
　　①全卵を溶きほぐす。
　　②バターを湯煎で溶かし、常温に冷ます。

POINT 温度は人肌くらいで OK 　　　　

　　③ボールに粉砂糖・薄力粉・B.Pをふるい入れる。
　　④全卵を3～5回に分けて加える。

POINT ダマにならないようにしっかり混ぜる

　　⑤バニラオイルを加える。
　　⑥バターを加え、混ぜ合わせる。
　　⑦チョコチップの半量を生地に混ぜ合わせる。
　　⑧カップに流し入れる。

POINT しぼり袋かスプーンで、カップの8～9分目くらいまで入れる 　　　　　　

　　⑨⑧の上にチョコチップを散らす。
　　(混ぜたチョコチップは沈んでしまうので、半分は飾り用で残す)
　　⑩170℃のオーブンで20分焼く。

・全卵 ………………… 3 個
・粉砂糖 …………… 150 ｇ
　※同量の上白糖や
　　グラニュー糖でもよい。
　　粉砂糖だとしっとり
　　仕上がる。

おうちで簡単 !!カップケーキ

・薄力粉 …………… 150 ｇ
・B.P( ベーキングパウダー ) 3 ｇ
・バター …………… 156 ｇ
・チョコチップ ………20 ｇ
・バニラオイル ……… 適量
・型 ……………………16 個

 材料と分量

 作り方

西桐生キャンパス Be a Patissier

http://www.kiriichi.ac.jp 桐一 検 索

■〒376-0043　群馬県桐生市小曽根町1-5
■ TEL.0277-22-8131　■FAX.0277-22-4515

■〒376-0043　群馬県桐生市小曽根町9-17
■ TEL.0277-48-8600　■FAX.0277-20-7465

西桐生キャンパス

本校舎
入学のための
もっと詳しい
情報はここを
チェック!!

学校法人
桐丘学園 桐生第一高等学校

12のプロフェッショナルコース

普通科　

文化教養コース

普通科　総合コース

情報ビジネス系

普通科

進学スポーツコース
各競技で理論と実技を一流のコーチ
陣より専門的に学び全国制覇を目指し
ます。

大学進学を目指し、やる気ある生徒の
ニーズに幅広く応えます。

簿記、情報処理、情報テクノロジーな
どを学び、豊富な資格取得が可能で
す。

溶接から農業に至るまで、幅広い専門
知識を学び、資格取得に力を注ぎま
す。

ひとつの課題にじっくり取り組む授業
スタイル。集中力と本物の力が身に付
きます。

最初は基礎縫いから。丁寧な指導のも
と、確かな技術が身に付けられます。

知識と技術だけではなく、気持ちも理
解できるよう、校外実習を多く取り入
れたカリキュラムを実施しています。

保育士になるための技術や、基礎知識
を学ぶ、実用的な授業を展開していま
す。

上級学校へ進学するための学力と、生
きるための心や技能を身に付けること
を目標としています。

食べた人を笑顔にし、幸せな気持ちに
する菓子職人を目指して、豊富な実習
で実践力を養います。

和食や中華、フランス料理から和洋菓
子まで、調理実習に力を入れて、幅広く
学んでいきます。

普通科　総合コース

進学系

普通科　総合コース

生産科学系
普通科　総合コース

デザイン美術系
普通科　総合コース

生活教養系
普通科　総合コース

福祉教養系
普通科　総合コース

保育心理系

調理科

普通科　

製菓衛生師コース

国公立大学・難関私立大学の合格を目
標に、生徒の夢の実現と、その先の可
能性を引き出します。

普通科　

特別進学コース

おうちで簡単!!
カップケーキ

特　集

http://www.kiriichi.ac.jp

普通科 製菓衛生師コース

パティシエに
なる。

製菓衛生師コースの先生がそっと教える!!

