
総合領域分野

分科 細目名 機関名・部局名・職名 氏名
山口大学・工学部・教授 井上　克司
東京大学・情報理工学系研究科・教授 今井　浩
早稲田大学・教育学部・教授 守屋　悦朗
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 関　浩之
北陸先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 小野　寛晰
九州大学・システム情報科学研究院・教授 長谷川　隆三
早稲田大学・理工学部・教授 上田　和紀
名古屋大学・情報科学研究科・教授 坂部　俊樹
岡山大学・工学部・教授 船曳　信生
国立情報学研究所・教授 本位田　真一
和歌山大学・システム工学部・教授 鰺坂　恒夫
法政大学・経営学部・教授 中島　震
豊橋技術科学大学・工学部・教授 中島　浩
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 相田　仁
岡山大学・工学部・教授 谷口　秀夫
京都大学・情報学研究科・教授 富田　眞治
電気通信大学・情報システム学研究科・教授 弓場　敏嗣
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 柴山　潔
岩手県立大学・ソフトウェア情報学部・教授 柴田　義孝
京都大学・情報学研究科・教授 高橋　豊
国立情報学研究所・情報基盤研究系・教授 浅野　正一郎
大阪市立大学・創造都市研究科・教授 松浦　敏雄
筑波大学・電子・情報工学系・助教授 加藤　和彦
千葉大学・工学部・教授 伊藤　秀男
岩手大学・工学部・教授 千葉　則茂
東京理科大学・理工学部・講師 国沢　隆
奈良先端科学科技術大学院大学・情報科学研究科・教授 植村　俊亮
筑波大学・電子・情報工学系・教授 北川　博之
名古屋大学・情報メディア教育センター・教授 長尾　確
北海道大学・工学研究科・教授 田中　譲
北陸先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 島津　明
慶應義塾大学・環境情報学部・教授 安村　通晃
京都大学・学術情報メディアセンター・教授 美濃　導彦
東京大学・先端科学技術研究センター・特任教授 中小路　久美代
京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・教授 辻野　嘉宏
静岡大学・情報学部・教授 竹林　洋一
和歌山大学・システム工学部・教授 河原　英紀
福岡大学・工学部・教授 吉村　賢治
玉川大学・工学部・教授 塚田　稔
東京大学・情報理工学系研究科・教授 西田　豊明
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 松本　裕治
北陸先端科学技術大学院大学・知識科学研究科・教授 國藤　進
東京工業大学・精密工学研究所・教授 佐藤　誠
早稲田大学・国際情報通信科・教授 匂坂　芳典
東京海洋大学・海洋工学部・教授 大島　正毅
東京大学・情報学環・教授 池内　克史
千葉大学・自然科学研究科・教授 市川　熹
東京電機大学・工学部・教授 村上　伸一
九州大学・システム情報科学研究院・教授 長谷川　勉
岡山大学・自然科学研究科・教授 田中　豊
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 小笠原　司
東京大学・情報学環・教授 稲葉　雅幸
筑波大学・機能工学系・教授 油田　信一
大阪大学・工学研究科・教授 石黒　浩
広島国際大学・人間環境学部・教授 吉田　倫幸
早稲田大学・理工学部・教授 橋本　周司
大阪工業大学・情報科学部・教授 大須賀　美恵子
京都大学・情報学研究科・教授 乾　敏郎
中京大学・情報科学部・教授 輿水　大和
岩手県立大学・ソフト情報学部・教授 布川　博士
名古屋工業大学・工学研究科・教授 中野　良平
京都大学・工学研究科・教授 椹木　哲夫
東京工業大学・情報理工学研究科・教授 佐藤　泰介
慶應義塾大学・理工学部・教授 櫻井　彰人
筑波大学・機能工学系・教授 宮本　定明
佐賀大学・理工学部・教授 渡邊　桂吾
筑波大学・図書館情報学系・教授 石塚　英弘
京都大学・情報学研究科・助教授 佐藤　理史
慶應義塾大学・文学部・教授 倉田　敬子
国立情報学研究所・人間・社会情報研究系・助教授 神門　典子
国文学研究資料館・研究情報部・教授 安永　尚志
玉川大学・教育学部・助教授 斎藤　泰則
立命館大学・理工学部・教授 八村　廣三郎
駒澤短期大学・仏教科・教授 石井　公成
東北大学・文学研究科・教授 正村　俊之
関西学院大学・社会学部・教授 奥野　卓司
三重大学・人文学部・教授 柴田　正美
山口大学・教育学部・教授 林　徳治

