
1年でここまでつくれるようになる（実習メニューの一部を紹介）

辻調理師専門学校

辻調理師専門学校の
パンフレットもご覧ください。

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3-16-11   0120-24-2418

English-language 
version available.

提供繁體中文版。提供简体中文版。 한국어로 보실 수 있
습니다.

日本料理の基本テクニックの一つひとつを、丁寧に学びとる。
1 椀物 → 造り → 2 焼き物 → 3 煮物 → 4 揚げ物 → 和え物 → 5 蒸し物 → 6 ご飯物

旬の食材をテーマとして、会席料理などの本格的なコース料理やすしなどに挑戦。
7 旬料理「鱸（すずき）」 → 8 旬料理「鱧（はも）」 → 9 すし → 菓子 → 10 会席料理
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日本料理本科 ［ 1年制 ］

Japanese cooking 

日本料理本科
日本料理本科
일본요리 본과

日本料理クリエイティブ経営学科 ［ 2年制 ］

Japanese culinary arts and business

日本料理创意经营学科
日本料理創意管理學科
일본요리 크리에이티브 경영학과

Japanese Cuisine is About to Take its Place on the World Stage.

Tsuji Culinary Institute

今后的日本料理将在全世界大放光彩。

辻调理师专门学校

今後的日本料理將以世界為舞台。

辻調理師專門學校

앞으로는 전 세계가 일본요리의 무대.

츠지조리사전문학교

辻調理師専門学校

2021年4月新設

夏祭り
賀茂茄子の夏祭り仕立て

味噌と紫蘇の香り

協力：成澤由浩氏

レストラン「NARISAWA」
オーナーシェフ

辻調グループの総合プロデュースによって、
Ｇ20大阪サミットの首脳夕食会で提供され
た一品。動物性の食材を一切使用せず、
ビーガン・ハラールといった多様な価値観や
宗教に配慮されている。
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自然薯とレンコンの餅と色鮮やかな根菜
蔵囲い熟成利尻昆布と
野菜のお出汁のお椀

