
国産水産物流通促進事業 

第３回 名古屋魚食普及セミナー 

『もっと食べようお魚、魚食普及と活動連携』 

 

 

１．課 題：食育、魚食、給食など水産物消費・活用に携わる人々の意見交流を図り、国産水産物の

消費拡大に向けた魚食普及活動の連携・協働への意識共有をはかり、活動に携わるリー

ダーの育成、活動成果向上を志向するセミナーとする。 

２．主 催：国産水産物流通促進センター（構成機関 一般社団法人大日本水産会） 

３．共 催：・一般社団法人全国水産卸協会（中部地域会員：中部水産株式会社、大東魚類株式会社、

名古屋海産市場株式会社） 

      ・名古屋市中央卸売市場協会 

４．開催日：平成２６年４月１９ 日（土）１１：００ ～１４：００  

５．会 場：名古屋市中央卸売市場２Ｆ多目的ホール 

６．参加対象者：食育、魚食、給食栄養士など水産物消費・活用に携わる関係者。 

７．公募数：６０名 

８．プログラム： 

          11:00-12:00 講習    主催者あいさつ 

 ・「日本の水産、魚類栄養・活用について」 

・煮干しを使った魚体構造・解剖実習 

      12:00-13:00実習   ・解剖煮干しのだし汁から味噌汁作り体験 

（かつおだし汁と味の違い比較） 

                               ・養殖かんぱちを使った食べ比べ鮮度比較 

      13:00-14:00 試食＆トーク 

                   ・実習料理の試食、魚食普及課題の意見交流会 

 

９．会場案内図： 

 



1 

 

第３回名古屋魚食普及セミナー（平成２６年４月１９日 名古屋市中央卸売市場） 

 

 

 

 

 

満席の会場風景 

大日本水産会

赴任草々挨拶

を行う川越哲

郎氏 
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満席の会場風景 

試食を楽しむ参

加者 
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平成 26年 4月 19日（土） 魚食普及セミナー（第三回） アンケート集計表 

２階多目的室（11：00~14：00） 

参加者性別：男性 14名、女性：48名 （合計：62名） 

参加者年代：10代 1名、20代 17名、30代 2名、40代 17名、50代 7名、60代 11名、その他 7名 

職業   ：会社員 11名、公務員 12名、団体職員 1名、自営業 4名、主婦 19名、その他未記入 12名 

 

１．本日の魚食普及セミナーの開催をどこでお知りになりましたか。 

  ・親・知人・学校の先生から 

  ・ミツオ様・神谷（中部水産）様、カネイチ岩田水産様から 

  ・職場の連絡メールで（コープあいち） 

  ・栄養士協議会からの連絡で 

  ・愛知県栄養教諭・学校栄養職員協議会 

  ・名古屋市からのメール案内（なごや食育応援企業隊に登録） 

  ・前回参加された方からのお誘いで 

  ・食育推進ボランティアからのメールで 

  ・消費生活センターにて講座の中で案内された 

  ・食生活改善協議会で 

  ・市民公開講座の先生から 

  ・中央卸売市場で 

 

２．セミナーの内容について感想をお聞かせください。 

  ①お魚の話について：     大変満足 37名 満足 23名 普通 1名 不満 0名 未記入 1名 

  ②煮干しの解剖について：   大変満足 25名 満足 28名 普通 9名 不満 0名 

  ③出汁の比較について：    大変満足 25名 満足 27名 普通 7名 不満 1名 未記入 2名 

  ④カンパチの食べ比べについて：大変満足 41名 満足 19名 普通 2名 不満 0名 

  ⑤試食・意見交流会について： 大変満足 26名 満足 28名 普通 6名 不満 2名 

 

① お魚の話について 

・魚の種類、世界・日本で扱っている魚の種類（数）など知れて良かった。 

・とても面白かった。 

② 煮干しの解剖について 

・うまく出来なかった。 

・活のものを使わず中々の配慮があります。 

③ 出汁の比較について 

・出汁が良く効いているので薄味を希望します。 

・我家はカツオですが、煮干しも美味しかった。 

・もう少し解説がほしい。 

・出汁が少ないのか、味付けが濃いのか比較ができない。 

④ カンパチの食べ比べについて 

・もう少し解説がほしい。 
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・よく判りました。 

 

