
Restaurant N.H
Executive chef
土谷 真敬さん 
（2008年調理師科卒業）

Le jardin　ル・ジャルダン
https://lejardin-fukui.com/
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Restaurant N.H
大阪市北区曽根崎
新地1丁目5番11号 新陽3rdビル
〈2023年1月オープン予定〉

第19回ボキューズ・ドール国際料理コンクール日本代表選考会で
準優勝とプレシャモ賞を獲得

　卒業後、京都ホテルオークラ（現・ホテルオークラ京都）に勤務していた頃、可能性を見出したいと
思った土谷さんは、様々な料理コンテストに出場しながら腕を磨いていました。2019年には30歳以下
の若手の世界一を決めるアジア大会「サンペレグリノ ヤングシェフ 2020」に日本代表として出場、さら
にフランス料理の世界最高峰を決める「第18回ボキューズ・ドール国際料理コンクール 日本代表選
考会」にも出場するなど、その実力と無限の可能性を国内外に示しました。また2021年2月には、名店
「淀屋橋 Grand rocher」「北新地 pluie d’ete」の総料理長に就任。そして2022年、2回連続出場と
なる「第19回ボキューズ・ドール国際料理コンクール 日本代表選考会」で、準優勝とプレシャモ賞を獲
得しました。今後は「Restaurant N.H（2023年1月オープン予定）」Executive chefに就任するなど、
新たな活躍に注目です。

　「ボキューズ・ドールをはじめ、世界基準のコンクールでは、ひとつの料理を中心に、どれだ
けの人に影響を与え、その料理を完成させるためにどれだけの人に助けられ、その過程で料
理人としてのレベルがどれだけ向上するのか、計り知れません。料理は常に進化し続けていま
す。オープン予定のレストランエナシュでは、その進化の可能性を突き詰めたレストランになれ
るよう、「協調」をコンセプトに動いています。人と人、火と水、食材と微生物、酵素や細菌、料理
は一個体では成り立たないものです。繋がりを大切にし、影響力のあるキュイジニエになれる
よう、今後も研鑽を積んでまいります。」と料理への熱い思いを話してくださいました。

↑Chartreuse de Truite "BIWA"　Sauce vin jaune
～湖国の恵み～琵琶鱒と鰻のシャルトリューズ
ムール貝と手長海老のエキスを纏って柑橘香る人参風味のソースヴァンジョーヌ
※写真の料理作品は、第18回 ボキューズ・ドール国際料理コンクール日本代表選考会
“ひらまつ杯”の西日本準決勝にて提出されたものです。

ル・ジャルダン　
シェフ
堀内 亮さん 
（2008年上級調理師科卒業）
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◀パリのオペラ座でおこなわれた
　表彰式での様子

世界が絶賛した卒業生たち

▲「牛肉のブリオッシュ包み」

〈ル・テタンジェ賞〉
第54回 国際シグネチャーキュイジーヌ
コンクール世界大会　優勝

　2022年5月31日(火)、フランス・パリにて開催された国際料理コンクール「＜
ル・テタンジェ賞＞国際シグネチャーキュイジーヌコンクール」において、堀内　亮
さんが優勝し、世界１位に輝かれました。日本人の優勝は史上３人目となります。
　大会当日は、各国予選の書類選考として出題された「牛肉のアシエット料理」
と、パリ本選の前日に発表された「春野菜の前菜」で競われ、柚子胡椒や春菊、
雲丹といった日本ならではの食材を使用した堀内さんの牛肉のアシエット料理
「牛肉のブリオッシュ包み」は審査員を魅了。プレゼンテーション審査では、工夫を
凝らした牛肉の調理法をはじめ料理への熱い想いを伝えられました。

　堀内さんは2022年9月、リニューア
ルオープンした福井市「ル・ジャルダン」
のシェフに就任。師であるフランス料理
界の重鎮　レジス・マルコン氏（フラン
ス三ツ星シェフ）と同様に『地方から誇
りの食文化を発信したい』という志を
もっていた堀内さん。師の薦めもあり新
たな活躍の舞台に福井県を選びまし
た。フランス料理の真髄を守りながら
も、革新を恐れない姿勢を持ち、全国か
ら来てくださるお客様に『福井でしか食
べられない料理』の提供を心がけられ
ています。

https://lejardin-fukui.com/


▲第1回(2022年8月)の様子。
　会場は太秦キャンパスのホスピタリティホールです。

▲第１回ゲストの林 啓一郎 氏
フランス料理のグランメゾン「プレスキル」（大阪府）にてスーシェフを務める。
第17回　メートル・キュイジニエ・ド・フランス“ジャン・シリンジャ―杯”　優勝
第69回　プロスペールモンタニエ国際料理コンクール　優勝