手 毬

世界唯一の学科が
日本料理を

“世界基準”へと導く。

　インターネットやSNSの進化は、世

界のどこにいる人ともリアルタイムでの

やりとりを可能にしました。海外から日

本を訪れる外国人観光客も増える一

方で、「世界」はどんどん身近になって

います。

　「食」の分野に目を向ければ、海外

で修業して本場の味を日本で振舞う日

本人シェフのみならず、日本に移り住

んで母国の味を提供する外国人シェフ

も増え、今や日本にいながらにして世

界の本格的な料理を味わえることがご

く当たり前の時代になりました。

　一方で、和食の世界遺産登録以来、

海外の日本料理店の数は倍増してい

ます。国内の日本料理店に来る外国人

客も増え、“Sushi”“Tempura”はもは

や世界共通の言葉になりました。そん

な現代において、日本料理の道を志す

者は、将来の自分の“お客様”は世界

中にいるという認識をも持っておく必

要があるでしょう。　

　そして、私たちは確信を得ました。工

夫とアイデア次第で、日本料理は世界

の人 に々喜びを与えられる。私たちはこ

の首脳夕食会を通して、日本料理のポ

テンシャルの高さを改めて実感したの

です。

　日本料理の可能性をさらに広げ、世

界へと発信していける人材を育成する

こと。それは辻調グループの責務であ

ると私たちは考えています。

　2021年4月、辻調理師専門学校に

日本料理の新学科が開設されます。ひ

とつは、日本料理の基本的な技能・知

識を徹底して身につけ、すし・てんぷ

らといった専門性の高い料理にも対応

できて、現場で即戦力となる人材を育

てる『日本料理本科』。もうひとつは、日

本料理に特化した、世界唯一となる2

年間のカリキュラムにより、日本料理の

高度な技能や知識を「自ら創造する

力」へと発展させ、海外での活躍・店

舗経営へとつなげられる人材を育てる

『日本料理クリエイティブ経営学科』。日

本料理の新たな歴史が、ここから始ま

ります。

　しかし、日本料理が本当の意味で世

界に受け入れられるには、さらなる「変

革と工夫」が必要です。そして、それは

日本料理にはまだまだ発展の余地があ

る、という意味でもあります。

　2019年6月に開催された「G20大阪

サミット」。37の国や機関から首脳たち

が来日しました。その方 を々日本の料理

でもてなす、首脳夕食会を主導したの

が辻調グループ。一番の課題は、多様

な価値観や宗教への対応でした。肉や

魚を食べない菜食主義者「ベジタリア

ン」、乳製品なども含め動物性食品を一

切口にしない完全菜食主義者「ビーガ

ン」、イスラム教徒が守る食制限「ハラー

ル」、アレルギーなど健康上の理由でグ

ルテンを含む食品を避ける「グルテンフ

リー」。こうしたさまざまな制約や嗜好を

ふまえ、私たちは7通りのコース料理を

用意。豊かな自然の恵みである日本の

様 な々食材を、現代的な技法で調理す

ることによって、受け入れ可能な異文化

に日本料理を変換し、海外の賓客にも

満足いただける「世界基準」の料理を

提供しました。

［ 新学科設置の意義 ］

多様性が求められる日本料理

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、即戦力をめざします。

1年目に身につけた技能・知識をさらに高め、料理を

再現するだけでなく創造することができる能力を育

みます。また、グローバルな視点で物事を捉え、開業

や経営するための知識をしっかり身につけます。

［  2 年目 ］［  1 年目 ］

2021年 4月、辻調理師専門学校に日本料理の新学科が開設。

卒 業

日本料理本科

日本料理クリエイティブ経営学科

※2-3ページに掲載している料理写真は、G20大阪サミット2019 首脳夕食会で提供された料理の一部です。

首脳夕食会の料理テーマは「サスティナビリティーとガストロノ
ミーの融合」

森の風景／ビーツの炭火焼き
太閤ごぼうと舞茸の炊き込みご飯とともに

効果的に連動する「毎日実習」
「すし＆てんぷら実習」で
現場即戦力を身につける。

「グローバル視点」と
「創造的思考」「経営能力」を

育成する。

世界のあらゆる人々が
お客様になりえる時代

G20大阪サミットでも実証された
日本料理の新たな可能性

世界を見据え、日本料理に特化し、
その学びを深化させた新学科

卒 業

茶菓子
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実習

74%

実習以外
の科目

26%

日本料理本科の時間割は「毎日が実習」です。個

人実習で調理法や食材について学び、翌日のグ

ループ実習で同じ調理法や食材を使った料理に

取り組むなど、テーマに沿って連動する“毎日実

習”を展開。しかも「先生の実演を見てつくり方を

学ぶ」といった学習は「実習デモンストレーション」

の授業で行い、実習時の計画表も学生自ら作成す

るため、「実習」では授業開始とともに「自ら考え、つ

くる」ことに集中できます。そんな純度の高い「実

