


料理には、チカラがある。

自らの手料理で、家族や友だちに喜びを。

お店の料理とサービスで、思い出に残る時間を。

地域に根ざした料理で、ふるさとに元気を。

学校給食を通じて、子どもたちに笑顔と成長を。

インターネットを介して、世界中においしさを。

たくさんの卒業生の活躍から、

確信できることがあります。

料理のチカラで、世界は変えられる。

あなたは、何をどう、変えたいですか？

そこに、自分が輝ける世界が、あるかもしれません。

料理のチカラを、その手に。

2 3
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辻調理師専門学校／辻製菓専門学校
エコール 辻 大阪／エコール 辻 東京／辻調グループフランス校

校長 辻 芳樹  Yo s h i k i  Ts u j i

料理の
チカラを
学びとる
みなさんがこれから歩もうとする食の世界には「終着点」と

いうものがありません。時代の変化とともに、新しいスタイ

ルの料理や料理人がいまも次々と誕生しています。どれほ

どレシピの数を覚えようとも、そこで満足してしまっては成長

が終わってしまう世界なのです。

逆に、たったひとつのレシピからでも派生するレシピは数多

くあり、自分で考える力、発想する力があれば可能性は無限

に広がっていきます。だからこそ辻調グループでは、単に料

理だけでなく“料理の勉強の仕方”も身につけてもらうこと

を重視しています。

自分の世界観をしっかり持った料理人、パティシエとして活

躍し、みなさんの夢を大きく実現してもらうためにも。

辻調グループは、これまでの常識にこだわらない教育方法

やカリキュラムによって、料理のチカラを真に学び取るため

の料理教育をめざしています。

4 5
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私たちは教えることによって学ぶ

 Docendo Discimus
ドケンド・ディスキムス

Docendo Discimus（私たちは教えることによって学ぶ）は、辻調グ

ループの建学の精神。創設者の辻静雄は「料理や製菓に究極はな

い。これらを仕事にする者は一生が勉強なのだ」と繰り返し熱く語った

といいます。教職員も学生も、学び続けることが大切であり、卒業後も

学び続けることで料理業界を牽引してほしい。この精神には、そんな願

いが込められています。
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さらにもう一年、本場フランスに上級進学

フランス・リヨン

辻調グループ フランス校留学で
本場の料理・菓子を

極めたい

進学

辻調理師専門学校／辻製菓専門学校／エコール 辻 大阪／エコール 辻 東京を卒業後に進学できる“上級校”
でより高度な技術を学びます。（辻調理師専門学校の日本料理本科・日本料理クリエイティブ経営学科／エコー
ル 辻 東京の辻日本料理マスターカレッジ除く）

創立60年。
食のプロを育てる 5つの学校。

高度調理技術マネジメント学科

調理技術マネジメント学科
［職業実践専門課程 認定］

製菓技術マネジメント学科
［職業実践専門課程 認定］

調理師本科

製菓衛生師本科

西洋・日本・中国料理を総合的に学ぶ 洋菓子・和菓子・パンを総合的に学ぶ
● 専修学校 ● 専修学校・厚生労働大臣指定

3
年制

2
年制

2
年制

1
年制

1
年制

▶調理クラス
　●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）
▶キャリアクラス

●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）

大阪あべの

辻調理師専門学校
大阪あべの

辻製菓専門学校

幅広く学んで
資格を取得し

自分の可能性を
探りたい

NEW

日本料理クリエイティブ経営学科

NEW

日本料理本科

日本料理に特化 世界を見据えた新学科※

2
年制

1
年制

2021年４月、新学科誕生！

※ 資格について…日本料理本科及び日本料理クリエイティブ経営学科を卒業
しても無試験で「調理師免許」を取得することはできません。飲食店で２年
以上の調理の実務経験があれば受験資格が得られます。
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フランス料理研究課程

製菓研究課程

辻調グループ第1フランス校
［シャトー・ド・レクレール］

辻調グループ第2フランス校
［シャトー・エスコフィエ］

進学

創立60年。
食のプロを育てる 5つの学校。

食の世界を幅広く総合的に学んで資格取得をめざしたい。
あるいは、ジャンルを絞った専門的な学びでプロとしての実力を最速で身につけたい。
辻調グループには、あなたの目標にあった、最適な進路がきっとあります。
大阪、東京、さらにはフランスと、学びの舞台もさまざま。胸に抱いた未来への夢が、辻調グループならもっと大きくふくらみます。

辻調グループとは、創設者・辻静雄の〈建学の精神〉〈ビジョン〉を共有し、教育の実践的研究を目的に形成された『コンソーシアム』の総称です。

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　　●フランス校留学コース（１年＋留学）

辻製菓マスターカレッジ
●1年制コース　　●フランス校留学コース（１年＋留学）

辻調理技術マネジメントカレッジ

辻カフェ＆パティスリー
マスターカレッジ

辻製菓技術マネジメントカレッジ

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　　●フランス校留学コース（１年＋留学）

辻日本料理マスターカレッジ

辻製菓マスターカレッジ
●1年制コース　　●フランス校留学コース（１年＋留学）

ジャンルを絞り専門分野を深く学ぶ 自分の将来にあわせて実践的に学ぶ
● 専修・各種学校以外の教育機関 ● 専修・各種学校以外の教育機関

1
年制

1
年制

2
年制

1
年制

2
年制

1
年制

1
年制

1
年制

大阪あべの

エコール 辻 大阪
東京・国立

エコール 辻 東京

目指す
ジャンルを
実習中心に
学びたい
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大阪あべの

辻調理師専門学校
調理師をはじめ、食の仕事にたずさわるさまざまな「食業人」を目指す専門学校。

調理師専門課程に加え、2021年度からは、日本料理を専門的に学ぶ新学科がスタート。

幅広い学び方の中から、自分の可能性と目指す方向を見極めます。

2
年制

2
年制

3
年制

1
年制

調理技術マネジメント学科 日本料理
クリエイティブ
経営学科

高度調理技術マネジメント学科

調理師本科

西洋料理、日本料理、中国料理など多彩なジャンルの料理の基本技術と知識を学ぶ第１学年。第2
学年では専攻ジャンルを決め、レストラン・シミュレーション実習により高度な専門性を身につけます。

1年目に身につけた技能と知識を土台
に、料理を再現するだけでなく「自ら創造
する力」を磨きます。また、グローバルな
視点で物事を捉え、開業・運営の知識を
身につけます。

日本料理本科

実習を中心としたカリキュラムにより、日
本料理に必要な基本技能と知識を身
につけ、発展的に「すし」「てんぷら」と
いった専門料理にも対応できる力を養
い、即戦力を身につけます。

3年制という長期カリキュラムにより、高度な調理技術と幅広く深い教養を習得。少数精鋭の
教育で、食を通じて人と社会に貢献できる人材を育成します。

あらゆるジャンルの基礎的な技術と知識を習得する1年間。現場に必要なスキルの徹底はもち
ろん、料理人としての心得も身につけます。さらにフランス校への留学や製菓とのダブルライセ
ンスをめざすなど、自分のキャリアにあわせて選べるクラスやコースも用意されています。

▶調理クラス…調理師本科の基本クラス

　◦ダブルライセンスコース…卒業後、辻製菓専門学校へ進学（学費減免制度あり）

　◦フランス校留学コース…�卒業後、辻調グループフランス校へ留学（入学試験免除、学費減免
制度あり）

▶キャリアクラス…大学・短大・社会人対象のクラス

学校の様子を
動画で
見てみよう！

日本料理�専攻

西洋料理�専攻

中国料理�専攻

第

2
学年

２年次
進級時に
専攻を選択

第

1
学年

詳しくは辻調理師専門学校の
パンフレットをCHECK！

西洋・日本・中国料理を総合的に学び、
資格を取得する。

日本料理に
特化して学ぶ。
世界を見据えた
新学科。

1
年制

2021年４月、新学科誕生！

8 9
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大阪あべの

辻製菓専門学校
フランス・ドイツ・ウィーンの伝統菓子から和菓子や製パンまで、

多彩なジャンルでの学びを深めながら、クオリティの高い製菓技術を習得。

あらゆる現場に活かされる広い視野を養い、自分で考え制作できる力を身につけます。

2
年制

1
年制

製菓技術マネジメント学科

製菓衛生師本科

洋菓子、和菓子、製パンの基本技術と知識を学ぶ第1学年。第2学年になると「製菓総合クラス」
は1年目に学習した技術の完成度を高め総合力を、「パティシエクラス」「ブーランジェクラス」「和
菓子クラス」はそれぞれのジャンルに特化した専門力を磨きあげます。基礎から応用へと展開する2
年間で、製菓業界で活躍するためのスキルと教養を身につけます。

洋菓子から和菓子、製パンまで、あらゆるジャンルの基礎を、1年間という短期間で集中して習
得。基本技術を徹底し、継続する力を身につけます。さらには、フランス校への留学や、辻調理
師専門学校（調理師本科）でダブルライセンスをめざすことも可能です。

◦ダブルライセンスコース…卒業後、辻調理師専門学校へ進学（学費減免制度あり）

◦フランス校留学コース…�卒業後、辻調グループフランス校へ留学（入学試験免除、学費減免
制度あり）

学校の様子を
動画で
見てみよう！

ブーランジェ�クラス

パティシエ�クラス

和菓子�クラス

製菓総合�クラス

第

2
学年

２年次
進級時に
クラスを
選択

第

1
学年

詳しくは辻製菓専門学校の
パンフレットをCHECK！
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大阪あべの

エコール 辻 大阪
自分の目指す専門ジャンルを絞り、徹底して学びを深める3つのカレッジ。

フランス料理や洋菓子の道を目指す学生には、フランス校留学コースも。

実習を繰り返す独自のカリキュラムで、深い専門知識と高度な技術を手に入れます。

1
年制

辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ
世界を代表するフランス料理とイタリア料理。その基礎から応用までを徹底的に学び、レストラ
ンの現場で必要となる技術と力を身につけます。

◦フランス校留学コース…�卒業後、辻調グループフランス校へ留学（入学試験免除、学費減免
制度あり）

1
年制

辻カフェ＆パティスリーマスターカレッジ
スイーツやドリンク、フードまで。カフェで提供される幅広いジャンルの技術をトータルに学び、「お
いしいカフェ」を生み出すセンスを磨きます。

1
年制

辻製菓マスターカレッジ
洋菓子だけを徹底的に学びとる1年間。伝統的なフランス菓子をベースに、より多くの洋菓子に
ふれ、つくることで基礎と応用をマスター。「P.L.T.」での店舗実習も行います。

◦フランス校留学コース…�卒業後、辻調グループフランス校へ留学（入学試験免除、学費減免
制度あり）

学校の様子を
動画で
見てみよう！

詳しくはエコール�辻�大阪の
パンフレットをCHECK！

10 11
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東京・国立

エコール 辻 東京
あらゆる料理を総合的に学ぶか、目指す専門ジャンルを絞って徹底的に学ぶか、

将来の目標やスタイルに合わせて学び方が選べる5つのカレッジ。

豊富な実習量を確保したカリキュラムで、より実践的な知識と技術を自分のものに。

2
年制

2
年制

1
年制

1
年制

1
年制

辻調理技術マネジメントカレッジ

辻製菓技術マネジメントカレッジ

辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ

辻日本料理マスターカレッジ

辻製菓マスターカレッジ

あらゆるジャンルの料理をつくり、幅広い技術と知識を習得。第2学年のシミュレーション形式の
実習では、現場で求められる実践力と対応力を高めます。

製菓と製パンの技術をじっくり学ぶ2年間。校舎併設の製菓店「アトリエ 辻 東京」で製造から販
売までを体感することで、現場で活きる実力を身につけます。

世界を代表するフランス料理とイタリア料理。その基礎から応用までを徹底的に学び、レストラ
ンの現場で必要となる技術と力を身につけます。

◦フランス校留学コース…�卒業後、辻調グループフランス校へ留学（入学試験免除、学費減免
制度あり）

1年間、日本料理だけを集中して学び、高度な技術を身につけるとともに、日本が世界に誇る伝
統文化の奥深さやもてなしの心を会得します。

洋菓子とパンを徹底的に学びとる１年間。伝統的なフランス菓子をベースに、より多くのお菓子
とパンにふれ、つくることで基礎と応用をマスターします。

◦フランス校留学コース…�卒業後、辻調グループフランス校へ留学（入学試験免除、学費減免
制度あり）

学校の様子を
動画で
見てみよう！

詳しくはエコール�辻�東京の
パンフレットをCHECK！

10 11
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上級校  辻調グループ

フランス校 （フランス・リヨン）

フランス・リヨン郊外にある二つの城を舞台に本場のフランス料理・菓子を学びます。

授業の中心は、経験豊かなフランス人教授たちによる徹底したシミュレーション実習。

フランス一流店での実地研修など、最高の環境と経験を通じて食の真髄を身につけます。

学校の様子を
動画で
見てみよう！

フランス・リヨンの
2つのシャトーが校舎
フランスのリヨン郊外にある2つのシャ

トー。緑豊かな環境にたたずむ本物の

城を改修した建物が、辻調グループフラ

ンス校の校舎です。フランスの伝統を

つねに感じられるこの恵まれた環境で、

フランス料理の背景となる風土や文

化、そしてセンスまでもあわせて学びとる

ことができます。
FRANCE

Lyon

辻調グループ 第２フランス校　シャトー・エスコフィエ

辻調グループ 第1フランス校　シャトー・ド・レクレール

詳しくは
辻調グループ�フランス校の
パンフレットをCHECK！

フランス校留学コース 上級校への進学を前提にした辻調理師専門学校・辻製菓専門学校・エコール 辻 大阪・エコール 辻 東京の「フランス
校留学コース」では、入学直後から留学のためのサポート授業を受けることができ、入学選考試験が免除されます。

12 13
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製菓研究課程フランス料理研究課程
本科授業ではレストラン・シミュレーションのデザート部門として製菓実習をおこないます。
プティ・ガトー（一人前洋菓子）を作ることから始まり、段階を追うごとに難しいメニューに
挑戦し、同時にスピードや美しく仕上げる方法なども体得していきます。パティシエもキュ
イジニエ同様、「製菓」「サーヴィス」「客」すべての役割をローテーションで担当します。

本科授業では「調理」「サーヴィス」「客」に分かれて行うレストラン・シミュレーションが実
習の中心。調理実習で、キュイジニエ（料理人）は、「前菜」「魚料理」「肉料理」「まかな
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12 13
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進化し続ける
辻調グループ
学生一人ひとりの手に一生の支えとなる技術を伝え、

それぞれにふさわしいプロの道へと導く。

そのために私たちは現状に甘んじることなく学び続け、

持てる知識と技術を磨き続けていく。
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辻調グループでは、レシピや技術だけを学ぶ

のではありません。食材の特性や作業の意

味などの理論を学んだ上で、実習を重ね、背

景にある文化などの教養も深めます。

また、SDGs※をふまえ、持続可能な食文化を

支えるために、料理人・パティシエの社会的

役割を考えた様々な活動にも取り組んでいき

ます。

だから身につく

辻調だけの
学び方

先生が実際につくりながら、作業工程を詳しく解説

していきます。「なぜそういう切り方をするのか」「な

ぜ泡立てるのか」という科学的な知識も加えて、「な

ぜ？」を説明するので、きちんと理解して実習に臨む

ことができるのです。

Step 1 理解する

実習で実際につくり、振り返りをすることで、う

まくいかない時は原因や改善点を考えること

ができます。

Step 3 実践する

プロに必要な食品の安全と衛生、食文化などを

学び、料理・お菓子への理解を深め、将来に活

かします。

Step 5 知識を広げる
わからないことは、実習時間以外でも納

得するまで先生が教えてくれます。

Step 4 質問する

ポイントをメモした
ノートは、

一生の財産！

「切る」「むく」「塗る」「絞る」「伸ばす」など、

基本的な練習を積み重ね、体の動かし方を体

得します。

Step 2

技能を確実に
身につける

日本国内はもちろん世界の食業界にもネットワークを広げる辻調グループ。

だからこそ、世界的な一流シェフやパティシエなど年間約200名の特別講師が教壇に。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視野を大きく広げてくれます。

一流の世界に触れて視野が広がる

特別講義

パティシエ・エイジ・ニッタ

新 田 英 資 氏

四川飯店グループ

陳  建 一 氏

兆嵐山本店

徳 岡 邦 夫 氏

理解してつくり、
その先を
考える。

食品安全と衛生、
健康や食文化などをテーマに、
プロとして知っておくべき

知識を学ぶ。

理論で学んだ内容を実践。
実習後にも「振り返り」「改善」
「応用」を積み重ね、
確実にレベルアップ。

実習でつくる料理を
事前に先生がつくりながら
調理法や食材の扱い方、
盛り付け方などを解説。

進化し続ける、
独自の教育プログラム。

スキルアップの
実習でも、

先生がしっかり
教えてくれます！

個人実習と
チーム実習で、

現場で考え
動ける力を

身につけます！

休み時間も、
放課後も、

いつでも先生が
相談に乗って

くれます！

先生がつくった
ものを試食して、

「おいしさの基準」を
覚えます！

辻調グループでは、授業で学ぶ技術をすべて映像ライブラリに記録。パソコンやスマホでいつ

でもどこでも、学びの内容を分かりやすく確認でき、自分のペースで繰り返し学習ができます。

予習や復習はパソコンやスマホで！

辻調動画ライブラリ

どんなムービーか、
確認してみよう。

▼

動画で
Check!

