
1. フィリピン語専攻
● トゥロン
バナナ、三温糖、シナモン、春巻きの皮、菜種油
● アドボ
鶏肉、ニンニク、醤油、酢、砂糖、ローリエ、水、黒コショウ

2．ポーランド語専攻
● ピエロギ
既製品ピエロギ、フライドオニオン、乾燥パセリ
● ポンチキ
既製品ポンチキ、粉砂糖、オレンジピール、アーモンド

3．ヒンディー語専攻
● サモサ
マッシュポテト、菜種油、グリーンピース、塩、ターメリック、
コリアンダー、クミンパウダー、チリパウダー、春巻きの皮
● バターチキンカレー
玉ねぎ、生姜チューブ、にんにくチューブ、ターメリック、
コリアンダー、クミンパウダー、トマト缶、塩、菜種油、鶏もも肉、
ナン、牛乳

4．国際日本学部
● みたらし団子ドック
みたらし団子、ホットケーキミックス、牛乳、卵、菜種油
● 抹茶オレ
抹茶、豆乳、砂糖

5．英語専攻
● フィッシュアンドチップス
白身フライ、フライドポテト、キャノーラ油、塩、ケチャップ、
タルタルソース
● フライドオレオ
牛乳、バター、ホットケーキミックス、キャノーラ油、オレオ

６．カンボジア語専攻
● ソムローカリー
鶏肉、カレー粉、にんじん、サツマイモ、玉ねぎ、
ココナッツミルク、砂糖、塩コショウ、菜種油、フランスパン、
唐辛子
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アレルギー表示
トゥロン：小麦、大豆
アドボ：鶏肉、大豆

アレルギー表示
ピエロギ：卵、乳、小麦、大豆
ポンチキ：卵、乳、小麦

アレルギー表示
サモサ：小麦、大豆、グリンピース
バターチキンカレー：鶏肉、乳

アレルギー表示
みたらし団子ドック：卵、乳、小麦
抹茶オレ：大豆

アレルギー表示
フィッシュアンドチップス：卵、小麦、大豆
フライドオレオ：乳、小麦、大豆

アレルギー表示
ソムローカリー：鶏肉、乳、小麦、大豆

7．朝鮮語専攻
● ヤンニョムチキン
鶏もも肉、白いりごま、塩コショウ、片栗粉、菜種油、
ヤンニョムチキンソース、マヨネーズ、タルタルソース
● ホットク
冷凍ホットク、菜種油

アレルギー表示
ヤンニョムチキン：鶏肉、小麦、大豆
ホットク：卵、乳、小麦、大豆、落花生



8．マレーシア語専攻
● アヤムゴレン
鶏肉、菜種油、ターメリックパウダー、塩、ケチャップ、チリソース
● マンゴージュース
マンゴージュース

9．トルコ語専攻
● ケバブサンド
キャベツ、トマト、玉ねぎ、ニンニクチューブ、チリパウダー、
塩コショウ、菜種油、マヨネーズ、ケチャップ、砂糖、
クミンパウダー、牛肉、ピタパン
● バクラバ
小麦粉、砂糖、バター、牛乳、卵、ピスタチオ、サンフラワーオイル、
塩、コーンスターチ、レモン果汁

10．ラオス語専攻
● ラープ
ねぎ、パクチー、もやし、サラダ油、ナンプラー、レモン汁、
ラープの素、鶏肉
● ナムワーン
ココナッツミルク、バナナ

11．ベトナム語専攻
● ネムザン
人参、玉ねぎ、春雨、乾燥きくらげ、菜種油、粉末鶏がらスープ、
塩コショウ、豚ひき肉、スイートチリソース、チリソース、
ライスペーパー
● チェー
ココナッツミルク、砂糖、タピオカ、ナタデココ、
サツマイモチップス、白玉、バナナ、ピーナッツ

12．モンゴル語専攻
● ショルログ
マトン、玉ねぎ、ニンニク、菜種油、塩、胡椒、タレ
● ホーショール
羊肉、玉ねぎ、生地、ナツメグ、塩、胡椒、ニンニク

13．ビルマ語専攻
● サヌイマキン
ココナッツミルク、小麦粉、卵、グラニュー糖、ポピーシード
● ゴーウージョー
うずらの卵水煮、極み衣の天ぷら粉、南アルプスの天然水、
キャノーラ油、パクチーパウダー、チリパウダー、ニンニクパウダー