習」が、必修カリキュラム全体の74%。日本料理を

「自ら考え、つくる」ことに、1年間徹底して向き合

い、現場の即戦力となる力を養います。

連動する“毎日実習”を基軸としたカリキュラムにより、

「自ら考え、つくる」力を養成。
　日本料理理論

　個人実習

　グループ実習

「なぜその温度で加熱を？」「なぜその順番で？」といった日本料理

の「なぜ？」について、より理解を深める授業です。昔から最も適

切な調理法として伝えられてきた優れた技法には、「基本」と「な

ぜ？」が存在し、これが上手な調理を行うための原理となっていま

す。また、食材の知識やその特徴などもしっかり理解。仕上がった

料理の試食では、自分の目や舌を通して味やその特徴を確認しま

す。調理技術の原理を理論的に学んだ後、さらに実習で自ら手を

動かして確かめることで、学んだ知識を根づかせ、生涯を通じて役

立つ応用力を高めていくこともできます。

『日本料理実習』の授業は、個人実習とグループ実習の2種類に

分かれます。個人実習では、料理の基本となる「切る・焼く・煮る・

蒸す・揚げる」の五つの技法について、先生の指導を受けながら、

何度も繰り返して練習。例えば「切る」という技法だけでも、薄刃

包丁での大根の桂むき、出刃包丁での魚の三枚おろしなど、包丁

を使い分け、それぞれのテーマについて複数回に渡って学習し、

習熟度を高めます。そうして一人ひとりの着実なスキルアップを図

り、そのうえで習熟度を確かめる評価試験を定期的に実施。この

試験での全員合格をめざし、学生それぞれが苦手としている課題

について個別指導を受けながら練習できる機会も設けています。

個人実習で学んだ技法を発揮し、グループで協力して課題メ

ニューに取り組むなかで、プロの現場に通じる応用力や実践力を

養えるのがグループ実習です。事前のミーティングで、完成までの

タイムスケジュールや役割分担などをまとめた工程表をグループご

とに作成。例えば松花堂弁当のように複数の料理を同時に仕上

げるメニューの場合、「温かい料理は温かい状態で、冷たい料理

は冷たい状態で」と、すべての料理がおいしい状態で食べられるよ

う、出来上がりのタイミングを合わせることが重要です。これをふま

えて計画を立て、実際の作業ではチームワークを意識し、段取り良

く進行。時には失敗もありますが、実習後のミーティングで反省点

を話し合い、次のステップへと生かしていきます。

日本料理の基本技術
（技能＆知識）

を身につける。

企業で即戦力になれる
実践力を養う。

専門料理まで
できるようになる。

実習を中心に基本技術を確実に身につけます。動

画教材を使ったポイントの確認や、技とその裏付け

となる知識など、事前学習をしっかりおこなってから

実習に臨むため、理解度はおのずとアップ。また、基

本技法を何度も繰り返して練習する“個人実習”や、

細かい動きなども、事前学習した動画教材との違い

をチェックしながら進める“反転授業”でさらに技術

を磨きます。

「実習のない日がない」という“毎日実習”が、日本料

理本科の特徴のひとつ。『日本料理理論』の授業で

おいしさの裏付けとなる知識を学んだうえで、それ

を実践するかたちで毎日「日本料理をつくる」ことに

打ち込めます。しかもグループ実習では、学生自身

が役割分担や時間配分を考え、チームで協働。プロ

の現場を意識した実習経験を日々 繰り返し、即戦力

人材を育てます。

日本料理の代表として、世界の多くの人がイメージ

する“すし”と“てんぷら”。これらの専門料理にも対

応できる人材を育てるため、それぞれの専門店での

実績を持つ講師の指導により、すしの専門実習や、

てんぷらを揚げる技術の習得に徹底して取り組む

実習等を展開。日本料理の背景となる知識も深め、

日本料理を世界へと発信できる素養を築きます。

反転授業

実習
デモンストレーション

す　し

個人実習

グループ
実習

てんぷら

毎日実習

毎日実習

日本食文化
概論

効果的に連動する「毎日実習」

「すし ＆ てんぷら実習」で

現場即戦力を身につける。

1年制

日本料理本科
One-year program : Japanese cooking

1 年 制

■CUR R ICU LUM ■特徴的な学び

1
事前に自宅などで
動画を見てポイント
の確認をし、用紙に
書きだす。

学生同士で指摘し
あいながら実践。で
きたこととできなかっ
たことを書きだす。

先生が見本を見せ
る。再確認をしなが
ら、自分たちだけで
は学び取れなかった
ことに気づく。

さらに個人で実践。
指摘されたことや振
り返りで気づいたこ
とを実行し、学びを
深める。

3

2

4

1週間のカリキュラム（例）

※すしの場合

毎日学ぶことが連動しながら展開するため、理解が深まり、技術力もアップします。

毎日実習に加え、連動する各授業

事前に動画を見てポイントを確認することで理解度が上がります。実践しながら意見を出し

合うことで、改善点を導き出せるので、実習時間をより深い学びの場にすることができます。

効果的に技術を身につける実習授業の流れ（反転授業）

動画教材をCHECK!

