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スクーリングのお知らせ
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開催日程

授業時間

開催場所
（大阪市阿倍野区）

西洋料理技術講座
イタリア料理では、郷土色豊かな
食材や技法を。フランス料理では、
たくさんの素材を使って手間暇か
けて作り、なぜそうするのか、とい
う工程の意味を学んでください。

日本料理技術講座
素材の味を最大限に活かすことへ
の「こだわり」。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ください。

中国料理技術講座
強火かつ短時間で火を通した食
材の食感、美味しさの決め手。仕
上がりを想定して工程を進める技
術を学びます。

製菓技術講座
フランス菓子の伝統と、基本技術
を学びます。古典と基本を学び、新
しさを生み出す感性と技術を身に
つけましょう。

製パン技術講座
材料がシンプルなため、生地はと
てもデリケート。パンの美味しさに
大きく影響する生地の見極めを
しっかり学んでください。

和菓子技術講座
餡を炊き、生地で包み、形づくり、
季節感を表現する。職人の手技や
豊かな感性を磨き、「和の世界」を
体感してください。



スクーリング開催概要

日　程

授業時間

費　用

集合場所

最寄駅

申込締切

問合せ先

受講条件

申込方法

申込辞退

その他

※白衣や必要な器具は、すべて本校にて準備いたします。

■西洋料理・日本料理・中国料理・製菓・製パン技術講座／2018年 3月19日（月）～ 3月23日（金）
■和菓子技術講座／2018年 3月23日（金）のみ 

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

[ 受講中 ] の講座に限ります

＊駐車場・駐輪場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

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

辻調理師専門学校・本館（西洋料理技術講座・中国料理技術講座）
辻調理師専門学校・南館（日本料理技術講座）
辻製菓専門学校（製菓技術講座・製パン技術講座・和菓子技術講座）

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

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

2018年 2月14日（水）必着 ＊お申込み受付後に、申込受付確認書と手引きを送付いたします。　　　

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

【申込辞退期限】
　2018年 2月23日（金）　午後５時まで

①【郵送でのお申込み】「スクーリング申込書」をご郵送ください。

②【WEBでのお申込み】公式ホームページより「申込みフォーム」へ必要事項を記入し、送信してください。

  　2018年1月16日（火）12時より申込受付開始　

　天候状況、災害により開催を中止させていただく場合がございます。開催中止については、事前のご連絡と共に、
　ご入金いただいた費用を返金いたします。尚、開催中止による日程振り替えはいたしません。
＜注意事項＞
　遅刻・途中帰宅はご遠慮いただいております。ご予定をご確認のうえ、お申込みください。
　本校では以下に該当される方のご参加をお断りする場合がございます。
　万全の体制で皆さまをお迎えするため、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
　　●妊娠中の方、体調面にご不安をお持ちの方　●ご自身で実習を行うことが難しい方　●授業参加にあたりサポートが必要な方
　　上記に該当される方はお申込み前に必ず通信教育部までご相談ください。

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

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

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

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

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



＊写真はイメージです。　＊食材の入荷状況等により、内容が変更になることがあります。
＊午前9時半～12時半まで講習、お昼休憩後午後より実習をおこないます。
＊2017年10月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していない料理も含まれています。

西洋料理技術講座

＊写真はイメージです。　＊食材の入荷状況等により、内容が変更になることがあります。
＊午前9時半～12時半まで講習、お昼休憩後午後より実習をおこないます。
＊2017年10月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していない料理も含まれています。

日本料理技術講座

＜実習＞
●アスパラガスと生ハムの
　 フリッテッレ
●フジッリ、海老とズッキーニ・
　 ペーストのクレーマ
●燻製にした豚肩ロース肉の
　 ソテー  バルサミコ酢添え
●さつまいもの甘いニョッキ
　 レンズ豆の煮込みとアーモン
　 ドのスープ添え
●チャバッタ

