
開催報告書 

２０１８年８月 

一般社団法人 日本さかな検定協会 

２０１８年６月２４日(日) 開催 

2015食文化・普及啓発部門優秀賞 

開催会場：札幌  酒田 石巻  東京  静岡  名古屋  大阪 兵庫香美 下関 
か み 



1 3級最年少合格＆受検者データ 

申込のべ人数 

  1級 2級 3級 計 最年少 最年長 

札幌 15 37 29 81 8歳 78歳 

酒田 3 109 81 193 7歳 74歳 

石巻 15 30 44 89 13歳 69歳 

東京 250 492 388 1,130 5歳 77歳 

静岡 21 44 48 113 9歳 64歳 

名古屋 45 126 77 248 8歳 83歳 

大阪 41 150 92 283 7歳 89歳 

兵庫香美 5 14 48 67 15歳 74歳 

下関 32 123 68 223 9歳 79歳 

計 427 1,125 875 2,427 

2,427名 過去８回の開催で、全体の受検者はのべ24,000名以上に。 

合格率 

３級 ８１％、 ２級 ５３％、 １級 ９％ 

受検者属性（職業） 年代 最年長 89歳、最年少 5歳 

※申込データ、第９回会場アンケートより抜粋 

水産･漁業･飲食 
に関わる方 

一般の方 38％ 

62％ 

男女比 

街でポスターを見て、ととけんを知ったという 
最年少受検の５歳幼稚園児。 
見事３級に合格しました！ 
難しいところがあったので、お母さんにノートに 
まとめてもらって、一緒に勉強したとのこと。 
図鑑をみているうちに魚のことを覚え、 
とくにサメが大好き！ 

（東京会場で受検） 

5歳幼稚園児が３級最年少合格！おめでとうございます！ 



2 札幌会場 

会場  ： 赤れんが庁舎（北海道庁旧本庁舎）内会議室 

当日風景 

■ 試験実施風景（２号会議室） 

■会場風景 

■ 受検者 

■ 受検者控え室（１号会議室） 
  /協賛・協力ポスター展示 

12歳（中学1年） 
去年3級に合格。 
今年は2級に挑戦。 
会場でも熱心に勉強！ 

8歳（札幌会場最年少） 
3級受検（初） 
釣り好き。将来の夢は 
お寿司屋さん！ 



3 酒田会場 

■さかな釣り遊び ■さかなつかみ取り大会 

■旬の地魚即売会 

誘致元 ： 「ととけん酒田実行委員会」 
会場   ： 酒田市公益研修センター 
       （東北公益文科大学内） 
当日風景 

■ 会場風景 

■試験実施風景（1階中研修室） 

■書籍販売コーナー ■配布物 

■県立加茂水産高等学校による 
「海を活かす・守る研究成果」パネル展示 

酒田会場では、ととけん酒田実行委員会による「酒田ととけん応援まつり」が同会場にて２３日（土）、２４日（日）の
二日間開催されました。知って、触れて、味わうことで庄内浜の魚の魅力を伝えた今回のイベントは、受検者だけ
でなく、大勢の一般客で賑わいました。 

併催イベント「酒田ととけん応援まつり」 

■酒田フレンチ・太田政宏氏と日本料理研
究家・土岐正富氏による、トークショー 

■試験実施風景（2階中研修室） 

■アジのたたきサンドの振舞い 

■ 協賛・協力 ポスター展示 



4 石巻会場 

会場   ： 石巻市水産総合振興センター 

当日風景 

■ 会場風景 

■ 試験実施風景 

■ 協賛・協力 ポスター展示 

■受検者 

 新潟県から２級に挑戦の 
 中学２年生。 
  昨年からのリベンジ。 
   合格したら来年は１級に 
 チャレンジ！ 

 最年少、中学１年生。 
 お父さんと一緒に３級を 
 受検。 

誘致元 ： 石巻商工会議所・石巻魚市場株式会社 

<情報資料館> 



5 東京会場 

会場  ：東京海洋大学 越中島キャンパス 

当日風景 

■ 試験実施風景 

■会場風景 

重要文化財“明治丸”をはじめ、国の有形文化財に登録された歴史的建造物が点在 

<1号館> 

<2号館> 

■ポスター掲示・配布物・ ■アフターイベント「答え合わせ会」  
  さくら水産 銀座三丁目店 



6 静岡会場 

会場  ： 静岡県産業経済会館 3階 大会議室 

誘致元： 静岡県信用漁業協同組合連合会 

当日風景 

■ 会場風景 

■ 試験実施風景 

■ 1級受検者 ■ 団体受検：信漁連のみなさん ■ 配布物（静岡限定） 

■ 協賛・協力 ポスター展示 



7 名古屋会場 

会場    ： 

当日風景 

柳橋中央市場マルナカ食品センター 

名古屋市中小企業振興会館【吹上ホール／第3・第7会議室】 

誘致元 ： 

■ 会場風景 

■ 試験実施風景 

■ 協賛・協力 ポスター展示 

■受検者 



8 大阪会場 

会場  ： 関西大学 千里山キャンパス 第2学舎 

当日風景 

第9回最年長89歳！ 
昨年の3級合格を受け 
今年は2級にチャレンジ！ 

去年のリベンジ！双子で3級に再挑戦！ 
大好きなさかなクンのサインがお守り代わり 

■ 会場風景 

■ 試験実施風景 

■ 協賛・協力 ポスター展示 

■受検者 



9 兵庫香美会場 

 誘致元 ：「とと条例制定のまち」香美町とと活隊 
 

 会場 ：香住文化会館3階大集会室 
 

 当日風景 ： 

■試験実施風景 

■PRコーナー／協賛・協力・ポスター展示 

■受検者 

兵庫香美会場では地元有志による「とと活隊」が中心となり、検定当日に「ととフェス」を開催。 
受検者のみならず大勢の一般客で賑わいを見せました。 
タッチングプールやサザエ釣りでは子供たちで盛り上がり、水産加工品の販売では来場者が様々な商品を買い求めました。 
また、香住高校海洋学科による生きた魚やパネルの展示は地元の水産資源に関して学びを得る機会となりました。 

 併催イベント「ととフェス」 

■タッチングプール・即売会 ■魚の展示 ■パネル展示 

▲ 香住近海の水産資源 

■ 会場風景 

▲ 島根県より１級受検 



10 下関会場 

誘致元： 

会場  ： 水産大学校 

ぶちうま！水産維新やまぐち実行委員会 

当日風景 

・当日、会場の１Ｆ実施。ＰＲイベントでは８ブースが展開 

▲吉本芸人“長崎亭ちゃんぽん”（左） 
と師匠の飲食店主そろって１級挑戦。 
過去問をお互いに出題しあう千本 
ノック合宿を積んで長崎から受検。 

▲ マルハ（旧大洋漁業）発祥の地、 
  下関にマルハニチロのポスターがずらり。 

▲注目を浴びた 
 「白身の王者、フグとキジハタの食べ比べ」 

■ 会場風景 

■ 試験実施風景 ■ 協賛・協力 ポスター展示 ■受検者 

▲子どもたちの人気Ｎｏ．１ 
 「世界発?!きじはた!だらけのタッチングプール」 

▲アンコウ水揚げ日本一、 
 沖底ブランド協議会ブース 

▲遠洋捕鯨基地があったクジラの街、 
下関市は加工品の試食を 

併催イベント「ぶちうま！水産維新やまぐち/ととけんイベント」 