t▶ラーニング

入学時にもらうIDで、
いつでも、どこからでもアクセス！

辻調グループでは、2013年に「教育課程編成委員会」を発足。日本を代表する料理人や企

業・ホテルの経営者、食文化や農業の専門家、大学教授といった方々からの提言をもとにし

て、時代にふさわしい教育の実現に取り組んでいます。

飲食業界の声を、日常のカリキュラムに反映

教育課程編成委員会
【2019年度外部委員一覧】石束拓夫 氏（合同会社ユー・エス・ジェイ フード＆マーチャンダイズ事業部 フードサービス部 エグゼクティ
ブシェフ）／井村貢 氏（プリオホールディングス株式会社 埼玉エリア・栃木エリア 総料理長）／岡部悟 氏（株式会社鳳凰 代表取締
役社長）／佐藤伸二 氏（一般社団法人全日本司厨士協会 京滋地方本部 京都府本部 会長）／髙橋喜幸 氏（料理マスターズ倶楽
部 事務局長）／満田健児 氏（懐石料理 とよなか桜会 ご主人）／井筒大輔 氏（株式会社イスズベーカリー 常務取締役）／井上文
孝 氏（浪芳庵株式会社 代表取締役）／菊川儀明 氏（菊川製菓有限会社 代表取締役社長 オーナーシェフパティシエ）／壷井豪 氏

（株式会社ケルン 代表取締役 オーナーシェフ）／松下雄一 氏（株式会社松葉屋 代表取締役社長）／松島俊哉 氏（大阪府洋菓子
協会 会長）／東徹 氏（立教大学 観光学部 教授／立教大学 観光研究所 所長）／木村周一郎 氏（株式会社ブーランジェリーエリッ
クカイザージャポン 代表取締役）／鈴木滋夫 氏（株式会社うかい 物販事業部 製菓部部長 兼 製菓長）／高木慎一朗 氏（日本料理 
銭屋 御主人）／生江史伸 氏（レフェルヴェソンス エグゼクティブ・シェフ）

※SDGs（世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるための目標）16 17
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得します。
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辻調グループには、専門のジャンルを持った先生が約500人在

籍しており、その多くは【辻調グループ専属】です。入学から卒業

まで、ずっと学生のことを見ているからこそ、学生の成長にあわせ

た的確な指導ができるのです。

辻調グループの先生は、料理本、研究書から辞書、漫画にいたるまで、著作・

監修・編集協力などさまざまなカタチで携わっており、授業で使用する教科書ま

で執筆しています。日々の研鑽の成果を広く社会に発信し、研究者として、教

育者として自らも成長し続けているのです。

より良く、より確かに教えるために。辻調グループの先生たちは、日 さ々まざまな経験を積みかさね、常に料理人としての技術や知識を磨いており、その実力

は世界のコンクールでも認められています。また、世界の一流レストランで多くの人 を々感動させてきた先生たちの技術や知識、本場での経験が日々の授

業を通じて学生に伝えられているのです。

つくるプロであり、教えるプロでもある

いつもそばに
いてくれる

確かな技術と知識の証

国内外で
認められる実力

2014年 アンドレ・ジュネ杯
第11回料理コンクール

優勝

西洋料理

小池 浩司先生

第6回
中国料理世界競技大会

特金賞

中国料理

石川智之先生

第15回
メートル・ド・セルヴィス杯

優勝

サービス

三浦和也先生

国内外での受賞

M.O.F.（フランス最優秀技術者章）を多数輩出 サミット・G20に協力

フランス料理

エメ・ナレ先生

創設者

出版物は750冊以上！

先生は
研究者でも

ある

常に学び続けている
先生たち。

フランス文化の最も優れた継承者たるにふさ
わしい高度な技術を持つ職人に授与される賞。

M.O.F.
Meilleur
Ouvrier de France

先生たち

辻 芳樹校長が
フランス国家功労勲章
「シュヴァリエ」を受章

フランス料理をはじめ調理、製菓の
分野で技術教育だけではなく、高い
職業人意識を持った学生を育てる
教育に取り組んできたことを高く評
価され、フランスの国家功労勲章 
(L’Ordre de mérite nationale)「シュヴァリエ」をフラン
ス政府より受章しました。

国家功労勲章  Ordre national du Mérite

M.O.F.とは、フランスで活躍する職人たちにとって憧れであり、
最高の名誉といわれる国家認定の称号です。

フランスに対して功績のあった人物にフランス政府から
与えられる勲章です。

辻調グループ創設者の辻静雄が1972年に「M.O.F.名誉
章」をフランス政府から授与された後も、ナセルディ―ヌ・メン
ディ先生が1994年に「パティスリ／コンフィズリ部門」で、エ
メ・ナレ先生が1997年に「キュイジーヌ／ガストロノミー部門」
で、フレデリック・クタン先生が2004年に 「メートル・ドテル／
サーヴィス部門」で、ヴァンサン・デュラン先生が2019年に

「ショコラトリ／コンフィズリ部門」で、辻調グループフランス
校在籍中に、M.O.F.を受章しています。｠

2019年6月、『Ｇ20大阪サミット』の
首脳夕食会が大阪迎賓館で開催さ
れ、辻調グループの教員が料理の
監修および調理協力を行いました。
2000年に開催された九州・沖縄サ
ミットにおいても首脳晩餐会で料理
提供を行い、2度目の協力となりま
した。

2000
OKINAWA

2019
OSAKA

辻 静雄
18 19
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辻調グループには、専門のジャンルを持った先生が約500人在

籍しており、その多くは【辻調グループ専属】です。入学から卒業
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監修・編集協力などさまざまなカタチで携わっており、授業で使用する教科書ま
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れ、辻調グループの教員が料理の
監修および調理協力を行いました。
2000年に開催された九州・沖縄サ
ミットにおいても首脳晩餐会で料理
提供を行い、2度目の協力となりま
した。
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「塩味」「酸味」「甘味」「苦み」「う
ま味」の五味を基本に、テイスティ
ングによる味覚トレーニングで、そ
れぞれの味や濃さの違いを理解し
ていく授業も実施。また、味覚には
個人差があるため、自分自身の味
の感じ方を把握することも大切。ま
ずは、自分に「味」の記憶を残すた
め、トレーニングでスキルアップを
目指します。

「本物」を知る、学ぶ。
妥協のない教育環境。
はじめの一歩でふれる

一流の食材
「本当においしいものをつくるには、よいものの味を知ることから」という方針のもと、必ず厳選した

食材を使用。仕入れ専門部署「教材部」が産地直送にこだわって独自ルートを開拓し、現在200

以上の生産業者より安定調達を実現しています。生産時期

や輸入時期を情報収集するなど、「本物」にこだわった食材を

扱うなかで料理の背景や食文化などの知識も深めます。

味覚トレーニング

各校舎には、料理（西洋・日本・中国）、製菓・製パンと、それぞれの専門機器を

備えた実習室が完備されています。2016年春に竣工した新校舎では、新設さ

れた辻調理師専門学校3年制を中心に、学生たちが自身の研究テーマにつ

いて活発に意見交換できるよう教室と実

習室を隣接させており、より高度な食の

教育を実践するために、理想的な環境を

整えています。

普段の実習がお店そのもの。現場の感覚を覚える、身につける

「シミュレーション実習」＆
「店舗実習」

●辻調理師専門学校 ［高度調理技術マネジメント学科］
 ［調理技術マネジメント学科］

●エコール 辻 東京 ［辻調理技術マネジメントカレッジ］
●辻調グループフランス校

厨房での料理、ホールでのサービス、テーブルでの食事の3つの役割

をローテーションして学ぶ授業。現場のタイムスケジュールを体感し、お

客さまの視点で考えるなかで、実践的な力を磨きます。

「アトリエ 辻 東京」は、仕込みから製造、販売、売上管理までの全てを

辻製菓技術マネジメントカレッジの学生が担う製菓店。製菓店の仕事を

長期に渡り体感し、

現場での対応力を

確実に身につけて

いきます。

料理を試食し、味や盛り
つけ、料理が出されるタ
イミングなど、客の立場
に立っていろいろな角度
からチェックします。

調理チームは、オーダーされた料
理を、おいしく、きれいに、スピー
ディにつくります。接客チームと
のスムーズな連携も必要です。

お客さまをテーブルに案
内する、オーダーを調理
場に通す、料理を運ぶ、
説明するなどのサービス
を実践します。

接客
する

つくる

味わう

大量のお菓子をスピーディに美し
くつくりあげます。品質は厳しく
チェックされ、クリアできたお菓子
だけが、ショーケースに並びます。

◀P.L.T.（パティスリー・ラボ・ツジ）

◀アトリエ 辻 東京

つくる

お客さまと直接触れあうことで、接
客スキルを磨くことができます。ま
た、〈エコール 辻 東京〉辻製菓技
術マネジメントカレッジでは、お菓
子のディスプレイや企画などのす
べてを学生自身が運営します。

販売
する

シミュレーション実習

店舗実習

●エコール 辻 東京［辻製菓技術マネジメントカレッジ］

「P.L.T.（パティスリー・ラボ・ツジ）」は、辻調グループの先生が製造・

販売に携わっているパティスリー。辻製菓マスターカレッジでは授業の中

で店舗実習を実施。「開店時間までに高いクオリティで完成させること」

を命題に段取りよく進め、製造・販売までを行います。

●エコール 辻 大阪［辻製菓マスターカレッジ］
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習室を隣接させており、より高度な食の
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辻製菓技術マネジメントカレッジの学生が担う製菓店。製菓店の仕事を

長期に渡り体感し、
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お客さまと直接触れあうことで、接
客スキルを磨くことができます。ま
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販売に携わっているパティスリー。辻製菓マスターカレッジでは授業の中

で店舗実習を実施。「開店時間までに高いクオリティで完成させること」
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就カツ
LIVE

ホテル業界
就職セミナー

就カツ
キック★オフ

就カツ
入門

就カツ
道場

まずは、就職活動を始めるに
あたっての「心構え」から。

就職活動の具体的な進め方
を説明します。

就活テクニックやヒントをセミ
ナー形式で伝授します。

辻調グループ生対象の合同
企業説明会です。

ホテルへの就職希望者を対
象としたセミナーです。

t ▲ ラーニング個別相談 ホテル
受験塾

キャリア
マップ

特別企業
見学会

難易度の高いホテルを絞り込
んでの試験対策講座です。

企業訪問や先輩社員との交
流ができる機会です。

独自システムで、就活に関す
るコンテンツを閲覧できます。

担任と専門スタッフがフォ
ロー。学生任せにはしません。

いつでも、どこからでも求人
情報にアクセスできます。

辻調グループ流「就カツの流れ」

多くの卒業生を送り出してきた実績と、先輩たち

が築き上げてきた信頼。そんな大きな強みを持つ

辻調グループにはホテル、レストラン、料亭、カ

フェ、製菓店、外食産業など、実に多彩な求人が

集まります。学校に届いた求人情報や卒業生の

活躍（卒業生の職場レポート）は「キャリアマップ」

で検索。パソコンやスマートフォンなどでいつでも、

どこからでもタイムリーに見ることができます。

求人情報と一緒に、就職後の

成長計画（従業員育成モデル

プラン）の閲覧も可能。卒業後

の自分を想い描きながら、就職

先を選ぶことができます。

辻調グループのこだわり

※実際の画面表示は異なります

調理において、求める人物像は主体的に行動で

きる人材です。ルーティンになりがちな業務に

対し、ひとつひとつの本質を見極めたうえで行

動できる人材が理想となります。もちろん、入

社前の研修で我々の行動指針の説明や研修を行

いますので、その上で実践して頂けるよう教育

も行います。

■入社時（店）時に求める人材像

弊社の考えとして、まず基礎力が第一と考えて

おります。お客様に喜んで頂く料理も周りのス

タッフからの信頼も、まずは一社会人としての

基礎力があってこそだと思います。その上で、

一年目はもうすでに学んでいると思いますが、

弊社においての調理ルール、業務の手順、衛生

管理ルールの徹底などを学んで頂きます。

■入社時（店）１年目の仕事内容

入社３年目で、基礎力から応用力を身につけて

頂き、役割としてはチームをまとめ原価管理や

商品開発に携わって頂くようになります。役職

としては、主任という中間管理職になります。

部下の育成など調理場でもマネジメント業務の

基礎を行って頂き、新しいメニューの開発や提

案、業務の効率化など多岐にわたります。

■入社時（店）３年後の役割と仕事内容

「従業員育成モデルプラン」の記入例専門職で活躍したい人の仕事探しサイト

広がる就職先
全国の企業が
辻調グループの学生に注目！

The 
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of 
Tsuji

0 4

イキイキと働き続けるために。
辻調だけの就活支援プログラム。

「単に職に就く」と「イキイキと働き続ける」とでは、やるべきことが異なりま
す。「学生の想い・希望」と「企業の理念」を最適にマッチングさせ、学生が安
心して就職への第一歩を歩き出すための支援体制が整っています。

各種セミナーで、
あらゆる就活テクニックを身につける

就カツ道場

辻調グループの学生のためだけに
優良企業が集結！

就カツLIVE
（辻調グループ生対象合同企業説明会）

入学後4月からスタートする就カツ道場（放課後就活セミナー）では、

「知る（自分の強みや適性の理解）」「聴く（ジャンル・職種や働き方など

についての情報を収集）」「話す（面接時の話し方など自分を表現する

テクニックを学ぶ）」をテーマに複数のセミナーを開催。理想の就職を実

現させるためのさまざまなテクニックを身につけます。

就職活動が本格化する５月からは、辻調グループの学生を

求める多くの優良企業が集結する『就カツLIVE』がスター

ト。毎回テーマに沿った企業（約20社）が参加し、会社説

明や質疑応答などを行います。就カツLIVE以外でも、個別

に学内企業説明会を開催することもあり、担当者からじっく

りとお店のことを聞いて、興味を広げながら、自分に合う企

業なのか、自分が成長できる企業なのかを見極める目を養

います。

◀詳しくは「就職ガイド」でご確認ください。
過去の求人実績も掲載されています。

辻調グループでは、大阪・東京にそれぞれ「キャリアセンター」を設置。

「キャリアセンタースタッフ」は、カウンセリングを通じてめざす方向を一

緒に考え、求人情報の提供や応募手続きなど具体的な就職活動を

アシストしています。さらに、学生一人ひとりの個性や想いを把握してく

れている「クラス担任」が加わり、連携による就職サポート体制を整え

ています。

辻調グループだから
実現できた
学生フォロー体制

大阪・東京に設置

「クラス担任」と
「キャリアセンタースタッフ」による

徹底フォロー

22 23
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キック★オフ

就カツ
入門

就カツ
道場

まずは、就職活動を始めるに
あたっての「心構え」から。

就職活動の具体的な進め方
を説明します。

就活テクニックやヒントをセミ
ナー形式で伝授します。

辻調グループ生対象の合同
企業説明会です。

ホテルへの就職希望者を対
象としたセミナーです。

t ▲ ラーニング個別相談 ホテル
受験塾

キャリア
マップ

特別企業
見学会

難易度の高いホテルを絞り込
んでの試験対策講座です。

企業訪問や先輩社員との交
流ができる機会です。

独自システムで、就活に関す
るコンテンツを閲覧できます。

担任と専門スタッフがフォ
ロー。学生任せにはしません。

いつでも、どこからでも求人
情報にアクセスできます。

辻調グループ流「就カツの流れ」

多くの卒業生を送り出してきた実績と、先輩たち

が築き上げてきた信頼。そんな大きな強みを持つ

辻調グループにはホテル、レストラン、料亭、カ

フェ、製菓店、外食産業など、実に多彩な求人が

集まります。学校に届いた求人情報や卒業生の

活躍（卒業生の職場レポート）は「キャリアマップ」

で検索。パソコンやスマートフォンなどでいつでも、

どこからでもタイムリーに見ることができます。

求人情報と一緒に、就職後の

成長計画（従業員育成モデル

プラン）の閲覧も可能。卒業後

の自分を想い描きながら、就職

先を選ぶことができます。

辻調グループのこだわり

※実際の画面表示は異なります

調理において、求める人物像は主体的に行動で

きる人材です。ルーティンになりがちな業務に

対し、ひとつひとつの本質を見極めたうえで行

動できる人材が理想となります。もちろん、入

社前の研修で我々の行動指針の説明や研修を行

いますので、その上で実践して頂けるよう教育

も行います。

■入社時（店）時に求める人材像

弊社の考えとして、まず基礎力が第一と考えて

おります。お客様に喜んで頂く料理も周りのス

タッフからの信頼も、まずは一社会人としての

基礎力があってこそだと思います。その上で、

一年目はもうすでに学んでいると思いますが、

弊社においての調理ルール、業務の手順、衛生

管理ルールの徹底などを学んで頂きます。

■入社時（店）１年目の仕事内容

入社３年目で、基礎力から応用力を身につけて

頂き、役割としてはチームをまとめ原価管理や

商品開発に携わって頂くようになります。役職

としては、主任という中間管理職になります。

部下の育成など調理場でもマネジメント業務の

基礎を行って頂き、新しいメニューの開発や提

案、業務の効率化など多岐にわたります。

■入社時（店）３年後の役割と仕事内容

「従業員育成モデルプラン」の記入例専門職で活躍したい人の仕事探しサイト

広がる就職先
全国の企業が
辻調グループの学生に注目！

The 
features 
of 
Tsuji
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イキイキと働き続けるために。
辻調だけの就活支援プログラム。

「単に職に就く」と「イキイキと働き続ける」とでは、やるべきことが異なりま
す。「学生の想い・希望」と「企業の理念」を最適にマッチングさせ、学生が安
心して就職への第一歩を歩き出すための支援体制が整っています。