＜テーマ＞
・アンティパスト（温製）
・乾燥ショート・パスタについて
・肉料理について
・ドルチェについて
・イタリア・パンについて

イタリア料理
「イタリア料理の基礎１」

オマールの煮込み、アメリカ風牛肉の煮込み、ブルゴーニュ風鴨のオレンジ風味チョコレート風味の
お米のトルタ

アスパラガスと生ハムの
フリッテッレ

3/19（月） 3/20（火） 3/21（水） 3/22（木） 3/23（金）第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目

＜実習＞
●野菜のグリルのサラダ
　ポーチドエッグ添え
●オレッキエッテ、チーマ・ディ・
　ラーパ和え
●めばるのインパデッラ
　空豆のピューレ添え
●チョコレート風味の
　お米のトルタ
●クレッシェンテ

＜テーマ＞
・アンティパスト（冷製）
・手打ちパスタについて
・魚料理について
・ドルチェについて
・イタリア・パンについて

イタリア料理
「イタリア料理の基礎２」

＜実習＞
●フォワ・グラのポワレ、
　ソース・ポルト
●平目の香り衣焼き、ソース・
　ヴェルモット
●鴨のオレンジ風味
●クレメ・ダンジュ
　（アンジュ―風クリーム）
　フルーツサラダ添え

＜テーマ＞
・初日にフォワ・グラを下処理し
　３日間のオードブルとなります
・魚の五枚おろし
・鴨の火通し

フランス料理
「フランス料理の基礎１」

＜実習＞
●きのこのロワイヤル、
　フォワ・グラ添え
●帆立貝のア・ラ・ナージュ
●牛肉の煮込み、
　ブルゴーニュ風
●いちごのミルフィーユ
　バニラのアイスクリーム添え

＜テーマ＞
・ナージュ
・煮込み料理の基本
・折り込みパイ生地を使って

フランス料理
「フランス料理の基礎２」

＜実習＞
●フォワ・グラのテリーヌ
●オマールの煮込み、アメリカ風
●子牛メダイヨンのステーキ、
　マスタード風味
●温かいチョコレートケーキ
　フランボワーズのシャーベット
　添え

＜テーマ＞
・オマールの扱い方
・肉の焼き方
・チョコレートを使ったデザート

フランス料理
「フランス料理の基礎３」

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

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

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

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

②だし汁の引き方を学ぶ
　・一番だしの引き方

テーマ
「日本料理の基礎」

3/19（月） 3/20（火） 3/21（水） 3/22（木） 3/23（金）第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目