MON TUE WED THU FRI

1
限目

2
限目

3
限目

4
限目

日本料理実習
（個人実習）

日本料理実習
（グループ実習）

すし実習

すし実習

すし実習

日本料理理論

キャリアデザイン

飲食店HACCP

日本
食文化概論

日本料理実習
（グループ実習）

日本料理実習
（個人実習）

各自で鱧の「おろし方」「骨切り」「造り」までを先生
の指導のもとで技術力を高める。

魚の「おろし方」「切り方」を先生の指導のもとで技
術力を高める。

個人実習個人実習

２日間連動することで色々なタイプのすしを学ぶこと
ができる。 例）魚をおろす→塩・酢でしめる→切る→
握る→提供

すし実習

個人実習で身につけた技術をもとに役割分担し、グ
ループで鱧料理４品〜５品を完成させる。

グループ実習

食の歴史、器の種類、盛り付けを学び知識の幅を
広げる。

日本食文化概論

調理法から食材の特徴・目利きを学び知識の幅を
広げる。

日本料理理論

※鱧（はも）：椀物・造り・焼物の場合
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1年目のカリキュラムは日本料理本科とほぼ同様で、

「実習」を中心に日本料理に特化した技能や知識

を習得。さらに2年目ではそれを積み上げる形で引

き続き実習に打ち込みつつ、料理の再現だけでな

く全体的な構成をコーディネートできる力を養いま

す。さらに、食に関連する日本の伝統文化、飲食店

経営や開業ノウハウ、おいしさの感じ方の科学的

な裏付け、世界が抱える食の課題についてなど、

幅広く学習。多角的でグローバルな視点や経営感

覚を持ち、日本料理を国内外に発信できる人材を

育てます。

2年間を通しての実習での積み上げを礎に、
広く精進料理なども学習。

いしずえ

「食」にまつわる世界のさまざまな課題について学習し、「自分

に何ができるか？」を見出していけるのも、この新学科の大きな

特徴です。『食環境マネジメント概論』では、農産物の国際基準

「G-GAP」や、海のエコラベル「MSC認証」などについて、背景

にある国際問題や周辺知識まで学習。普段から扱う食材や飲

食店での事例なども題材にし、身近なテーマとして考えます。また、

「ベジタリアン」「ビーガン」「ハラール」など、価値観や宗教上の

理由から食を制約する、世界のさまざまな食に対する考え方につ

いて学ぶ機会も。世界に通じる日本料理を創造し、発信していく

人材に不可欠な、国際感覚が身につきます。

HACCPとは、原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、

危害要因を分析した上で、危害の防止につながる特に重要な工程

を継続的に監視・記録する工程管理システムです。2020年の東

京五輪を見据えて義務化されました。この授業では、実際の飲食店

を想定したHACCP導入の実践的な知識や対応力を身につけるこ

とができます。

『食環境マネジメント概論』の授業では、農業や水産業、観光業な

ど地域の産業などにも視野を広げ、飲食店の社会的な役割や開

業することの意味を学びます。社会性を帯びた飲食店の開業をサ

ポートしている金融機関などの現役のエキスパートたちが講師に

加わり、具体的な開業計画の相談もできます。

外食産業のトレンドを察知し、飲食店を成功に導く経営知識を身

につけるための科目が『食ビジネス概論』です。外食業界の全体

像について理解を深めたうえで、「店舗コンセプト」「飲食店経営と

お金」「立地と物件」「接客と経営」「お客様心理と店舗運営」な

ど、さまざまな角度から飲食店経営について学習。実際の飲食店

