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● チーズマヨから丼

● 唐揚げ南蛮丼

● 豚塩丼

西宮キャンパス

人気メニュ
ー

岡本・西宮・ポートアイランド、甲南大学3つのキャンパスで食事を提供する施設のうち今回は6か所を

ピックアップ。どこも特色のある工夫を凝らしたメニューで学生の人気を博しています。ここではそれ

ぞれの施設の人気メニューをクローズアップし紹介します。現在は混雑緩和のためにメニューを見直

すなど試行錯誤しながら営業中で、ランキングはコロナ禍前の2019年のデータを集計しています。

甲南の        を大公開！食
ごはんですよ!

1 カフェパンセ
5号館 1階

4 BOOK café
iCommons 4階

3 CAFFÈ & BAR PRONTO
iCommons 1階

2 Hirao Dining Hall
iCommons 1階

ケーキ部門NO.1

ドリンク部門NO.1

パスタ部門NO.1

FIRST
リーズナブルですが、オリジナリティーに富むラ

インナップが特色。おいしい満腹ランチがワン

コインでおつりがでます。

学生のお腹を満たすオリジナルどんぶりメニュー

が上位に。しょう油ダレに漬け込んだ唐揚げ

メニューが特に人気です。

● チーズチキンカツライス

● チキンカツカレー

● イカのかき揚げうどん

a

b

c

A

B

C

ポートアイランドキャンパス  

人気メニュ
ー

3キャンパス
食施設を網羅!

岡本キャンパス

※現在は提供していないため、再現し撮影しています。

KOCOCafé No.836をベースに苦み
のあるコーヒーとミルクの甘みが人気。

カフェラテ（HOT/ICE)トールサイズ 250円
NO.2

スチームオーブンで仕上げた本格派、
とろーりチーズとの相性バッチリ。

焼きカレー 390円

※各360円※298円

※212円

※438円

NO.3

NO.1
手づくりバンズに具材はハンバーグ、
チキンカツ、ロースカツの3種類。

甲南バーガー 247円

ジューシーなもも肉を、オリジナルレシピ
で一つひとつ丁寧に仕上げています。

甲南自家製唐揚げ（5個） 264円
NO.2

豚焼肉を大根おろしとポン酢であっさりと。
抜群の安定感でご飯がすすみます。

豚焼肉ポン酢おろし 264円
NO.3

NO.1
甲南の学食といえば「天津飯」。しょうがの
きいた中華スープが食欲をそそります。

天津飯 385円

アメリカの人気カフェ『STONEMILL MATCHA』との
コラボ商品で手土産に使われるほど人気。

STONEMILL抹茶バスクチーズケーキ 583円

午後のテイクアウトで圧倒的な人気！きめ細かい泡が
おいしさの秘訣です。

カフェラテ Rサイズ 352円

もちもち食感の生パスタにとろーりモッツァ
レラチーズ。万人に人気の一皿。

とろ～りモッツァレラのトマトソース 880円

ピザ窯で焼き上げ、「マルゲリータ」と
「5種のチーズ」があります。

ピザ 1/4サイズ 160円
イチオシ

イベントメニューが人気を博して提供
継続中。うれしいサラダ付きです。

オムライス 387円
イチオシ

NO.1
7杯分の価格で10杯楽しめる
KOCOCafé No.836コーヒーが人気。

コーヒーチケット 1,610円

A

C B
b

a

c

※価格は2019年末のもので税込表示。現在の販売価格と相違があるものや販売を終了している場合がございます。
※六甲アイランド店・Family Mart・西校舎店に関する記載は省略しています。

※現在は4個で販売
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昭和から令和へと、学生のライフスタイルに合わせて、“学食”もどんどん進化しています。

その変遷をなつかしの写真を交え紹介します。

1960（昭和35）年 食堂

1996（平成8）年 食堂

2022（令和4）年 Hirao Dining Hall （画像はコロナ禍以前のもの） CAFFÈ & BAR PRONTO

同年 レストラン 食堂施設があった学友会館

1970（昭和45）年 カフェパンセ当時のメニュー

2019年の年間販売数は約
27,000食を記録。レギュラー
メニューとして登場したのは
1985年12月で、「手軽に食べ
られてボリュームもある安価
などんぶりもの」として生まれ
ました。サイズはS・M・Lの展
開がありましたが、現在は混
雑緩和のためにMサイズのみ
の販売となっています。