　京都調理師専門学校では、グループ校の京都製菓製パン技術専
門学校とともに調理・製菓業界を志す方々のキャリアデザインを支援
すべく、国内外の第一線で活躍するシェフによるデモンストレーショ
ン＆トークイベントを実施しています。今後も随時開催いたしますの
で、ぜひご参加ください。

　卒業生の方は、本イベントの参加費が無料となります。
イベント詳細や専用申込みフォームなどは、同窓会LINE公式アカウ
ントより告知していますので、ご確認ください。

　明るい兆しが見え隠れするコロナ禍の現状において、卒業生の皆
様におかれましては、先行きに不安を抱えながらも、日 ご々活躍のこ
とと存じます。世界情勢も不安定な状況ですが、落ち着いた日常が
取り戻せることを祈念しております。
　さて本学園では、2022年2月に地元・京都市と“「食」を通じた地
域活性化，観光振興及び文化振興に関する包括連携協定”を締結

し、8月には2025大阪・関西万博「共創パートナー」に登録されるなど、食と地域を繋ぎ合
わせた魅力の創出に努めています。本校と新たに連携をお考えの方がおられましたら、是
非就職部までお問い合わせください。
　さらに本校としてはホスピタリティ精神と高い技術力を要した調理師養成に注力すると
ともに、産学公の連携を強化し、本年度も新たな取り組みに着手しております。今夏には
京都府北部に所在する宮津市において、“美食のまちづくり”事業の一環として3日間限
定の学生レストランを開催、100名以上のお客様をお迎えする、大盛況のイベントとなりま
した。また本年度は短期集中の学び直しプログラムを開発・公開し、今後もリカレント教育
プログラムの充実を図る予定です。引き続き卒業生の皆様におかれましては、本校の様々
なプログラムの機会をご活用いただき、併せてご協力・ご支援賜りたく存じます。
　結びになりますが、卒業生の皆様の今後ますますのご活躍とご多幸を、教職員一同、心
よりお祈り申しあげます。

　卒業生の皆様におかれましては、平素より同窓会活動にご理
解、ご協力をいただきありがとうございます。飲食業界を取り巻く
環境は、原材料の高騰も続きさらに厳しさが増しておりますが、こ
の困難を乗り越え、調理業界の発展に寄与いただきたく存じます。
本年度は、新たに250名を超える卒業生を迎えました。就職先の
事業所においては、慣れない環境で初めての経験も多く、自信を

失うこともあるかも知れませんが、調理師に憧れて母校に入学した気持ちを思い出し、社
会人として一流を目指して日々研鑽ください。
　さて、京調同窓会では、卒業生の繋がりをさらに深めるため、新たな取り組みを展開し
ております。本年度は「卒業生のお店マップ」をWebで公開し、開業されているお店を紹
介。それぞれのお店には記念オーナメントを送付してまいります。そして、2月に開催予定の
卒業生をスピーカーに招聘した開業・店舗運営セミナー、調理・製菓分野で活躍される
シェフや経営者をお招きし、卒業生の皆さんに聴講いただくイベントを実施いたします。さ
らに、お世話になった先生方のLINEでの近況動画配信も行われていますので、ぜひ母校
をさらに身近に感じていただき、愛校心を高めていただきたく存じます。
　末筆となりますが、卒業生の皆様方のますますのご健勝とご多幸を心から祈念いたし
ます。