各種セミナーで、
あらゆる就活テクニックを身につける

就カツ道場

辻調グループの学生のためだけに
優良企業が集結！

就カツLIVE
（辻調グループ生対象合同企業説明会）

入学後4月からスタートする就カツ道場（放課後就活セミナー）では、

「知る（自分の強みや適性の理解）」「聴く（ジャンル・職種や働き方など

についての情報を収集）」「話す（面接時の話し方など自分を表現する

テクニックを学ぶ）」をテーマに複数のセミナーを開催。理想の就職を実

現させるためのさまざまなテクニックを身につけます。

就職活動が本格化する５月からは、辻調グループの学生を

求める多くの優良企業が集結する『就カツLIVE』がスター

ト。毎回テーマに沿った企業（約20社）が参加し、会社説

明や質疑応答などを行います。就カツLIVE以外でも、個別

に学内企業説明会を開催することもあり、担当者からじっく

りとお店のことを聞いて、興味を広げながら、自分に合う企

業なのか、自分が成長できる企業なのかを見極める目を養

います。

◀詳しくは「就職ガイド」でご確認ください。
過去の求人実績も掲載されています。

辻調グループでは、大阪・東京にそれぞれ「キャリアセンター」を設置。

「キャリアセンタースタッフ」は、カウンセリングを通じてめざす方向を一

緒に考え、求人情報の提供や応募手続きなど具体的な就職活動を

アシストしています。さらに、学生一人ひとりの個性や想いを把握してく

れている「クラス担任」が加わり、連携による就職サポート体制を整え

ています。

辻調グループだから
実現できた
学生フォロー体制

大阪・東京に設置

「クラス担任」と
「キャリアセンタースタッフ」による

徹底フォロー
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国内外に広がり続ける
卒業生ネットワーク。

辻調グループの卒業生がオーナーシェフやオーナーパティシエとして開業している

店は2800店以上。日本国内だけでなく、フランスをはじめとする欧州、北米、中国、

台湾、韓国、東南アジア、オーストラリアなど世界各地に広がり続けています。また、

多くのオーナーが教壇に立って授業も行っています。

14万人以上の
卒業生

全国で！ 海外で！  辻調の技術と精神で活躍する

辻調グループの卒業生数は14万人以上。あなた自身

が卒業後、料理人やパティシエとして社会に出てから

も、辻調グループの先輩たちと関わる機会は多く、それ

が支えにもなるはずです。

世界的に厳しい基準での格付けで有名な

「ミシュランガイド」。その「ミシュランガイド

京都・大阪・東京2019」に掲載されてい

る、辻調グループの卒業生がオーナーや

シェフを務めるお店は56店！ このほか、国

内外のミシュラン星獲得店で、多くの卒業

生たちが活躍中です。

フランス・リヨンで開催される「ボキューズ・ドール」「クー

プ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」をはじめ、国内外で

の食のコンクールで辻調グループの卒業生たちが大活

躍。卒業後、プロの現場で働きながらさらに研鑽を重ね、

世界での評価が得られるステージにチャレンジし続けて

います。

QRコードでかんたんアクセス

世界的に厳しい基準での格付け

ミシュランガイドで
星を獲得する先輩たち

辻調グループは、卒業から何年経っていても、卒業生の相談に応じる体制を整えています。転職

や独立開業などのさまざまな相談や、新しい知識や技術を学ぶ講習会など、食の業界にいる限

り、生涯サポートし続けます。

辻調グループ校友会「コンピトゥム」※が

卒業後もずっと
生涯サポート

フランス、アメリカをはじめ世界各国で、日本全国で独立

卒業生オーナーのお店は、

2,800店以
上

●海外で卒業生が開業している国一覧
フランス、ドイツ、スペイン、モナコ、オーストリア、アメリカ、
カナダ、中国、台湾、韓国、ベトナム、マレーシア、オーストラ
リア、パラオ、タイ

『弧柳』 主人：
松尾慎太郎 氏

『弧柳』 主人：
松尾慎太郎 氏

『NARISAWA』オーナーシェフ：
成澤由浩 氏

『NARISAWA』オーナーシェフ：
成澤由浩 氏

『HAJIME』オーナーシェフ：
米田 肇 氏

『HAJIME』オーナーシェフ：
米田 肇 氏

卒業後も挑戦し続ける

世界規模の
コンクールで

受賞

キャリアセンターと、辻調グループ校友会「コンピトゥム」が連携して支援！
●再就職サポート …ステップアップしたい人の再就職や、独立時のスタッフを探すオーナーの人材募集をサポート。

●開業サポート …開業時に必要な事業計画書や飲食店経営に関する内容を学べるセミナーを開催。

●店舗PR …卒業生のオーナーシェフたちのお店情報をホームページや会報誌で紹介。

『Nabeno-Ism』
エグゼクティブ・シェフ：
渡辺雄一郎 氏

『Nabeno-Ism』
エグゼクティブ・シェフ：
渡辺雄一郎 氏

『パティシエ エス コヤマ』
オーナーシェフ：
小山 進 氏

『パティシエ エス コヤマ』
オーナーシェフ：
小山 進 氏

『貴重』
ごちそうプロデューサー：
広里貴子 氏

『貴重』
ごちそうプロデューサー：
広里貴子 氏

『Toshi Yoroizuka』
オーナーシェフ：
鎧塚俊彦 氏

『Toshi Yoroizuka』
オーナーシェフ：
鎧塚俊彦 氏

『マユッカ』
オーナーシェフ：
植田祐加 氏

『マユッカ』
オーナーシェフ：
植田祐加 氏

フランス料理店 『HAGI』
オーナーシェフ：
萩 春朋 氏

フランス料理店 『HAGI』
オーナーシェフ：
萩 春朋 氏

『オー・ギャマン・ド・トキオ』
オーナーシェフ：
木下威征 氏

『オー・ギャマン・ド・トキオ』
オーナーシェフ：
木下威征 氏

『ポンテベッキオ』
オーナーシェフ：
山根大助 氏

『ポンテベッキオ』
オーナーシェフ：
山根大助 氏

『Fantagista21』
メートル・ドテル：
宮崎 辰 氏

『Fantagista21』
メートル・ドテル：
宮崎 辰 氏

『星野リゾートグループ』
料飲統括ユニット：
中洲達郎 氏

『星野リゾートグループ』
料飲統括ユニット：
中洲達郎 氏

『ラ・フィネス』
オーナーシェフ：
杉本敬三 氏

『ラ・フィネス』
オーナーシェフ：
杉本敬三 氏

『アッサンブラージュ カキモト』
オーナーシェフ：垣本晃宏 氏

『アッサンブラージュ カキモト』
オーナーシェフ：垣本晃宏 氏

※辻調グループ校友会「コンピトゥム」とは…
第一期生からの毎年の卒業生をメンバーとし、すべての卒業生
と学校、そして業界がともに発展していくことを目的に、会報誌発
行、イベント・セミナー開催、転職・独立サポート等、14万人以上
の卒業生ネットワークを活かし、多彩な活動を繰り広げています。卒業生オーナー店リストの詳細は「就職ガイド」でご確認ください▶

「おいしい」で人を笑顔に。

料理人やパティシエなど、料理やお菓子を作る仕事から、食を広める仕事まで、

幅広く食のフィールドで活躍する人たちの十人十色な人生に迫ります。
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考え抜かれた
料理教育

02

どこまでも広く、どこまでも奥深い、料理の世界。

知れば知るほど、多くの驚きがあるだろう。

徹底的に考え抜かれた辻調での学びなら、

迷うことなく、確かな未来へと導いてくれる。
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フォン・ド・ヴォという茶色いだし汁と赤ワインで牛肉を煮込みます。子

牛の肉と骨、香味野菜を炒めて焼き色をつけ、約8時間煮出してつくる

フォン・ド・ヴォは、煮込み料理やソースのいわば骨組み。これをつくるこ

とができなければ、次の段階に進むことができないほど重要なだし汁で

す。たくさんの素材を惜しげなく使い、手間暇かけてつくるこの料理に

は、フランス料理のいろいろなエッセンスが詰まっています。なぜそうす

るのか、各工程の意味を学んでください。

フランス料理 F R E N C H

基本を理解して、味を「組み立てる」喜びを知る。

28 29
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一皿に込められた技術と知識

牛肉の煮込み、ブルゴーニュ風
食材も手間も惜しまないフランス料理のセンスが詰まった一品。

料理の骨組みとなるフォン・ド・ヴォで煮込み料理の「基本」を学ぶ。

フ
ラ
ン
ス
料
理
の
学
び
方

きのことベーコンのソテをつくる

小タマネギのグラッセをつくる

塩コショウで味を調える

煮詰めた赤ワインを加える理由

煮汁からソースをつくる

赤ワインの加え方を学ぶ

香味野菜を入れる意味を知る

小麦粉の役割を学ぶ

食材を知る

赤ワインの特徴を知る

煮込みあがりの状態を知る

煮込む温度を知る

煮込みあがりを予測する

煮込みに適した鍋の選び方を知る

美しく盛りつける

ヌイユをつくる

ブーケ・ガルニについて

シュック（鍋についた旨み）をいかす

牛肉の部位の特徴を知る

牛肉の下処理ができる

肉を糸で縛り6つの表面を焼く

ソース用と煮込み用の
「フォン・ド・ヴォ」の使いわけを知る

子牛のだし汁
「フォン・ド・ヴォ」をつくる

ラグー（煮込む）という調理法を学ぶ 焼くという調理法を学ぶ

塩・こしょうの加減を知る

目的に沿った焼き方（道具）を知る

焼く理由を学ぶ

ソースをつくる

つけあわせをつくる

28 29
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トマト・ソースの味の決め手は酸味と甘みのバランス。トマトの酸味を残

しつつ、ほんのりとした甘みを感じる仕上がりが理想的です。パスタは

アル・デンテにゆで上げますが、重要なのは塩加減。湯の約1％の塩を

入れることで下味がつき、ソースと組み合わせた時のバランスがよくな

ります。工程も少なく簡単そうに見えますが、その分、一つひとつの作

業をていねいにこなさなければ、おいしく仕上げることができない料理。

ていねいにつくる大切さを学びとってください。

イタリア料理 I T A L I A N

シンプルながら奥深い味を生み出す「センス」を養う。

30 31
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一皿に込められた技術と知識

スパゲッティのトマト・ソース和え
バジリコ風味
ソースの基本、トマト・ソースを使ったシンプルなパスタ料理。

工程が少ない料理だからこそ、基礎的な技術が問われる。

イ
タ
リ
ア
料
理
の
学
び
方

ソッフリットのつくり方を学ぶ

バジリコの加え方を知る

乾麺のゆで方を学ぶ

塩の産地・種類を学ぶ

パスタの製法を知る

パスタの歴史を知る

ソースの保存方法を知る

トマトの水煮の下処理をする

調理に適した道具の選び方

パスタとソースの相性を知る

パルメザン・チーズの使い方を知る

パルメザン・チーズについて学ぶ

トマト・ソースの仕上がりを知る

オリーブ油を加えるタイミングを知る

オリーブ油の種類を知る

美しく盛りつける

トマトの種類を知る

トマトの歴史を学ぶ

鍋の振り方を学ぶ

パスタの和え方と仕上げ方を知る

パルメザン・チーズを加えるタイミングを知る

トマト・ソースと副材料の組み合わせを学ぶ缶詰などトマトの加工品の種類を知る

各地方のパスタ料理を知る

パスタ（乾麺、手打ち麺）の種類を知る

30 31
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椀物は椀種、椀づま、吸口、吸地（調味しただし汁）で構成されていま

す。風味の決め手となるだし汁は、材料からいかにして旨みのエキスを

引き出すかがポイントになります。鱧葛叩きは、骨切りした身と身の間

に葛粉をつけることで旨みを中に閉じ込め、葛に火が通ることで食感を

よくします。授業では本葛を使いますが、それは、本物の材料を使わな

ければ本物の料理にならないから。本物にこだわり、手間を惜しむこと

なく料理に向き合う姿勢を学びとってほしいと思います。

日本料理 J A P A N E S E

素材の味を、最大限に活かすことへの「こだわり」。

32 33
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一皿に込められた技術と知識

清汁仕立 鱧葛叩き 松茸 柚子
清汁仕立は「味」「香り」「色どり」の繊細なバランスが重要。

授業で積み上げた技術や味覚、盛りつけのセンスが試される一品。

日
本
料
理
の
学
び
方

椀の洗い方、保管方法を学ぶ

椀物のいただき方を知る

「牡丹鱧」と呼ばれる理由を知る

鱧の処理、骨切りをする

鱧の産地や特徴などについて学ぶ

「清汁仕立」について学ぶ

柚子の切り方、処理の仕方を学ぶ

だし汁の使い方を学ぶ

一番だしの引き方を学ぶ

鰹節の扱い方を学ぶ

昆布だしの引き方を学ぶ

鱧と梅肉の相性を知る

霧吹きをする理由を知る

葛粉について学ぶ

美しく盛りつける

葛叩きのつくり方を学ぶ

器＝お椀について学ぶ

吸地八方について知る

椀物の仕上げ方を学ぶ

吸地のつくり方を学ぶ

松茸の処理をする椀物の構成を学ぶ

椀物の種類を知る

会席料理の中での椀物の役割を知る

32 33
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中国語では「甜合桃公爆龍蝦」。爆（パオ）とは、炒（チャオ）よりさらに

強火で短い時間で火を通して調味する調理法をいいます。短時間で

調理するため、材料は小さく切ることが不可欠です。辛みを担うのは四

川産唐辛子。通常の唐辛子に比べて甘みが強く、炒めるとふわりと香

りが立ち、風味がよくなります。高級食材の扱い方、均一な火通りを意

識した食材の切り方、下味つけや調味の方法、火の通し方など、中国

料理のエッセンスが詰まった一品です。

中国料理 C H I N E S E

食へのこだわりを磨き「最高の仕上がり」を目指す。

34 35
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一皿に込められた技術と知識 中
国
料
理
の
学
び
方

五感を使って仕上がりを判断する

料理に合わせた炒め調味料を知る

中国料理で使う調味ソースの味を知る

四川産の唐辛子の特徴を知る

「活け」「生」「冷凍」各々の特徴を知る

伊勢海老の特徴とさばき方を知る

ブロッコリーの特徴や食感を知る

伊勢海老の旬や産地を知る

料理に合わせた伊勢海老の切り方を知る

仕上がりを想定してブロッコリーを切る

胡桃の飴煮の作り方を学ぶ

材料に下味を付け、その目的を知る

紹興酒の役割や使い方を知る

調味料や香辛料の種類や特徴を知る

食材の知識と扱い方を学ぶ

鍋の中の食材の動きを学ぶ

鍋の振り方を学ぶ

調味料を加えるタイミングを知る

油通し＝下加熱について学ぶ

海老と胡桃の辛み炒め
強火かつ短時間で火を通した食材の食感が、おいしさの決め手。

仕上がりを想定して工程を進める、高度な技術を学びとる。

料理の席に合わせた盛りつけを知る

34 35
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折り込みパイ生地は、デトランプ（こね粉）の中にバターの層をつくり、

折り込みながらより薄い層を幾重にも重ねることにより、焼成後、もろく

て口溶けのよい状態に仕上がります。クリームは製菓に欠かすことの

できないクレーム・パティシエール（カスタードクリーム）。飾りのフォンダ

ンもフランス菓子の基本要素です。フォンダンは湿気に弱く日本の気

候には合わないのですが、あえてこれを使うのは伝統的なフランス菓子

を知ってほしいから。古典と基本をしっかり学びとって、新しさを生み出

せる人になってください。

洋菓子 S W E E T S

ここで学ぶお菓子が、ずっと自分の「基準」になる。

36 37
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一皿に込められた技術と知識 洋

菓

子

の

学

び

方

カットの仕方を学ぶ

バターの温度と状態を見る

生地の伸ばし方を学ぶ

パイ生地の焼き方を学ぶ

焼き上がりの目安を知る

ミルフイユを組み立てる

美しく盛りつける

塩の役割を知る

作業中の失敗例を知るバターの包み方を学ぶ

生地の折り方を学ぶ

保存の仕方を知る麺棒の使い方を学ぶ

生地を冷蔵庫で休ませる理由を知る

クレーム・パティシエールをつくる

クレーム・パティシエールについて学ぶ

グルテンについて学ぶ

強力粉、薄力粉の違いと特徴を知る

デトランプ（こね粉）について知る

折り込みパイ生地の構造を学ぶ フォンダンの扱い方を学ぶ

フォンダンの固さ・温度を知る

フォンダン・ショコラをつくる

矢羽模様に仕上げる

ミルフイユ
フランス菓子の伝統と、お菓子の基本技術が学べる一品。

古典と基本を学び、新しさを生み出す感性と技術を身につける。

36 37
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練切とは、細工しやすいように餡に餅生地を加えて練り上げられたお

菓子。さまざまな道具を使って自由に形を変えられるだけでなく、色彩に

も豊かな変化がつけられるため、つくり手の思いや創意工夫を自由に

表現することができます。練切をはじめとする「上生菓子」は、茶道の

席で供される茶席菓子として古くから発展してきました。春は薄紅色の

桜、夏は涼しげな水鳥など、四季折々の風物を題材に形づくられ、今も

茶席やもてなしの席で季節感を演出する役割を担っています。

和菓子 W A G A S H I

季節に敏感な感性で「和の世界」を表現する。

38 39
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一皿に込められた技術と知識 和

菓

子

の

学

び

方

抜き型の使い方を知る

炊き上げの見極めを学ぶ
裏漉し器で生地を漉す方法を知る

錬切生地の着色方法を学ぶ

歳時記と和菓子の関係を学ぶ

日本の伝統と風習を知る

五感を養う

手早く、美しく仕上げる技を学ぶ

三角棒の使い方を知る

餡づくりの火加減を知る
生地のあんばいを見極める

餅粉の特徴と役割を知る

練切生地のつくり方を学ぶ

季節感を表現する感性を養う さまざまな成形の技法を知る

さまざまな器具の知識を得る

砂糖の特徴を知る

豆の産地や扱い方を学ぶ

茶席菓子の歴史と役割を学ぶ 包餡の技術を学ぶ

練切（ねりきり）
餡を炊き、生地で包み、形づくり、季節感を表現する。

思いのままに形づくる職人の手技や豊かな感性を磨く。

夏

水
鳥

秋

玉
菊

春

桜

冬

田
舎
屋

38 39

TSUJI2021_TotalGuide_B5_P10-75.indd   39 2019/12/19   19:12



バゲットやブールなど、同じ生地でも形や大きさによって名前や味わい

が変わる。材料がシンプルなため、生地はとてもデリケート。こねすぎて

もいけないし、温度管理も難しい。発酵に長い時間をかけることで風

味を引き出す。そして、生地の見極めがパンの美味しさに大きく影響す

る。これはすべてのパン生地に共通する。パン・トラディショネル・フラン

セをつくることができれば基本が身につくということ。基本中の基本を、

しっかり身につけてください。

製パン B R E A D

味も香りも大きく変わる「発酵」の魔法を知る。

40 41
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生地に込められた技術と知識 製

パ

ン

の

学

び

方

水の役割を知る

モルトシロップの特性を知る

小麦粉の特性を知る

ミキサーの使い方を学ぶ

ミキシングの手順を知る 塩の特性を知る

生地の変化や状態の確認

材料の計量・下準備を学ぶ

焼成の方法を学ぶ

切り込みの入れ方を学ぶ

最終発酵の状態の確認

さまざまな成形を学ぶ

形や大きさで変わるパンの名称を知る

発酵状態の確認

発酵室の温度と湿度を知る

こね上げ温度を学ぶ

ミキシングと発酵の関係を学ぶ

ベンチタイムを知る

分割・丸めの工程を学ぶ

竿秤を使った計量を学ぶ

パンチの方法を学ぶ

インスタントイーストの特性を知る

パン・トラディショネル・フランセ
同じパン生地から、多彩なパンが生まれる面白さと奥深さ。

パン・トラディショネルで、すべてに通じる基本技術を学ぶ。

バゲット baguette 【細い棒】

バタール bâtard 【中間の】

エピ épi 【麦の穂】 ブール boule 【ボール】

シャンピニョン
champignon 【きのこ】

タバティエール
tabatière 【嗅ぎ煙草入れ】

ファンデュ
fendu 【割れた】

クーペ
coupé 【切られた】

40 41
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食品管理
食の安全を第一に考え、食材の特徴や栄養を知る。
ここで得た「知識」は、おいしい料理の土台となる。

