげる

かして、少々の失敗を恐れず目標に向かいチャレンジし続けたい、
と思います。

かが大切だと思います。

オーナーシェフ
１９８９年
１９９０年

成澤 由浩

辻調理師専門学校卒業
辻調グループフランス校卒業

● NARISAWA

ナリサワ

〒107-0062 東京都港区南青山2-6-15
tel 03-5785-0799
http://www.narisawa-yoshihiro.com/

1998年
1998年

津田 励祐

辻製菓専門学校卒業
辻調グループフランス校卒業

● grains de vanille（グラン・ヴァニーユ）

〒604-0832 京都府京都市中京区間之町通り
二条下鍵屋町４８６
tel ０７５－２４１－７７２６

フランス校での経験は、
5年後、10年後の分岐点でヒントになる。

お菓子のことだけを考えられるフランス校は「天国」。
でも、それだけ厳しく、自分自身も真剣に向き合えたということ。

フランス校こそが僕の原点。なんとポール・ボキューズ氏に教えていただく機会が

フランス校は、
フランスの食材を使い、
フランスに住んで、
お菓子三昧の、
『 天国』の

あり、
そのときの講習が今も僕の料理のコンセプトになっています。
フランス校はフラン

ような日々。
それは、
日本で同じことを学んでも絶対にわからない。
フランス校の先生

ス料理を学ぶには最高の環境です。将来のビジョンを明確にもち、料理人としての

方は、厳しく愛情を持って真剣に向き合ってくれました。
そのフランス校での半年間

長い道のりを楽しむための感性を十分に学んでください。5年後、10年後、20年後

があったから、
どんな場面でも、
チャンスを逃さず決断し、挑戦し続けられたのだと

の分岐点で、
きっと大きなヒントとなるはずです。

思います。

オーナーシェフ

土井原

英治

1992年 ［エコール 辻 大阪］
卒業
1993年 辻調グループフランス校卒業

● Le Sot l’y Laisse（ル・ソリレス）

70, rue Alexandre Dumas, 75011 Paris FRANCE
tel 01.40.09.79.20

だからこそ、
おいしいとは主観的な言葉。
ディテールを追及する。
何がどういう風においしいか、
料理とはその国の文化の中に溶け込んでいるものだということがフランス校に来て

オーナーシェフ
2003年
2004年

藤田 怜美

辻製菓専門学校卒業
辻調グループフランス校卒業

●ｋａｓｈｉｙａ（カシヤ）

〒606-8372 京都市左京区川端通二条東入ル
７筋目北側吉永町270-3 tel 075-708-5244

「32歳までに独立」
本場での学びが夢の実現を後押しした。
「28～32歳で独立する」。中学生の頃から計画を立て、
フランス校進学もエコール

わかりました。
フランス校で学び、
フランス人シェフのいるレストランでスタージュ。19

に入る前から決めていました。印象に残っているのは、先生の真摯な姿勢です。で

歳という若いうちにフランスを知ったことで、今の自分があると思います。料理には

きるだけ多くのことを教えようとさまざまな経験をさせてもらいましたね。朝から晩まで

100%完全というものはありません。
「おいしさとは何だ」
と問われた辻調が自分の

本場のお菓子に存分に触れ、考え方や文化の違いを肌で感じられたことは、何より

原点。今でも、
ディテールにこだわりおいしさの意味を追求しています。

の財産です。計画通り32歳で自分の店をもつことができました。

オーナーシェフ
1998年
1999年
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オーナーシェフ

高橋

創

辻調理師専門学校卒業
辻調グループフランス校卒業

● Restaurant SO

15, rue Amiral Roussin 21000 Dijon, FRANCE
tel 03.80.30.03.85

オーナーシェフ

猿舘 英明

1994年 ［エコール 辻 東京］
卒業
1995年 辻調グループフランス校卒業

●パティスリー・ショコラトリー

マ･プリエール

〒180-0013 東京都武蔵野市西久保2-1-11-1F
tel 0422-55-0505
http://www.ma-priere.com

55

卒業生の証言 02
フランス校は、本物のフランス料理のエスプリを学ぶ殿堂。
悔いを残さない時間にしてほしい。

先生が必ず良い方に導いてくれるから、
素直に吸収することが大切。

フランス人教授からフランスの食材を使い、
フランス語で直接調理指導を受けられる、
夢のような環境がフランス校であり、
私にとっての原点となっています。
スタージュ先の、
４歳年上のステファン・ブロンシェフとは、
３０年経った今でも親交があ
り、
兄弟と呼び合う関係を築けたのは生涯の財産です。
この経験から、
フランス人シェ
フだったらどう考え調理するだろうと、
自然とイメージできるようになりました。ポール・
ボキューズ氏、
ジェラール＆フィリップのアントナン親子、
そしてジョエルロブション氏の
元で経験を積めたのも、
フランス校留学があったからだと思います。