「食」を軸としたホスピタリティ総合学園として、
地域×企業×京調の連携による
食文化の継承。

京都調理師専門学校
校長 田中 幹人

費目

▽２０２1年度 決算報告 単位　円

収入

支出

2021年度
予算額

2021年度
執行額

●２０２1年度 事業報告
１．会報の発行
２．理事会の開催
３．LINEによる卒業生への情報配信

４．周年行事等の長期計画事業
　 基金の積立
５．再就職求人の斡旋

●２０２2年度 事業計画
１．会報の発行
２．理事会の開催
３．LINEによる卒業生への情報配信
４．再就職求人の斡旋

5.卒業生のお店紹介マップの公開
6.起業セミナーの開催
7.周年行事等の長期計画事業
　基金の積立

会費
販売収入
雑収入
前年度繰越
計
総会費
行事費
会議費
慶弔費
事務諸費
積立金
次年度繰越
計

2,224,000 2,216,000
0 0
10 20

464,966 464,966
2,688,976 2,680,986 

0 0
288,000 241,141
17,000 10,904
11,000 0
6,000 1,660

2,000,000 2,000,000
366,976 427,281
2,688,976 2,680,986

京調卒業生の繋がりを深める、
同窓会における新たな取り組み

▽周年行事等の長期計画事業基金 単位　円
2021年度期首
利息
2021年度積立金
2021年度期末

7,330,912
62

2,000,000
9,330,974

▽京都調理師専門学校同窓会役員改選

会長
副会長
副会長
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事
相談役
顧問

木村 好男
林 秀樹
奥田 茂一
寺岡 秀章
森 博史
松村 靖
井尻 宣孝
今西 好治
三木 健
四方 真美
北村 真澄
佐藤 詩穂
角 嘉久
江口 理恵
中嶋 茂
田中 幹人

役職名 氏名

費目

▽２０２2年度 収支予算 単位　円

収入

支出

2021年度
執行額

2022年度
予算額

2,216,000 2,056,000
0 0
20 15

464,966 427,281
2,680,986 2,483,296

0 0
241,141 673,000
10,904 17,000

0 11,000
1,660 155,000

2,000,000 1,200,000
427,281 427,296
2,680,986 2,483,296 

会費
販売収入
雑収入
前年度繰越
計
総会費
行事費
会議費
慶弔費
事務諸費
積立金
次年度繰越
計

「国内外の第一線で活躍するシェフによる
デモンストレーション＆トークイベント」同窓会協賛イベント

京都調理師専門学校
同窓会長 木村 好男

@kyocho-obog

https://taiwamuseum.kyoto.jp/

イベント当日は、
2022年にリニューアルした
食文化ミュージアムの

『京都・太秦 Taiwa Museum』を
ご見学いただけます。

京都調理師専門学校 
同窓会公式アカウント

京都・太秦 Taiwa Museum
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　2023年に開催される「第20回 メートル・キュイジニエ・ド・フランス
“ジャン・シリンジャ̶杯”」の決勝シード権をかけた第2回APGF杯若手フ
ランス料理コンクールが実施され、全国から集まった29歳以下の若手料
理人から兼子 雄飛先生（2016年フランス料理上級科※卒業）が予選通
過8名に選ばれ、決勝大会に出場されました。
　これまで若手コンクールで入賞を重ねてきた兼子先生。「今回は悔しい
結果となったが、大変多くの学びがありました。」と話してくださいました。
　今後も研鑽を積み、先輩職員とともにコンクールへの挑戦を続ける兼
子先生を応援いたします。
※現在はフランス・西洋料理上級科

さらなる高みを目指す先生方の受賞の数々

渡邉 陽子先生が第29回トック・ドール料理コンテスト
京滋地方予選で２位入賞されました！

藤井 拓也先生が『明日の名工（京都府青年優秀
技能者奨励賞 表彰）』を受賞されました！

　「若鶏を1羽使ったメイン料理」が課題となった今大会で、
成型方法や火入れ方法、鶏肉と相性の良いソースや付け合
わせの選定など、試行錯誤しながらメ
ニューを考案した渡邉先生。若鶏１羽
すべての部位を用い、鶏肉の旨味を
余すことなく最大限に味わう一皿を
自身のテーマとし、メニュー作りに励
まれていました。数々のコンクール出
場経験のある先輩方の熱い指導に助
けられ、『苦しい時こそ、成長する』と
自身に言い聞かせて練習を重ねた結
果、見事2位を獲得。「練習の成果を
発揮し、今までの練習の中でも最もい
い状態の美味しい作品が提出できま
した。」との言葉通り素晴らしい結果
となりました。

▲鶏肉のルーレ仕立て　ソース・シャスール
ズッキーニのカネロニ、小茄子のキャヴィア・
ドーベルジーヌ、じゃがいものクロケット

　本校の日本料理講師であり、卒業生でもある藤
井 拓也先生（2004年調理師科卒）が、2022年3
月、京都府のものづくりに関わる産業（伝統産業を
除く）に従事する優れた青年技能者として、2021
年度『明日の名工』（日本料理調理人）を受賞され
ました。
　より一層の技術向上に取り組まれる藤井先生の
さらなるご活躍を応援いたします。

兼子 雄飛先生が第２回APGF杯若手フランス
料理コンクールの決勝大会に出場されました！

伴田 祐耶先生が「マイユ プロフェッショナルクッキング
コンテスト2021」で金賞を受賞されました！

「牛MAILLE弁当 日本料理4法仕込み」
 御飯／牛筋おこわ 
 煮物／牛もも肉の煮込み  薩摩芋蜜煮 水菜 
 焼物／サーロインの味噌柚庵焼き 根菜の甘酢浸け 
 蒸物／無花果と牛バラ肉の酒蒸し胡麻和え 
 揚物／馬鈴薯肉そぼろ鋳込みおかき揚げ 
　　　  パプリカの揚げ浸し