42 43
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卵白を構成するタンパク質には、自己消化と細菌増殖を防ぐための特殊な作用があります。そのため、鶏卵は

動物食品の中で生のままで最も保存性が高い食品だといわれています。鮮度を見分けるには、平らなガラスの

上に卵を割り落とし、その形状を調べます。水様卵白が少なく卵白があまり広がらないもの、卵黄がよく盛り上が

り、直径が小さいものが新鮮卵と見分けられます。血液を含む、いわゆる血玉に商品価値はありませんが、血液

が少量のものは食べるのに問題ありません。

鶏卵は、主に「卵殻」「卵白」「卵黄」から成り立っています。「卵殻」は内部を保護する役目があり、その主成分

は炭酸カルシウム。表面には微細な気孔が多くあり、ここから卵は呼吸しています。「卵白」は、粘性の高い濃

厚卵白と粘性の低い水様卵白からなり、約90％が水分。残りの大部分はタンパク質で構成されています。「卵

黄」は、水分が約50%で残りは脂質やタンパク質。新鮮な卵の卵黄膜ほど強くて張りがあるため、鮮度を見分

ける目安にもなります。

お客さまが安心して食べられる料理をつくるには、どうすればい

いか。それを学ぶのが、[安全学]です。食の安全に関する知識

は、料理のプロとして欠かせない重要な知識のひとつ。授業では

「食中毒」「食品表示」「衛生管理」の3つの視点から食品の

安全について学習します。食中毒などの事故を起こさないよう、

つねに消費者の目線で料理をつくり、食品と向き合うことの大

切さを学びとってください。

[栄養学]では、食品の栄養面や特性をうまく引き出し、安心し

ておいしく食べられる料理・お菓子をつくるための方法を学びま

す。授業では体験による学びを重視。たとえば、砂糖は上白糖

とグラニュー糖では甘みも、お菓子の仕上がりや見た目も違い

ますが、実際につくったものを試食することで確かな知識になっ

ていきます。食材の特性を知ることで、食材に感謝する気持ち

も養ってほしいですね。

卵の鮮度を見分ける方法を学ぶ。

卵の構造と栄養素を学ぶ。

食品衛生の知識は料理の世界では不可欠。
プロとしての自覚にもつながります。

食材のおいしさを引き出すには、
食材の構造と特性を知ることが大切です。

安全学

栄養学

教

養

の

学

び

方

栄養学・安全学担当
東京・女子栄養大学卒 井原啓子

栄養学・安全学担当
東京・東京家政大学卒 河合麗子気室

カラザ

ラテブラ

卵黄

胚

水様卵白

濃厚卵白
卵殻

直径が小さいものほど新鮮

産卵直後の新鮮な卵

高く盛り上がっているものほど新鮮

「卵」における栄養学と安全学

42 43
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成長する
学生たち

03

ここで出会える仲間たちはみんな、

夢への熱意に満ちあふれている。

未来への想いを共有でき、お互いを高め合うように

一緒に成長を重ねてゆける、最高の仲間たちだ。

44 45
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成 長 す る 学 生 た ち

四国地方

沖縄地方

九州地方

近畿地方中国地方

與那覇 柚果さん

辻調理師専門学校
調理技術マネジメント学科
沖縄・那覇高校出身

蓑田 理桜さん

エコール 辻 大阪
辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ
福岡・星琳高校出身

足立 美由姫さん

辻製菓専門学校
製菓技術マネジメント学科
兵庫・武庫川女子大学附属高校出身

松井 斗陽さん

辻製菓専門学校
製菓技術マネジメント学科
広島・広島国際学院高校出身

宇良 康太郎さん

辻調理師専門学校
調理師本科
香川・大手前高松高校出身

先生の数が多いこと、設備が整って

いること、色んな食材に触れられること

で、他にはできない経験と知識が身に

つけられると思って入学を決意。全国、

海外から学生が集まっているので、切

磋琢磨し合える毎日です！！

フランス・イタリア料理だけを専門的に

学べるカレッジがあることが魅力的でし

た。全員、料理に対する意欲が高くて、

先生たちの知識もすごいので自分も頑

張ろうと向上心が高まります。

オープンキャンパスで、在校生や先生

の熱意を感じました。洋菓子の他に、

パンや和菓子も学べ、総合的にお菓

子の知識と技術が身につくので、自分

の視野や可能性を広げるためにも良

いと思いました。

オープンキャンパスに参加した際に、

先生や在学生が「とてもいきいきして

いる」のが印象的でした。熱い先生、

同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶの

はとても楽しいです。

同じ目標を持った仲間が全国から集

まっていて、一緒に成長できる環境が

すばらしいと思います。授業・就活もわ

かりやすくサポートしてくれるので、とて

も良い環境だと実感しています。

国内外から集まる
仲間たち。

「だから、辻調グループを選びました！」

辻調グループの学生たちは、料理・お菓子の世界で活躍することを夢に、全国各地＆海外から

やってきます。そのため、実家を遠く離れ、一人暮らしをしている人もたくさん。

辻調グループでは、そうした学生の生活サポートにも力を注ぎ、頑張る毎日を応援しています。

現在の住まいは？
（2019年11月 在籍者データより）

一人暮らし・寮など
（実家以外）

59%

実家

41%
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北海道地方

関東甲信越地方

東北地方

台湾東海・北陸地方

柳瀬 友二郎さん

辻調理師専門学校
高度調理技術マネジメント学科
北海道・北見柏陽高校出身

小林 隼さん

エコール 辻 東京
辻調理技術マネジメントカレッジ
長野・須坂東高校出身

伊藤 真由さん

エコール 辻 東京
辻製菓技術マネジメントカレッジ
福島・郡山商業高校出身

チン・チャンユウさん

辻調理師専門学校
調理技術マネジメント学科
台湾・明道高校出身

山本 匠さん

エコール 辻 大阪
辻日本料理マスターカレッジ ※取材時
静岡・静岡農業高校出身

世界で活躍している卒業生を数多く輩

出してることに魅力を感じました。放課

後の先生との会話や、様々なシェフの

方のお話から学ぶこともたくさんあるの

で、とても良い環境だと実感しています。

オープンキャンパスの時に、ほかの学

校にない高い技術が学べると実感しま

した。授業は実習が中心。先生はとて

も厳しいですが、実習の時間が一番楽

しいです。

お菓子をつくる技術を学ぶだけでなく、

実際にお店で販売する製品をつくった

り、実際に店舗で働く経験ができるアト

リエ 辻 東京での「店舗実習」に魅力

を感じて、この学校に決めました！

西洋料理を学びたいと思っていたの

で、フランス校への進学に挑戦できる

この学校を選びました。台湾の先輩

から辻調の先生たちが豊富な知識を

持っている、と聞いていたのも進学した

理由の１つです。

1年間、自分のやりたいことをみっちり学

べるところに魅力を感じて、エコール 辻 

大阪に入学。カリキュラムの質の高さの

他、就職活動のサポートの手厚さには驚

きました。日本中の有名料亭やホテル

に卒業生が就職していることにも納得！

韓国
チェ・ヘリムさん

辻製菓専門学校
製菓衛生師本科
韓国・白雲高校出身

プロを目指すための専門的なカリキュ

ラムに惹かれて、入学を決めました。韓

国にも製菓専門学校はありますが、こ

のようなカリキュラムで学べる学校はな

いように思います。
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実習では厳しい先生も、普段はとてもフレンドリーで話がしやすく、とても

距離が近く感じられます。質問するといつも丁寧に教えてくれて、その答

えを倍以上で返してくれることも多く、好きな先生ばかりです。

実際につくって学ぶ実習はもちろん、先生の実演から学ぶ授業や、有

名なパティシエの方をはじめ、さまざまな現場のプロの方が、外部講師と

して実施される授業など、刺激的な授業がたくさんあります！

遠く海外や日本全国から、プロの料理人を目指して集まってくるので、み

んな真剣。みんなの志が高くて、毎日刺激を受けています。料理に関して

話をしていると、つい熱くなってぶつかりあうこともあるけど、それも楽しい！

西洋、日本、中国と作る料理によって、設備や調理器具が全然違いま

す。当然、実習室も料理によって変わるため、それぞれの料理ごとに実

習室が用意されていて、最新鋭の設備が整っているのには驚きました。

辻調グループはこんな学校！！
「 入学して、辻調グループのここに驚きました」

成 長 す る 学 生 た ち

黒川 なつきさん

鈴木 那智さん

時岡 未祐さん

大上 真さん

辻調理師専門学校　調理師本科 ダブルライセンスコース
大阪・大塚高校出身

エコール 辻 東京　辻製菓マスターカレッジ
秋田・角館高校出身

辻製菓専門学校　製菓技術マネジメント学科
奈良・法隆寺国際高校出身

エコール 辻 大阪　辻日本料理マスターカレッジ ※取材時
奈良・西の京高校出身
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実習中の先生の迫力がすごいです。実習室には、先生の指導の声

がひびきわたり、現場さながらの緊張感です。ところが、実習以外の時

は別人のよう。いつも笑顔が絶えません。そのギャップにびっくり！

先生が実際に作っているところを見ながら学べる「理論」の授業に驚き

ました！ 先生の技術を目の当たりにできることはもちろん、ひとつひとつの

作業の意味や、目的を解説しながら進むのでとても良く分かります。

とにかく実習が多い！ ほとんど毎日実習着で過ごしていますね。実習

ではたくさんのことが経験できるし、製品の仕上げは個人で行うことが

ほとんど。成長を実感できることもあってとても楽しいです。

先生の料理に関する知識と技術に日々感動しています。お手本で見せ

てくださる時には簡単そうでも、実際自分でやってみるととても難しい！ ひ

とつでも先生の技術を学びとろうと頑張っています。

実際に辻調グループで学んでみる前は、気づけなかったこともたくさんあ

ります。「えっ！こんなことまで!？」「やっぱり辻調グループってすごい!!」と、

学生たちは日々の授業や学生生活のなかで実感しているのです。

松本 花菜さん

齋藤 和奏さん花澤 颯さん

工藤 雄介さん
エコール 辻 東京　辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ
北海道・旭川西高校出身

エコール 辻 大阪　辻製菓マスターカレッジ
岩手・不来方高校出身

辻製菓専門学校　製菓技術マネジメント学科
大阪・長野高校出身

辻調理師専門学校　調理技術マネジメント学科
北海道・富良野高校出身
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成 長 す る 学 生 た ち

私が撮影した
おいしい時間。
学校の実習でも、プライベートでも、やっぱり料理やお菓子をつくるの

が大好き。夢に向かって、たくさんの仲間と楽しみながら頑張っている。

そんなリアルな毎日の“おいしい時間”を感じ取ってください。

 01

甲斐 章瑚さん

辻調理師専門学校　調理技術マネジメント学科
広島・戸手高校出身

松村 郁哉さん

辻製菓専門学校　製菓技術マネジメント学科
大阪・千里高校出身 02

 03

店舗実習では自分で考えたデコレー
ションケーキもお店に並ぶのでドキドキ！

＃ガトーショコラ

国立祭の展示用としてチームで作成。
「先生が選ぶ部門」の総合１位に！ 

＃マジパン　＃1位

フランス菓子とは違った味わいが新
鮮！理論の授業はとても楽しい。

#ドイツ菓子

実習前の時間。それぞれ実習に向
けて準備をしながら、ハイ、ポーズ！

＃実習の前

生地だけで何度も練習を重ね、綺麗
な凹凸のある製品に仕上がった。

＃シャルロット

「理論」の授業の、先生の作品。綺
麗な製品が多いので、毎日ワクワク！

＃ムース・オ・フランボワーズ

2年目から西洋料理を選択。この写真を見
ると１年次の日本料理の実習を思い出す。

#日本料理の実習

コンクールの出場に備えて、決勝のお
題にそって、自宅で創作料理に挑戦。

＃コンクールのお題

ミシェルブラスのスペシャリテの授
業。色とりどりの野菜が印象的！

＃ガルグイユ

長屋 瑠衣子さん

エコール 辻 東京
辻製菓技術マネジメントカレッジ
東京・鴎友学園出身
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 05

中西 優花さん

辻調理師専門学校　高度調理技術マネジメント学科
大阪・登美丘高校出身 04

ケーキの食べ歩きに夢中！5人で4
軒廻る予定で、1軒目でこの量（笑）

＃食べ歩き　＃夢中

初めての理論の授業。A5ランクの牛
フィレ肉にフォアグラ、トリュフに驚き！

＃牛フィレ肉のロッシーニ

和菓子も大好き！練切は見た目も
キレイで、あんこの甘さがまた格別。

＃和菓子　＃練切

来日したコアール先生と。本場フ
ランスの技術や言語などを体感。

＃本場フランス　＃授業

1年生の時から何回も作っているの
でかなり上達！絞るスピードも速い！

＃ビスキュイ・ア・ラ・キュイエール

1日実習がスタート。班全員で仕
上げた一皿は凄く美味しい！

＃1日実習　＃はじまる

中国料理の理論の授業で先生が
つくったもの。皮が超ふわふわ〜。

＃叉焼包（チャーシュー入りパオズ）

実習の次の日に家でも練習！ 家
族にも食べてもらった。

＃出汁巻き

「パプリカと牛肉の炒めもの」。先生
作は、どうしてこんなに美味しいのか！

＃理論　＃中国料理

 06
杉之尾 拓夢さん

エコール 辻 大阪
辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ
鹿児島・鹿屋中央高校出身

村上 なぎささん

辻製菓専門学校
製菓技術マネジメント学科
大阪・阿倍野高校出身
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吉田 博香さん

辻製菓専門学校
製菓衛生師本科
千葉・千葉女子高校出身

小椋 智也さん

エコール 辻 東京
辻日本料理マスターカレッジ
北海道・三笠高校出身

成 長 す る 学 生 た ち

10年後の“なりたい自分”
「 将来の夢に近づく自分を実感できる」

［ 進学先 ］

辻調グループ フランス校
卒業後はフランス校へ進学します。お菓
子を学ぶうちに、歴史や材料を理解する
ことが、すごく大切だと気づきました。フラ
ンス校でもっと深く学び、将来は辻製菓
専門学校で、次の世代の人たちにお菓
子を教える仕事をしたいです。

［ 内定先 ］

傳（でん）

10年後には独立していたいと考えてい
ます。将来の夢は、食への関心の高い
街「東京」で、訪れた人が思わず笑顔
になるような、心のこもったサービスが
自慢の日本料理店を開くことです！

卒業後 卒業後

実習前には、作業工程や理論的な「作
業の意味」について、必ず予習をするよ
うにしています。また、実習中には自分
の取るべき行動を考えることに意識を集
中！ 気合いを入れて臨みます。

調理技術の精度を高めることを心がけて
います。料理人としての基本「包丁の手
入れ」や「作業の段取り」をしっかりと、そ
して「歩く姿勢」や「あいさつ」などの社
会人の基本も意識するようになりました。

今のわたし 今のわたし

幼稚園の頃からお菓子屋さんになること
が夢でした。大学に4年間行ってまでや
りたいことが見つからず、周囲の人のす
すめで、辻製菓専門学校へ。幼い頃の
夢に向かって動きだしました。

中学生のころ、自分の腕で稼げて、自分
が楽しいと思える仕事は？と考えた時、そ
れは僕にとって「料理人」でした。その時
には辻調グループに入学を考えていて、
高校も食物調理科に進学しました。

高校時代 高校時代
10 years later

辻製菓専門学校の
先生になりたい！

10 years later

日本料理店を
開きたい！
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岡㟢 美羽さん

エコール 辻 大阪
辻カフェ＆パティスリーマスターカレッジ
滋賀・日野高校出身

東馬場 胡堂さん

辻調理師専門学校
調理技術マネジメント学科
兵庫・神戸甲北高校出身

10年後、こんな自分になっていたい。こんな夢を実現させたい。それぞれの目標に向け、成長を重ねている学生たち。

希望の内定先も決まり、その夢の実現に向かって、社会に出てからも、その力強い歩みをさらに加速させていくことでしょう。

［ 内定先 ］

株式会社クラブハリエ
自分が考え、デザインしたケーキが、お
店のショーケースに並ぶことが将来の
夢です。気軽に訪れることができ、第
二の我が家のようにくつろげるカフェ
を開きたいと思っています。

