
西桐生キャンパス
Be a Licensed Cook

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

http://www.kiriichi.ac.jp

調理科

調理師になる。

きゅうり
張りがありツヤが良いもの。
首の部分がしおれていないもの。

キャベツ
巻の硬いものが良く、外側の葉の
色がキレイな緑色のもの。

トマト
全体に丸く皮に張りがある光沢の
良いもの、ヘタの部分がしっかり
したものが良い。

野菜は収穫後日が経つにつれて
鮮度が低下するためラップや新聞
紙にきっちり包み冷蔵庫の野菜
ケースに保存しましょう。

りんご
果皮に照りがあり全体にしまった
もの、指ではじくと澄んだ音のす
るもの。密閉し冷蔵庫で保存する
と長持ちします。

いちご
表面に傷のないもの、へたが濃い
緑色のもの。日持ちしないのです
ぐに食べきりましょう。

みかん
皮のキメが細かく色の濃いもの、
むやみに触らず風通しの良い冷暗
所で保存してください。

食材の目利きとその保存法
調理科の先生が教える

魚
体に張りがあり皮に光沢のあるも
の、目が透明で張り出しているもの。

いか
色が赤褐色で弾力のあるもの、吸
盤が吸い付くもの。

あさり
生きているもの、殻が大きく割れ
ていないもの、水の中で水管を出
しているもの。時間の経過に伴い
徐々に腐敗がすすみますのでな
るべくその日のうちに食べるよう
にしましょう。

牛肉
キメが細かくハリとツヤのあるも
の、色が鮮やかな紅色のもの、脂
肪は粘りがあり黄色くないもの。

豚肉
肉が淡いピンク色のもの艶があっ
て滑らかなもの。

鶏肉
皮の毛穴がぶつぶつと盛り上がっ
ているもの。
肉付きがよく厚みのあるもの。

鶏肉は非常に傷みやすく使い切れな
い場合は冷凍保存してください。
他の肉もラップに包みチルド室で保
存ししばらく使わない場合は冷凍保
存してください。

野菜 果物

魚介類 肉

企画 / 調理科 渡邊 純二

食材の目利きと
保存法

特　集

基本と人間力を
徹底的に身につける

和洋中と多彩な調理実習で
基礎力を鍛える



西桐生キャンパス
Be a Licensed Cook

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

http://www.kiriichi.ac.jp

調理科

調理師になる。

きゅうり
張りがありツヤが良いもの。
首の部分がしおれていないもの。

キャベツ
巻の硬いものが良く、外側の葉の
色がキレイな緑色のもの。

トマト
全体に丸く皮に張りがある光沢の
良いもの、ヘタの部分がしっかり
したものが良い。

野菜は収穫後日が経つにつれて
鮮度が低下するためラップや新聞
紙にきっちり包み冷蔵庫の野菜
ケースに保存しましょう。

りんご
果皮に照りがあり全体にしまった
もの、指ではじくと澄んだ音のす
るもの。密閉し冷蔵庫で保存する
と長持ちします。

いちご
表面に傷のないもの、へたが濃い
緑色のもの。日持ちしないのです
ぐに食べきりましょう。

みかん
皮のキメが細かく色の濃いもの、
むやみに触らず風通しの良い冷暗
所で保存してください。

食材の目利きとその保存法
調理科の先生が教える

魚
体に張りがあり皮に光沢のあるも
の、目が透明で張り出しているもの。

いか
色が赤褐色で弾力のあるもの、吸
盤が吸い付くもの。

あさり
生きているもの、殻が大きく割れ
ていないもの、水の中で水管を出
しているもの。時間の経過に伴い
徐々に腐敗がすすみますのでな
るべくその日のうちに食べるよう
にしましょう。