14．ウルドゥー語専攻
● サモサ
マッシュポテト、春巻きの皮、水、薄力粉、塩、チリパウダー、
アジュワン、ターメリック、クミンパウダー、コリアンダー、
クミンシードホール、黒コショウ、菜種油、ケッチャプ、
チャートマサラ、チリホール
● チャイ
午後の紅茶ミルクティー、シナモン、カルダモン、
コーヒーフレッシュ

15． フランス語専攻
●Soupe à l'oignon
玉ねぎ、にんにく、バター、キューブコンソメ、塩コショウ、
水、スライスチーズ、バゲット
●Le petit fondant au chocolat
チョコレート、無塩バター、卵、砂糖、薄力粉、純ココア、
トリュフチョコ

アレルギー表示
アヤムゴレン：鶏肉、
マンゴージュース：マンゴー

アレルギー表示
ケバブサンド：牛肉、卵、小麦
バクラバ：卵、乳、小麦、ピスタチオ、
　　　　　コーンスターチ

アレルギー表示
ラープ：鶏肉
ナムワーン：--

アレルギー表示
ネムザン：豚肉、鶏肉、大豆
チェー：大豆、落花生

アレルギー表示
ショルログ：--
ホーショール：小麦

アレルギー表示
サヌイマキン：卵、小麦
ゴーウージョー：卵、小麦

アレルギー表示
サモサ：小麦、ジャガイモ
チャイ：牛肉、乳、大豆

アレルギー表示
Soupe à l'oignon：牛肉、鶏肉、乳、小麦、大豆
Le petit fondant au chocolat：卵、乳、小麦



17．アラビア語専攻
●コシャリ
マカロニ、レンズ豆、トマトソース、オリーブオイル、チーズ
●バスブーサ
セモリナ粉、砂糖、ココナッツファイン、ヨーグルト、
マーガリン、レモン汁、アーモンドスライス、ガムシロップ

18. インドネシア語専攻
●サテヤアム
鶏もも肉、塩、すりおろしにんにく、レモン汁、ケチャップマニス、
菜種油、カレー粉、ピーナッツ、水
●ミーゴレン
小松菜、にんじん、キャベツ、麺、コショウ、卵、ネギ、
ケチャップマニス、菜種油
19．スペイン語専攻
● タコス
レタス、キャノーラ油、豚ひき肉、アボカド、チーズ、ケチャップ、
中農ソース、塩コショウ、チリパウダー、にんにくチューブ、
トルティーヤ、サルサソース、マスタード、スパイシーホットソース、
ホットソース
● チュロス
チュロス、キャノーラ油、シナモンシュガー、
チョコレートシロップ、砂糖、イチゴソース、抹茶ソース

20. ロシア語専攻
● ボルシチ
ビーツ、ローリエ、じゃがいも、玉ねぎ、キャベツ、トマト、
牛肉、パセリ、マヨネーズ、バター、菜種油（キャノーラ油）、
にんにく、にんじん

21. ポルトガル語専攻
● パステル
豚合い挽き肉、餃子の皮、片栗粉、玉ねぎ、にんにく、ケチャップ、
焼肉のたれ、乾燥パセリ、ピザチーズ、菜種油、塩コショウ
● リングイッサ
冷凍リングイッサ

22. ベンガル語専攻
● ジラピ
薄力粉、砂糖、食用染料、豆乳グルト、ベーキングパウダー、
水、キャノーラ油
● アル・チョプ
マッシュポテト、オニオンクリスプ、ツナ缶（水煮）、卵、
薄力粉、キャノーラ油、クミン、コリアンダー、塩、水