［ 内定先 ］

TEST KITCHEN H （テストキッチン・エイチ）

内定先のイタリアンレストランでは、しっか
り技術や知識を磨いて、将来は自分の
店を開きたい。自分の料理を楽しみにして
くれている人達のために、自分の考えた
料理を食べてもらいたいです。

卒業後 卒業後

将来に備えて、接客のアルバイトでは、
お客様に笑顔で過ごしていただけるサー
ビスを心がけています。まずは、自分が
仕事にやりがいを持ち、つねに笑顔でい
ることが大切だと思っています。

たくさんの友達や先生と卒業後も繋がりを
持てるよう、積極的にコミュニケーションを
とっています。専門学校の教育成果を発表
する「19才のプレゼンテーション」では学校
代表に選ばれ、最優秀賞をいただきました。

今のわたし 今のわたし

高校2年生までは、美容師をめざしてい
ました。でも、幼い頃からお菓子作りが
大好きで、パティシエにも憧れが…。悩
んだ末に、思い切って好きだったお菓子
の世界に進むことを決めました。

小学校から高校まで野球一筋、いつもキャ
プテンを任されていました。でも、将来の夢
は小学校のときから変わらず「シェフにな
る」こと。幼い頃に家族で訪れたイタリアン
レストランのシェフに憧れていました。

高校時代 高校時代

10 years later

くつろげるカフェを
OPENさせたい♪

10 years later

人に喜ばれる
料理人になる！
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数々のコンクールで受賞！
自分の実力を試したい！
挑戦する気持ちを全力でバックアップ。
辻調グループでは、多くの学生たちが在校中から数々のコンテストに挑戦。その高い技術力によって、優れた結果を残しています。

コンテストという緊張する舞台でも実力を存分に発揮できるよう、先生たちも放課後などを利用して熱心に指導。

自主的にがんばる学生たちを全力で応援します。

成 長 す る 学 生 た ち

調理師学校に所属する学生が調理技術を競う全国規模のコンクー
ル。毎年、出場した学生は日頃の成果を披露し華 し々い成績を残して
います。

【第34回（一部抜粋）】
◦観光庁長官賞／喜友名 陸斗（辻調理師専門学校）
◦協賛会社賞／岸本 百花、堀 児太朗（辻調理師専門学校）
◦後援団体長賞／紺 愛乃（辻調理師専門学校）

【第33回（一部抜粋）】
◦協賛会社賞／矢﨑 萌（辻調理師専門学校）
◦後援団体長賞／太田奈穂子、廣恵楓雅、吉田茉奈実
 （辻調理師専門学校）

【第32回（一部抜粋）】
◦厚生労働大臣賞／福田陽子（辻調理師専門学校）
◦農林水産大臣賞／今井柊児（辻調理師専門学校）

【第31回（一部抜粋）】
◦農林水産大臣賞／今井湧貴（辻調理師専門学校）
◦厚生労働大臣賞／本郷雄大（辻調理師専門学校）

【第30回（一部抜粋）】
◦厚生労働大臣賞／黄城 介男（辻調理師専門学校）
◦協賛会社賞／鈴木 淳、上野 翔平（辻調理師専門学校）
◦後援団体長賞／大原 慶子（辻調理師専門学校）

調理師養成施設
調理技術コンクール全国大会
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数々のコンクールで受賞！

国内最高峰のサービスコンクール「メートル・ド・セルヴィス杯」。2003年
よりサービスコンクールの世界大会の選抜を兼ねるようになり、国際レ
ベルで評価されるコンクールになっています。第18回では、辻調グルー
プの学生が上位を独占しました！

「トロフェ・ミル（TROPHEE MILLE）」は、フランスの2ツ星レストラン
「レ・クレイエール」のシェフでM.O.F.（フランス最優秀料理人）でもある
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。
世界十数カ国から調理師学校の学生が参加したこのコンクールにお
いて、辻調グループフランス校生が2連覇を達成しました！

【第18回�学生部門】
◦優勝 長谷川 律希（エコール 辻 東京）
◦準優勝 高千穂 右京（辻調理師専門学校）
◦3位 和田 純香（エコール 辻 東京）

【2017年】
◦優勝／山本 渚生（辻調グループフランス校）
 石田 小春（辻調グループフランス校）

【2016年】
◦優勝／川上 健児
  （辻調グループフランス校）
 大石 輝
  （辻調グループフランス校）

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

仕事の進め方や、清潔さなどを採点する現場審
査員からは最高点の評価。料理の見た目の美
しさも高評価だったが、優勝の決め手は何よりも
「味」だったとのこと。

製菓衛生師養成施設に所属する学生が製菓技術を競う全国規模の
コンクール。出場した学生は日頃の成果を存分に発揮し、華 し々い成
績を残しています。

【第11回（一部抜粋）】
◦洋菓子部門（協賛会社賞）／松浦 菜美（辻製菓専門学校）
◦洋菓子部門（協賛会社賞）／河原 美奈（辻製菓専門学校）
◦和菓子部門総合3位／馬場 真奈実（辻製菓専門学校）

【第10回（一部抜粋）】
◦洋菓子部門（規定課題優良賞／協賛会社賞）／殖栗 舞（辻製菓専門学校）
◦和菓子部門（自由課題優良賞／協賛会社賞）／久保田裕賀（辻製菓専門学校）
◦洋菓子部門（協賛会社賞）／椎葉綾香（辻製菓専門学校）
◦洋菓子部門（協賛会社賞）／宮本恵菜（辻製菓専門学校）
◦和菓子部門（協賛会社賞）／橋口穂紀（辻製菓専門学校）

【第9回（一部抜粋）】
◦和菓子部門総合１位／時枝晃穂（辻製菓専門学校）
◦洋菓子部門総合２位／城地 泉（辻製菓専門学校）

【第８回（一部抜粋）】
◦和菓子自由課題部門総合１位／武田愛美（辻製菓専門学校）
◦和菓子部門（協賛会社賞）／武田愛美（辻製菓専門学校）

【第7回（一部抜粋）】
◦洋菓子部門総合1位／淡路 敦子（辻製菓専門学校）
◦和菓子部門総合3位／生田 千秋（辻製菓専門学校）

製菓衛生師養成施設
技術コンクール全国大会

世 界 の 舞 台 で 挑 戦！！

国際料理コンクール
「トロフェ・ミル（ミル杯）」

メートル・ド・セルヴィス杯
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辻調グループが
社会に果たす
役割

04

食の世界に優れた人材を送り出すだけに、とどまらない。

料理のチカラに精通する、辻調グループだからこそ、できること。

一つ、また一つと、新たな可能性を追究しながら、

辻調グループは、社会への貢献を広げている。
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辻調グループの先生が全面的に制
作監修を担当。ナビゲーターの瀬戸
康史さんは、［エコール 辻 東京］でお
菓子づくりの特訓もしました。

グレーテルのかまど

Eテレ 毎週月曜　22:00〜22：25
 毎週月曜　10:25〜10：50 
                    （再放送）
総合 毎週金曜　11：05〜11：30  
                    （再放送）

料理と食を文化として捉え、その価値
を高めることに生涯をかけた辻静雄
の遺志を受け継ぎ、食文化の発展に
寄与し、飲食業界の次代を担う人材
を育成することを目的に、2015年9
月、一般財団法人辻静雄食文化財
団を設立。2017年9月に「公益財団
法人辻静雄食文化財団」に認定さ
れました。

この映画に登場する料理はフードク
リエーションの諏訪綾子さんプランニ
ングのもと、すべての料理製作・俳優
陣の所作指導を、エコール 辻 東京
の先生が担当。

辻静雄食文化賞

食文化財団

全国の高等学校2年次に在学する
生徒を対象に、調理系または製菓系
分野への進学を志望している生徒を
支援する「次世代リーダーシェフ育成
奨学金」の支給を実施。専門技術の
発達や食生活の向上、また食文化
の発展に寄与する人材の育成を目
的としています。

よりよい「食」に貢献した作品や活
動、人物に毎年贈られ、食文化を支
える調理や製菓の技術者も顕彰。食
文化の普及と発展に貢献しています。

巨 匠ポール・ボキューズ 氏が
1987年に創設し、美食のワール
ドカップとして注目を集めるフラン
ス料理コンクール。大陸予選を勝
ち抜いた24ヵ国の代表シェフが、
2年に一度開催されるフランス本
選に出場します。辻調グループで
は日本代表シェフの国内予選か
らフランス本選までのトレーニング
を全面的にサポートしています。

欧米やアジアにおいて、
日本料理の可能性・拡
張性を探りながら、日本
料 理の正しい理 解と

普及を念頭に、海外の教育機関と様々な形で連携していま
す。2012年よりタイのデュシタニ・カレッジ、韓国の慶州大学
校との連携を皮切りに、近年ではアメリカの料理大学「The 
Culinary Institute Of America（CIA）」、シンガポールの「At-
Sunrice GlobalChef Academy」に、これまで培ってきた教育
メソッドと知識を活かし、日本料理の技術と文化の両面から修
得できる独自のカリキュラムを提供。海外における日本料理従
事者の育成に取り組んでいます。

夢を抱く、35才未満の料理人を対象とした日本
最大級の料理コンペティション「RED U-35」。
映像審査や訪問審査など、いままでにない方法
で料理人としての総合力を審査するこのコンテ
ストでは、2013年、2014年に辻芳樹校長が審
査員長を務め、2019年にはエコール 辻 東京の
学生が最終審査に協力しました。

ボキューズ・ドールと並ぶ世界を代
表するお菓子のコンクール。日本
人選手団の現地でのコーディネー
トなど、辻調グループフランス校が
全面的にバックアップ。代表選手
たちは試作や本選までのシミュレー
ションをフランス校で行います。

▶ https://tsujishizuo.or.jp/

食文化の発展に
寄与し、飲食業界の
次代を担う
人材を育成。

食文化の
発展に貢献

料理
コンテスト
への協力

食の
人材育成

テレビ・
映画など

メディアへの
協力

人材の育成や発掘、メディアで食の魅力を

次世代リーダーシェフ
育成奨学金

ボキューズ・ドール
国際料理コンクール

海外の
教育機関と連携

映画
Diner ダイナー

RED U-35

クープ・デュ・モンド・
ドゥ・ラ・パティスリー

第10回�辻静雄食文化賞（2019年）：�
「給食の歴史」（藤原辰史 著）

専門技術者賞：�
志村剛生氏（てんぷら成生 主人）

平形清人先生
外園伸先生
小野達也先生
秋元慎治先生
三浦和也先生
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料理検定 ＆
菓子検定

地域における食文化産業の振興
とその担い手育成などを目的に、
鳥取県、和歌山県、鶴岡市（山
形県）、志摩市（三重県）、長島町

（鹿児島県）などと連携。日本の
食文化を再検証しながら、各地
域の大学との連携や食、農業、
観光分野との連携を視野に入れ
て活動しています。

海外の日本大使館などに勤務
し、晩餐会などの料理責任者を
務める公邸料理人。外務省から
の要請を受け、1993年よりタイ
の料理人を公邸料理人として育
成するべく教員を現地に派遣し、
日本料理の技術指導を行ってい
ます。2006年にはその功績から
外務大臣表彰を受けました。

農林水産省「鳥獣利活用推進支援事
業」の一環で、「プロ向け国産ジビエ料
理セミナー」を全国各地で開催。ジビエ
の普及・消費拡大をサポートするべく、プ
ロの料理人を対象に家畜と異なるジビ
エの正しく衛生的な調理方法から流通
ルール、取り扱い留意点などジビエを提
供する際に必要となる知識・調理技術を
指導。また、ジビエの教育プログラム開
発も行い、調理科教員向けにカリキュラ
ムも提供しています。

2008年から、食についての深い教養や
専門知識を測る「料理検定」「菓子検
定」を開催。
2019年より公式アプリをリリース、「検定
資格特待生奨学金制度」をスタートする
など大きくリニューアルしています。

発信。食文化を支えつづける辻調グループ

地域連携

公邸料理人育成

ジビエ料理セミナー

西洋料理　平形 清人 先生

西洋料理 鈴木 哲也 先生／
 伊藤 博史 先生

西洋料理　伊藤 雄大 先生

洋菓子　秋元 慎治 先生

日本料理　岡田 裕 先生

TV出演　「二人の食卓」
TVドラマ協力　「dinner」 「ランチの女王」
映画協力　「Diner ダイナー」

TVドラマ協力
「グ・ラ・メ ！ 〜総理の料理番〜」「chef」

TVドラマ協力
「信長のシェフ」

TV協力　「グレーテルのかまど」
映画協力　「洋菓子店コアンドル」

TV出演　「NHKためしてガッテン」 「あさイチ」
TVドラマ協力

「高校生レストラン」 「みをつくし料理帖」 他

上沼恵美子の
おしゃべりクッキング

朝日放送・テレビ朝日系　全国ネット
毎月〜金曜　13：40〜13：55

辻調グループの先生と上沼恵美子さんが
ゲストをまじえ、家庭で楽しめる料理を紹
介。放送3000回を超え2016年6月29日
から石川、小池、岡本の3先生が出演。
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探  

求

1933年に東京で生まれた辻静雄は、1959年に新聞記者を辞めて辻

調理師学校を創設。これが辻調グループのスタートでした。「学生に本

物のフランス料理を教えたい」という情熱のもと、自らがフランス料理の

歴史や文化の研究に没頭。1977年には膨大な研究の集大成として、

本場フランスでも類を見ないとまで絶賛された『フランス料理研究』を発

刊。こうした功績により、フランス政府から1981年にフランス教育功労

章、1989年にはフランス農事功労章オフィシェ章が授与されました。教

育者であり研究者でもあった辻静雄。どちらにもいっさいの妥協を許さ

ない姿勢は「教えることによって学ぶ」という辻調グループの建学精神

そのものだったのです。

教育と研究を、生涯にわたって追求し続けた辻静雄。その遺志を引き継

ぐために設立された「辻静雄料理教育研究所」では、彼が世界中から収

集した料理・文化・風俗に至るまでの２万冊以上の書籍を所蔵。この貴

重な情報を管理するとともに、食文化や料理技術に関わる知識をさらに

蓄積して応用していく。まさに辻調グループの知のバックボーンであり、こ

れまでに執筆・制作に携わった書籍は750冊以上。辻調グループの教育

に活かすだけにとどまらず、社会全体に食の「知」を発信しています。

料理を学問としてとらえ、
本物の探求という
辻調精神を築く。

創設者 辻 静雄

辻静雄
料理教育研究所

「フランス料理研究」　　
辻静雄著　

（大修館書店刊）

創設以来、
食を探求しつづける

辻調グループ。

M.O.F.（フランス最優秀技術者章）受章
＜Meilleur Ouvrier de France＞

世界中から収集した
研究書2万冊。
辻調グループの
知のバックボーン。
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辻静雄著　

（大修館書店刊）

創設以来、
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＜Meilleur Ouvrier de France＞

世界中から収集した
研究書2万冊。
辻調グループの
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　　　　  ：辻調が出版に関わった書籍　　　　　  ：食文化への貢献　　　　　  ：海外からの招聘シェフ　　　　　  ：テレビ・映画等の出演＆協力

1960
 S35

• 辻調理師学校設立

1964
 S39

▲ 700 冊以上に及ぶ辻調グループの
  著作翻訳出版物第 1 号となる
  『フランス料理 理論と実際』
  （辻静雄著 光生館）刊行

1967
 S42

• 辻調理師学校 校舎増改築
• 第1回ヨーロッパ旅行実施

1968
 S43

• マックス･ケゼルグ、フランス料理
  主任教授に着任（1970年2月まで）

マックス･ケゼルグ主任教授による講習

1969
 S44

• 小川忠彦が、辻調グループから初めて
  フランス研修に
• 第1回香港旅行実施

• 「朝日フランス料理サロン」開催
   （朝日新聞社広告局主催）。
  フランス人シェフによる料理サロンの
  先駆け（マックス･ケゼルグ指導）

1970
 S45

•  大阪万国博覧会フランス館に
  浅野和夫が出向
• 浅野和夫、フランス
  「ウストー・ド・ボー・マニエール」
  「タイユヴァン」研修
• ベルナール・コロン、
  フランス料理主任・教授着任

1971
 S46

• ジョゼフ・ラモー「エスコフィエ博物館」

• 「第1回フランス料理技術研修会
   エスコフィエ料理技術研修会」開催。
  一流の料理人をフランスから招聘し
  プロの料理人向けの講習会を実施

1972
 S47

• 辻静雄がフランス政府より
  「M.O.F.（フランス最優秀技術者）
  名誉章」を受章

フランス公使からM.O.F.名誉章を
うける辻静雄校長

• ポール・ボキューズを招き　
   「第2回フランス料理技術研修会
  フランス最高の権威
  3ツ星レストランの技術公開」開催

• ABC「料理手帖」放送開始。
  本場フランスの家庭料理を紹介

▲ ポール・ボキューズ「ポール・ボキューズ」

• ジャン=ポール・ラコンブ
  「レオン・ド・リヨン」

• フランス料理の学び方
  辻静雄／著  三洋出版貿易／刊

1973
 S48

• 「お正月料理の集い」
  （朝日新聞社広告局主催）開始
• ポール・ボキューズを再度招き
   「第3回フランス料理技術研修会 
  フランス最高の権威
  3ツ星レストランの技術公開」開催
• 「日経美味学サロン」
   （日本経済新聞社広告局主催）開始
• 朝日新聞社広告局主催
   「ミル･メニューフランス料理サロン」
   開始。1975年まで30回

• ポール・ボキューズ
   「ポール・ボキューズ」

1974
 S49

• 辻調理師学校 新館増築
• マダムポワン来校

• 「第4回フランス料理技術研修会　
   フランス最優秀技術者章“課題料理”
  特別研修会」をM.O.F.を獲得した 
  3巨匠を集め開催
• 「第5回フランス料理技術研修会
   〈世界の3ツ星〉レストラン・ピラミッド
  料理研修会」開催

