
 

 

Let’s take a walk  
around KINDAI  

Greetings 
 「LETTERS」をお手に取っていただきありがとうございます。この「LETTERS」は近大生の皆様が英語などの文字に触れるき

っかけを増やしたい、という想いから英語・日本語両掲載のフリーペーパーとして令和元年１１月に誕生いたしました。私共が発

行している英字新聞「THE KINDAI TIMES」だけでは伝えきれない、近大生の身近にある事物や疑問をテーマにし、不定期発行し

てまいります。スマートフォン１つで連絡や情報収集が完結できる今の時代でも“葉書”のように人々に愛され、また１人１人に

寄り添える紙媒体メディアを目指していく所存です。 

初回の特集は「Let’s take a walk around KINDAI」ということで、近大周辺のグルメをピックアップいたしました。２年生の部員

が中心となって企画から紙面デザインまで行ってくれました。近大内外には、掲載させていただきました４店に加え今回掲載し切

れなかった魅力的なお店もまだまだございます。ぜひ本紙を片手に歩いてみてください。 （近畿大学英字新聞会 主幹  杉本） 
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Store Map around KINDAI University 
 

GOOD TEA 
   

How do you spend your free time? Do you review for your class or play 

with your smartphone? If you are bored how about taking a walk around 

KINDAI?  If you time between the 2nd and 3rd terms, you can walk 

about 150 minutes by adding a lunch break. Kindai Times will introduce 

four restaurants and cafés. Have a good time in your spare time! 

｢良茶｣            菱屋西 1丁目 19-22 

OPEN 10:00～19:00  TEL 06-7509-5808 

 
GOODTEA is a tapioca milk tea specialty store located in front of 
Nagase Station. Using high-grade tapioca, "Raw Sugar Bubble Milk 
Tea", is a popular product. This shop uses seasoned tapioca and has a 
raw sugar flavor. This reporter tried "Raw Sugar Bubble Milk Tea". The 
contrast between white, brown and black was beautiful, and it had an 
elegant flavor of raw sugar.                          by R. Koketsu 

良茶は長瀬駅前にあるタピオカミルクティー専門店だ。高級タピオカを使用した、「黒糖

バブルミルクティー」が人気商品である。この店は味付きのタピオカを使用していて、

黒糖の風味がついている。今回は「黒糖バブルミルクティー」をいただいた。白、茶、

黒のコントラストが映え、黒糖の上品な風味が味わえた。 
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Yan Yan Hakkai    「中華料理 八戒」               東大阪市上小坂 2丁目 1-2 

  OPEN  12:00～14:15 & 18:00～20:00      CLOSED: Tuesday 
 

 

 

「元祖汁なし担々麺ヤンヤン」 東大阪市小若江 2-2-5 

OPEN 11:00～22:30         

 

 

 

Hakkai  is  a Chinese restaurant located 
approx imately 800 meters f rom KINDAI 
University. The most popular and famous dish in 
Hakkai is not dumplings or spring rolls, but curry. 
Hakkai’s curry is now recognized as a well-known 
creative curry by many curry lovers. Hakkai’s 
curry may not be like the one you have had 
before. However, it is Chinese-style curry. What 
makes this curry special it is harmony with 
Chinese cuisine ingredients. If you are looking for 
a new curry experience, you must check this out.            

                        by Y. Nagoshi 
 

 

「中華料理 八戒」は、近畿大学から約 800 メート

ルの距離に位置する中華料理店だ。しかし八戒で

最も人気で有名な料理といえば、餃子でも春巻き

でもなくそれはカレーである。 

カレーファンの中では八戒のカレーは有名な創作

カレーとして知られている。もしかするとこのカ

レーはあなたが今まで食べてきたカレーとは少し

違うものかもしれない。このお店のカレーは中華

料理のカレーであって、中華料理の素材とカレー

の調和こそが最大の特徴である。 

もし今までと少し違うカレーを求めるなら、ぜひ

この味を確かめてみてはいかがだろうか。 

In Yan Yan, you can choose the level of 
hotness or mildness of tantanmen from 0~5. 
The store manager recommended 1:1 for the 
first visit, but also said that he wanted you to 
find the level of hotness and numbness that 
suited you. In addition, the shop distributes a 
stamp card, and if you collect 10 of these 
stamps, you will get one free cup of noodles. 
  by Y. Naya 

  Fun-Cha 

ヤンヤンでは辛さと痺れのレベルを 0 から 5 まで

選ぶことができる。店長は初来店の際には 1：1

をおすすめしているが、自分に合った辛さと痺れ

のレベルを見つけてほしいと語っていた。さら

に、店ではスタンプカードも配布されており、10

個のスタンプを集めると１杯が無料になる。 

「FUN 茶」      東大阪市長堂 1丁目 2-20  

OPEN 12:00～20:00           CLOSED: Tuesday 

 

 
Fun-Cha is a tapioca milk tea specialty store 
located in front of Kintetsu Fuse Station. There are 
many different types of milk tea, such as flavored 
tea and fruit tea. In the milk tea series, there are 
three types: "Tetsukannon Milk Tea", "Jasmine 
Tea", and "Aged black tea-Milk Tea". Our reporters 
tried, “Grapefruit Tea” from the fruit tea series. This 
tea has complete grapefruit cut into round slices. It 
had an enjoyable refreshing aftertaste.                                                         
 

FUN茶は近鉄布施駅前にあるタピオカミルクティー専門店だ。

ミルクティーだけではなくフレーバーティーやフルーツティ

ーなど、さまざまな種類が展開されている。ミルクティーシ

リーズだと、「鉄観音ミルクティー」、「ジャスミンティ

ー」、「熟成紅茶ミルクティー」の３種類がある。今回はフ

ルーツティーシリーズの、「グレープフルーツティー」をい

ただいた。輪切りにしたグレープフルーツがそのまま入って

いて、さわやかな後味を楽しめた。 
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by R. Koketsu 