牛肉
キメが細かくハリとツヤのあるも
の、色が鮮やかな紅色のもの、脂
肪は粘りがあり黄色くないもの。

豚肉
肉が淡いピンク色のもの艶があっ
て滑らかなもの。

鶏肉
皮の毛穴がぶつぶつと盛り上がっ
ているもの。
肉付きがよく厚みのあるもの。

鶏肉は非常に傷みやすく使い切れな
い場合は冷凍保存してください。
他の肉もラップに包みチルド室で保
存ししばらく使わない場合は冷凍保
存してください。

野菜 果物

魚介類 肉

企画 / 調理科 渡邊 純二

食材の目利きと
保存法

特　集

基本と人間力を
徹底的に身につける

和洋中と多彩な調理実習で
基礎力を鍛える



Coach Message

３年間同じクラスで同じ目標を持った仲間たちとの調理実習を通じて生ま

れる団結力が自慢です。調理師免許の取得はもちろんですが、きちんとし

た挨拶や礼儀、社会人として当たり前の基本的な生活習慣を身につけるこ

とも目標としています。それが就職時に役立つはずです。週２回の調理実

習では、包丁の使い方などの基本から始まって、和・洋・中などの各種料

理をつくり、役割分担やリーダーシップも習得。しっかりとした目標を持っ

た上で３年間真剣に取り組めば、大きく成長できるでしょう。

調理師として力を発揮するため
基本と人間力を徹底的に身につける。

コーチからのメッセージ 在学生の声

Information
調理師になるための。

■定員１学年40名(男女共学)
■特別教育課程による１年次からのコース編成
■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

群馬県内唯一の高校における調理師養成施設。卒業と同時に調理
師免許が無試験で取得できるところが大きな強みの一つです。授
業内容は日本料理( 和食 )、西洋料理(フレンチ・イタリアン・他)、
中華料理、パン等を学ぶ調理実習をはじめ、調理・衛生・栄養・食
品等に関する専門教科の学習を進めていきます。

コース概要

■調理師　■食育インストラクター
■技術考査　■料理検定
■菓子検定　■食品衛生責任者

取得目標資格

主な進路

桐生大学、東洋大学、聖徳大学、実践女子大学、淑徳大学、京都女
子大学、東京家政学院大学、東京農業大学　その他

進学実績

㈱つばめ、㈱ F&F、㈱美濃吉、社会福祉法人広済会、協同組合足利
給食センター、医療法人社団 東郷会、日清医療食品株式会社、HRT
ニューオータニ㈱、銀座アスター、㈱筑紫樓、㈲オフィス アルティザ
ン、㈱美喜仁、㈱串の坊、㈱オリジンフーズ、㈱浅野屋、㈱日向屋、
医療法人社団松嶺会 冨士ヶ丘病院、社会福祉法人 誠光会　その他

就職実績

大量炊事室 調理実習室

施設紹介調理科
担当教員

渡邊 純二先生

Student Voice

調理師としての知識・技術など初めて学ぶことばかり

ですが、とても楽しく勉強できます。グループに分かれ

て取り組む調理実習では、自主性を重視し仲間と協力

しながら調理の腕を磨き自信もアップ。進学でも就職

でも一歩先に進めるのが魅力。繊細な和食の世界に進

み、有名店で腕を振るうのが夢です。

和洋中と多彩な調理実習を通して
調理の腕を磨き、基礎力を鍛える。

調理科 2年　小林 航太郎さん
安中市立第一中学校出身

調理師になるために。
Be a Licensed Cook

調理科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
月 LHR 体育 課題研究 保健 化学基礎

火 体育 数学A 食品衛生 世界史A 化学基礎

水 栄養学 国語総合 コミ英Ⅱ 調理理論 公衆衛生 食品衛生

木 調理理論 調理実習 社会と情報

金 家庭基礎 コミ英Ⅱ 数学A 世界史A 国語総合



Coach Message

３年間同じクラスで同じ目標を持った仲間たちとの調理実習を通じて生ま

れる団結力が自慢です。調理師免許の取得はもちろんですが、きちんとし

た挨拶や礼儀、社会人として当たり前の基本的な生活習慣を身につけるこ

とも目標としています。それが就職時に役立つはずです。週２回の調理実

習では、包丁の使い方などの基本から始まって、和・洋・中などの各種料

理をつくり、役割分担やリーダーシップも習得。しっかりとした目標を持っ

た上で３年間真剣に取り組めば、大きく成長できるでしょう。

調理師として力を発揮するため
基本と人間力を徹底的に身につける。

コーチからのメッセージ 在学生の声

Information
調理師になるための。

■定員１学年40名(男女共学)
■特別教育課程による１年次からのコース編成
■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

