
川上文代料理教室 2023 年 4 月スケジュール 
イタリア料理 
講師：川上文代 3 時間レッスン料 8800 円(8000 円＋税）13/36 回目 

４月１日（土）11:00～、７日（金）11:00～、19:00～、9 日（日）11:00～、11 日（火）11:00～ 

課題：リグーリア州について 

１．シラスのフリット＆野菜のグリルのしらすドレッシングがけ 

２．手打ちトロッフィエのジェノヴェーゼ和え 

３．ズッパ・ディ・ペッシェ（海の幸の煮込みスープ） 

※2020年4月の川上文代のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBでレッスンの様子をご覧ください。 

＊3 年サイクルなので全て受講するとイタリア料理と菓子が網羅できます。1 回完結型なので単発でも可能です。 

フランス料理 
講師：川上文代 3 時間レッスン料 8800 円(8000 円＋税）25/48 回目  

4 月 19 日（水）11:00～、20 日（木）11:00～、21 日（金）11:00～、19:00～、22 日（土）11:00～、 

23 日（日）11:00～、24 日（月）11:00～、29 日（土㊗）11:00～ 

課題： 料理に使うアルコールについて 

１．オムレツ（各自で巻きます） 

２．白身魚の香り焼き、ヴェルモットソース 

３．フレジエ（苺のケーキ） 

 ※2019年4月の川上文代のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBでレッスンの様子をご覧ください。 
＊４年サイクルなので全て受講するとフランス料理と菓子が網羅できます。1 回完結型なので単発でも可能です。 

 

 
川上文代料理教室 2023 年 5 月スケジュール 

イタリア料理 
講師：川上文代 3 時間レッスン料 8800 円(8000 円＋税）14/36 回目 

5 月 6 日（土）11:00～、7 日（日）11:00～、8 日（月）11:00～、9 日（火）11:00～、12 日（金）1９:00～ 

課題：メニュー構成、リストランテの格付けについて 

１． 新鮮な海の幸たっぷりのサラダ 

２．薄焼きピッツァ 

３．ミラノ風カツレツ 

４．りんごのデザートピッツァ 

※2020年5月の川上文代のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBでレッスンの様子をご覧ください。 

＊3 年サイクルなので全て受講するとイタリア料理と菓子が網羅できます。1 回完結型なので単発でも可能です。 
 

フランス料理 
講師：川上文代 3 時間レッスン料 8800 円(8000 円＋税）26/48 回目  

5 月 18 日（水）11:00～基本付き、19 日（金）11:00～、19:00～、21 日（日）11:00～、 

22 日（月）11:00～、23 日（火）11:00～、27 日（土）11:00～、22 日（日）11:00～ 

課題： アキテーヌ地方について 

１．スクランブルド・エッグバスク風 

２．牛肉のステーキ ボルドー風 

３．ガトー・バスク 

 ※2019年5月の川上文代のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBでレッスンの様子をご覧ください。 
＊４年サイクルなので全て受講するとフランス料理と菓子が網羅できます。1 回完結型なので単発でも可能です。 



川上文代料理教室 2023 年６月スケジュール 
イタリア料理 
講師：川上文代 3 時間レッスン料 8800 円(8000 円＋税）15/36 回目 

６月４日（日）11:00～、５日（月）11:00～、６日（火）11:00～、９日（金）1９:00～、11 日（日）11:00～ 

課題：コンソメのひき方 

  １．アランチーニ（スップリ/ライスコロッケ）2 種 

２．コンソメに浮いた2 色のトルテリーニ 

３．ブラッドオレンジのゼリー＆バジルのアイスクリーム 

※2020年6月の川上文代のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBでレッスンの様子をご覧ください。 

＊3 年サイクルなので全て受講するとイタリア料理と菓子が網羅できます。1 回完結型なので単発でも可能です。 
 

フランス料理 
講師：川上文代 3 時間レッスン料 8800 円(8000 円＋税）26/48 回目  

６月 18 日（日）11:00～、19 日（月）11:00～、20 日（火）11:00～、 

23 日（金）11:00～、19:00～、25 日（日）11:00～ 

課題： スパイスについて 

１．自家製ハム、スパイシーチャツネ添え  

２．白身魚のソテーじゃが芋のうろこ仕立て 

３．ベイクド・チーズケーキ 

 ※2019年6月の川上文代のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBでレッスンの様子をご覧ください。 
＊４年サイクルなので全て受講するとフランス料理と菓子が網羅できます。1 回完結型なので単発でも可能です。 

