食から学べ！

2F

「まいどおおきに食堂」の“追手門”店。麺
類に丼もの、定食まで幅広いメニューが

リブレ

［ 追 手 門 の 注目プログラム ］

揃う。特に小鉢を2品選べる定食は、食生
活が偏りがちな一人暮らしの学生の心強
い味方に。サイドメニューのソフトクリーム

地域の食材と、大学での学びから得た知識や方法論を掛け
合わせた「メニュー開発」が盛んとなりつつある。追手門が
“ご当地グルメ・プロデューサー”
として名を馳せる日も近い!？

追手丼

“街食堂”のメニューが
学生価格で食べられる！
ご飯大盛り無料！

1F

追手門
食堂

（14種類！）
も人気のデザートだ。

洋食メニューも多い
女子に人気の“追大カフェ”
！

経営学科│村上 喜郁 ゼミ

和・洋・中の幅広いメニューと量り売りの
ビュッフェスタイルで、特に女子人気の高

メディアにも取り上げられた
追手門初のB級グルメ！

い食堂がここ。好きなものを少しずつ組み
合わせて
“オリジナルランチ”
として食べら
れるのが魅力だ。学生の意見を取り入れ

牛丼 ¥300

BEST
追手門
人気メニューを
食べつくせ！

牛肉の他、
ゴボウ・玉ネギ・糸コンニャ
クと具沢山の、
“ 牛すき丼”
とも呼べる
人気メニュー。

※記載の価格は4月1日以降のものです

た期間限定のメニューもある。

「追手門食堂」
・
「大阪府中央卸売市場」
と提携し、若者の“魚ばな
れ”
“ 野菜不足”
を解消しようと開発された、チ
リソースで食べる
「イワシ」
と
「トマト」の

人気メニューも
前日までの予約が可能！

かき揚げ丼。オープンキャンパスや学
内販売でも瞬く間に売り切れたB級

カフェごはん ¥420～¥450

グルメだ。村上喜郁ゼミでは今後も、

試験販売での大好評を受け、この4月から

B級グルメの開発に学生が主体と

いボリューム”の日替わりランチ。

昨年末より学内公募で決まった
『Pan♥Kuru』に名称

本メニューに加わった。
“ヘルシーでほどよ

変更された、手作りパンの並ぶベーカリー。惣菜パンも
菓子パンも見た目以上のボリュームだから、ランチにも

なって取り組む。

小腹にも重宝だ。12:00からは1号館横でのカート販売
も行っている。

1F

※追手門食堂奥

Pan ♥Kuru

きつねうどん ¥200
鰹と昆布で取った出汁は、飲み干し
たくなる美味さ。200円という破格の
値 段は、もはやオプションメニュー
並みだ。

［パンクル］

ピザパン

見山の郷 商品開発プロジェクト 地域文化創造機構

ミックス

チキン南蛮定食
¥500

明太子

¥160

地域特産品を使ったスイーツは
茨木の名物商品となるか !？

ベーコン・タマネギ・コー

ムネ肉を使った、ボリューム

ン・チーズなど、具材が

があるのにヘルシーな定食。

たっぷり。生地もデニッ

ご飯のかわりにお粥をチョイ

シュからピザパンに替わ

地域文化創造機構が、茨木エリアの活
性化を食の分野から担う商品開発プロ

チキン唐あげマヨ丼
¥360

ジェクト。地域の食文化の拠点となってい

唐あげ×マヨネーズの“ 間違い

る
「見山の郷」や茨木市内の専門店と連
ベースとなる原材料は、特産品の中から

ふんわりと盛られた卵はもちろ
ん、周りを取り囲むソースも癖に
なる味。数あるオムライスの中で
もダントツの一番人気。

メロンパン
メロン

メープルシュガー

¥120

チョコチップ

¥130

ベーコン
ポテトパン
¥140
ポテト・ベーコン・チーズ
が乗り、マヨネーズで味

“外はサクサク、中はしっとり”のパン生地は

付けされている。食べご

ら
「たまに食べたくなる」
という学

絶妙。菓子パンの中では、チュロスと一、二を

たえがあって、男子にも

生は
“多い”。

争う人気定番。

女子にも好評。

ない”組合せ。ハイカロリーなが

携し、ご当地スイーツの開発を目指す。

ふわふわオムライス
¥380

スできるのも驚きだ。

り、
ボリュームアップ！

チョコバナナソフト ¥200

選ぶ。学生を中心に組まれた開発チーム
による試作が、
この春から佳境に入る。

SBCモカ
ショート ¥310

ラーメンセット ¥420

3F

エスプレッソのコクとビター

大学いもバーム

経営学部│PBLプログラム

チョコの甘さが好相性の定番
メニュー。ICEとHOTを合わせ

シアトルズ
ベスト
コーヒー

ると文句ナシの年間王者。

“おいしく”て“売れる”なら
シャレも立派なアイデアに！
経営学部生と奈良県の洋菓子店「StellaLune」が
共同でバームクーヘンの新メニューを開発。大学生ら

ジャバクーラ
クッキー&クリーム
ホイップ付き・
トール ¥430

が複数寄せられた。ちなみに、PBL ※は2年生から履
修・参加が可能だ。
※科目名：マーケティング特殊講義 １B-2B
（担当教員：葉山幹恭）
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ンはカレーに変更可。

カツ丼 ￥370

B1F

注 文 を 聞 い て から
作ってくれるので、と
ろっとした卵とサクサ

Madre

クのカツをともに味わ
える。みそ汁が付くの
もうれしい。

［ マードレ］

フローズンコーヒーに、ホイップクリーム
てもってこいの“スイーツ・
ドリンク”。

のんびりとくつろぐなら
SBCでコーヒーランチ！

行錯誤を重ねた味はもちろん、見た目の良さとネーミ
で販売されたが、終了後には店頭での販売を望む声

うゆ”
が日替わりで組まれる。チャーハ

とオレオクッキーをトッピング。夏へ向け

しく
「大学いも」をモチーフにしたスイーツを提案。試
ングとが相まって、学祭で大好評。商品は学祭限定

麺+米のまさにがっつりメニュー。あっ
さり風味の“トンコツ”
と
“トンコツしょ

SBC ドッグ
スモーキー・ブルスト
¥330

17:00ラストオーダー、
と食堂棟の中でも

熟成したポークソーセージを桜

15％OFFの追大価格で販売されている。
さ

のチップでじっくりスモーク。パ
リッとした食 感と香ばしい風 味
がしみじみと美味しい。

最も長い時間開いているSBC
（木曜のみ
14:00ラストオーダー）
。一般店舗より10～
らにおトクな、
コーヒーと、
ホットドッグorベー
グルの
“ワンコイン・ランチセット”
も人気。

鯖節から出汁をとった
うどんもおすすめ！
昔からの
「一冨士」
という名前でも親しまれ
！
ー！
裏メニュ

カレーラーメン ¥260

カツカレーライス ¥370
大釜でじっくりと煮込まれたカレーはコクが

今日はカレーかラーメンか、
と迷っている

あって美味。サクサクでジューシーなカツはこ

人のための裏メニュー。カレーうどんの

こでも必須だ。

食券を渡し、
「ラーメンで」
と伝えよう。

ている
『Madre』
は、
スペイン語で「お母さ
ん」
という名のとおり、
メニューはどれも
“お
ふくろの味”。高校生も利用しているが、
も
ちろん大学生も大歓迎！がっつり食べられ
るメニューが自慢。

BRIDGE OTEMON GAKUIN UNIVERSITY

10