23. ペルシア語専攻
● キャバーブ
マトン肉、牛挽き肉、プチトマト、レモン汁、塩、胡椒、ソマグ、
玉ねぎ
● チェロウ
チェロウ

アレルギー表示
コシャリ：乳、小麦
バスブーサ：乳、小麦

アレルギー表示
サテヤアム：鶏肉、小麦、大豆、落花生、えび
ミーゴレン：卵、小麦、大豆

アレルギー表示
タコス：豚肉、乳、小麦、大豆
チュロス：小麦

アレルギー表示
ボルシチ：牛肉、卵

アレルギー表示
パステル：豚肉、牛肉、乳、小麦、大豆、りんご、
　　　　　ごま
リングイッサ：豚肉、牛肉、小麦、大豆

アレルギー表示
ジラピ：小麦、大豆
アル・チョプ：卵、小麦

アレルギー表示
キャバーブ：牛肉、マトン肉
チェロウ：--

16. イタリア語専攻
●ミネストローネ
キャベツ、ベーコン、にんにく、じゃがいも、玉ねぎ、にんじん、
ズッキーニ、キューブコンソメ、オリーブオイル、塩、コショウ、
ローリエ、トマト缶、水
●クワトロフォルマッジ
ピザ生地、モッツァレラチーズ、はちみつ

アレルギー表示
ミネストローネ : 豚肉、牛肉、鶏肉、乳、
小麦、大豆
クワトロフォルマッジ：卵、乳



25. ドイツ語専攻
● ヴルスト
ケチャップ、カレー粉、ミュンヘナ―ヴァイスヴルスト、
フランクフルター、ゲンダーラオフ、チューリンガー
● アプフェルシュトゥルーデル
パン粉、レモン果汁、レーズン、シナモンパウダー、りんご、
バター、強力粉、冷凍パイシート、卵、砂糖

26. 中国語専攻
● 割包
角煮、割包、ニンニク、カラシ、辣油
● 湯円
冷凍ゴマだれ餅、砂糖、水

27. チェコ語専攻
● スマジェニーシール
チーズ、卵、薄力粉、コンフレーク、パン粉、菜種油、
タルタルソース、トマトケチャップ
● フルーツブブラニナ
薄力粉、グラニュー糖、牛乳、卵、サラダ油、ベーキングパウダー、
上白糖冷凍ダークスイートチェリー、冷凍ブルーベリー、
バニラエッセンス
28. タイ語専攻
● パッタイ
生揚げ、ニラ、もやし、卵、干しエビ、沢庵、麺、落花生、大豆油、
菜種油、砂糖、ナンプラー、タマリンドペースト、チューブニンニク
● マッサマンカレー
ジャガイモ、玉ねぎ、鶏むね肉、白砂糖、落花生、ココナッツミルク、
ナンプラー、タマリンドペースト、マッサマンカレーペースト、
うるち米

29. オセアニア地域専攻
● タロパンケーキ
タロパンケーキミックス、
ディスペンパック ( いちご、ハチミツ、チョコ、ブルーベリー )
● チキンケラグエン
鶏肉、トルティーヤの皮、長ネギ、塩、コショウ、レモン、ダシダ、
ココナッツフレーク、唐辛子、玉ねぎ

30. 中央アジア地域専攻
● シャシリク
牛肉、玉ねぎ、クミンパウダー、コリアンパウダー、瀬戸のほん塩、
穀物酢、羊肉、水
● ディムラマ
牛肉、玉ねぎ、じゃがいも、にんじん、キャベツ、ニンニク、
ホールトマト缶、瀬戸のほん塩、サラダ油、クミンシード

アレルギー表示
ヴルスト：豚肉、牛肉
アプフェルシュトゥルーデル：卵、乳、小麦、
大豆

アレルギー表示
割包：豚肉、小麦
湯円：落花生、ゴマ

アレルギー表示
スマジェニーシール：卵、乳、小麦、大豆
フルーツブブラニナ：卵、乳、小麦

アレルギー表示
パッタイ：卵、小麦、大豆、落花生、えび
マッサマンカレー：鶏肉、落花生、えび

アレルギー表示
タロパンケーキ：卵、乳、小麦、大豆
チキンケラグエン：鶏肉

アレルギー表示
シャシリク：牛肉、小麦
ディムラマ：牛肉

24. アフリカ地域専攻
● ブッサ
ヤムイモ粉、ごま、塩コショウ、コンソメ、菜種油、チリソース、
カレー粉、蜂蜜、ケチャップ
● マフェ
鶏肉、にんにく、玉ねぎ、オクラ、トマトペースト、ローレル、
ピーナツバター、塩、カイエンペッパー、胡椒、ブイヨン

アレルギー表示
ブッサ : 牛肉、鶏肉、乳、小麦、大豆、山芋、ごま
マフェ：牛肉、鶏肉、落花生


