
CoCo壱番屋(いちばんや) ハラール秋葉原店 と
マザーぼくじょう　ミルクバー
日本語の研修コース2018年前期
CoCo (Ichibanya) Halal Akihabara Store and Mother Farm Milk Bar
Japanese Kenshu Course 2018 Spring
CoCo壱番屋(いちばんや)というレストランは日本のカレー
のレストランです。でも、このCoCo壱番屋(いちばんや)は
ハラールのレストランです。小さいレストランです。秋葉
原駅(あきはばらえき)の近(ちか)くです。昭和通(しょうわ
どお)り口を出て、まっすぐ行って、一つ目(め)の角(かど)
を右に曲(ま)がります。それから、一つ目(め)のしんごう
を左に曲(ま)がります。５分ぐらい歩(ある)きます。
　 CoCo壱番屋(いちばんや)はたくさん食べ物(もの)があり
ます。安(やす)くて、美味(おい)しいです。例(たと)えば、
チキンカツチーズカレーと野菜(やさい)カレーと牛肉(ぎゅ
うにく)カレーがあります。イフタールセットもあります。
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いろいろな辛(から)さがあります。私の友達(ともだち)は一
番(いちばん)辛(から)いカレーを食べてみました。すごくか
らくて、泣(な)きました(cried)。
スタッフはとても優(やさ)しいです。英語(えいご)と中国語
(ちゅうごくご)と日本語(にほんご)を話(はな)します。私た
ちはこのレストランが好(す)きです。みなさんも食べてく
ださい。

Coco  (Ichibanya)  Restaurant  is  a  Japanese  curry 
restaurant. But this CoCo (Ichibanya) is a halal restaurant. It is close to Akihabara Station. It is a 
small restaurant. Exit from the Shoucho exit, go straight, turn right from the first corner. Then turn 
left from the first traffic light, and walk five minutes. 

In Coco (Ichibanya), there are many things to eat. It is cheap and delicious. For example, 
there are cheese chicken cutlet curry, vegetable curry and beef curry. There is also Iftar Set. There 
are various degrees of spices. Our friends ate the most spicy curry dish and cried because of the 
degree of the curry. Staff is very kind. They speak English, Chinese and Japanese. We liked this 
restaurant. Everyone, please try.

ミルクバーはあきはばらえきにあります。アトレの１かいにあります。アト
レ口かでんきがい口を出てください。たくさん飲みものがあります。いろい
ろなアイスクリームもあります。ミルクはちばのマザーぼくじょう（farm）
からきました。おすすめの飲みものはタピオカロイヤルミルクティーとアイ
スティーとアイスコーヒーです。タピオカジュースもおいしいです。
　 ミルクバーはおいしいですから、みなさんも行ってみてく
ださい。

Milk Bar is in Akihabara Station. It is in Atre’s first floor. 
Please  go  out  from the  Atre  exit.  In  Milk  Bar  there  are  many 
drinks. And also there are various ice cream. Milk comes from the 
Mother Farm in Chiba. Recommended drinks are Tappioca Royal 
Milk Tea, ice tea and ice coffee. Tappioca juice is also delicious. 
Since milk bar is very delicious, everyone please try. 

（アーマド／クウェート，アリ／パキスタン，エスラ／トルコ，スチ／インドネシア，ハク／中国）

Editor’s Note: There are several those kind of field studies in Kenshu Course. It helps the students 
both learn the team work and practise Japanese. In this field study, we learned how to communicate 
with the people in the restaurants. Coco Ichibanya and Milk Bar are a very tasteful way of learning 
Japanese while also teaching the cultural aspects of Japan. 