超天津飯（5～6人前）というイベント時
などで出食される特別メニューがあり、
事前予約必須だそうです。
※価格は2,200円（税込）

2019年の年間販売数は約26,000食
を記録。しょうがをたっぷりきかせた
しょうゆ味で見た目の色も濃い目に
仕上がっています。マヨネーズをつけた
り、七味をつけたりと味変する方も多
数。現在、個数は5個から4個になり、
価格も下がって提供されています。

昭
和

平
成

令
和

この時代ランチ（定食）が100

円。カレーなどの単品メニュー

は50円から食べられました。

Chronicle
学食クロニクル

よもやま話
甲南「食」の

甲南の
愛され
メニュー

クローズアップ
不動の人気

天津飯

みんな大好き

甲南自家製
唐揚げちなみに
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甲南学園から“旬”のニュースをお届けします
〈 期間：2021年10月～2022年2月 〉

2022 Spring  VOL.61K   NAN T   PICS

　10月30日、第16回司法試験合格者祝賀会（主催：法曹甲南会）が
岡本キャンパスで執り行われました。
　司法試験合格者の方へ、山下法曹甲南会会長や長坂理事長、中井
学長、石井院長から祝辞が述べられ、記念品の贈呈が行われました。
また、司法試験合格者による報告会をZoomで開催し、多くの在学
生や修了生に向けて、司法試験合格に向けた取り組みなどを発表
いただきました。
　合格したみなさまの今後のご活躍を心より祈念しております。

　1月20日から2月9日、開学70周年記念の一環として、フロンティアサ
イエンス学部の１・２年次の学生が作成したポスター展示、「平生精神と
甲南大学FIRST」展を岡本キャンパスのiCommonsにて開催しました。
　「プレゼンテーション演習１、２」の授業を通じて、学園創立者平生釟三
郎先生のスピリットを未来につなげることをテーマとし、ポスターにまとめま
した。また、3年次の学生が、平生先生が重んじた「健康の増進」を現代
の理系学生の立場から解釈し、ドラマ仕立ての映像資料を制作。内容は
高校生や一般の方
にもわかりやすい
新型コロナウイルス
感染症に関する解
説としています。

　本学では、神戸市へのふるさと納税の仕組みを活用した
「KOBE学生サポート 市内大学等応援助成」に参画し、神戸市
への寄附を募っておりましたが、このたび12月末日をもちまして
令和3年の募集が終了いたしましたので結果をご報告いたします。
　このたびは、ご卒業生をはじめとする学園関係者の方々より多
数のご寄附をいただき、昨年を上回る、のべ142名の方より総額
9,069,300円（うち、本学園へ
の助成額は5,400,360円）の
ご寄附をいただきました。この場
をお借りして深く感謝申しあげま
すとともに、いただきましたご厚
志は新型コロナウイルスで影響
を受ける学生支援経費として大
切に活用させていただきます。

フィギュアスケーターの三原舞依さんが四大陸選手権で優勝

開学70周年記念イベント
「平生精神と甲南大学FIRST」展を開催

第16回司法試験合格者
祝賀会・報告会を開催

　フィギュアスケーターの三原舞依さん（営4、シスメックス所属）がエストニアで行われた四大陸選手権に
出場し、ショートプログラム（SP）を首位で通過、フリーで145.41点、合計218.03点を記録し、5年ぶり2
度目の優勝を果たしました。三原さんは「まだまだレベルアップできることがたくさんあり、これからもスケート
が続けられる限り全力で練習、トレーニングをがんばります。勉強とともにさらにトップをめざします」と今後の
意気込みを語ってくれています。
　三原さんは卒業後に本学大学院への進学を予定しており、さらなる活躍を期待しています。

第57回摂津祭を開催

神戸市ふるさと納税
「KOBE学生サポート」への
ご寄附ありがとうございました

　10月29日から31日の日程で、第57回摂津祭「It’s 57
（gonna）be alright！ 57（甲南）におかえりな祭」を開催しました。
　昨年はやむなく中止となった摂津祭ですが、実行委員会が
中心となり、さまざまな工夫を凝らし、なんとか実施に至りま
した。感染対策のため、規模を縮小したうえで事前予約制と
し、飲食をともなう出店はすべて見送るなど例年とは違った
摂津祭となりましたが、3日間を通して、多くの方にご来場い
ただきました。

※甲南大学大学院法学研究科法務専攻（法
科大学院）は 2020年度（2019年度秋入学
を含む）以降の学生募集を停止しています。

第16回令和3年司法試験結果

最終合格率

最終合格者数

短答式合格者数

受験者数

21％

7名

25名

33名

※本人より提供
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