• 辻静雄、NHK教育テレビ市民大学
  講座で料理文化の歴史を語る

• マルク・アリックス
  「ホテル・ソフィテル・ド・リヨン」
• ポール・ボキューズ
  「ポール・ボキューズ」
• ジャン・トロワグロ「フレール・トロワグロ」
• ルイ・ウーティエ「ロアジス」
• ウド・ネヒュートニス「マイラモンテ」

• サンタンジュフランス料理〈全２巻〉
  マダム・サンタンジュ／著
  辻静雄／監修　柴田書店／刊

1975
 S50

▲ TBS「料理天国」放送開始。
    17年続く長寿番組に。最高視聴率27%

• 「第6回フランス料理技術研修会 
   プロヴァンス料理特集」開催

• ポール・ボキューズ
   「ポール・ボキューズ」

• 日本の料理〈全６巻〉
  梅棹忠夫 +辻静雄／企画・監修  
  後藤金吉 他／著  講談社／刊

1976
 S51

• 「プロの味一日入門」
   （朝日新聞社広告局主催）がスタート

• ギー・ティヴァール
   「ピラミッド」

1977
 S52

• 「第7回フランス料理技術研修会」開催
 

▲ フランス料理研究
    辻静雄／著　大修館書店／刊

• 現代フランス料理教本〈全３巻〉
  辻静雄／監修
  Ｐ・ボキューズ、Ｊ・トロワグロ、
  Ｍ・アリックス／技術指導  
  学習研究社／刊

創立60年。食業界に貢献する辻調グループの歩み。
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1981
 S56

• 辻静雄、フランス政府より
  「フランス教育功労章」を受章

•　ウィーン菓子スペシャリテ
  川北末一 +横山牧子／著
  文化出版局／刊

1982
 S57

• 後藤金吉、業界の発展と調理師の
  育成につとめた功績により
  「内閣総理大臣杯」を受章
• 日本料理・谷口博之が作家 
  開高健のフィッシング紀行シリーズ
  「オーパ、オーパ！」の専属料理人に。
  数々の旅に同行する

•　ジャン=ポール･ボナン 「クリヨン」
•　ジャック･マクシマン
  「ホテル・ネグレスコ」
•　マルク・エーベルラン
  「オーベルジュ・ド・リル」

•　ワインの本
　　辻静雄／著
  婦人画報社・新潮文庫／刊
•　概説フランス史
　　辻静雄 他／執筆  有斐閣／刊

1983
 S58

•　 中国から特級厨師（中国料理のいわゆ
るM.O.F.）を招き、北京・上海・四川・広
東の四大流派競演による一般対象講
習会を実施

•　ジャック･フルモン「シエル・ダジュール」
•　ジャン=ポール・ピニョル
•　ベルナール・ロワゾー「コート・ドール」
•　ジャック・ピック「ピック」
•　「ヴィタル・エ・ジャン・ポール・ピニョル」
•　ダニエル･ジロー「ジロー」
•　エミール･ダブルディオー
  「ホテル・ブリストル」

•　ラ・ターブル・シェ・モア
  〈ヨーロッパ食卓の愛蔵品〉
　　辻勝子／著  婦人画報社／刊

1984
 S59

• 辻製菓技術学校開校
• 世界美食連盟大会に理事として
  山縣弘幸事務局長が出席

•　第2回中国四大流派競演による
   料理講習会開催

•　KTV「料理の学校」放送開始
　　（1995年まで）

•　新・パリの居酒屋（びすとろ）
　　辻静雄／著  新潮文庫／刊
•　イタリア料理入門
　　永作達宗／編  新潮文庫／刊
•　名品フランス料理（特選３００）
  〈全７巻〉
　　辻静雄／編著  婦人画報社／刊

1985
 S60

• フランス校に製菓研究課程開設
• アメリカ美食学会に日本代表として
  山縣弘幸事務局長が出席

•　アルベール・エスコバール
  「エスコバール」
•　アンジェロ･パラクッキ
 　「パラクッキ・ロカンダ・デッランジェロ」
•　ジャン=マリー・ムーリヤン「ロアジス」
•　ベルナール・コンスタンタン
  「ラリヴォワール」

•　餃子・焼売・春巻
　　松本秀夫／著  新潮文庫／刊
•　炒麵・炒飯・粥
　　松本秀夫／著  新潮文庫／刊
•　定本現代フランス料理技法〈全６巻〉
　　辻静雄／編著  主婦の友社／刊

1986
 S61

• 辻製菓専門学校に名称変更。
• 第二辻製菓専門学校開校
 

•　翌年開催の
  「第1回ボキューズ･ドール」 の
  日本事務局を設置。
  日本代表選出、本選支援は今も継続中

•　バンコクの料理学校開設に
  畑耕一郎を はじめ日本料理班が尽力
•　バンコク「オリエンタル・ホテル」の
  シェフに日本料理を指導した返礼として
  シェフが来日し、タイ料理講習会を開催

•　KTV「お菓子のサロン」放送開始
　　（1989年まで）

•　ミシェル・シャブラン「シャブラン」
•　ハインツ・ヴィンクラー「タントリス」
•　ジャック・シボワ
  「ホテル・グレ・ダルビヨン」
•　マックス・ライナー
•　モーリス・ベルナション「ベルナション」

•　プルーストと同じ食卓で
　　辻静雄／編  講談社／刊
•　PRACTICAL JAPANESE COOKING
　　辻静雄+畑耕一郎／著  
　　講談社インターナショナル／刊
•　たき込みごはんと汁
　　畑耕一郎／著  新潮文庫／刊
•　ラーメン・湯麵・冷麵
　　松本秀夫／著  新潮文庫／刊
•　フランス料理百科〈全３巻〉
　　イヴ・チュリエ／著  辻静雄／監修
　　辻調理師専門学校・
　　辻製菓専門学校／訳  白水社／刊

1987
 S62

• 辻ホテル・レストラン・サーヴィス
  カレッジ開校

•　リヨンで開催された食博
   「メティエ・ド・ブーシュ」にフランス校も
   参加。日本から日高哲夫も特別出場

•　エッカルト･ヴィッツィヒマン
  「オーベルジーヌ」
•　アントン・モジマン
  「ドーチェスター・ホテル」
•　アラン・ピック「ピック」
•　ジャン=ジャック・ベルナション
  「ベルナション」
•　アラン・ロジエ「リヨン職業教育高校」
•　アドリエンヌ・ビアザン
 　「シェ・ラ・ヴィエイユ」

•　酒の肴
　　畑耕一郎／著  新潮文庫／刊
•　関西風おかず
　　谷口博之／著  新潮文庫／刊
•　四季のおもてなし料理とお弁当
　　辻調理師専門学校／編
  講談社／刊
•　フランス料理肉・魚編
　　水野邦昭／著  新潮文庫／刊
•　最新フランス料理技術集成９１選
　　辻静雄／監修  白水社／刊
•　イタリア料理大全
　　Ｇ・ブジャッリ／著  
　　永作達宗 +浅野和子／訳  
　　新潮社／刊
•　平凡社大百科事典＜全16巻＞
　　辻静雄／食文化関連項目執筆  
　　平凡社／刊
•　新スタンダード仏和辞典
　　辻調理師専門学校／
  料理関連語校閲　大修館書店／刊

▲ ジョエル･ロビュション
   「ホテル・コンコルド・ラファイエット」

• ロジェ・ジャルー「ポール・ボキューズ」
• クロード・ドゥリーニュ「タイユヴァン」
• ミシェル･ベリング「ムーラン・ド・ムージャン」
• ルイ･ペリエ

1978
 S53

• 第二辻調理師学校開校

• 辻静雄、朝日ゼミナール 
   「世界の民族−食事の文化」
   （朝日新聞社主催）で講演

• クリスチャン・ブーリヨ「ブーリヨ」
• ジェラール･ルイヤール「ラ・マレ」
• マックス・ライナー
  「ホテル・フィヤ・ヤーレスツァイテン」
• クロード･ヴィラモー
• 「マキシム（シャルルドゴール空港）」
• ピエール･ラポルト「カフェ・ド・パリ」

1979
 S54

• 第二辻調理師学校 新館増築

• ジャン･ヴェタール「ヴェタール」
• ジルベール･ジュアナン
  「カフェ･ド･ラ･ペ」

1980
 S55

• 第1フランス校
  シャトー ･ド･レクレール開校
• 専門学校認可を受け、
  辻調理師専門学校、第二辻調理師
  専門学校に名称変更

辻調グループ第1フランス校
シャトー・ド・レクレール開校

▲ 『JAPANESE COOKING』
　 （辻静雄著 講談社インターナショナル）が
   米でベストセラー

•　現代フランス料理全集〈全６巻〉
　　辻静雄／編著  柴田書店／刊
•　研究社 新英和大辞典 第５版
　　辻静雄／料理分野専門語校閲
  研究社／刊

•　アルフレード･デル･ペスキオ
　　「ハリーズ･バー」
•　アラン･サンドランス
  「ラルケストラート」
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1988
 S63

• 辻調理技術研究所設立

•　 ABC「素敵にドキュメント」放送。あべ
の辻調を1年にわたり密着取材した番
組が評判を呼ぶ

•　 フランス校紹介のビデオが電通広告映
像部門で最優秀作品賞受賞、日本産
業映像祭で「日本経団連賞」の最優秀
賞と部門賞をW受賞

•　ピエール・オルシ「オルシ」
•　ジャック・マルガン「マルガン」
•　ルイージ・ベルトーリ「ル・カトル・セゾン」
•　ダニエル・レロン
  「ダニエル・エ・ドゥニーズ」
•　林勝倫「富麗華酒店 香島廰」
•　パオロ・ザゴー「コンノート・ホテル」

•　名菜３８品
　　松本秀夫／著  新潮文庫／刊
•　フランス料理オードブル
　　水野邦昭／著  新潮文庫／刊
•　ジョエル・ロビュションのフランス料理
　　辻静雄／監修    
　　水野邦昭+浅野和子／訳
　　白水社／刊

1989
S64·H1

• 辻フランス料理専門カレッジ開校
• 第2フランス校シャトー･エスコフィエ開校
• 辻ホテル・レストラン・サーヴィスカレッジが
  辻ホテルスクールに名称変更
• 辻静雄がフランス政府より
  「農事功労章」を受章

•　「第2回ボキューズ・ドール」開催

•　「料理天国」放送700回を記念して
  辻調グループフランス校をロケ取材

•　ヴィリ・エルゼナー
　　「ドーチェスター・ホテル」
•　マルク･ムノー「レスペランス」
•　マリオ・エンツォ・ガンバ「タントリス」
•　ハインツ・ヴィンクラー
•　ロジェ・ジャルー
　
•　料理材料の基礎知識
　　辻調理師専門学校／編
  新潮文庫／刊
•　アンティパスト
　　永作達宗／編  新潮文庫／刊
•　独創のスーパーシェフ傑作選〈全２巻〉
　　辻静雄／監修  同朋舎／刊
•　私の料理の色・味・香り
　　ジャック・マクシマン／著
  辻静雄／監修  
　　木下幸治／訳  柴田書店／刊

1990
 H2

• 辻フランス料理専門カレッジ増築

•   CS放送「料理大学」放送開始
• フジTV系ドキュメント番組
  「なんてったって好奇心／
  初公開 ! フランス猛烈シェフ
     学校日本人78人汗と涙の250日戦争」
     1989年春コース生のドキュメントが
     大反響　

•　ピエール・ウィナンス「コム・シェ・ソワ」
•　ミシェル･デュポン「デュポン」

•  読む事典フランス
     辻静雄 他／執筆  三省堂／刊  

     
1991
 H3

•    エコール・キュリネール国立開校。開校記 
念行事としてボキューズ、 ロビュションらによ
る特別授業と公開講習会を開催

• 辻観光ビジネススクール開校
• 辻製菓技術研究所設立

•　ピエツィオ･サンティン
　　「アンティカ・オステリア・デル・ポンテ」

•　ミシェル・ロット「ホテル・リッツ」
•　フレディ･ジラルデ「ジラルデ」
•　ポール・ボキューズ「ポール・ボキューズ」
•　ジョエル・ロビュション

•  フランス料理技法・ソース＆スープ
  〈全３巻〉
     小野正吉+辻静雄／監修  
     主婦の友社／刊 
 
     

1992
 H4

•  エコール・キュリネール大阪あべの辻関
  西料理専門カレッジ開校
• 辻観光ビジネススクール連携の辻グルー
  プアメリカ研究所開設

•　ミシェル･ロット
•　ディディエ･ウディーユ
　　「パン・アドゥール・エ・ファンテジ」
•　パオロ・ザゴー

• 独創ピエール・ウィナンスの料理 ２２１
  ピエール・ウィナンス／著
  辻静雄／監修
  木下幸治+山内秀文／訳
  同朋舎／刊 

1993
 H5

•  エコール・キュリネール大阪あべの　
  辻製パン技術専門カレッジ開校
• 辻静雄逝去（3月2日）

•　NHKドラマ｢包丁いっぽん｣で
  谷口博之をはじめ日本料理スタッフが
  料理指導
•　CS「料理の『り』」放送開始。
  畑耕一郎のワンポイント解説

アードルフ･グラーザー「ハイナー」

•　パン「こつ」の科学
　　吉野精一／著  柴田書店／刊
•　香港の技「新広東料理精華」
　　辻調理師専門学校／編  同朋舎／刊
•　香り立つ料理
　　ベルナール・ロワゾー／著
　　辻調理師専門学校+
　　辻静雄料理教育研究所／訳
　　同朋舎／刊

1994
 H6

•　エコール・キュリネール大阪あべの辻関西
  料理専門カレッジを辻日本料理専門カレッジ
  に名称変更

•　　TBS「チューボーですよ」放送開始。
　　辻調グループが協力（2012年まで協力）

•　ポール・ボキューズのフランス料理
　　ポール・ボキューズ／著
  辻静雄／監修
　　末吉幸郎／訳  三洋出版貿易／刊
•　フランス料理総覧（レペルトワール）
　　Ｔ・グランゴワール、Ｌ・ソーニエ／著  
　　辻静雄／監修
　　フランス料理研究室／訳
  三洋出版貿易／刊

1995
 H7

•　日経レストラン主催「メニューグランプリ」
の審査を担当。

▲ ABC「上沼恵美子の
　おしゃべりクッキング」放送開始

•　アントワーヌ･ヴェスターマン
  「ビュルイーゼル」
•　レジス･マルコン「オーベルジュ・デ・シーム」
•　ミシェル･トラマ「ローベルガット」
•　リヨネル・ポワラーヌ「ポワラーヌ」

•　辻静雄著作集
　　辻静雄／著  新潮社／刊
•　プロのためのわかりやすい和菓子
　　仲實／著  柴田書店／刊
•　プロの技と料理の科学シリーズ
　　「日本料理のコツ」
　　杉田浩一+比護和子 +畑耕一郎／著  
　　学習研究社／刊
•　料理材料大図鑑マルシェ
　　辻調理師専門学校／監修
  講談社／刊

1996
 H8

•　CS「キッチン365」放送開始

• 上沼恵美子のおしゃべりクッキング 1
　　ABC+辻調理師専門学校／編  
　　学習研究社／刊
• 料理人になるには
　　辻調理師専門学校／編
  ぺりかん社／刊

1997
 H9

• 辻調グループ公式 Webサイト開設

•　毎日文化センター主催
  「洋菓子をつく る」講座開始

▲ よみうりテレビ「どっちの料理ショー」
　放送開始（2006年まで放送）

•　ミシェル･ブラス 「ミシェル・ブラス」

•  Bon Appétit!
  基礎からの料理フランス語
  辻調理師専門学校 +エコール 辻／編  
  評論社／刊
• 英語で日本料理
  畑耕一郎 +近藤一樹／著
  講談社インターナショナル／刊
• フランス料理のおいしいコツ事典
  ベルナール・ロワゾー／著
  三木敏彦+須山泰秀／訳
  同朋舎／刊

1998
 H10

• 第二辻製菓専門学校   新館増築
• 辻調グループ卒業生をつなぐ会
  「コンピトゥム」発足

• プロのためのわかりやすい日本料理
  畑耕一郎／著  柴田書店／刊
• La Crème基礎からの製菓フランス語
  辻製菓専門学校 +エコール 辻
  東京／編　評論社／刊
• 基礎から学ぶフランス菓子〈全２巻〉
  中山弘典／著  柴田書店／刊
• ワインの文化史
  ジルベール・ガリエ／著
  八木 尚子／訳　筑摩書房／刊
• 四季日本の料理〈春〉〈夏〉〈秋〉〈冬〉
  辻調理師専門学校／指導・協力
  講談社／刊
• 調理の基本大図鑑ビストロ・マルシェ
  辻調理師専門学校／監修
  講談社／刊
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•  やっぱりおいしい
基本のイタリア料理レシピ
     辻調理師専門学校／料理制作  
     成美堂出版／刊
•  「辻調」直伝 味ごはんと一汁一菜
     畑耕一郎／著  講談社／刊
•  日経レストラン
  フードビジネス実用事典　改訂版
     辻調グループ／食材・料理分野監修  
     日経ＢＰ社／刊
・お菓子の基本大図鑑ガトー・マルシェ

     辻製菓専門学校／監修  講談社／刊

2002
 H14

・辻調理師専門学校、辻製菓専門学校、
  別科通信教育講座開始

•　「ボキューズ・ドール2003」の国内本選
  を辻調理師専門学校内で開催

▲ フジTVドラマ「ランチの女王」の
 　料理制作を担当

•  フジTVドラマ「空から降る一億の星」

•　デーヴィッド・ブーレー「ブーレー」
•　カール･ボアラー「ハイナー」

▲ 美食進化論
  辻芳樹 +木村結子／著  晶文社

•  デュマの大料理事典
    アレクサンドル・デュマ／著 
    辻静雄+坂東三郎 他／編訳
    岩波書店／刊
•  「辻調」直伝 家庭の和食
     畑耕一郎／著  講談社／刊

