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事務局長　江原 宏（名古屋大学農学国際教育研究センター長）

＜お問合せ＞〒464-8601　愛知県名古屋市千種区不老町
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運営委員長 山内 章 名古屋大学大学院生命農学研究科・教授
副委員長 石川 智士 東海大学海洋研究所/海洋学部・教授
運営委員 岡田 謙介 東京大学大学院農学生命科学研究科・教授
運営委員 三原 真智人 東京農業大学グローバル連携センター・センター長/教授

運営委員 長谷川 英夫 新潟大学農学部・教授
運営委員 中島 千晴 三重大学大学院生物資源学研究科・教授
運営委員 秋津 元輝 京都大学大学院農学研究科・副研究科長/教授

運営委員 三原 真智人 東京農業大学地球環境科学部・教授

運営委員 豊田 剛己 東京農工大学大学院生物システム応用科学府・教授

文部科学省 農林水産省

北海道大学大学院農学研究院

明治大学農学部

岡山大学農学部

酪農学園大学野生動物医学センター
静岡大学農学部弘前大学農学生命科学部
信州大学農学部

鳥取大学農学部

東北大学大学院農学研究科

岐阜大学応用生物科学部

香川大学農学部

山形大学農学部

名古屋大学大学院生命農学研究科
九州大学熱帯農学研究センター新潟大学農学部
九州大学大学院農学研究院

茨城大学農学部 名古屋大学農学国際教育研究センター

宮崎大学農学部
筑波大学大学院生命環境科学研究科 名城大学農学部

鹿児島大学理学部

宇都宮大学農学部

三重大学大学院生物資源学研究科

鹿児島大学グローバルセンター
京都大学大学院農学研究科

鹿児島大学農学部
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

琉球大学農学部
東京大学大学院農学生命科学研究科 京都大学アフリカ地域研究資料センター

持続的開発のための農林水産国際研究フォーラム

東京農業大学グローバル連携センター 京都大学東南アジア地域研究研究所
東京農工大学大学院農学研究院

神戸大学大学院農学研究科

千葉大学大学院園芸学研究科

信州大学繊維学部

島根大学生物資源科学部

高知大学農林海洋科学部

政策研究大学院大学
（International Development Studies Program）

佐賀大学農学部

山口大学農学部

広島大学大学院生物圏科学研究科

東海大学海洋学部

高知大学農林海洋科学部高知大学農林海洋科学部高知大学農林海洋科学部

愛媛大学大学院農学研究科

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科

山口大学共同獣医学部

近畿大学農学部

岡山大学大学院環境生命科学研究科東京海洋大学海洋生命科学部
住友商事マシネックス株式会社東京産機システム部
一般財団法人ササカワ・アフリカ財団

東海大学海洋研究所

玉川大学農学部

東京農工大学大学院
生物システム応用科学府

独立行政法人国際協力機構経済開発部
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

アジア経済研究所アフリカ研究グループ(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

(順不同・敬称略）

運営委員 宮島 郁夫 九州大学熱帯農学研究センター・センター長/教授

運営委員 飯山みゆき 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
　　　　　　　　  情報プログラム・ダイレクター

運営委員 伊藤 圭介 独立行政法人国際協力機構経済開発部・次長

(順不同）
東京大学大学院農学生命科学研究科
東京農業大学グローバル連携センター

新潟大学農学部

名古屋大学農学国際教育研究センター

京都大学大学院農学研究科
三重大学大学院生物資源学研究科

九州大学熱帯農学研究センター
独立行政法人国際協力機構経済開発部
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

運営委員 江原 宏 名古屋大学農学国際教育研究センター・センター長

ワーゲニンゲン大学・リサーチセンター［オランダ］
（Wageningen University and Research）

まずは http://jisnas.com/ にアクセス

東京農工大学大学院生物システム応用科学府

名古屋大学大学院生命農学研究科
東海大学海洋研究所



 

(

 JISNAS: Japan Intellectual Support Network in Agricultural Sciences

 

 

 

 

JISNAS

JISNAS

 

  

 

JICA-JISNAS

JICA

JICA

JISNAS/Agri-Net

)

JISNAS

S

2

JISNAS

S
JISNAS

S

JISNAS



 

(

 JISNAS: Japan Intellectual Support Network in Agricultural Sciences

 

 

 

 

JISNAS

JISNAS

 

  

 