エグゼクティブシェフCEO
1988年
1989年

渡辺

雄一郎

辻調理師専門学校卒業
辻調グループフランス校卒業

大学を出て普通のサラリーマンになるなんて想像できなかった。当時の僕はものづ
くりがしたくてしかたなかったんです。今思えば、
こうしたわくわくした気持ちをもつこと
が大切。素直な気持ちで見るもの、聞くもの、
つくるもの、何でも吸収してください。
実習ではすべての工程に積極的に関わる。講義では手元が見やすくて、試食しや
すい所に座る。先生は必ず良い方へ導いてくれますよ。

● Nabeno-Ism（ナベノ-イズム）

オーナーシェフ

〒111-0043 東京都台東区駒形２-１-１７
tel 03-5246-4056
http://www.nabeno-ism.tokyo/

1986年
1986年

世界最高のサーヴィスへの道へ、
ここから踏み出した。

高木 康政

辻製菓専門学校卒業
辻調グループフランス校卒業

●ル パティシエ タカギ

〒158-0081 東京都世田谷区深沢5-5-21
tel 03-5758-3393
http://www.lplctakagi.jp

フランス校での経験を
プラスにするのは自分自身。

フランスで洗練された身のこなしでお客さまに料理を提供する
「メートル・
ドテル
（サー

辻製菓専門学校への入学を決めたのも、本場で学べるフランス校があったから。
フ

ヴィスの最高責任者）」の姿を見て、
『自分もあんな人になりたい！』
と思ったことが、

ランスで勉強することは、
もちろん楽しいことばかりではありません。でも、苦しいこと

サーヴィスの道に入るきっかけです。
フランス校は技術知識だけを学ぶものではあり

も自分で乗り越えた時に強さとなって今後につながっていくのだと思います。
これか

ません。人として大きくなれる場所です。
「やれるならやる。できなくてもやる」
という

ら留学する方には、
ぜひその時その時を頑張って欲しいです。その経験をプラスに

意識で、何にでもチャレンジすることが大切だと思います。

するのは自分自身なのですから。

メートル・
ドテル

宮崎 辰

1996年 ［エコール 辻 東京］
卒業
1997年 辻調グループフランス校卒業

● Fantagista21

https://www.fantagista21.com/
2012年 Coupe Georges Baptiste主催
サービス世界コンクール世界大会
2017年にFantagista21を設立

オーナーパティシエ
2001年
2002年

優勝

小森 理江

辻製菓専門学校卒業
辻調グループフランス校卒業

● Pâtisserie Liergues

〒578-0932 大阪府東大阪市玉串町東3丁目1-11
tel 072-973-7194
http://www.liergues.jp

「晴れ時々雨のち晴れ」の留学生活。
雨があったから大きく成長できた。
フランス校で料理人としての基礎ができました。考えられないくらい素晴らしい食材
を使い、素晴らしい先生や仲間に恵まれた時間を過ごしました。あれほどまでによく
学び、
よく遊んだ、中身の濃い日々はなかなかありませんね。楽しいことばかりでは
なく、辛いこと、厳しいこともありましたが、
それらすべての経験によって大きく成長で
きたと思います。

オーナーシェフ

竹村 瑞穂

1999年 ［エコール 辻 大阪］
卒業
2000年 辻調グループフランス校卒業
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● à peu près

〒600-8303 京都府京都市下京区的場通新町
東入ル銭屋町 249番地
tel 075-361-3231
http://emeca.jp/apeupres/

就職指導
■留学前に就職活動に
ついての特別セミナー

■辻調グループ独自の
求人情報サービスを活用

■スタッフの
サポート体制も万全

帰国後の就職活動をスムーズに進めるた

日本にいる間だけでなく、
フランスに留学し

帰国後の就職活動をスムーズに進めるた

めに、
フランス校 進 学 予 定 者のみを対 象

てからも辻 調グループ 校 生 専 用 の 求 人

めに、
フランス校の「教務部」、
日本の「フラ

にした特別就活セミナーを行います。在学

サービスが利用できます。帰国後の就職を

ンス校事務局」、
「キャリアセンター」
が協力

中から帰国後までの就職活動の進め方は

スムーズに進めるために、
日本の求人の最

し、万全の協力体制でサポートしていきま

もちろん、面接に使える話し方のテクニッ

新情報を、
フランスでも
「希望勤務地」
「希

す。
フランス滞在中の面談や就職希望調

クについてもアドバイスします。

望職種」
「 企業名」
などから検索できます。

査は日本のキャリアセンターに送られ、帰
国後には『帰国ガイダンス』
と
『個別面談』
が大阪と東京の２会場で実施されます。
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”

