さかなクン (SAKANA-KUN)
国立大学法人 東京海洋大学名誉博士・客員准教授

お魚の豊富な知識と経験に裏付けされたトークでギョ存知！さかなクンです。
2015年3月には東京海洋大学の名誉博士として授与される。
皆様にお魚の情報や正しい知識、美味しい食べ方や環境問題、漁業従事者
の皆様とともに明日の漁業を考えて頂こうと全国各地で講演を行っています。
また、2010年には絶滅したと思われていたクニマスの生息確認に貢献。
さらに海洋に関する普及・啓発活動の功績が認められ、「海洋立国推進功労者」
として内閣総理大臣賞を受賞。
2011年農水省「お魚大使」、2012年文科省「日本ユネスコ国内委員会広報大使」、

2014年には環境省国連生物多様性の10年委員会（UNDB-J）「地球いきもの
応援団」の生物多様性リーダーを務めています。
執筆活動では『朝日小学生新聞』にて毎週（土）「おしえてさかなクン」イラスト
コラムを連載中。
また、NHK『ニュースシブ5時』の「さかなクンのギョギョ魚ななかまたち」
コーナーでさかなクンが日本各地の漁師町を訪ねて、旬の魚や郷土料理を
ご紹介しています。
東京都出身、館山市在住。

【現在の活動】

【略歴】

・国立大学法人 東京海洋大学名誉博士／客員准教授（2015年／2006年）
・日本政府 クールアースアンバサダー
・国際サンゴ礁年アンバサダー（2018年）
・環境省 国連「ESDの10年」後の環境教育推進方策懇談会有識者メンバー／
・経団連自然保護協議会 生物多様性応援団長（2017年）
チャレンジ25キャンペーンメンバー
・文部科学省 ESDオフィシャルサポーター
・日本魚類学会会員（2008年）
・水産庁 水産政策審議会特別委員
・農林水産省 お魚大使／フードアクションニッポンメンバー（2011年／2011年）
・経産省 麗水万博 日本館サポーター
・環境省 国連生物多様性の10年委員会（UNDB-J）地球いきもの応援団
・グアム政府観光局ハッピー大使
生物多様性リーダー／環のくらし応援団メンバー（2014年／2004年）
・文部科学省 日本ユネスコ国内委員会広報大使（2012年）
・JICA（独立行政法人国際協力機構） なんとかしなきゃ！プロジェクトメンバー（2013年）
・全国漁業協同組合連合会 魚食普及推進委員（2003年）
・WWF（公益財団法人世界自然保護基金）ジャパン親善大使／顧問（2011年／2011年）
・FSC （森林管理協議会）親善大使（2012年）
・日本さかな検定ととけん応援団（2010年）
・JNCCA(一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット) 低炭素杯2017アンバサダー(2017年)
・千葉県館山市「ふるさと親善大使」第1号／館山おさかな大使（2002年／2002年）
「“渚の駅”たてやま名誉駅長」（2015年）
・兵庫県明石市「明石たこ大使」（2013年）
・新潟おさかな大使（2007年）
・鳥取県「山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館ギョギョバイザー」（2012年）
・静岡県御前崎市「なぶら親善大使」（2002年）
・沖縄県「宮古島海の親善大使」（2005年）
【主な受賞歴】
・2012年7月
・2014年2月
・2014年6月
・2016年11月

海洋立国推進功労者内閣総理大臣賞（主催：農林水産省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省／協力：内閣官房総合海洋政策本部事務局）
第1回食育文化功労賞（主催：公益社団法人全国調理師養成施設協会）
第15回ベストスイマー2014受賞（主催：一般社団法人日本スイミングクラブ協会）
2016 56th ACC CM FESTIVAL クラフト賞 フィルム部門 演技賞（主催：一般社団法人 全日本シーエム放送連盟(ACC)）

【メディア出演】
●映画
・2016年7月16日～

●テレビ
・NHK
・Eテレ

『ニュースシブ5時』コーナー企画出演中
『すいエんサー』コーナー企画出演中

・TBS
・MBS
・TX
・CX
・TBS
・TBS
・NHK
・NHK
・NTV
・NHK
・NHK
・Eテレ
・Eテレ
・NHK
・EX
・NHK
・NTV

『金曜日のスマイルたちへ』
『林先生が驚く初耳学！』
『ドラGO！』
『もしもツアーズ』
『チューボーですよ！』
『王様のブランチ』
『クローズアップ現代＋』
『アーカイブス』
『誰だって波瀾爆笑』
『LIFE！～人生に捧げるコント～』
『NHK歌謡コンサート』
『ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人』
『オイコノミア』
『ダーウィンが来た！生きもの新伝説』
『相葉マナブ』
『スタジオパークからこんにちは』
『おしゃれイズム』

●ラジオ
・TBS-R

『さかなクンのレッツ・ギョ～！！』 2017年10月2日～OA

・TBS-R
・NHK福井
・TBS-R
・NHK-FM
・ TBS-R
・ J-WAVE
・ QR
・ TBS-R

『大沢悠里のゆうゆうワイド』
『情報たら福』
『橋幸夫の地球楽団』
『トーキングウィズ松尾堂』
『土曜朝イチエンタ。堀尾正明＋PLUS ！』
『 TOKYO UNITED 』
『吉田照美 飛べ！サルバドール』
『プレシャスサンデー』
その他、多数出演。