＜実習＞ 
　講習内容に準ずる

＜実習のテーマ＞ 
◯ 鯛の水洗い
◯ 鯛の三枚おろし
◯ 平造り、そぎ造りの切り方
◯ あら煮の炊き方
◯ 茶漬けの作り方

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

＜講習＞ 献立
造　り ● 平造り、そぎ造り
煮　物 ● 鯛あら煮
ご飯物 ● 鯛茶漬け

テーマ
「鯛を使って」

＜実習＞ 
　講習内容に準ずる

＜実習のテーマ＞ 
◯ 伊勢海老の下処理　
◯ 野菜の切り方（短冊切り）
◯ 練り物の作り方
◯ 加薬ご飯の炊き方

＊胡麻豆腐の練り方と薄刃包丁の使い方
　（野菜の切り方）、羽釜での炊き方を学
　びましょう。

＜講習＞ 献立
練り物 ● 胡麻豆腐
焼き物 ● 伊勢海老海胆焼き
ご飯物 ● 加薬ご飯

テーマ
「伊勢海老を使って」

＜実習＞ 
　講習内容に準ずる

＜実習のテーマ＞ 
◯ 平串の打ち方
◯ 筍、蕗の下処理
◯ 紋甲烏賊（もんこういか）、
　 飯蛸の下処理
◯ すし飯の作り方

＊春野菜（筍、蕗）の下処理、焼き物
　の基礎を学びましょう。
＊さわら、紋甲烏賊、飯蛸、筍、蕗の
　下処理をします。

テーマ
「さわら、飯蛸を使って」

＜実習＞ 
　講習内容に準ずる

＜実習のテーマ＞ 
◯ 鰈の五枚おろし
◯ 薄造り
◯ 揚げ物の揚げ方

＊魚の五枚おろし、揚げ物の基礎を学
　びましょう。
＊鰈、車海老各1尾を扱います。

＜講習＞ 献立
造　り ● 鰈の薄造り
揚げ物 ● 変わり揚げ
　　　　  車海老おかき揚げ
　　　　  鰈東寺揚げ
ご飯物 ● 筍ご飯

テーマ
「鰈を使って」

＜講習＞ 献立
和え物 ● 筍木の芽和え
焼き物 ● さわら幽庵焼き
煮　物 ● 炊き合わせ
　　　　  飯蛸桜煮 筍 蕗 (ふき）

ご飯物 ● ちらし寿司



＊写真はイメージです。　＊食材の入荷状況等により、内容が変更になることがあります。
＊2017年10月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していない料理も含まれています。中国料理技術講座

＊写真はイメージです。　＊午前の講習は9：30より、講習終了後１１：１０より午後実習のための仕込みを行います。
＊昼食として軽食を準備しています。　＊2017年10月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していないお菓子も含まれています。
＊実習で出来上がったお菓子は持ち帰りとなります。

製菓技術講座

＜実習・学習のポイント＞
 ○北京料理の特徴  ○一根麺の作り方
 ○とろみのつけ方  ○鍋の扱い方

テーマ

「北京料理」

3/19（月） 3/20（火） 3/21（水） 3/22（木） 3/23（金）第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目

＜実習・学習のポイント＞
 ○上海料理の特徴
 ○クラゲの戻し方
 ○肉団子の作り方

テーマ

「上海料理」

＜実習・学習のポイント＞
 ○四川料理の特徴
 ○仔羊肉の処理
 ○調味料（豆瓣醤、花椒）の扱い方

テーマ

「四川料理」

＜実習・学習のポイント＞
 ○広東料理の特徴
 ○鮮 の作り方
 ○炒麺について

テーマ

「広東料理」

＜実習・学習のポイント＞
 ○基礎技術の習得
 ○パオズ生地の伸ばし方、包み方
 ○チマキの包み方

テーマ

「点心」

蟹肉獅子頭炸醤麺 小籠包麻辣炒羊排 宮廷酸辣湯

第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目3/20（火） 3/21（水） 3/22（木） 3/23（金）3/19（月）
＜講習＞
●シャルロット・オ・フリュイ
　　（パータ・ビスキュイ）

●バヴァロワ・ア・ラ・ヴァニーユ
　　（フルーツの処理の仕方）

●ショートケーキデコレーション

＜実習＞
●シャルロット・オ・フリュイ
　作成
●デコレーションの練習

◆みなさんからの要望が多かった
　バヴァロワとフルーツの組み合わせ
　の冷菓です。
◆ショートケーキに必要なデコレー　
　ションテクニックを練習します。

＜講習＞
●いちごのショートケーキ
　　（パータ・ジェノワーズ）
　　（クレーム・シャンティイ）

＜実習＞
●いちごのショートケーキ作成
●クリームでコーティングする
練習

◆いろいろアレンジのきくスポンジ生
　地を習得します。
◆できるようになるとうれしい、スポ
　ンジ生地へのデコレーションのテク
　ニックを習得します。本番前の練習
　も毎回好評です。
◆ケーキのカットも学びます。

＜講習＞
●パリブレスト
　　（パータ・シュー）
　　（クレーム・ムースリンヌ）

●ケック･オ･フリュイ
　　（パータ・ケック）

＜実習＞
●パリブレスト作成
●ケック･オ･フリュイ作成

◆シュー生地の作り方、絞り方、焼き
　上がりの見極めなどしっかりとポイ
　ントを押えて学びます。　
◆基本的なカトルカール（＝パウンド
　ケーキ）の配合で作ります。製法や
　状態、焼き上がりの見極めなどしっ
　かりと学べます。