群馬県内唯一の高校における調理師養成施設。卒業と同時に調理
師免許が無試験で取得できるところが大きな強みの一つです。授
業内容は日本料理( 和食 )、西洋料理(フレンチ・イタリアン・他)、
中華料理、パン等を学ぶ調理実習をはじめ、調理・衛生・栄養・食
品等に関する専門教科の学習を進めていきます。

コース概要

■調理師　■食育インストラクター
■技術考査　■料理検定
■菓子検定　■食品衛生責任者

取得目標資格

主な進路

桐生大学、東洋大学、聖徳大学、実践女子大学、淑徳大学、京都女
子大学、東京家政学院大学、東京農業大学　その他

進学実績

㈱つばめ、㈱ F&F、㈱美濃吉、社会福祉法人広済会、協同組合足利
給食センター、医療法人社団 東郷会、日清医療食品株式会社、HRT
ニューオータニ㈱、銀座アスター、㈱筑紫樓、㈲オフィス アルティザ
ン、㈱美喜仁、㈱串の坊、㈱オリジンフーズ、㈱浅野屋、㈱日向屋、
医療法人社団松嶺会 冨士ヶ丘病院、社会福祉法人 誠光会　その他

就職実績

大量炊事室 調理実習室

施設紹介調理科
担当教員

渡邊 純二先生

Student Voice

調理師としての知識・技術など初めて学ぶことばかり

ですが、とても楽しく勉強できます。グループに分かれ

て取り組む調理実習では、自主性を重視し仲間と協力

しながら調理の腕を磨き自信もアップ。進学でも就職

でも一歩先に進めるのが魅力。繊細な和食の世界に進

み、有名店で腕を振るうのが夢です。

和洋中と多彩な調理実習を通して
調理の腕を磨き、基礎力を鍛える。

調理科 2年　小林 航太郎さん
安中市立第一中学校出身

調理師になるために。
Be a Licensed Cook

調理科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
月 LHR 体育 課題研究 保健 化学基礎

火 体育 数学A 食品衛生 世界史A 化学基礎

水 栄養学 国語総合 コミ英Ⅱ 調理理論 公衆衛生 食品衛生

木 調理理論 調理実習 社会と情報

金 家庭基礎 コミ英Ⅱ 数学A 世界史A 国語総合



Coach Message

３年間同じクラスで同じ目標を持った仲間たちとの調理実習を通じて生ま

れる団結力が自慢です。調理師免許の取得はもちろんですが、きちんとし

た挨拶や礼儀、社会人として当たり前の基本的な生活習慣を身につけるこ

とも目標としています。それが就職時に役立つはずです。週２回の調理実

習では、包丁の使い方などの基本から始まって、和・洋・中などの各種料

理をつくり、役割分担やリーダーシップも習得。しっかりとした目標を持っ

た上で３年間真剣に取り組めば、大きく成長できるでしょう。

調理師として力を発揮するため
基本と人間力を徹底的に身につける。

コーチからのメッセージ 在学生の声

Information
調理師になるための。

■定員１学年40名(男女共学)
■特別教育課程による１年次からのコース編成
■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

群馬県内唯一の高校における調理師養成施設。卒業と同時に調理
師免許が無試験で取得できるところが大きな強みの一つです。授
業内容は日本料理( 和食 )、西洋料理(フレンチ・イタリアン・他)、
中華料理、パン等を学ぶ調理実習をはじめ、調理・衛生・栄養・食
品等に関する専門教科の学習を進めていきます。

