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「県産品の海外進出」グループ 
 私たちUnit23は「県産品の海外進出」をテーマに、県

産品がより海外に受け入れやすくなるような方法について

研究しています。今回、私たちが注目した県産品は「たく

あん」です。また、進出国は、班員のひとりがベトナムへの

海外研修に参加したこともあり、ベトナムとしました。 

 調査の一環として、田野町にある、道本食品（株）に

インタビューに伺いました。このインタビューを通して、道

本食品の世界進出の現状やそこで見えてきた課題がわ

かりました。それは、たくあんそのものが受け入れてもらえ

ないことです。そこで、私たちは、たくあんを作る前に、進

出相手の国の食文化や好みの傾向を調べた上でたくあ

んを作ることにしました。 

 また、宮崎大学の榊原教授とお話をする機会があ

り、たくさんの助言をいただき、協力していただけるように

なりました。そのおかげで、榊原教授の紹介により、佐土

原町にある、食品開発・工業技術センターにある味覚セ

ンサが使えるようになり、研究の幅が広がりました。具体

的には、味覚センサを使って、日本とベトナムの様々な調

味料を分析、比較をします。 

 私たちの研究の最終目標は、ベトナム人に快く受け

入れてもらえるたくあんを作ることです。現在、私たちは味

覚センサのデータを分析する段階にいます。発表まで時

間があまりありませんが、協力してくださった方々に恩返し

ができるよう、最高な結果になるよう、日々研鑽と努力を

続けていきたいです。 
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Miyazaki Prefecture Products Export Group 
   My group is making a research about the 

ways to promote Miyazaki prefecture products 

overseas.  We  decided  to  promote  Takuwan
(pickled vegetable) in Vietnam,where one of my 

group members went as a study tour in the sum-

mer.  

     We went to Michimoto Shokuhin, a company of 

picked  vegetable,  to  understand  it  better. 

Through the interview, we found that it is hard 

for foreigners to  accept picked vegetable. We 

needed to examine food cultures and their tastes 

in order to promote Miyazaki prefecture products 

for Vietnamese. 

     We also went to talk with Professor Sakakiba-

ra in Miyazaki University. He introduced us to 

Miyazaki Prefecture Foods Development Center 

and let us use taste sensors to analyze Japanese 

and Vietnamese seasoning.  

     From now, we will examine the results of the 

analysis. We want to do our best and to make a 

New Takuwan for Vietnamese people.     
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「ブラックバスの出し汁」グループ 

 僕たちの班のテーマは「ブラックバスで出し汁

を作ろう」です。テーマ設定の理由は、宮崎は昔

から外来種で環境を破壊しているブラックバスが

数多く存在しており、そのブラックバスを駆除し

て環境を守りつつ、何か有効活用できないかと

思ったからです。そこで僕たちは今まで行われて

きたブラックバスの食用としての利用ではなく、

新規性、そして実現可能性に富んだ「出し汁」と

しての利用をすることによって僕たちの家庭の味

に新たな変革を起こし、効率的にブラックバスの

駆除を行おうと考えました。 

 まず僕たちはブラックバスとの比較対象として

大きさがほぼ同じ鯛を選びました。鯛だしは正月

で一般的に使われているだしです。 

 そこで鯛だしとうまみ成分を比較してブラック

バスにうまみ成分があり、科学的に証明されれ

ば、一般的にブラックバスのだしが定着すると思

います。 

 実験内容としてはブラックバスと鯛の頭と内臓

とうろこを取ってぶつ切りにして煮てから、「だ

し」を取りました。まだ分析結果は出ていません

が、僕たちの調査結果ではブラックバスは脂肪成

分が少なくカロリーが低いので、ダイエット効果

が期待されます。この結果が気になる人はぜひ発

表会にお越し下さい。 

 

Black Bass Dashi Group 

     My group’s theme is to make Black Bass 

Dashi. We decided to this research topic because 

Blass Bass grew so much that we need to get rid 

of them in a useful way. So far, Black Bass has 

been used as food, however, we came up with a 

new idea of making Dashi with Black Bass.  

     First, we needed to compare the Black Bass 

Dashi with ordinary fish Dashi, Carp Dashi. It is 

popular soup used in New Year’s dish. 

     As an experiment, we cleaned fish ,cut them 

into chunks, boiled them, and then separated 

the stock. 

     We will do another experiment to compare 

these two Dashi. We hope we can get a good re-

sult because Black Bass Dashi is so healthy and 

good for losing weight . We have a research 

presentation on 28th of the January if you have 

any interest in our topics.  