JICA-JISNAS

JICA

JICA

JICA-JISNAS/

Agri-Net

)

JISNAS

S

JISNAS
S

JISNAS

S

JISNAS



Japan Intellectual Support Network
in Agricultural Sciences

(JISNAS)

http://jisnas.com

事務局長　江原 宏（名古屋大学農学国際教育研究センター長）

＜お問合せ＞〒464-8601　愛知県名古屋市千種区不老町
名古屋大学農学国際教育研究センター内
TEL:052-788-6166　FAX:052-789-4222
E-MAIL: jisnas@agr.nagoya-u.ac.jp
URL: http://jisnas.com

運営委員長 山内 章 名古屋大学大学院生命農学研究科・教授
副委員長 石川 智士 東海大学海洋研究所/海洋学部・教授
運営委員 山本 光夫 東京大学大学院農学生命科学研究科・准教授
運営委員 三原 真智人 東京農業大学グローバル連携センター・センター長

運営委員 長谷川 英夫 新潟大学農学部・教授
運営委員 中島 千晴 三重大学大学院生物資源学研究科・教授
運営委員 秋津 元輝 京都大学大学院農学研究科・副研究科長/教授

運営委員 三原 真智人 東京農業大学地球環境科学部・教授

運営委員 豊田 剛己 東京農工大学大学院生物システム応用科学府・教授

文部科学省 農林水産省

北海道大学大学院農学研究院

明治大学農学部

岡山大学農学部

酪農学園大学野生動物医学センター
静岡大学農学部弘前大学農学生命科学部
信州大学農学部

鳥取大学農学部

東北大学大学院農学研究科

岐阜大学応用生物科学部

香川大学農学部

山形大学農学部

名古屋大学大学院生命農学研究科
九州大学熱帯農学研究センター新潟大学農学部
九州大学大学院農学研究院

茨城大学農学部 名古屋大学農学国際教育研究センター

宮崎大学農学部
筑波大学大学院生命環境科学研究科 名城大学農学部

鹿児島大学理学部

宇都宮大学農学部

三重大学大学院生物資源学研究科

鹿児島大学グローバルセンター
京都大学大学院農学研究科

鹿児島大学農学部
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

琉球大学農学部
東京大学大学院農学生命科学研究科 京都大学アフリカ地域研究資料センター

持続的開発のための農林水産国際研究フォーラム

東京農業大学グローバル連携センター 京都大学東南アジア地域研究研究所
東京農工大学大学院農学研究院

神戸大学大学院農学研究科

千葉大学大学院園芸学研究科

信州大学繊維学部

島根大学生物資源科学部

高知大学農林海洋科学部

政策研究大学院大学
（International Development Studies Program）

佐賀大学農学部

山口大学農学部

広島大学大学院生物圏科学研究科

東海大学海洋学部

高知大学農林海洋科学部高知大学農林海洋科学部高知大学農林海洋科学部

愛媛大学大学院農学研究科

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科

山口大学共同獣医学部

近畿大学農学部

岡山大学大学院環境生命科学研究科東京海洋大学海洋生命科学部
住友商事マシネックス株式会社

一般財団法人ササカワ・アフリカ財団

東海大学海洋研究所

玉川大学農学部

東京農工大学大学院
生物システム応用科学府

独立行政法人国際協力機構経済開発部
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

大阪インダストリアルサポート部

アジア経済研究所アフリカ研究グループ(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

(順不同・敬称略）

運営委員 宮島 郁夫 九州大学熱帯農学研究センター・センター長/教授

運営委員 飯山みゆき 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
　　　　　　　　  情報プログラム・ダイレクター

運営委員 大島 歩 独立行政法人国際協力機構経済開発部・次長

(順不同）
東京大学大学院農学生命科学研究科
東京農業大学グローバル連携センター

新潟大学農学部

名古屋大学農学国際教育研究センター

京都大学大学院農学研究科
三重大学大学院生物資源学研究科

九州大学熱帯農学研究センター
独立行政法人国際協力機構経済開発部
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

運営委員 江原 宏 名古屋大学農学国際教育研究センター・センター長

ワーゲニンゲン大学・リサーチセンター［オランダ］
（Wageningen University and Research）まずは http://jisnas.com/ にアクセス

東京農工大学大学院生物システム応用科学府

名古屋大学大学院生命農学研究科
東海大学海洋研究所