　老舗調味料ブランド「MAILLE（マイユ）」の新たな魅力を引き出し
たひと皿を競う『マイユ プロフェッショナルクッキングコンテスト』が2年
ぶりに開催され、日本料理講師 伴田 祐耶先生（2009年調理師科卒
業）が見事、金賞を受賞されました。日本料理の五法「生、煮る、焼く、
蒸す、揚げる」にならい、「煮る、焼く、蒸す、揚げる」の調理法で2種類
のビネガーと2種類のマスタードを使った料理を考案した伴田先生。
日本料理にビネガーやマスタードを使用することは難しいところもある
中で、揚げ物や焼き物などの温かい料理が冷製になってもバランスが
取れていた点が金賞に選考された理由の１つになったそうです。他に
もフードロス問題が深刻化している現状を考慮し、ご家庭で余った牛
肉を今回の調理法でアレンジして食べていただけるように、様々な牛
肉を使って味のバランスを意識して調理し、また調理工程を減らすこ
とで誰でも簡単に作ることができるようにするなど、料理を多角的に
捉える伴田先生の挑戦をこれからも応援いたします。

「食」を通じて宮津の食が持つ奥深さや魅力をさらに発信！

　2022年９月１日(木)～３日(土)の３日間、２
年制２年次の学生が「ホテル＆リゾーツ 京都 
宮津」様において学生レストランの特別ラン
チ営業を行いました。こちらは、宮津市と連携
した「美食のまちづくり」事業の一環で、食を
通じて地域活性化や観光振興等に貢献する
プロジェクトです。
　学生たちは５月からレストランワークショップの授業で地域活性化や宮津市
について学びつつ、メニュー考案や試作を重ねました。当日は宮津市・京都府
北部の特産品や地元の食材を活かした、「和×フレンチ×イタリアン」の３分野
の料理が楽しめるコースを提供。初のプロジェクトでしたが、３日間で100人を
超えるお客様にご来店いただき、大盛況で終えることができました。
　２月にも宮津市でのレストランイベントを開催する予定ですので、ご期待くだ
さい。

【コースメニュー】
テーマ：「宮津を和と洋で味わう特別メニュー」 
・和と洋の前菜３種盛り合わせ
・宮津の魚と湯葉真丈の吸物
・カボチャとリコッタチーズのトルテッリ 
  宮津産オイルサーディンとズッキーニのクレーマ
・丹波黒鶏の2種の表現  
  「日ヶ谷味噌」風味のベアルネーズソースと 
  「まだ、名もなきレモネード」のアクセント

・宮津感じる おちょぼ寿司
・デザート盛り合わせ
・オリーブ風味のフォカッチャ
  バゲットカンパーニュ
・コーヒー または 紅茶

メニュー考案
・

調理風景

レストランワークショップ in宮津

和と洋の前菜3種盛り合わせ 宮津の魚と湯葉真丈の吸物 カボチャとリコッタチーズのトルテッリ 
宮津産オイルサーディンとズッキーニの
クレーマ

丹波黒鶏の2種の表現  
「日ヶ谷味噌」風味のベアルネーズソースと 
「まだ、名もなきレモネード」のアクセント

宮津感じる おちょぼ寿司 デザート盛り合わせ

▲黒鶏のバロティーヌ  カルヴァドスソース  
「ソースや付け合わせにリンゴ、カルヴァド
ス、ムール貝を使用し、ノルマンディ地方な
どフランス北部の料理を感じられる一皿に
しました。」

▲ヴェールを纏った桃とチョコレートのタルト
「桃は白桃とネクタリンの２種類を使用し、
チョコレートは桃の香りに勝ち過ぎないよう
に軽いムースに仕立て、全体としてバランス
よく食べて頂けるよう仕上げました。」
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一度は行きたい！卒業生のお店紹介