 

⑤ 試食・意見交流会について 

・刺身が美味しかった、食べ比べが出来て良かった。 

・一日たった方が好き、スーパーで買うと最近固い魚があり気になっていたが、新鮮だとい

うことが分かった。 

 

３．セミナーの中でもっとも印象に残ったものはどれですか。（複数回答あり） 

  ① お魚の話について       31名 

  ② 煮干しの解剖について      6名 

  ③ 出汁の比較について       3名 

  ④ カンパチの食べ比べについて  36名 

  ⑤ 試食・意見交流会について    4名 

 

４．現在ご家庭では１週間に何回くらい魚料理が食卓に並びますか。 

  ① ５回以上  11名 

  ② ４回  12名 

  ③ ３回  16名 

  ④ ２回  14名 

⑤ １回   8名 

⑥ なし   1名 

 

５．今後家庭での魚料理の回数を増やしたいと思いますか。 

  ① 増やしたい 43名 

   理由： 

 ・今回魚が美味しいと感じ増やしたい。 

 ・美味しい魚料理をたくさんいただいたので家でも作りたいです。 

 ・体に良いため。健康のため。栄養面で。栄養豊富なため。 

 ・骨粗鬆症予防のために。 

 ・家が焼肉屋なので、肉を食べる機会が多いから。ヘルシーであることから。 

 ・魚がさらに美味しいことが判った。 

 ・美味しいから。魚がさらに美味しいことが判った。 

 ・肉ばっかり食べているから。 

 ・日本の食文化である魚料理を通じて、出汁、うま味の良さを知ってほしい。 

 ・歳をとるにつれて肉が食べられなくなってきた。 

 ・レパートリーを増やしていろいろ食べるようにしたい。 

 ・今日の刺激です。 

 ・調理法を考え、少しずつでも増やしていきたい。 

 ・子供の食の好みが定着する前に魚も好きになってもらいたいため。 
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 ・魚のおいしさを知った。さばきたての魚が大変おいしかったから。 

 ・子供も食べてもらえるメニューを自分でも探してみたいです。 

 ・もっと魚料理を食べて、日本での消費を増やしたいと思った。 

 ・朝昼夕、３食の中でもう少し上手に取り入れたい。 

・コレステロールが高めになりつつある年齢なので。 

 ・孫に教えていきたい。 

 ・いつも思っているけど、価格が高い。 

  ② 今のままでよい 18名 

 ・よく食べている。 

 ・肉と交代にしていますので。 

 ・漁師をしているから。 

 ・ちょうどいいと思う。 

 ・家族の好み、調理時間などで。 

 ・比較的バランスは良いと思っているから。 

 ・季節の魚や貝を積極的に食べているから。 

 ・ＨＤＬ高いし。 

 ・肉が少ないくらいなので。 

  未記入   1名 

 

 その他 

 ・楽しく学ぶことができ、自分の子供にも教育してほしいと感じました。 

 ・手洗いの重要性を改めて教えていただいた。 

 ・神谷さんのお話をもっと深く拝聴したかったです。和食、洋食のみでなく、中華料理でも海の幸を

使うので、そちらにも目を向けてほしい。 

 ・魚についての話は面白く聞くことができ良かったです。カンパチもこのように食べ比べることが普

段ないので、違いがすごく良く判り楽しかったです。 

 ・魚肉ねり製品もついでにＰＲお願いします。 

 ・とても充実した内容で勉強になりました。参加させて頂きありがとうございました。 

 ・食育でのポイントもいろいろアドバイス頂き、これからの業務に役立て、様々なシーンで食や自分

の生活に積極的になれるような伝え方をしていきたいと思っています。 

 ・大変勉強になりました。 

 ・大変楽しく勉強になりました。また参加したいです。 

 ・お話もとても楽しく聞きやすかったです。勉強になりました。魚の解体の仕方、実演して頂いて判

りやすかったです。魚をさばいてみたくなりました。また、カンパチの違いに驚きました。 

 ・魚についての情報が得られたこと大変うれしく思いました。 

 ・お魚の話、とても面白かったです。魚を食べさせたいけど作るのが面倒など、いろいろな課題があ

りますが、今回の研修をきっかけに工夫してみようと思います。クッキングなどの様の声掛けも勉

強になりました。 

 ・本日はありがとうございました。座学だけでなく、体験する、自ら感じてみるという五感で感じる

セミナーで勉強になりました。子供達へ食育という教える立場の仕事ですが、進め方やワクワクさ
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せる質問、考えさせ方も勉強になりました。またこのようなセミナーがあったら参加したいです。