企画 / 製菓衛生師コース スタッフ　

製菓の世界で羽ばたくために
技術・知識の習得に全力を尽くす

プロのパティシエになるために
早期スタートで実力を蓄える
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　　⑩170℃のオーブンで20分焼く。
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　※同量の上白糖や
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　　粉砂糖だとしっとり
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陣より専門的に学び全国制覇を目指し
ます。

大学進学を目指し、やる気ある生徒の
ニーズに幅広く応えます。
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と、確かな技術が身に付けられます。

知識と技術だけではなく、気持ちも理
解できるよう、校外実習を多く取り入
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保育士になるための技術や、基礎知識
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す。

上級学校へ進学するための学力と、生
きるための心や技能を身に付けること
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食べた人を笑顔にし、幸せな気持ちに
する菓子職人を目指して、豊富な実習
で実践力を養います。

和食や中華、フランス料理から和洋菓
子まで、調理実習に力を入れて、幅広く
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普通科　総合コース
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生産科学系
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生活教養系
普通科　総合コース
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カップケーキ
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http://www.kiriichi.ac.jp

普通科 製菓衛生師コース

パティシエに
なる。

製菓衛生師コースの先生がそっと教える!!

企画 / 製菓衛生師コース スタッフ　

製菓の世界で羽ばたくために
技術・知識の習得に全力を尽くす

プロのパティシエになるために
早期スタートで実力を蓄える



Coach Message

製菓の世界で羽ばたくために
技術・知識の習得に全力を尽くす。

コーチからのメッセージ 在学生の声

Information
パティシエになるための。

■定員１学年30名(男女共学)
■特別教育課程による１年次からコース編成
■３年次に製菓衛生師国家試験の受験が可能
■衛生的な見地から男子の頭髪は、短いスポーツ刈です

コースデータ

平成26年度からスタート。現在、東日本(北海道を除く)の高校
で、このコースを持つのは本校だけです。３年次在学中に製菓衛
生師国家試験を受験し、合格すれば製菓衛生師の資格を取得でき
ます。製菓実習は、和菓子、洋菓子、パン等のバラエティに富んだ
内容です。

コース概要

■製菓衛生師
■料理検定
■菓子検定　
■食品衛生責任者
他

取得目標資格

主な進路

桐生大学をはじめ家政系、栄養系の大学、短大、専門学校

進学実績

群馬県内外の有名ホテル、洋菓子店、和菓子店をイメージしていま
す。優秀な卒業生が出せるようスタッフ一同、プロフェッショナル
な指導を続けています。

就職実績

製菓実習室 調理製菓試食室

施設紹介製 菓 衛 生 師コース
担当教員

堤 治朗先生

Student Voice

普通教科を学びつつ、他では学べない製菓衛生師にな

るための専門的な教科を学習できるのが魅力。実際に

お店を開いている先生方からの指導や体験談はとても

貴重です。好きなことに打ち込め充実した高校生活を

送っています。食べた人を幸せにできるようなお菓子

をつくれるようになりたいですね。

プロのパティシエになるために
早期スタートで実力を蓄える。

製菓衛生師コース 3年　佐藤 夢華さん
前橋市立桂萱中学校出身

パティシエになるために。
Be a Patissier

専門講師による和菓子・洋菓子・パンなどの実習をグループで行います。

専門教科では、衛生学・法学・食品学などの知識も学習。早期に自分の道

を決めた努力家たちが、濃密な毎日を送っています。社会から必要とされ

る人間教育を中心に据え、①社会性②知識③資格を身につけることに力

を注ぎます。在学中(３年生 ) の国家試験( 製菓衛生師 ) 合格を目指し、同

じ夢を持った仲間たちが切磋琢磨。卒業後は、在学中に学んだ知識・技術、

そしてバイタリティを糧に、プロフェッショナルを目指してほしい。

製菓衛生師コース一週間のカリキュラム例
1限 2限 3限 4限 5限 6限

   9:10-

10:00
10:10-

11:00
11:10-

12:00
12:10-

13:00
13:35-

14:25
14:35-

15:25
15:35-

16:25
月 LHR 体育 数学A 化学基礎 公衆衛生学

火 体育 栄養学 製菓理論 製菓実習 総合

水 国語総合 コミ英Ⅱ 食品衛生学 食品衛生学実習 数学A 保健

木 製菓理論 製菓実習 栄養学 食品衛生学 国語

金 コミ英Ⅱ 製菓実習 公衆衛生学 化学



Coach Message

製菓の世界で羽ばたくために
技術・知識の習得に全力を尽くす。

コーチからのメッセージ 在学生の声

Information
パティシエになるための。

■定員１学年30名(男女共学)
■特別教育課程による１年次からコース編成
■３年次に製菓衛生師国家試験の受験が可能
■衛生的な見地から男子の頭髪は、短いスポーツ刈です