 
 

川上文代料理教室 2023 年 7 月スケジュール 
イタリア料理 
講師：川上文代 3 時間レッスン料 8800 円(8000 円＋税）16/36 回目 

7 月 2 日（日）11:00～、４日（火）11:00～、６日（木）11:00～、7 日（金）1９:00～、8 日（土）11:00～、12 日（水）11:00 

課題：パスタについて  

１． いかの詰め物～シチリア風～ 

２．鴨の煮込みパッパルデッレ（幅広の手打ちロングパスタ） 

３．イチジクのケーキ 

※2020年7月の川上文代のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBでレッスンの様子をご覧ください。 

＊3 年サイクルなので全て受講するとイタリア料理と菓子が網羅できます。1 回完結型なので単発でも可能です。 
 

フランス料理 
講師：川上文代 3 時間レッスン料 8800 円(8000 円＋税）27/48 回目  

7 月 16 日（日）11:00～、21 日（金）19:00～、23 日（日）11:00～、 

24 日（月）11:00～、25 日（火）11:00～、28 日（金）11:00～、29 日（土）11:00～ 

課題： 赤いフルーツについて 

１．魚のフォンダン、スパイス風味（しっとり火を通した白身魚） 

２．ブーレットのハーブバターソース（切るとミンチ肉の中からハーブバターがトロ～リ） 

３．フリュイ・ルージュのガトー（赤いフルーツのケーキ） 

 ※2019年7月の川上文代のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBでレッスンの様子をご覧ください。 
＊４年サイクルなので全て受講するとフランス料理と菓子が網羅できます。1 回完結型なので単発でも可能です。 



基本のレッスン 
 
講師：川上文代 4時間レッスン料8800円（8000円＋税）11:00～15:00 （日時相談可） 
＊料理の基本をじっくり学んで頂く講座です。切り方や包丁の動かし方、泡立て方や食材の扱いなどを中心に学

んでいただく講座です。できない所を徹底的に克服しましょう！日時相談可で、何度でも受講できます。 
 
 ・1 回目・・・野菜の切り方、魚の卸し方、包丁の動かし方、ドレッシング、フルーツサラダ 

 ・2 回目・・・豚肉のロースト、マヨネーズ、ロース糸の巻き方、スポンジ生地の作り方や絞り出し方  

・3 回目・・・鶏の卸し方（各自 1 羽）、食材の下処理や切り方、基本の鶏肉料理各種 

・4 回目・・・テリーヌ(彩り野菜のテリーヌ、肉のテリーヌ、ケーク・サレ、フルーツのテリーヌ） 

・5 回目・・・ソース各種とソースに合う料理 

・6 回目・・・スペイン料理（パエリア、ガスパチョ、スパニッシュオムレツ、コシード、クレーマカタラーナ） 

・7 回目・・・韓国料理（参鶏湯、オイキムチ、チヂミ、ナムル、うずら卵のピリ辛漬けなど） 

・8 回目・・・卵料理（オムレツ、だし巻き卵、スクランブルエッグ、卵とトマトの中華炒め、茶わん蒸しなど） 

・9 回目・・・和食（お米のとぎ方・ごはん、みそ汁、煮魚または焼き魚、天ぷら、きんぴら、肉じゃがなど） 

・10 回目・・・中華（チャーハン、マーボー豆腐、中華風蒸し魚、春巻き、海老チリ、タピオカココナッツなど） 

・11 回目・・・点心Ⅰ（海老蒸し餃子、ショーロンポー、大根餅、肉まん、胡麻団子など） 

・12 回目・・・タイ料理（ヤムウンセン、トムヤムクン、プーパッポンカリー、ラープガイなど） 

・13 回目・・・ベトナム料理（生春巻き、フォー、バインミー、バインセオ、チェーなど） 

・14 回目・・・洋食（グラタン、ハンバーグ、オムライス・トマトカップサラダなど） 
・15回目…点心Ⅱ（水餃子、ちまき、ワンタン、胡椒餅、ココナツ団子など） 
・16回目…スパイスについて（スパイスを使ったカレー、サラダ、肉料理、魚料理、ケーキなど） 

・17回目…きのこについて（きのこを使ったソテー、蒸し物、煮物、サラダ、スープ、パスタなど） 
 
 

和のおもてなしレッスン 
講師：川上文代 11：00～4時間レッスン料8800円（8000円＋税） 

内容：魚を中心にした季節の和のおもてなし料理 約6品 
＊過去のアメブロhttp://ameblo.jp/fumiyokawakami/やFBやインスタグラムでレッスンの様子をご覧ください 