＜講習＞
●タルト・オ・フリュイ・ルージュ
　　（パート・シュクレ）
　　（パート・ブリゼ）
　　（クレーム・ダマンド）

●タルト生地の敷き込み

＜実習＞
●練り込みパイ生地
●タルト・オ・フリュイ・ルージュ
　作成
●タルト生地の敷き込み練習

◆練り込み生地の特性や敷き込みのテ
　クニックなどをしっかり学ぶことが
　できます。

＜講習＞
●トリュフ
●マンディヤン
●オランジェット

＜実習＞
●チョコレートのテンパリング
●トリュフ、マンディヤン、　
　オランジェットの作成

◆チョコレートの温度調整、基本操作、
　扱い方、製品までの作業を学びます。

＜講習・実習＞
●蘿蔔海　頭
　（クラゲと大根の和えもの）
●冬菇　麩
　（干し椎茸と揚げ麩の香料煮）
●蟹肉獅子頭
　（肉団子の上海蟹あんかけ）
●富貴鶏
　（若鶏の泥包み焼き）
●雪菜干絲
　（押し豆腐と雪菜のスープ仕立て）
●冰皮雪媚娘
　（あずき餡入り大福）
●龍井茶
　（ロンジン茶）

＜講習・実習＞
●XO醤蒸鰻魚
　（ウナギのXO醤香味蒸し）
●栗子猪肉粽
　（栗と豚肉のちまき）
●鮮蝦鶏冠餃
　（エビ餡入りトサカ型蒸し餃子）
●小籠包
　（スープ入りパオヅ）
●核桃酥
　（クルミの焼き菓子）
●木瓜酸梅凍
　 （パパイヤと酸梅のゼリー寄せ）

●普　茶
　（プーアル茶）

＜講習・実習＞
●脆皮鮮　
　（ミルクのサクサク揚げ）
●椒塩公魚
　（ワカサギの香り炒め）
●西汁煎牛柳
　（中国式ステーキ）
●宮廷酸辣湯
　（広東風サンラータン）
●蝦醤帯子炒麺
　（ホタテ入り焼きそば蝦醤風味）
●芝士凍豆漿
　（チーズ味の豆乳プリン）
●武夷岩茶
　（ウーロン茶）

＜講習・実習＞
●口水鶏
　（よだれ鶏）
●酸菜魚
　（鮮魚の酸辣湯）
●麻辣炒羊排
　（仔羊ロースの山椒風味炒め）
●麻婆豆腐
　（マーボートウフ）
●叙府燃麺
　（叙府の温かい和えそば）

●紅　涼粉
　（四川風くずひき）

●凍頂烏龍茶
　（台湾ウーロン茶）

＜講習・実習＞
●糖醋排骨
　（豚スペアリブの黒酢風味）

●芥末三鮮
　（三種材料のマスタード風味和え）

●芫爆砂肝
 　（砂肝と香菜の強火炒め）

●抓炒大蝦
　（大エビの北京風炒め）

●干　大蝦
　（エビの北京風煮込み）

●炸醤麺
　（ジャージャン麺）

●三不粘
　（北京式カスタード炒め）

●香片茶
　（ジャスミン茶）



製パン技術講座

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

和菓子技術講座

第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目3/19（月） 3/20（火） 3/21（水） 3/22（木） 3/23（金）