イベント当日は、2022年にリニューアルした食文化ミュージアムの
『京都・太秦 Taiwa Museum』もご見学いただけます。

京都・太秦 Taiwa Museum
https://taiwamuseum.kyoto.jp/

Y U N i C O
ユニコ

　京都、大阪、東京のリストランテ
で修業し、36歳だった2020年4月
にイタリア料理のお店「YUNiCO」を
独立開業した山本さん。しかしオー
プン直後にコロナ禍となり、誰も来
店されない日々が続いたそう。それ
でも2021年の秋、少しずつお客様
が増えて明るい兆しが見え始めた
頃に驚きのハガキが。それは「ミシュ
ランガイド大阪2022」掲載のお知
らせ。公式発表を迎え、大阪のイタ
リアンで６店だけの「一つ星」に選ば
れたと知った時のプレッシャーは相
当だったそうですが、2022年10月
にも2年連続の一つ星獲得となり、
早くも名店の仲間入りに。山本さん
ならではのイノベーティブなイタリア
ンは多くのお客様から高い支持を
得ています。

店舗概要

YUNiCO
https://y-unico.jp
大阪市北区曽根崎新地1-5-17 サウザンドビル4F
06-6225-8007

オーナーシェフ
山本 淳さん
（2008年 調理師科卒業）

　京都の五花街のひとつ、宮川町
の有名割烹「きたむら」で約10年
料理長を務めた山本さんが、
2019年の2月に「二条たかくら や
まもと」を開業。食材がもつ美味を
絶妙の技で引き出す天ぷらを軸
に、お客様の好みに合わせた割烹
仕立ての季節料理を提供されてい
ます。食材確保には在学中に切磋
琢磨した仲間の存在が大きく、現
在は丹後の間人で鮮魚商を営む
友人が、東京の名店に送る最上級
の魚介を山本さんにも送ってくれる
そう。
　「店主」という立場の重みを噛み
締めながら、お客様の満足の声に
慢心することなく、日 “々理想の店”
を追求されています。

店舗概要

二条たかくら やまもと
https://nizyo-takakura-yamamoto.gorp.jp
京都市中京区二条高倉西入ル松屋町55-1 西本ビル1F
075-285-1289

店主
山本 浩司さん
（2001年 調理師科卒業）

　同窓会では、卒業生の方々からのリクエストも多かった“開業・店
舗運営に関するセミナー”を企画しております。本セミナーでは、開業
された卒業生をゲストにお迎えし、独立開業の心構えや成功の秘
訣、 店舗運営に大切なノウハウを、さまざまな事例を踏まえ紹介。将
来、独立開業、店舗経営を目指す同窓生にとって、独立開業への ヒ
ントや気づきを得られ、次のステップへ向け踏み出すきっかけになれ
ば幸いです。

開催日時：2023年2月15日（水） 14時30分～16時 予定
会場：京都調理師専門学校 ホスピタリティホール

　セミナーの詳細はLINEで告知いたしますので、同窓会LINEを登録
の上、今しばらくお待ちください。

　2022年9月より卒業生の方のお店を紹介するオンラインマップ『卒業生のお
店マップ』の運用を開始いたしました。マップでは、京調の卒業生の方が開業・
後継されているお店情報をWeb上で見ることができます。また学校・同窓会ゆ
かりの地の紹介も隠れていますので、ぜひ見つけてください。
　現在は、同窓会LINE公式アカウントと、OB・OGサイトにて公開しています。飲
食業界でご活躍されている卒業生の皆さんを応援するツールのひとつとして、
同窓生はもちろん、多くの方 に々閲覧いただけるよう、展開してまいります。

『卒業生のお店マップ』を
公開しました！

ひき続き、
掲載店を募集

　掲載情報は日々追加いたしますので、京調を卒業され、お店をされている方や後継され
ている方がいらっしゃいましたら、同窓会事務局までお知らせください。
　OB・OGサイトに連絡フォームを掲載しています。

『開業・店舗運営セミナー』を開催します！

天ぷらと季節料理
二条たかくら やまもと

京都調理師専門学校
同窓会

@kyocho-obog
セミナーの案内や、卒業生のお店紹介、学校・先生の近況など
【月１通の新企画】
先生のメッセージ動画配信が好評!

OB・OGサイト
〈卒業生向けサイト〉

下のボタンをクリック！

◆同窓会LINE
京都調理師専門学校

@culinary_art_kyoto_japan◆京調Instagram

京調アカウント紹介 卒業生との繋がりを深めたい！ 卒業生と在校生を繋げたい！ 卒業生の力になりたい！そんな気持ちで運用しています
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https://y-unico.jp
https://nizyo-takakura-yamamoto.gorp.jp
https://www.kyoto-chorishi.ac.jp/dosokai/
https://taiwamuseum.kyoto.jp/
https://page.line.me/kyocho-obog
https://www.instagram.com/culinary_art_kyoto_japan/
https://www.kyoto-chorishi.ac.jp/dosokai/