コース概要

■調理師　■食育インストラクター
■技術考査　■料理検定
■菓子検定　■食品衛生責任者

取得目標資格

主な進路

桐生大学、東洋大学、聖徳大学、実践女子大学、淑徳大学、京都女
子大学、東京家政学院大学、東京農業大学　その他

進学実績

㈱つばめ、㈱ F&F、㈱美濃吉、社会福祉法人広済会、協同組合足利
給食センター、医療法人社団 東郷会、日清医療食品株式会社、HRT
ニューオータニ㈱、銀座アスター、㈱筑紫樓、㈲オフィス アルティザ
ン、㈱美喜仁、㈱串の坊、㈱オリジンフーズ、㈱浅野屋、㈱日向屋、
医療法人社団松嶺会 冨士ヶ丘病院、社会福祉法人 誠光会　その他

就職実績

大量炊事室 調理実習室

施設紹介調理科
担当教員

渡邊 純二先生

Student Voice

調理師としての知識・技術など初めて学ぶことばかり

ですが、とても楽しく勉強できます。グループに分かれ

て取り組む調理実習では、自主性を重視し仲間と協力

しながら調理の腕を磨き自信もアップ。進学でも就職

でも一歩先に進めるのが魅力。繊細な和食の世界に進

み、有名店で腕を振るうのが夢です。

和洋中と多彩な調理実習を通して
調理の腕を磨き、基礎力を鍛える。

調理科 2年　小林 航太郎さん
安中市立第一中学校出身

調理師になるために。
Be a Licensed Cook

調理科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
月 LHR 体育 課題研究 保健 化学基礎

火 体育 数学A 食品衛生 世界史A 化学基礎

水 栄養学 国語総合 コミ英Ⅱ 調理理論 公衆衛生 食品衛生

木 調理理論 調理実習 社会と情報

金 家庭基礎 コミ英Ⅱ 数学A 世界史A 国語総合



西桐生キャンパス
Be a Licensed Cook

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

http://www.kiriichi.ac.jp

調理科

調理師になる。

きゅうり
張りがありツヤが良いもの。
首の部分がしおれていないもの。

キャベツ
巻の硬いものが良く、外側の葉の
色がキレイな緑色のもの。

トマト
全体に丸く皮に張りがある光沢の
良いもの、ヘタの部分がしっかり
したものが良い。

野菜は収穫後日が経つにつれて
鮮度が低下するためラップや新聞
紙にきっちり包み冷蔵庫の野菜
ケースに保存しましょう。

りんご
果皮に照りがあり全体にしまった
もの、指ではじくと澄んだ音のす
るもの。密閉し冷蔵庫で保存する
と長持ちします。

いちご
表面に傷のないもの、へたが濃い
緑色のもの。日持ちしないのです
ぐに食べきりましょう。

みかん
皮のキメが細かく色の濃いもの、
むやみに触らず風通しの良い冷暗
所で保存してください。

食材の目利きとその保存法
調理科の先生が教える

魚
体に張りがあり皮に光沢のあるも
の、目が透明で張り出しているもの。

いか
色が赤褐色で弾力のあるもの、吸
盤が吸い付くもの。

あさり
生きているもの、殻が大きく割れ
ていないもの、水の中で水管を出
しているもの。時間の経過に伴い
徐々に腐敗がすすみますのでな
るべくその日のうちに食べるよう
にしましょう。

牛肉
キメが細かくハリとツヤのあるも
の、色が鮮やかな紅色のもの、脂
肪は粘りがあり黄色くないもの。

豚肉
肉が淡いピンク色のもの艶があっ
て滑らかなもの。

鶏肉
皮の毛穴がぶつぶつと盛り上がっ
ているもの。
肉付きがよく厚みのあるもの。

鶏肉は非常に傷みやすく使い切れな
い場合は冷凍保存してください。
他の肉もラップに包みチルド室で保
存ししばらく使わない場合は冷凍保
存してください。

野菜 果物

魚介類 肉

企画 / 調理科 渡邊 純二

食材の目利きと
保存法

特　集

基本と人間力を
徹底的に身につける

和洋中と多彩な調理実習で
基礎力を鍛える