 

 

ガレット＆クレープ講座 
講師：川上文代  バリッと香ばしい網目状のガレット生地を伝授します。全国でもガレット＆クレープの教室は少なく、“副菜

いらずの満足ガレット”（誠文堂新光社より）の著者から直接学ぶレッスンです。＊日時相談可。 
＊8 時間レッスン代 22000 円（2 万円+税）  11:00～19:00  または、10：00～18:00 など 

ロゼルの動かし方、鉄板を使いクレープとガレット生地約３０枚焼き、シードルと共にお召し上がり頂きます。生地の配合色々、

器具の手入れ、電気とガス火の違い、ガレットとクレープの歴史、地域ごとの食べ方や焼き方や厚さの違い、そば粉の違い食

べ比べ、ガレットに合わせた飲み物各種、油ひきの作り方、開店の相談など。 
 
 

低温真空調理レッスン     
講師川上文代 ６時間レッスン代 15400 円（14000 円+税）日時相談可。低温真空調理の第一人者、“家庭料理の大革命 

低温真空調理のレシピ”（グラフィック社より 1800 円＋税）の著者から直接学ぶレッスン。11:00～17：00 など 

＊内容・・・低温真空調理に加え、菌や食中毒について普段から料理をする上で、知らねばならないことを学びます。低温

調理器の使い方 ・細菌やたんぱく質の基礎知識 ・温度帯による変化・ロゼに仕上がるローストビーフ ・ねっとりサーモン

マリネや魚介 ・しっとり鶏や豚ハム ・温泉卵・甘酒 など。44℃、55℃、66℃、77℃、88℃で低温真空調理をします。たん

ぱく質の熱変性に加えコラーゲン、ペクチンによる熱変性を学びます。肉・魚・野菜・果物を使った応用料理を学びます。 
 
 
 
 



 

川上文代の認定講座 
 

「フランス料理」「イタリア料理」「魚料理」の免許皆伝の認定講座。 

12 日間×6 時間で教科書シリーズの著者から直接学べます。 

※３人以上集まれば、日時をご相談の上、順次開講します。（定員 5 名） 

 
①認定講座：フランス料理認定コース  

    講師：川上文代 10:00～18:00（全 12 回） 前納 330,000 円（30 万+税） ＊只今、7 期生募集中! 
    「フランス料理の教科書」を中心に著者から直接学び、教科書を使っての指導・料理提供認可の特典付き。 

       
②認定講座：イタリア料理認定コース     

      講師：川上文代 10:00～18:00（全 12 回） 前納 330,000 円（30 万+税） ＊只今 5 期生募集中！ 

    「イタリア料理の教科書」を中心に著者から直接学び、教科書を使っての指導・料理提供認可の特典付き。 

   

③認定講座：魚料理認定コース 

   講師：川上文代 10:00～18:00（全 12 回） 前納 330,000 円（30 万+税） ＊只今７期生募集中！ 

   「魚料理の教科書」を中心に著者から直接学び、教科書を使っての指導・料理提供認可の特典付き。  

   

～ご案内・イベント・他～  
＊ 体験レッスン・・・随時募集中。（コースによって、一部人数を制限させていただいてます。）開講日時など、ご相談

に応じてある程度融通できます。  
＊ご紹介制度・・・ご入会された方、もしくはご紹介いただいた方がご入会された場合は双方に、川上文代の著書を

直筆サイン付きで差し上げています☆  
 
＊ 電話やメールでのご予約・お問い合わせ・・・03-6427-7７99 または、 mail ⇒info@delice-dc.com  
住所：渋谷区広尾 1-7-2 藤和広尾レジデンス 404  広尾・恵比寿の間（どちらの駅からも徒歩約９分） 

・デリス・ド・キュイエール川上文代料理教室ホームページ： https://www.delice-dc.com/  

・川上文代 Fcebook： https://www.facebook.com/fumiyo.kawakami 

・アメブロ 川上文代の日々の食＆日記： https://ameblo.jp/fumiyokawakami/  

・YouTube 料理研究家川上文代の日々： https://www.youtube.com/channel/UC7OlZVlCFu9oP4eIenCD67Q  

・川上文代のインスタグラム fumiyokawakami 

 

＊ 川上文代の著書・・・約 140 冊（このうち約 30 冊は翻訳本）あり、amazon などで約 90 冊紹介されています。 