・2015年6月13日～
・2015年10月10日～
・2015年4月1日
・2014年4月26日
・2010年3月6日公開
・2003年12月6日公開

ディズニー映画『ファインディング・ドリー』（字幕・吹替版）の海洋生物監修を務め、
「マンボウ」役として声の出演も。
『さかなクン研究所さかなの世界へレッツギョー！』全国のイオンシネマにて上映。
『さかなクン研究所すっギョいおさかな大集合！』全国のイオンシネマにて上映。
ウィル・スミスに似ているという噂のさかなクンがエイプリルフールの日にちなんで
ウィル・スミス主演映画『フォーカス』のポスターに登場。
東映太秦映画村にて『さかなクンのデジタル深海水族館』を上映中。
『ドラえもんのび太の人魚大海戦』にて、メジーナ博士の助手サッカーナ役として
声の出演。
ディズニー映画『ファインディング・ニモ』日本語版にて「おおきな魚」役として声の
出演。

●アニメ
・2011年9月3日
・2008年11月10日

CS放送ディズニーチャンネル『スイチューフレンズ』にて声の出演。
YTV『ヤッターマン』にて本人役として声の出演。

●ドラマ
・2013年8月8日/24日/9月3日/20日
・2012年4月26日
・2010年4月18日

NHK連続テレビ小説『あまちゃん』にて本人役として出演。
TBSドラマ『パパドル！』にて本人役として出演。
EXアニメ『天装戦隊ゴセイジャー』にて海のスペシャリスト・さかなクン博士役として出演。

●その他
・2015年5月27日
・2014年11月10日

【書籍】
・2017/8/25
・2017/4/26
・2016/7/22
・2015/8/1
・2013/12/7
・2013/6/28
・2013/2/8
・2012/8/22

自民党インターネット番組『CafeSta』出演。
Google Play Game の「釣りオン！」ゲームのコンセプトムービー出演。
また、ゲームの魅力を伝えるべくゲーム特設サイト内でのライブ中継にも出演。

『ギョギョギョ！おしえて！さかなクン②』朝日学生新聞社
『さかなクンとギョギョっとおぼえようおさかなブック』講談社BC
『さかなクンの一魚一会』講談社
『ギョギョギョ！おしえて！さかなクン』朝日学生新聞社
『あいうえお魚くいずかん 改訂版』（株）小学館
『さかなクンの東京湾生きもの図鑑』（株）講談社
『さかなクンの山陰海岸ギョギョ図鑑』今井出版
『さかなクンの水族館ガイド―このお魚はここでウォッチ！』
（株）ブックマン社
・2012/6/30 『海のおさかな大百科⑥』（株）新日本出版社
・2012/7/25 『海のおさかな大百科⑤』 （株）新日本出版社
・2012/7/18 『魚君的海洋學堂③』台湾国際角川書店
・2012/5/10 『海のおさかな大百科④』 （株）新日本出版社
・2012/1/10 『海のおさかな大百科③ 』 （株）新日本出版社
・2011/11/30 『海のおさかな大百科②』 （株）新日本出版社
・2011/11/29 『魚君的海洋學堂②』台湾国際角川書店
・2011/9/30 『海のおさかな大百科① 』 （株）新日本出版社
『魚君的海洋學堂①』台湾国際角川書店
・2011/9/3
・2011/6/15 『おしえて！さかなクン③ 』 （株）エンターブレイン

・2010/3/6
・2010/2/15
・2009/11/15
・2009/8/1
・2008/7/16
・2008/1/1
・2007/9/30
・2007/5/11
・2006/7/19
・2005/6/30
・2004/8/6
・2002/10/26
・2002/9/30
・2002/9/1
・2002/8/17
・2002/8/6

『本物の大きさ絵本「原寸大すいぞく館」 』 （株）小学館
『おしえて！さかなクン② 』 （株）エンターブレイン
『おしえて！さかなクン① 』 （株）エンターブレイン
『しぜんキンダーブック「うみのいきものクイズ」 』 （株）フレーベル館
『あいうえお魚くいずかん』 （株）小学館
『さかなクンのさかなレシピ』 （株）主婦と生活社
『さかなクンと関根麻里のギョッと驚くカンタン英会話』大阪書籍（株）
『さかなのなみだ』 （株）リヨン社
『さかなクンの金魚の飼い方入門』（株）あおば出版
『さかなクン♪鳥くん琉球サンゴくんの地球の環!!』（株）徳間書店
『おさかな新発見！おしえてさかなクン』（株）PHP研究所
『歌うさかな図鑑 おしえてさかなクン』（株）学習研究社
『いじめられている君へ いじめている君へ いじめを見ている君へ』
朝日新聞出版
『プクプクのかくれんぼ―さかなクンのイラストストーリー』（株）小学館
『さかなでございます！海いっぱいのおくりもの』（株）学習研究社
『どうぶつ奇想天外！仲良しサカナ組』（株）三五館

【CD】
・2016/7/6
・2009/4/22
・2004/7/22
・2002/11/20
【DVD】
・2015/4/28

『“おさかな食べたら”さかなクン』Red Book Records
『コイシテイルカ』（NHKみんなのうた）インペリアルレコード
『さかなdeラップ ギョギョンパ音頭』㈱テイチクエンタテインメント
『さかなクンお絵かきマンボ』ユニバーサルミュージックLLC

『TBSどうぶつ超貴重映像コンプリート版Ⅱ
さかなクンと大アマゾンの超スギョ～イ!!生き物たち』TCエンタテインメント㈱
・2014/6/27 『TBSどうぶつ超貴重映像コンプリート版 さかなクンと2度と見ることができない!?
海のスギョ～イ!!生き物たち』TCエンタテインメント㈱
・2009/1/23 『情熱大陸』ジェネオン エンタテインメント㈱
・2004/9/8
『さかなクンのさかなで行こう！』㈱テイチクエンタテインメント