また、個人的にカンパチのおろし方、プロの包丁さばきがとても勉強になりました。私の家庭でも

よく１尾ごと買っておろすので、今後の参考にさせてもらいます。 

 ・とても良いセミナーでした。またよろしくお願いいたします。 

 ・「食」に対してもっと深く知りたいと思いました。 

 ・もっとこのセミナーを知ってもらって、本当に普及したいです。 

 ・魚のＰＲが仕事になるが、いろいろ考えて取り組んでいきたい。 

 ・今日は魚の食育でしたが、魚に限らず手作り料理に対する食育全般が必要だと思う。 

 ・今後味付けに気を付けてね。薄味がそのものの味を引き出すのでは。 

 ・「魚の油は人間の体の中で溶けるが、動物の油は人間の体の中で固まる」という話は、単純明快

でとても印象的に残っています。会の主旨が今いちはっきりしなくて、魚をもっと食べてもらう

ようアピールしよう、魚を美味しく食べてもらおう、魚食についての理解を深めてもらおう、等々

何に重点が置かれているのかが今一だった。 

 ・知っているようで知らない内容が多かった。プロの技が見られて良かった。 

 ・セミナーを運営するコツやポイントを学ぶことが出来ました。行政が直接消費者や子供に対する

ことはすくないのですが、こうしたセミナーを開催することで、より広がりを持たせる事が出来

ると思います。 

 ・魚のおろし方も良く判った。 

 ・魚が食べ物の中でも特に好きなので、詳しく知れて良かったです。 

 ・スタッフの皆さんの協力体制と横のつながりに参考となる点が多くありました。横のネットワー

クを構築していくことを再認識いたしました。また、子供向けの魚食企画を開催する際に考慮す

べき点を学ばせて頂きました。 



第３回　名古屋魚食普及セミナー報告

中部水産株式会社販売促進部　神谷友成

開催日時 平成26年4月19日（土曜日）　　11:00～１4：00

主催者 国産水産物流通促進センター（構成機関　一般社団法人大日本水産会）

場所 名古屋市中央卸売市場２Ｆ多目的ホール　

対象者および人数
学校教諭、栄養教諭、食生活改善推進協議会、各種ボランティア関係者　62名
スタッフ　 20名

テーマ
魚の話　＆　鮮度と味について
魚を使ったケータリング試食

講義内容

①　お魚の現状
②　煮干しの解剖
③　煮干し出汁＆カツオ出汁違い
体験
④　鮮度の違う養殖カンパチ食べ
比べ
⑤　養殖カンパチ解体　実演
⑥　魚を使ったケータリング試食
⑦　食育について話合い
⑧　講演者：　お魚マイスター＆
ミツオ：栄養士＆青年会　共同講演
荷受け３社

参加者数
会場内の状況

①　食育推進者20名、大学・学校関係17名、栄養士・給食関係10名、公務員4
名、漁業者・ボーイスカウト他14名⇒合計　６５名。
②　食育活動に携わっている方々の出席であったこともあり、熱心であった。
③　多くの人が熱心にメモを取り、研修していた。
④　自分の活動に照らして、熱心に理解を深めていた。

評価・成果

①　食育関係者が集合したが、食材である魚類に対する知識は不十分であるとの
印象を受けた。
②　それぞれの活動立場が異なることもあり、連携・協働は即時には難しいとみら
れるが、今回セミナーで連携・協働意識の高揚のきっかけになったと考える。
③　セミナーが終わってからの問い合わせが数件来ており、セミナーの成果が見ら
れる。
④　３回目となり、開催進行がスムーズであった。

使用した機器 　専用ＰＰを組む　パソコン　プロジェクター
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