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

［オーブン焼き菓子］
●アーモンド饅頭　　　
乳製品で風味よく、アーモンドで香
ばしさと食感の変化をつけて仕上げ
ます。

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

［餅菓子］
●いちご大福　　
求肥生地の中に卵白を加えた雪平生
地を使い、黄味餡でいちごを包みます。

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

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

◆講習で出来上がったパンは試食か
　持ち帰りとなります。

◆講習で出来上がったパンは試食か
　持ち帰りとなります。

＜実習＞
●クロワッサン
　生地にバターを折り込んだパン

●パン・オ・ショコラ
　クロワッサン生地でチョコレート
　を巻いたパン

●ぶどうパン（発酵種法：中種）
　レーズンの入った食パン

●パン・ド・セーグル・オ・ノア・
　エ・レザン
　（発酵種法：ルヴァン・ミクスト）
　クルミとレーズンの入ったライ麦
　入りのパン

◆機械仕込みで作業を行います。

＜実習＞
●菓子パン（発酵種法：中種）
　・あんパン・メロンパン

●山食パン
　スタンダードな食パン

●パン・トラディショネル
　（発酵種法：ポーリッシュ）

　伝統的なフランスパン

◆機械仕込みで作業を行います。

＜実習＞
●テーブルロール
　ソフトな食事用の小型パン

●パン・ド・ミ
　フランスの角食パン

●パン・トラディショネル（手ごね）
　伝統的なフランスパン

◆パン・トラディショネル以外は
　機械仕込みで作業を行います。

＜講習授業＞  ※実習は行いません

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

●山食パン
　スタンダードな食パン

●パン・トラディショネル
　伝統的なフランスパン

●テーブルロール
　ソフトな食事用の小型パン

＜講習＞
●クロワッサン
　生地にバターを折り込んだパン

●パン・オ・ショコラ
　クロワッサン生地でチョコレート
　を巻いたパン

●ぶどうパン（発酵種法：中種）
　レーズンの入った食パン

●パン・ド・セーグル・オ・ノア・
　エ・レザン
　（発酵種法：ルヴァン・ミクスト）
　クルミとレーズンの入ったライ麦
　入りのパン

●パン・ド・カンパーニュ
　（発酵種法：ルヴァン・ミクスト）
　フランスの田舎風パン

3/23（金）

＊写真はイメージです。 ＊３/１９（月）と３/２２（木）は講習のみの開催です。 ＊途中、お昼休みをはさみます。 ＊昼食として軽食を準備
しています。 ＊2017 年 10 月スタート生の方はスクーリングを受ける時点では、まだ学習していないパンも含まれています。 ＊製法を書
いていない製品は、ストレート法で作ります。 ＊実習で出来上がったパンは持ち帰りとなります。



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

よくあるご質問

スクーリングって？

スクーリングに参加しました

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

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

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

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

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

初心者です。料理上手な他の参加者の方の
迷惑になりませんか？

初心者の方でも大いに学んでいただけます。実習では、先生が近くでずっと見守って指導をし
てくれますので、ご安心ください！

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

Q
一人で参加するのが不安です。

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

Q
1日1万円は高くないですか？

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

Q

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

Q

私は包丁の持ち方などは学んだことがなく、基礎から学べる日本料

理のスクーリングはとても勉強になりました。アジとタイを捌きました

が、魚による捌き方の違いなど、ポイントを押さえた授業でした。また、

例えば塩を入れるタイミングの理由など、感覚ではなく理論を学ぶこ

とが出来ました。疑問があればいつでも先生に聞くことができ、先生

方も、作業においていかれない様に気にかけてくださり、安心して実

習することができました。

I.A.さん
大分県在住

日本料理技術講座

私は日本料理のプロの技術を学びたくてスクーリングに参加しました。

辻調の「教えるプロ」の先生に日本料理の基礎から調理理論を教わる

ことができるだけでなく、関西の味を学べるのも参加の決め手となりま

した。実習では、まずは立ち方から始まり、包丁の持ち方、扱い方な

どの基礎も「なぜそうするのか」という理由とともに学ぶことが出来ま

した。また、魚の軟骨の場所を初めて知りました。その場所をしっかり

理解するだけで、こんなに簡単に捌くことが出来るんだ！と思いました。

M.S.さん
東京都在住

日本料理技術講座