コースデータ

平成26年度からスタート。現在、東日本(北海道を除く)の高校
で、このコースを持つのは本校だけです。３年次在学中に製菓衛
生師国家試験を受験し、合格すれば製菓衛生師の資格を取得でき
ます。製菓実習は、和菓子、洋菓子、パン等のバラエティに富んだ
内容です。

コース概要

■製菓衛生師
■料理検定
■菓子検定　
■食品衛生責任者
他

取得目標資格

主な進路

桐生大学をはじめ家政系、栄養系の大学、短大、専門学校

進学実績

群馬県内外の有名ホテル、洋菓子店、和菓子店をイメージしていま
す。優秀な卒業生が出せるようスタッフ一同、プロフェッショナル
な指導を続けています。

就職実績

製菓実習室 調理製菓試食室

施設紹介製 菓 衛 生 師コース
担当教員

堤 治朗先生

Student Voice

普通教科を学びつつ、他では学べない製菓衛生師にな

るための専門的な教科を学習できるのが魅力。実際に

お店を開いている先生方からの指導や体験談はとても

貴重です。好きなことに打ち込め充実した高校生活を

送っています。食べた人を幸せにできるようなお菓子

をつくれるようになりたいですね。

プロのパティシエになるために
早期スタートで実力を蓄える。

製菓衛生師コース 3年　佐藤 夢華さん
前橋市立桂萱中学校出身

パティシエになるために。
Be a Patissier

専門講師による和菓子・洋菓子・パンなどの実習をグループで行います。

専門教科では、衛生学・法学・食品学などの知識も学習。早期に自分の道

を決めた努力家たちが、濃密な毎日を送っています。社会から必要とされ

る人間教育を中心に据え、①社会性②知識③資格を身につけることに力

を注ぎます。在学中(３年生 ) の国家試験( 製菓衛生師 ) 合格を目指し、同

じ夢を持った仲間たちが切磋琢磨。卒業後は、在学中に学んだ知識・技術、

そしてバイタリティを糧に、プロフェッショナルを目指してほしい。
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金 コミ英Ⅱ 製菓実習 公衆衛生学 化学
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■３年次に製菓衛生師国家試験の受験が可能
■衛生的な見地から男子の頭髪は、短いスポーツ刈です

コースデータ

平成26年度からスタート。現在、東日本(北海道を除く)の高校
で、このコースを持つのは本校だけです。３年次在学中に製菓衛
生師国家試験を受験し、合格すれば製菓衛生師の資格を取得でき
ます。製菓実習は、和菓子、洋菓子、パン等のバラエティに富んだ
内容です。
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■料理検定
■菓子検定　
■食品衛生責任者
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取得目標資格

主な進路

桐生大学をはじめ家政系、栄養系の大学、短大、専門学校

進学実績

群馬県内外の有名ホテル、洋菓子店、和菓子店をイメージしていま
す。優秀な卒業生が出せるようスタッフ一同、プロフェッショナル
な指導を続けています。

就職実績

製菓実習室 調理製菓試食室

施設紹介製 菓 衛 生 師コース
担当教員

堤 治朗先生

Student Voice

普通教科を学びつつ、他では学べない製菓衛生師にな

るための専門的な教科を学習できるのが魅力。実際に

お店を開いている先生方からの指導や体験談はとても

貴重です。好きなことに打ち込め充実した高校生活を

送っています。食べた人を幸せにできるようなお菓子

をつくれるようになりたいですね。

プロのパティシエになるために
早期スタートで実力を蓄える。

製菓衛生師コース 3年　佐藤 夢華さん
前橋市立桂萱中学校出身

パティシエになるために。
Be a Patissier

専門講師による和菓子・洋菓子・パンなどの実習をグループで行います。

専門教科では、衛生学・法学・食品学などの知識も学習。早期に自分の道

を決めた努力家たちが、濃密な毎日を送っています。社会から必要とされ

る人間教育を中心に据え、①社会性②知識③資格を身につけることに力

を注ぎます。在学中(３年生 ) の国家試験( 製菓衛生師 ) 合格を目指し、同

じ夢を持った仲間たちが切磋琢磨。卒業後は、在学中に学んだ知識・技術、

そしてバイタリティを糧に、プロフェッショナルを目指してほしい。
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木 製菓理論 製菓実習 栄養学 食品衛生学 国語