2003
 H15

• 辻調グループ   学生センターオープン
• エコール・キュリネール大阪あべの、校舎
  リニューアルオープン

• MBSドラマ「ショコラ」の
  ケーキ制作を担当
• 関西 TV・フジTV系「いつでも笑みを!」の
   料理コーナーを担当（2005年終了）
• ABC「わいど!ABC」放送開始。
  料理コーナーを担当（2004年終了）

•  『婦人画報』（アシェット婦人画報社）
  “美食ライブ 辻芳樹の食卓はかく語りき”
  連載開始
• よくわかるお菓子づくり基礎の基礎 
  エコール 辻 東京／著  柴田書店／刊
• プロの技と料理の科学シリーズ
  「西洋料理のコツ」
  的場輝佳 +西川清博 +
  加藤万紀子／著 
  学習研究社／刊
• パンの基本大図鑑パン・マルシェ
  エコール 辻 大阪／監修  講談社／刊

•　ニコラ･ル･ベック「レ・ロージュ」

ADF「アラン・デュカス・フォルマシオン」と
辻調グループの共同プロジェクトスタート

2004
 H16

• 杉山忍・高岡和也・今井雅弘が
  「世界料理オリンピック」でデザート部門  
  「金」、総合順位「銀」

•　「日本料理アカデミー」設立。
   辻芳樹校長が副会長に就任
•　辻芳樹校長が政府の知的財産戦略
•　 本部日本ブランド・ワーキンググループ委員に

•　BS-iドキュメント番組「ウィ、シェフ!」で
  フランス校2004年度春コース生の
  奮闘ぶりが放送される

• パスカル･バルボ 「アストランス」

•　辻静雄コレクション 全３巻
  辻静雄／著  ちくま文庫・筑摩書房／刊
•　プロのためのわかりやすいフランス菓子
  川北未一／著  柴田書店／刊
•　シンプル、おいしい 中国おかず
  吉岡勝美／著  柴田書店／刊
•　おいしい洋菓子の大事典250レシピ
  辻製菓専門学校／監修
  成美堂出版／刊
•　レストランのパン カフェのパン
  小さな厨房でつくる食事パンと天然酵母 
  近藤敦志／著  柴田書店／刊
•　新世紀ビジュアル大辞典
  辻調理師専門学校／執筆一部担当  
  学習研究社／刊

2005
 H17

• エコール・キュリネール大阪あべの　
  辻パティスリー・マスターカレッジ開校
• ワークショップ形式の少人数制の教育
  「ADF+TSUJI」が本格始動
• 畑耕一郎が、調理師養成功労者として 
  厚生労働大臣より表彰
• 「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」が
  第22回 ATP賞で「長寿番組賞」受賞

•　フランス校にて「日本料理アカデミー」
   主催“日本料理ワークショップ”開催

•　CS「料理の『り』」新シリーズ放送開始
•　映画「交渉人 真下正義」協力

•　ポール･ボキューズ
  「ポール･ボキューズ」
 
•　料理で学ぶオイシイ中国語
  古川典代＋福冨奈津子／著
  朝日出版社／刊
•　スチーム中華
  吉岡勝美／著  柴田書店／刊
•　フランスの地方菓子
  ジャン＝リュック・ムーラン／著
  学習研究社／刊
•　プロのためのわかりやすい
  フランス料理の歴史
  ジャン＝ピエール・プーラン&
  エドモン・ネランク／著
  山内秀文／訳　学習研究社／刊
•　ティー＆コーヒー大図鑑カフェ・マルシェ
  辻調理師専門学校／監修
  講談社／刊

2006
 H18

• エコール・キュリネール国立、エコール・
  キュリネール大阪あべのが、エコール 辻 
  東京、エコール 辻 大阪に名称変更
• 辻調グループ「食育推進室」開設
• 水野邦昭、松本秀夫が厚生労働大臣
  より表彰される
• 吉岡勝美著『スチーム中華』が
  「グルマンクックブックアワード」部門賞受賞
•  辻調理師専門学校がタイにおける公邸
  料理人育成指導の継続実施の功績に
  より外務大臣表彰

1999
 H11

• 辻調理師専門学校   南館増築
• 開業サポートシステム開始

•  フランス料理の「なぜ」に答える
     エルヴェ・ティス／著  須山泰秀／訳  
     柴田書店／刊
•  小阪英幸  中華のおかずおいしい基本
     ABC+辻調理師専門学校／編  
     学習研究社／刊
•  名品フランス菓子〈全３巻〉
     辻静雄／編著  婦人画報社／刊 

2000
 H12

• 辻調理師専門学校   北館増築
•  フランス校が開校20周年を記念して 
  「ポール･ボキューズ」でレセプション開催

•　九州・沖縄サミット「首脳社交晩餐会」
  で料理の総合プロデュース・制作を
  担当。辻調グループスタッフ全員に
  総理大臣感謝状

•　エコール 辻 東京にて、東京・国立市
  「市民講座（地元野菜の料理講習会）」
   に協力。

• 料理をおいしくする包丁の使い方
  辻調理師専門学校／編
  ナツメ社／刊
• 畑耕一郎  和風のおかずおいしい基本
  ABC+辻調理師専門学校／編
  学習研究社／刊
• 本多功禰  パスタ＆イタリアン
  おいしい基本
  ABC+辻調理師専門学校／編
  学習研究社／刊
• イタリア料理基礎技術講座
  本多功禰／著  柴田書店／刊
• ｢辻調｣直伝 和食のコツ
  畑耕一郎／著　講談社文庫／刊
• リヨンの料理人ポール・ボキューズ自伝
  ポール・ボキューズ／著
  須山泰秀／訳　晶文社／刊

2001
 H13

• 辻調理師専門学校 本館新校舎竣工
• 水野邦昭が大阪府の優秀技能者
  「なにわの名工」に選ばれる
• 畑耕一郎が「大阪府知事賞功労章」を受章

▲ フジTVドラマ「アンティーク〜西洋骨董 
  洋菓子店」のケーキ制作を担当

• フィリップ・ローランド「ジュール・ヴェルヌ」
• ポール・レイ「ルノートル製菓学校」
• フィリップ・ゴベ「ルノートル製菓学校」
• ジャック・ラムロワーズ「ラムロワーズ」

▲ 現代フランス料理宝典〈全１２巻〉
 辻静雄／監修  学習研究社／刊
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•　料理の仕事がしたい
  辻芳樹／編  岩波ジュニア新書／刊
•　プロのためのわかりやすいイタリア料理
  永作達宗／著  柴田書店／刊

2007
 H19

• 辻調理師専門学校 調理技術
  マネジメント学科（2年制）開設
• エコール 辻 大阪、エコール 辻 東京の
  各カレッジ名を変更
• 放送大学との教育連携が始まる
• 松本秀夫が2度目の「厚生労働大臣表彰」
• 水野邦昭が、フランス政府より
  「農事功労章シュヴァリエ」受章
• フランス政府より、ピエール・ベアルが
  「教育功労勲章のシュヴァリエ階級」受章

▲ 「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」
  07年04月より濱本、若林、宮崎が
  レギュラー出演

•　テレビ朝日「二人の食卓〜ありがとうの
  レシピ」放送開始（2012年まで放送）

•　アンヌ=ソフィー・ピック「ピック」

•　よくわかる中国料理基礎の基礎
  吉岡勝美／著  柴田書店／刊
•　調理法別 フランス料理
  辻調理師専門学校／編
  NHK出版／刊
•　新ラルース料理大事典〈全３巻 +索引〉
  辻調理師専門学校+
  辻静雄料理教育研究所／訳
  同朋舎／刊
•　ワインを愉しむ
  基本大図鑑 ワイン・マルシェ
  辻調理師専門学校+山田健／監修  
  講談社／刊
•　新訂 フランス料理基本用語
  辻調理師専門学校+エコール 辻／編
  大修館書店／刊
•　現代の香港を知る  KEYWORD888
  福冨奈津子／食関連項目執筆  
  三修社／刊

2008
 H20

• エコール 辻 大阪、エコール 辻 東京の
  各課程・コース名をマスターカレッジに変更
• 韓国・ソウル「tsuji+Ⅰ」スタート
• 第1回「料理検定」実施、「サライ大賞」
  部門賞受賞
• 石川智之「中国料理世界大会」特金賞受賞

▲ 雑誌「週刊少年サンデー」にて
  「★★★三ツ星のスペシャリテ」監修

•　CS「料理大学フランス校特番」放送
•　TBS「Around40〜
  注文の多いオンナたち」、
  MBSドラマ「パンダが町にやってくる」、
  WOWOW「天国のスープ」の
  料理制作に協力

•　和久田哲也「テツヤズ」

• 調理法別 日本料理
  辻調理師専門学校／著
  NHK出版／刊
• 美食のテクノロジー
  辻芳樹／著  文藝春秋／刊
• 飲食店経営基礎講座
  安田理+山田祐仁／著
  ぺりかん社／刊 
• フランス料理の「なぞ」を解く
  エルヴェ・ティス／著　
  須山泰秀（辻調理師専門学校）+
  遠田敬子／共訳　柴田書店／刊
• 料理検定 公式問題集＆解説 ２級
  辻調理師専門学校
  料理検定委員会／編　評論社／刊
• 料理検定 公式問題集＆解説 3級
  辻調理師専門学校
  料理検定委員会／編　評論社／刊
• 広辞苑　第六版
  辻芳樹＋山内秀文／
  飲食関連語執筆・校閲
  岩波書店／刊

2009
 H21

• 辻製菓専門学校 製菓技術マネジメント
  学科（2年制）開設
• エコール 辻 大阪に辻カフェ・フード
  デザインマスターカレッジ開設
• エコール 辻 東京に辻フード総合
  マスターカレッジ（2年制）開設
• 辻製菓マスターカレッジ 
  2年制コース開設
• 吉岡勝美、日中協「陳建民
  アカデミー賞」受賞
• 杉山忍が厚生労働大臣より表彰

▲ TBSテレビ｢ひみつの嵐ちゃん｣協力

•    フジTVドラマ「メイちゃんの執事」協力
•    韓国・KBSテレビ 
「KBSスペシャル 厨房の哲学者たち」
協力・出演

• ヤニック・アレノ「ホテル・ムーリス」

• 基礎からわかるフランス料理
  安藤裕康+古俣勝+戸田純弘／著　
  辻調理師専門学校／監修
  柴田書店／刊
• 調理法別 中国料理
  辻調理師専門学校／著
  NHK出版／刊
• 日本料理 基礎から学ぶ 器と盛り付け
  辻調理師専門学校  畑耕一郎／著　
  柴田書店／刊
• 科学でわかるお菓子の「なぜ？」
  中山弘典+木村万紀子／著  
  辻製菓専門学校／監修
  柴田書店／刊
• 辻調が教える おいしさの公式 西洋料理
  辻調理師専門学校／編
  ちくま文庫／刊
• 辻調が教える おいしさの公式 日本料理
  辻調理師専門学校／編
  ちくま文庫／刊
• 辻調が教える おいしさの公式 洋菓子
  辻調理師専門学校／編
  ちくま文庫／刊
• 辻調が教える おいしさの公式 中国料理
  辻調理師専門学校／編
  ちくま文庫／刊
• 親子なかよく料理上手になれる本  
  あいことばはウ・キ・キ
  田中はづき／著
  辻調理師専門学校／監修
  小学館／刊
• 料理検定 公式問題集＆解説 1級
  辻調理師専門学校
  料理検定委員会／編  
  評論社／刊

2010
 H22

• エコール 辻 東京に新校舎完成。
  併設の「アトリエ 辻 東京」が一般の方にも
  販売できる実習室として始動
• 松本秀夫「瑞宝単光章」を受章

•　辻芳樹が「ワールズ・オブ・フレーバー」
  にモデレーターとして参加

•　50周年事業として「辻静雄食文化賞」
  を設立

•　農水省料理人顕彰制度
  「料理マスターズ」審査協力

▲   協力映画「ちょんまげぷりん」が公開

▲   舞台「甘男子〜あまだん」技術指導に協力

•  協力映画「オカンの嫁入り」が公開

• ギィ・ラソゼ「ギィ・ラソゼ」

• 新版 解いてわかる
  製菓衛生師試験の手引き
  辻製菓専門学校／編  柴田書店／刊
• 新版 プロのためのわかりやすい
  中国料理
  松本秀夫＋辻調理師専門学校
  中国料理研究室／著  柴田書店／刊
• ５番テーブルに四季
  ヤニック・アレノ+増井和子／著  
  古俣勝 +中尾祐子／訳
  駿河台出版社／刊
• パティシエになるには
  辻製菓専門学校／編著
  ぺりかん社／刊
• フランス料理と批評の歴史
    八木尚子／著  中央公論新社／刊
• 使える製菓のフランス語辞典
  小阪ひろみ+山崎正也／著  
  辻製菓専門学校／監修
  柴田書店／刊
• 上沼恵美子のおしゃべりクッキング 30
  ABC+辻調理師専門学校／編  
  学習研究社／刊

2011
 H23

辻製菓技術研究所の実習店舗
「P.L.T.」が、あべのマーケットパーク
 キューズモール内にオープンし、
 新カリキュラムがスタート。

• 辻調グループとデイヴィッド・ブーレイ氏の
  共同プロジェクト、ニューヨークの
  日本料理店「Brushstroke」始動。
  ミシュランガイドで初年度から1ツ星獲得
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• 農水省主催、外国人対象の
  日本料理コンペティション
  「和食ワールドチャレンジ」
  第1回が開催され審査を協力

• 次世代のための料理人コンペティション
  「RED U-35」審査協力
  

• 韓国・慶州大学校と教育連携スタート

▲ テレビ朝日「信長のシェフ」の技術指導・
  監修を担当

•　 フジテレビドラマ「dinner」の技術指導・
監修を担当

•　白泉社「花とゆめ」連載マンガ
  「こももコンフィズリー」監修協力
•　フジテレビドラマ「鴨、京都へ行く。」協力

［左］ 辻静雄生誕80周年を記念して辻静雄
　 　ライブラリーが復刊
　 　「辻静雄ライブラリー」 全7巻
　 　辻静雄／著  復刊ドットコム／刊
　 　第1巻 フランス料理の手帖
　 　第2巻 うまいもの事典
　 　第3巻 エスコフィエ
　 　第4巻 舌の世界史
　 　第5巻 フランス料理を築いた人びと
　 　第6巻 料理人の休日

［右］ 和食の知られざる世界
　 　辻芳樹／著  新潮社／刊
•　ボキューズの食卓
  ポール・ボキューズ／著
  辻調理師専門学校／監修
  中尾祐子・辻調グループ 辻静雄料理  
  教育研究所／訳
  株式会社ミュゼ／発行
•　イタリア料理基本用語
  伊和篇・和伊篇・テーマ別篇で
  使いやすい
  辻調理師専門学校／ 監修
  近藤乃里子＋合田達子＋
  正戸あゆみ／著  
  柴田書店／刊
•　岩波 世界人名大辞典　
  辻調グループ／料理・飲食分野執筆
  岩波書店／刊

2014
 H26

• 辻調理師専門学校が
「日本留学 AWARDS2014」入賞
  

•　エコール 辻 東京×ファミリーマート
   コラボ商品開発、スイーツ2品を
   全国店舗で販売

•　辻製菓専門学校×キットカット
  コラボ商品アイデア提供

　•　料理検定に続き「菓子検定」第1回開催

•　エコール 辻 東京にて「駐日各国大使・
  大使館職員対象日本料理セミナー」開催

▲ NHKドラマ
　 「銀二貫」協力

▲ テレビ東京
　 「カンブリア宮殿」出演

•  アメリカCNN「Talk Asia」に出演

▲ KAWADE夢ムック 文藝別冊［総特集］
   辻静雄　河出書房新社／刊

•　菓子検定　公式問題集＆解説　3級
  辻製菓専門学校　菓子検定委員会／編
   評論社／刊
•　「辻静雄ライブラリー」 全7巻
  辻静雄／著  復刊ドットコム／刊
  第7巻　料理に「究極」なし
•　ドイツ菓子・ウィーン菓子
  −基本の技法と伝統のスタイル
  長森昭雄、大庭浩男／著　
  辻製菓専門学校／監修
  学研教育出版／刊
•   パティシエに教わる人気のお菓子
  辻調グループ エコール 辻 東京
  製菓研究室／編 学研パブリッシング／刊

2015
 H27

• 辻調理師専門学校が
「日本留学 AWARDS2015」にて
西日本地区専門学校部門大賞受賞

• 菓子検定2級制定
• 一般財団法人 辻静雄食文化財団設立

•　JR西日本「トワイライトエクスプレス」
   ラストランにて、フランス料理コース
   メニューをプロデュース

•　 辻製菓技術研究所×和歌山テロワー
ル事業 和歌山産果物を使ったスイーツ
をP.L.T. で販売

•　韓国・彗田大学と教育連携スタート
•　近畿日本ツーリストと
「道の駅元気プロジェクト」発足

•　BS朝日「昭和偉人伝〜辻静雄〜」
•　TBS「別冊アサ秘ジャーナル」
•　LaLaTV「あなたがヒロイン！」学生出演
•　朝日新聞「みをつくし語りつくし」
  40回連載

•　菓子検定　公式問題集＆解説 2級
  辻製菓専門学校 菓子検定委員会／編
  評論社／刊
•　完全改訂版 食材大図鑑 マルシェ 
  辻調理師専門学校／監修 講談社／刊
•　上沼恵美子の
  おしゃべりクッキング料理百科 
  辻調理師専門学校他／編
  学研パブリッシング／刊

