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氏名 フリガナ 所属 サブ所属 職名 専門分野 役割分担
ﾘｰﾀﾞｰ 梅津　千恵子 ウメツ　チエコ 総合地球環境学研究所 研究部 准教授 環境資源経済学 地域経済分析・農村調査

A 谷内　茂雄 ヤチ　シゲオ 京都大学生態学研究センター  准教授 数理生態学 アドバイザー
Theme I

○ 真常　仁志 シンジョウ　ヒトシ 京都大学大学院農学研究科 地域環境科学専攻土壌学分野 助教 土壌資源学 土壌有機物の分解・肥沃度測定
安藤　薫 アンドウ　カオリ 京都大学農学研究科 地域環境科学専攻土壌学分野 大学院生 土壌資源学 土壌有機物の分解・肥沃度測定
倉光 源 クラミツ ハジメ 京都大学大学院農学研究科 農学専攻雑草学分野 大学院生 雑草学 草本群落構成種調査
柴田昌三 シバタ　ショウゾウ 京都大学フィールド科学教育研究センター 上賀茂試験地　 教授 森林生態 樹木構成種調査

○ 田中　樹 タナカ　ウエル 京都大学大学院地球環境学堂 陸域生態系管理論分野 准教授 境界農学 土地利用とリスク管理の仕組み
三浦励一 ミウラ レイイチ 京都大学大学院農学研究科 農学専攻雑草学分野 講師 雑草学 草本群落構成種調査

○ 宮嵜英寿 ミヤザキ ヒデトシ 総合地球環境学研究所 研究部 プロジェクト研究員 土壌資源学 土地利用・履歴調査
○ Moses Mwale Mt. Makulu Central Research Station, Zambia Agriculural Research Station Ministry of Agriculture and Cooperatives Vice Director 土壌学 土壌分析

Theme II
○ 櫻井　武司 サクライ　タケシ 一橋大学経済研究所 日本・アジア経済研究部門 教授 開発経済学 農村世帯調査

菅野洋光 カンノヒロミツ （独）農業・食品産業技術総合研究機構　東北農業研究センター やませ気象変動研究チーム チーム長 気候学・農業気象学 気象観測
木附晃実 キツキ　アキノリ 一橋大学大学院経済学研究科 大学院生 開発経済学 農村世帯調査
三浦　憲 ミウラ　ケン 一橋大学大学院経済学研究科 大学院生 開発経済学 農村世帯調査
久保晴敬 クボ　ハルタカ 北海道大学大学院保健科学研究院 保健科学専攻 大学院生 人類生態学 成長、栄養状態と健康の評価
下野　裕之 シモノ　ヒロユキ 岩手大学農学部 農学生命課程 准教授 作物学 作物モデル化
山内太郎 ヤマウチ タロウ 北海道大学大学院保健科学研究院 保健科学専攻 准教授 人類生態学 成長、栄養状態と健康の評価
今　小百合 コン　サユリ 北海道大学大学院保健科学研究院 保健科学専攻 大学院生 人類生態学 成長、栄養状態と健康の評価
Theme III

○ 島田　周平 シマダ　シュウヘイ 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 アフリカ地域研究専攻 教授 環境地理学 農村社会・制度調査
○ 石本　雄大 イシモト　ユウダイ 総合地球環境学研究所 研究部 プロジェクト研究員 生態人類学 救荒作物と農村世帯  　

伊藤千尋 イトウ チヒロ 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 アフリカ地域研究専攻 博士課程 人文地理 農村の出稼ぎ労働
姜　　 明江 キョウ　アキエ 京都大学大学院アジアアフリカ地域研究研究科 アフリカ地域研究専攻 博士課程 緩和医療学 やまいの共生とケア
児玉谷史朗 コダマヤ シロウ 一橋大学大学院社会学研究科 総合社会科学専攻 教授 アフリカ社会学 農業生産と社会変容
成澤　徳子 ナリサワ　ノリコ 京都大学大学院アジアアフリカ地域研究研究科 アフリカ地域研究専攻 博士課程 ジェンダー人類学 農村女性の現金稼得 　
半澤和夫 ハンザワ カズオ 日本大学生物資源科学部 国際地域開発学科 教授 農業経済 農村世帯調査
Gear M. Kajoba University of Zambia Department of Geography Senior Lecturer 地理学 土地制度と食料安全保障
Chileshe Mulenga University of Zambia Institute of Economic and Social Research (INESOR) Senior Lecturer 経済地理学 社会行動分析
Theme IV

○ 吉村　充則 ヨシムラ　ミツノリ  株式会社　パスコ 研究開発センター 主任研究員 リモートセンシング 生態変移モニタリング
梅津　千恵子 ウメツ　チエコ 総合地球環境学研究所 研究部 准教授 環境資源経済学 地域経済分析・農村調査

 佐伯　田鶴 サエキ　タヅ 国立環境研究所 地球環境研究センター NIESアシスタントフェロ大気物理学 気候モニタリング
松村圭一郎 マツムラ　ケイイチロウ 立教大学社会学部 現代文化学科 准教授 文化人類学 農村社会と土地所有

○ 山下　恵 ヤマシタ　メグミ 学校法人　近畿測量専門学校 講師 地理情報学 植生モニタリング
○ Thamana Lekprichakul 総合地球環境学研究所 研究部 プロジェクト上級研究員 医療経済学 農村世帯調査・分析

India
○ K. Palanisami International Water Management Institute IWMI-TaTa Program Program Coordinator 農業経済学 農村世帯調査・分析
○ 久米　崇 クメ　タカシ 総合地球環境学研究所 研究推進戦略センター 特任准教授 土壌水文学 津波被害調査

谷田貝亜紀代 ヤタガイ　アキヨ 総合地球環境学研究所 研究部 助教 気象・気候学 モンスーン降雨分析
C.R Ranganathan Tamilnadu Agricultural University Department of Mathematics Professor 数理モデル 社会経済モデル分析
V. Geethalakshmi Tamilnadu Agricultural University Department of Agricultural Meteorology Professor 農業気象学 モンスーン降雨分析
Burkina Faso

○ Tom Evans Indiana University Department of Geography Associate Professor geography agent-based modelling

　○＝コアメンバー; A = アドバイザー