の実例をもとに、経営戦略についても学びとります。最終的には

学生自らの手で「店舗計画」と「メニューブック」を作成。食ビジネ

スの知識や実践力を身につけるなかで、“経営視点”を育みます。

［ 1年目 ］

［ 2年目 ］

MON TUE WED THU FRI

1
限目

2
限目

3
限目

4
限目

MON TUE WED THU FRI

1
限目

2
限目

3
限目

4
限目

日本料理実習
（個人実習）

日本料理実習
（個人実習）

日本料理実習Ⅱ
（個人実習）

すし実習

食環境
マネジメント

概論

日本料理理論

食ビジネス概論 日本料理理論

飲食店
HACCP

キャリアデザイン

英語
コミュニケーションⅠ

英語
コミュニケーションⅡ

日本料理実習
（個人実習）

日本
食文化概論

日本料理理論Ⅱ

当　日
午前・午後午　前 午　後

前　日

日本料理実習
（個人実習）

日本料理実習Ⅱ
（グループ実習）

日本料理実習Ⅱ
（グループ実習）

日本料理実習Ⅱ
（グループ実習）

日本料理実習Ⅱ
（グループ実習）

日本
食文化概論Ⅱ

実習
71%

2年制
［ 2年目 ］

世界に通じる
日本料理を創造する。

グローバルな
視点を持つ。

経営・開業の知識を
身につける。

調理技法への理解を深めつつ、献立構成の考え方

について学び、さらに味や調理法を科学的に分析

するための知識を修得。また、ベジタリアンなどに対

応できる「精進料理」の知識も学びます。そしてこれ

らの学びの集大成としてオリジナルレシピに挑戦。

世界に通じる日本料理を、自ら生み出せる力が身に

つきます。

オリンピックや万博を控えた日本では、ハラール、

ビーガン、グルテンフリーなど、お客様の宗教、哲

学、信条、嗜好といった多様化への対応は緊急の

課題となっています。そして、国際社会で取り組む

国連の開発目標「SDGｓ」の実現に向けて、世界中

の料理人たちが連携しています。本学科の学びは

国際的な舞台で活躍することを前提としており、料

理人用の英語教育を開発、G20大阪サミット首脳夕

食会の経験をカリキュラム化するなどグローバルな

視点を身につけます。

外食産業の業界知識や飲食店の経営戦略など、食

ビジネスについて幅広く学びます。さらに開業に向

けた事業計画の立て方など、開業ノウハウについて

も学習。将来、独立開業して自らの店舗を経営して

いくことを視野に、その基盤となる知識を身につける

ことができます。

日本料理
実習Ⅱ

食環境
マネジメント
概論

食ビジネス
概論

日本料理
理論Ⅱ

英　語

開業
ノウハウ

日本食文化
概論Ⅱ

HACCP

■CUR R ICU LUM ■特徴的な学び

「グローバル視点」と

「創造的思考」

「経営能力」を育成する。

2年目の後半には、一日かけて料理を仕上げる “一日実習”を実施します。
前日には、オリジナルレシピなどのデモを実施。グループごとに一日実習に向けてミー
ティングと仕込みを行い、翌日に備えます。当日は、仕上げた料理を、お客様を想定した
かたちで料理を提供し合うという、実際の現場を再現した実習内容です。

まる一日かけて
料理を仕上げる
“一日実習”

　食環境マネジメント概論

　HACCP（ハサップ）

　食ビジネス概論

　開業ノウハウ

2 年 制

デモ
（試作）

ミーティング・
仕込み

一日実習

日本料理クリエイティブ経営学科
Two-year program : Japanese culinary arts and business

1週間のカリキュラム（例）

実習以外
の科目

29%

6 7