▲   NHK「グレーテルの
かまど」放送開始。 
製菓指導・制作に
全面協力

▲   協力映画「洋菓子
店コアンドル」が公
開

▲   日本テレビ系ドラマ
「高校生レストラン」
の技術指導・監修
を担当

▲   フジTVドラマ｢全開
ガール｣の技術指
導・監修を担当

• 小学館少年サンデー GX 連載マンガ
  「ビストロ・パ・マルの事件簿」に制作協力

• 1月号より「上沼恵美子のおしゃべり
  クッキング」が月刊テレビテキスト化
• 基礎からわかる製パン技術
  吉野精一／著  柴田書店／刊
• 食材の切り方大図鑑 CuttinG
  辻調理師専門学校／監修
  講談社／刊
• 中国料理小辞典
  福冨奈津子／著  柴田書店／刊 

2012
 H24

• エコール 辻 大阪 辻カフェ・フード
  デザインマスターカレッジを
  辻カフェフード・スイーツマスターカレッジ
  に名称変更
• エコール 辻 東京の2年制コースを
  それぞれ辻調理技術マネジメントカレッジ、
  辻製菓技術マネジメントカレッジに名称変更

•　デュシタニ・カレッジ（タイ王国）と
   辻調理師専門学校が教育連携協定
•　和食登録のための「ユネスコ無形
   文化遺産化推進協議会」に
   辻芳樹校長が参加

▲   テレビ朝日ドラマス
ペシャル「みをつくし
料理帖」の技術指
導・監修を担当

▲   毎日新聞にて
　 「落語食堂」
　 連載開始

• フジテレビ「アイアンシェフ」
  技術解説担当
• 協力映画「愛しの座敷わらし」が公開
• フジテレビドラマ「息もできない夏」の
  技術指導・監修を担当

• フランス料理ハンドブック
  辻調グループ
  辻静雄料理教育研究所／編著
  柴田書店／刊
• お菓子づくりの失敗を
  スッキリ解決する本
  百野浩史／著　ナツメ社／刊
• パンづくりに困ったら読む本
  梶原慶春 +浅田和宏／著
  池田書店／刊 
• パンづくりの科学
  吉野精一／著　誠文堂新光社／刊
• 精選版 お菓子の基本
  エコール 辻 東京 製菓研究室／編  
  学研パブリッシング／刊
• ポケット・ワイン・ブック 第9版
  ヒュー・ジョンソン／著  
  辻静雄料理教育研究所／訳  
  早川書房／刊

2013
 H25

• 長谷川晃「日本料理コンペティション」優勝
• 三浦和也「メートル・ド・セルヴィス杯」優勝
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• 日本経済新聞「こころの玉手箱」5回連載
• 毎日新聞「美食地質学入門」連載開始

• NHK BSP「京都人の密かな愉しみ 
Blue 修業中 祝う春」料理製作 技術指導

▲ 広辞苑 第七版
岩波書店／刊

「飲食」分野の約2600項目の校閲と
新収項目約400の執筆

•　Modernist Cuisine at Home 現代料
理のすべて
ネイサン・マイアーボールド、マキシム・ビ
レット／著
辻静雄料理教育研究所（八木尚子、
正戸あゆみ）／訳・監修
KADOKAWA／刊

•　料理の科学大図鑑
  スチュアート・ファリモンド／著

辻静雄料理教育研究所／訳・監修
河出書房新社／刊

2019
R01

•食業人の活躍を発信するWEBサイト
 「PROFESSIONs [OF FOOD AND***]」を

活用した中学高校向け職業教育教材提供
開始

• ヴァンサン・デュランがショコラティエ・コンフィ
ズリー部門で「M.O.F」を受章

• G20大阪サミット「首脳夕食会」で辻芳樹が
エグゼクティブ・プロデューサーを務め辻調グ
ループが料理監修と調理を担当

• 辻調理師専門学校が
 「日本留学 AWARDS2019」にて西日本地区

専門学校部門大賞受賞 (3回目)
 

• NHK「あさイチ」レジェンドキッチンに学生出演
・ NHK BS「極上！スイーツマジック」学生出演
・ 映画「Diner ダイナー」料理製作・技術指導

• NHK BSP「京都人の密かな愉しみ 
Blue 修業中 祇園 (ぎおん) さんの来はる
夏」料理製作・技術指導

• 食材事典シリーズ『調理科学×肉の事典』
朝日新聞出版／編著、辻調グループ／
監修、朝日新聞出版／刊

・ ファミリー・ミール フェラン・アドリアの
家庭料理
フェラン・アドリア／著
辻静雄料理教育研究所／監修
KADOKAWA／刊

•  ピエール ベアルが「平成29年秋の叙勲 旭
日双光章」を受章

•  一般財団法人辻静雄食文化財団が公益財
団法人に認定

•  農林水産省「鳥獣利活用推進支援事業」に
協力

•  食業人の活躍を発信するWEBサイト
  「PROFESSIONs [OF FOOD AND***]」
  オープン

• クールジャパン拠点連携実証プロジェクト
  にて海外の教育機関とシンポジウム開催
• 「食の教育研究プロジェクト」始動

鳥取県、鶴岡市（山形県）、志摩市（三重
県）と地域連携協定締結

• ABC朝日放送
「きよし・黒田の今日もへぇーほぉー」出演
• 映画「ママ、ごはんまだ？」技術指導・監修
を担当

•  NHK BSP「京都人の密かな愉しみ Blue 
 修業中 送る夏」料理製作・技術指導

• 世界食べものマップ
フェーベ・シッラーニ、
ジュリア・マレルバ／著
辻調グループ
辻静雄料理教育研究所／監修

• お菓子 生地づくりに困ったら読む本
エコール 辻 東京／監修
山㟢正也／著　池田書店／刊

• 日本料理のコツ
杉田浩一・比護和子・畑耕一郎／共著
角川ソフィア文庫　KADOKAWA／刊

• フランス料理の歴史
ジャン=ピエール・プーラン、
エドモン・ネランク／著
山内秀文／訳・解説
角川ソフィア文庫　KADOKAWA／刊

• イタリア料理のアイデンティティ
マッシモ・モンタナーリ／著
辻静雄料理教育研究所
正戸あゆみ／訳
河出書房新社／刊

• 西洋料理のコツ
的場輝佳・西川清博・木村万紀子／共著
角川ソフィア文庫 KADOKAWA／刊

2018
 H30

• 「食による地域おこしと災害支援に関する研
究開発に係る連携協定」締結

• 立教大学で寄付講座「ガストロノミー（美食）
と観光」開講

• 辻芳樹がフランス政府よりフランス国家功労
勲章「シュヴァリエ」を受章

•

　

・「検定アプリ」無料配信スタート

• 鶴岡市 × エコール 辻 東京「鶴岡フィー
ルドスタディプログラム」実施

• 和歌山県 × エコール 辻 大阪
「地域プロデューサーとしての製菓技術
者育成講座」開講
和歌山産果物を使ったスイーツの通年
販売開始

［左］ 現代フランス料理科学事典
　　 ティエリー・マルクス+ラファエル・オーモン／著 
　　 的場輝佳／監訳
　　 辻調グループ 八木尚子／翻訳
   　 講談社／刊

［中］ 素材の力を引き出す 包丁の使い方 
　 　辻調グループ エコール 辻 東京／編著 
　　 ナツメ社／刊

［右］ 新しい中国点心 -生地からわかる
　　 基本とバリエーション
　　 辻調理師専門学校／監修
　　 吉岡勝美／著　柴田書店／刊

［左］ すごい！日本の食の底力
　　 辻芳樹／著　光文社／刊

［右］ 辻調　感動和食の味わい種明かし帖
　　 辻芳樹／監修　小学館／刊

2016
 H28

• 辻調理師専門学校・辻製菓専門学校
  別館竣工
• エコール 辻 大阪　新校舎竣工・移転
• 「P.L.T.」エコール 辻 大阪1Fに移転。
  教員が製造販売を行う店舗にコンセプト変更
• 新大学制度に関するシンポジウム開催
• 分林眞人が厚生労働大臣より表彰
• アメリカの料理大学 
「The Culinary Institute of America
（CIA）」で日本料理専門講座実施

• 福島県石川町の小・中学生に
エコール 辻 東京の学生が給食提供

• 鹿児島県長島町と地方創生に
関する連携協定締結

•  農水省主催ニューヨークにて
  和食イベント協力

• テレビ朝日ドラマ「グ・ラ・メ！」
技術指導・監修を担当
• フジテレビドラマ「シェフ」の技術指導
•NHK「あさイチ」レジェンドキッチンに学
生出演

• 定番おかず おいしい基本
辻調理師専門学校／編 学研プラス／刊

（復刊）
• Practical Japanese Cooking　

英文版 初めての日本料理
辻静雄、畑耕一郎／著
講談社インターナショナル／刊

2017
 H29

•［エコール 辻 大阪］辻カフェフード・スイーツ
  マスターカレッジを辻カフェ＆
  パティスリーマスターカレッジに名称変更
• 辻調理師専門学校が「日本留学
  AWARDS2017」にて
  西日本地区専門学校部門大賞受賞（２回目）
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オープン
キャンパスへ
行こう！

05

来て、見て、感じて、確かめてほしい。

先生や先輩たちの熱気を。これぞ本物と呼べる、味や香りを。

「この学校がいい」「この学科しかない」といった、

自らの夢をかなえるための進路も、きっと見つかる。
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キャリア形成セミナープチオープンキャンパス授業見学 ウィーク

出張相談会相談見学会

オープンキャンパス以外のイベント

オープンキャンパスの流れ

※開催校やフェアの内容によって異なります。

スタッフが元気一杯にお出迎え
「ようこそ、辻調グループへ！」。

受付を済ませたら教室へ。

さぁ、実際につくってみよう！ 先生もそ
ばについているので安心。どんな

質問も大歓迎です。
まずは詳しい学校説明！ 他の学校との

違いや魅力、辻調グループの教育
内容がよくわかります。

受付 実習
学校説明

お待ちかねの試食！ 他では味わえない
「辻調グループならではのおいしさ」

を堪能しよう！

校舎内を巡って、
ジャンルごとに完備された
最新の設備を確かめて！

授業や学費・生活のことなど、なんでも
質問できます。気になることはどん

どん聞いてみましょう。

試食 設備見学
個別相談

こだわりの食材や
専用の機材を
扱えるのも

辻調グループならでは！

先生や在校生が
近くにいるから、
どんなことでも

聞いてみて！

10のセミナープログラムを開講。食業界に興味をもつ
高校生の職業選択を応援するプロジェクトです。

みなさんの「地元」に辻調グループがやってきます。
個別相談もできるので、遠方の方は是非！ 

普段の授業さながらの「講習授業」を
特別に体験！

じっくり個別相談＆校舎見学ができます。

リアルな授業を見学。
普段の学校の様子がよくわかります！ 

オープンキャンパスの様子を
動画で見てみよう！

出張相談会
みなさんの「地元」に辻調グループがやってきます。

個別相談もできるので、遠方の方は是非！ 

FOOD & SWEETS FESTA
料理とお菓子が１日でいくつも体験できる

特別イベントです！
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つの方法から選ぼう!

件名に「オープンキャンパス（または、授業見学・相談見学会）参加希望」、本文に
◎氏名（フリガナ）�◎住所�◎電話番号�◎年齢�◎職業（学生の場合は学校名と学年、学科名）
◎参加希望校（エコールの場合は参加希望カレッジまで）※東京校は1日に複数カレッジへの参加はできません。
◎参加希望日（午前または午後）�◎保護者の方が付き添いで参加される場合は、その人数を明記して送信してください。

大阪

大阪（フリーダイヤル）

東京

東京（フリーダイヤル）

taiken@tsuji.ac.jp

7 0120-24-2418

taiken-tokyo@tsuji.ac.jp

7 0120-71-1305

https://www.tsuji.ac.jp
オープンキャンパスのより詳しい情報をご覧いただけます。

オープンキャンパスのお申し込みはカンタン

遠方の方には交通費補助あり
（詳しくはホームページまで）

参加費
無料

参加希望者の個人情報は、ご参加いただく方のデータ登録および本校からの情報提供の目的で使用いたします。本校の個人情報の取り扱いについては本校
WEBサイト「プライバシーポリシー」を参照してください。�→��https://www.tsuji.ac.jp

QRコードで
スマホサイトに
簡単アクセス

E - M A I L

T E L

W E B S I T E

直前の
お申し込みは
お電話で！

辻調オープンキャンパス 検索

3

オープン

キャンパス

開催カレンダーを

チェック
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オープンキャンパス & 学内イベント スケジュール

辻調理師専門学校 辻製菓専門学校

［午前開催］ 10：00〜13：30／［午後開催］ 14：00〜17：30 ［午前開催］ 10：00〜13：30／［午後開催］ 14：00〜17：30

2020

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

1 日（土）

8 日（土） 8 日（土）

23 日（日）

7 日（土）

15 日（日）

20 日（金）

21 日（土）

15 日（日）

7 日（土）

11 日（土）

28 日（土）

20 日（金）

21 日（土）

29 日（日）

28 日（土）

29 日（日）

5 日（日） 5 日（日）

11 日（土）

19 日（日）19 日（日）

26 日（日） 26 日（日）

2 日（土）

3 日（日） 3 日（日）

1 日（土）

30 日（土）

9 日（土）

10 日（日） 10 日（日）

17 日（日） 17 日（日）

18 日（月） 18 日（月）

22 日（金） 22 日（金）

23 日（土）23 日（土）

24 日（日）24 日（日）

25 日（月）25 日（月）

29 日（金）29 日（金）

30 日（土）

31 日（日） 31 日（日）

6 日（土） 6 日（土）

7 日（日） 7 日（日）

14 日（日）

13 日（土）

14 日（日）

20 日（土） 20 日（土）

21 日（日） 21 日（日）

28 日（日） 28 日（日）

29 日（月） 29 日（月）

30 日（火） 30 日（火）

６
月
１
日
か
ら

エ
ン
ト
リ
ー
開
始
！

AO
入試

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

※「高度調理技術マネジメント学科」説明会 13：00〜14：30

11：00〜 11：00〜

１日２回開催

午前のみ開催 １日２回開催

１日２回開催

１日２回開催 １日２回開催

１日２回開催 １日２回開催

１日２回開催１日２回開催

１日２回開催１日２回開催

午前のみ開催※「高度調理技術マネジメント学科」説明会 14:30〜16:00

１日２回開催

１日２回開催

午前のみ開催

午前のみ開催

学園祭

１日２回開催

１日２回開催

午前のみ開催※「高度調理技術マネジメント学科」説明会 14：30〜16：00 １日２回開催

１日２回開催

FOOD ＆ SWEETS FESTA　10:00〜15：00 FOOD ＆ SWEETS FESTA　10:00〜15：00

18日（月）〜２2日（金）　１４：００〜１６：００
授業見学ウィーク！

18日（月）〜２2日（金）　１４：００〜１６：００
授業見学ウィーク！

25日（月）〜29日（金）　１４：００〜１６：００
授業見学ウィーク！

25日（月）〜29日（金）　１４：００〜１６：００
授業見学ウィーク！

プチオープンキャンパス 10：00〜12：30／14：00〜16：30

１日２回開催

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

１日２回開催

授業見学DAY 10：00〜12：00／14：00〜16：00

授業見学DAY 14：00〜16：00

授業見学DAY 14：00〜16：00

授業見学DAY 10：00〜12：00／14：00〜16：00

午前のみ開催※「高度調理技術マネジメント学科」説明会 14：30〜16：00

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

午前のみ開催※「高度調理技術マネジメント学科」説明会 14：30〜16：00

授業見学DAY 14：00〜16：00

授業見学DAY 14：00〜16：00
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▶ 7月以降の日程については、随時ホームページにてお知らせいたします。
※場合により、開催日の追加および内容・開催時間の変更などが生じる可能性があります。 ※大学・短大生、社会人の方もご参加いただけます。

参加費無料

エコール 辻 大阪 エコール 辻 東京

［午前開催］ 10：00〜13：30／［午後開催］ 14：00〜17：30 ［午前開催］ 10:00〜13:00／［午後開催］ 13:30〜16:30

2020

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

8 日（土） 8 日（土）

16 日（日）

22 日（土）

20 日（金）

15 日（日）

21 日（土）

7 日（土）

28 日（土）

21 日（土）

20 日（金）

29 日（日）

28 日（土）

29 日（日）

5 日（日） 5 日（日）

12 日（日）

19 日（日）

26 日（日）

29 日（水）

3 日（日）

1 日（土）

11 日（土）

9 日（土）

23 日（土）

10 日（日）

17 日（日）

10 日（日）

24 日（日）

31 日（日）

23 日（土）

24 日（日）

30 日（土）

31 日（日）

6 日（土）

7 日（日） 7 日（日）

14 日（日）

20 日（土） 20 日（土）

21 日（日） 21 日（日）

28 日（日） 28 日（日）

29 日（月）

30 日（火）

14 日（日）
６
月
１
日
か
ら

エ
ン
ト
リ
ー
開
始
！

AO
入試

マスターカレッジのみ開催

午後のみ開催※辻製菓マスターカレッジ・辻カフェ＆パティスリー

開催時間はカレッジ、イベントにより異なります。
詳しくはHPをご覧ください。

1日2回開催

1日2回開催

午前のみ開催

1日2回開催

午前のみ開催

11：00〜15：30

午後のみ開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

１日２回開催

11：00〜 午前のみ開催

1日2回開催

午後のみ開催

午後のみ開催

午後のみ開催

1日2回開催

午後のみ開催

午後のみ開催

詳細はホームページにて

詳細はホームページにて

詳細はホームページにて

詳細はホームページにて

午後のみ開催

午後のみ開催

午後のみ開催

午後のみ開催

午後のみ開催 詳細はホームページにて

午後のみ開催

午後のみ開催

午後のみ開催

詳細はホームページにて

詳細はホームページにて

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

授業見学DAY 14：00〜16：00

授業見学DAY 14：00〜16：00

授業見学DAY 10：00〜12：00／13：30〜15：30

授業見学DAY 10：00〜12：00／13：30〜15：30

授業見学DAY 10：00〜12：00／13：30〜15：30

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00

相談見学会 10：00〜12：00／14：00〜16：00
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