プラス１年”フランス校で学んだ時間が、
「食の世界」で生きていく自信を揺るぎないものにしてくれる
1年次入学時に、
フランス校留学を決めるコース
＜フランス校留学コース＞

辻調理師専門学校
辻製菓専門学校

●調理師本科・調理クラス

エコール 辻 東京

■渡航のためのガイダンス
（説明会）

■留学ライフサポート授業

10月より、
フランス留学に必要な長期学生ビザの申請手続き、
フラ

フランス校留学コース生は１年次入学直後から留学サポート授業を行い

ンスでの健康管理についての事前準備や海外留学生保険加入案

ます。
サポート授業では、現地で学業に集中し、快適な留学生活が送れ

内、団体渡航案内や持参物等について、渡航までに3回のガイダン

るよう、生活に必要な事前情報や準備物について、
またフランス語や専

スを実施します。
ガイダンスには保護者の方も参加いただけますの

門用語について楽しみながら学びます。
フランス校勤務経験が豊富な、

で、現地での不安や心配は解消して出発することができます。

現地に詳しい先生が担当しますので、
しっかり準備することができます。

●製菓衛生師本科・製菓クラス
●辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ

エコール 辻 大阪

留学前サポート

●辻製菓マスターカレッジ

辻調グループフランス校

4月

●辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ

10月

●辻製菓マスターカレッジ

サポート授業内容（例）

留学までの主なスケジュール
第１回渡航説明会
（春秋合同）

＜生活編＞

就職ガイダンス＜1回目＞

フランス生活をするうえで、事前に知って
おきたい気になる情報を、楽しく説明して

※春
・秋コースを決定するために、学生の希望と学内試験の結果を参考にします。
※春・秋コースを決定するために、
※フランス校の留学を前提としたコースですが、各校在校中の成績・出席状況・健康状態などにより留学できない場合があります。

■フランス校留学ライフサポート授業が入学時から受講できます。
受講することができます。

11月

第２回渡航説明会
（春）

＜授業編＞
フランス校のスケジュールを春・秋コース
の違 いや魅 力と共に説 明します 。日本と
全く異なる1日の動きや実習・講習の流れ
を事前に把握し、現地での実習授業に備
えましょう。

海外留学生保険、団体渡航航空券などの
具体的な準備について説明します。

■フランス校留学奨学金

就職ガイダンス＜２回目＞

1月
●全学科

渡航準備の最終確認として、
保護者の方にも参加いただき、

年に２回、フランス校からフランス人シェ
フが来日、特別授業を行います。フランス
語 で ゲ ー ムをしたり、シェフに 質 問した
り、シェフとの交 流で 留 学 へのモチベー
ションもさらに上がります。

就職ガイダンス＜３回目＞

●辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ

辻調グループフランス校

●辻調理技術マネジメントカレッジ

フランス料理研究課程
2月

第２回渡航説明会（秋）
長期学生ビザ申請（春）

10月

（フランス校事務局同行）

辻 製 菓 専門学校

●製菓衛生師本科（ダブルライセンスクラス）

●全学科
●辻製菓マスターカレッジ

エコール 辻 大阪

エコール 辻 東京

●辻カフェ＆パティスリーマスターカレッジ

長期学生ビザ発給（春）

辻調グループフランス校
製菓研究課程

●辻製菓技術マネジメントカレッジ

※１・・・辻調理師専門学校 調理師本科（ダブルマスタークラス）
は、1年目で辻調理師専門学校を卒業した後、2年目に辻製菓専門学校に進学するクラスです。
さらにフランス校へ留学すれば合計で3年、学ぶことになります。
※２・・・辻製菓専門学校 製菓衛生師本科（ダブルライセンスクラス）
は、1年目で辻製菓専門学校を卒業した後、2年目に辻調理師専門学校に進学するクラスです。
さらにフランス校へ留学すれば合計で3年、学ぶことになります。