金 コミ英Ⅱ 製菓実習 公衆衛生学 化学



　　①全卵を溶きほぐす。
　　②バターを湯煎で溶かし、常温に冷ます。

POINT 温度は人肌くらいで OK 　　　　

　　③ボールに粉砂糖・薄力粉・B.Pをふるい入れる。
　　④全卵を3～5回に分けて加える。

POINT ダマにならないようにしっかり混ぜる

　　⑤バニラオイルを加える。
　　⑥バターを加え、混ぜ合わせる。
　　⑦チョコチップの半量を生地に混ぜ合わせる。
　　⑧カップに流し入れる。

POINT しぼり袋かスプーンで、カップの8～9分目くらいまで入れる 　　　　　　

　　⑨⑧の上にチョコチップを散らす。
　　(混ぜたチョコチップは沈んでしまうので、半分は飾り用で残す)
　　⑩170℃のオーブンで20分焼く。

・全卵 ………………… 3 個
・粉砂糖 …………… 150 ｇ
　※同量の上白糖や
　　グラニュー糖でもよい。
　　粉砂糖だとしっとり
　　仕上がる。

おうちで簡単 !!カップケーキ

・薄力粉 …………… 150 ｇ
・B.P( ベーキングパウダー ) 3 ｇ
・バター …………… 156 ｇ
・チョコチップ ………20 ｇ
・バニラオイル ……… 適量
・型 ……………………16 個

 材料と分量

 作り方

西桐生キャンパス Be a Patissier

http://www.kiriichi.ac.jp 桐一 検 索

■〒376-0043　群馬県桐生市小曽根町1-5
■ TEL.0277-22-8131　■FAX.0277-22-4515

■〒376-0043　群馬県桐生市小曽根町9-17
■ TEL.0277-48-8600　■FAX.0277-20-7465

西桐生キャンパス

本校舎
入学のための
もっと詳しい
情報はここを
チェック!!

学校法人
桐丘学園 桐生第一高等学校

12のプロフェッショナルコース

普通科　

文化教養コース

普通科　総合コース

情報ビジネス系

普通科

進学スポーツコース
各競技で理論と実技を一流のコーチ
陣より専門的に学び全国制覇を目指し
ます。

大学進学を目指し、やる気ある生徒の
ニーズに幅広く応えます。

簿記、情報処理、情報テクノロジーな
どを学び、豊富な資格取得が可能で
す。

溶接から農業に至るまで、幅広い専門
知識を学び、資格取得に力を注ぎま
す。

ひとつの課題にじっくり取り組む授業
スタイル。集中力と本物の力が身に付
きます。

最初は基礎縫いから。丁寧な指導のも
と、確かな技術が身に付けられます。

知識と技術だけではなく、気持ちも理
解できるよう、校外実習を多く取り入
れたカリキュラムを実施しています。

保育士になるための技術や、基礎知識
を学ぶ、実用的な授業を展開していま
す。

上級学校へ進学するための学力と、生
きるための心や技能を身に付けること
を目標としています。

食べた人を笑顔にし、幸せな気持ちに
する菓子職人を目指して、豊富な実習
で実践力を養います。

和食や中華、フランス料理から和洋菓
子まで、調理実習に力を入れて、幅広く
学んでいきます。

普通科　総合コース

進学系

普通科　総合コース

生産科学系
普通科　総合コース

デザイン美術系
普通科　総合コース

生活教養系
普通科　総合コース

福祉教養系
普通科　総合コース

保育心理系

調理科

普通科　

製菓衛生師コース

国公立大学・難関私立大学の合格を目
標に、生徒の夢の実現と、その先の可
能性を引き出します。

普通科　

特別進学コース

おうちで簡単!!
カップケーキ

特　集

http://www.kiriichi.ac.jp

普通科 製菓衛生師コース

パティシエに
なる。

製菓衛生師コースの先生がそっと教える!!

企画 / 製菓衛生師コース スタッフ　

製菓の世界で羽ばたくために
技術・知識の習得に全力を尽くす

プロのパティシエになるために
早期スタートで実力を蓄える