※「辻調グループ」
は、辻調理師専門学校を中心に大阪あべの（大阪市阿倍野区）、東京、
フランスを結ぶ学校グループです。
「学校法人 三幸学園 辻学園調理・
製菓専門学校、名古屋辻学園調理専門学校」
とは一切関係がございませんので、お申し込みに関しては十分ご注意ください。
辻学園調理・製菓専門学校、

地方菓子を紹介。今のうちに地方の名産を知っておけ
ば、現地でいろいろなものが食べられますね。

＜地方編＞

4月

フランス渡航（春）

7月

最終渡航説明会（秋）

8月

長期学生ビザ申請（秋）

9月

（地方編）

ます。

フランス校事務局が代理で
受け取ります。

●辻製菓マスターカレッジ

58

現地生活で必要な筆記体や手紙の書き方
などについて学びます。また、授業・研修
で必要な専門用語もしっかり学んでいき

※2

3月

シェフによる講習会も行われます。料理、お菓子が一
流なら作業も一流！シェフの動きを真剣に見て、皆さ
ん感動していました。

＜フランス語授業＞

＜生活・授業編＞

辻 製 菓 専門学校

フランス語のゲームで勝利！ 商品はシェフサイン入り
トルション
（キッチンクロス）
でした。

後期から語学サポートが本格化します。フ
ランス人講師による授業やフランス人と
の交流会で、挨拶から基本的な会話まで
楽しく学びます。

指定日時に、本人がビザセクション
（東京）
に出頭し、申請を行います。

※1
●調理師本科（ダブルマスタークラス）

（フランス人シェフ特別授業）

フランス校フランス人シェフ来日特別授業

準備を万全なものにします。

●辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ

辻調理師専門学校

現地での授業にスムーズに入っていける
よう、フランス語に少しずつ触れていきま
す。語学は早めの準備が重要です。みん
なでフランス語に慣れましょう。

最終渡航説明会
（春）

●辻カフェ＆パティスリーマスターカレッジ

エコール 辻 東京

フランス校ならではのシミュレーション実習の説明に
わくわく
！
日本でしっかり基礎を作っておきましょう。

＜フランス語編＞

進路選択チャート

エコール 辻 大阪

（授業編）

若干名）

※エントリー・選考・給付につきましては、入学後にご案内します。

辻調理師専門学校

初回の授業では写真を見ながら、
フランス生活の話
を詳しく聞きました。
フランスで過ごす素敵な日々、
イ
メージはできたかな？

られます。

フランス校留学コースに出願し、
なおかつ辻調グループに入学後（在学中）の頑張りを評価する奨学金制度を用意しています。
※給付金額（返済不要） ３０万円（フランス料理研究課程・製菓研究課程

（生活編）

いきます。
シャトー・研修生活を知り、より具体的なイ
メージを持って、今からできる準備が始め

フランス校留学コース生は、
フランス校入学選考試験を免除されます。

フランス校留学コース生は、
フランス校留学に必要な知識や情報、
フランス語の特別授業を、辻調グループ入学後から１年間を通して

留学までのスケジュールやサポート授業
内容を紹介します。ここから１年間フラン
ス校進学に向けて一緒に準備を始めてい
きます。

「長期学生ビザ申請」手続きや、
現地での生活について説明します。

■フランス校入学選考試験が免除されます。

＜フランス校留学コース生ガイダンス＞

パリ・リヨンや地方の紹介、現地の料理・お
菓子・レストランやお店を知り、留学生活
がより有意義になるよう情報収集します。

「発音難しい～」
と口々に言いながらも、皆楽しそうに
発音練習をしています。
トレビアン！

＜生活・旅行編＞
休 日・ヴァ カ ン ス の 過 ごし 方 や 、ス ケ
ジュー ル の た て 方を 学 びます 。また 、ミ
シュランガイドの見方やホテル・交通機関
の予約の仕方等を知り、今から少しずつ
計画をイメージしていきます。

長期学生ビザ発給（秋）

10月 フランス渡航
（秋）

（フランス語授業）

フランス校帰国生との懇親会
帰国直後の先輩から最新情報と体験談を
聞き、自身の渡航準備に備えます。

3月

（フランス人交流会）
フランス語チャレンジタイム！
「私の発音通じてる！」
と嬉しそうです。
※校舎によって内容は異なります。
※サポート授業は本科授業終了後、
主に放課後に行われます。
※留学コース生以外のフランス校進学者は、
後期からサポート授業に参加します。

※2016年度スケジュールより
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