感性情報学・ソフトコン
ピューティングＡ

感性情報学・ソフトコン
ピューティングＢ

情報図書館学・人文社
会情報学Ａ

情報図書館学・人文社
会情報学Ｂ

ソフトウエア

計算機システム・ネット
ワークＡ

計算機システム・ネット
ワークＢ

知覚情報処理・知能ロ
ボティクスＡ

メディア情報学・データ
ベースＡ

メディア情報学・データ
ベースＢ

知能情報学

知覚情報処理・知能ロ
ボティクスＢ

情報学

情報学基礎
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分科 細目名 機関名・部局名・職名 氏名
京都大学・人間・環境学研究科・教授 山梨　正明
名古屋大学・環境学研究科・教授 川口　潤
公立はこだて未来大学・システム情報科学部・教授 松原　仁
東京工業大学・社会理工学研究科・助教授 往住　彰文
北陸先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 東条　敏
北海道大学・医学研究科・教授 澤口　俊之
慶應義塾大学・理工学部・教授 柴田　里程
北海道大学・情報基盤センター教授 水田　正弘
統計数理研究所・領域統計研究系・教授 村上　征勝
名古屋大学・教育発達科学研究科・教授 村上　隆
東洋大学・経済学部・教授 渡辺　美智子
農業環境技術研究所・環境統計ユニット・研究リーダー 三輪　哲久
長岡技術科学大学・工学部・教授 曽田　邦嗣
京都大学・化学研究所・特任教授 藤　博幸
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 石井　信
東京大学・分子細胞生物学研究所・助教授 北尾　彰朗
東京工業大学・学術国際情報センター・助教授 太田　元規
産業技術総合研究所・生命情報科学研究センター・研究センター長 秋山　泰
東京医科歯科大学・疾患生命科学研究部・教授 田中　博
理化学研究所・視覚神経回路モデル研究チーム・チームリーダー 田中　繁
産業技術総合研究所・情報処理研究部門・主任研究員 麻生　英樹
東京大学・総合文化研究科・教授 川戸　佳
北海道大学・工学研究科・教授 大森　隆司
早稲田大学・社会科学部・教授 輪湖　博
東京大学・医学系研究科・教授 三品　昌美
金沢大学・医学系研究科・教授 狩野　方伸
京都府立医科大学・医学研究科・教授 木村　實
関西医科大学・医学部・教授 玄番　央恵
大阪大学・医学系研究科・教授 祖父江　憲治
京都大学・理学研究科・教授 平野　丈夫
大阪大学・生命機能研究科・教授 村上　富士夫
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 入來　篤史
東京大学・医学系研究科・教授 井原　康夫
大阪市立大学・医学研究科・教授 渡邊　恭良
新潟大学・脳研究所・教授 澁木　克栄
理化学研究所・脳科学総合研究センター・チームリーダー 岡本　仁
北海道大学・医学研究科・教授 渡辺　雅彦
大阪市立大学・医学研究科・教授 木山　博資
東京医科大学・医学部・教授 山田　仁三
京都大学・医学研究科・教授 金子　武嗣
大阪大学・医学系研究科・教授 遠山　正彌
香川大学・医学部・教授 竹内　義喜
鳥取大学・医学部・教授 大浜　栄作
愛知医科大学・加齢医科学研究所・教授 橋詰　良夫
東京都医学研究機構・東京都神経科学総合研究所・参事研究員 小柳　清光
信州大学・医学部・教授 天野　直二
滋賀医科大学・医学部・教授 岡部　英俊
群馬大学・医学系研究科・教授 岡本　幸市
北海道大学・医学研究科・教授 吉岡　充弘
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 仲田　義啓
名古屋市立大学・医学研究科・教授 島田　昌一
新潟大学・医歯学総合研究科・教授 五十嵐　道弘
岡山大学・医歯学総合研究科・教授 小川　紀雄
愛知県心身障害者コロニー・発達障害研究所・室長 仙波　りつ子
福岡大学・薬学部・教授 藤原　道弘
星薬科大学・薬学部・教授 鈴木　勉
奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス研究科・教授 塩坂　貞夫
京都大学・薬学研究科・教授 赤池　昭紀
岐阜薬科大学・薬学部・教授 古川　昭栄
東邦大学・医学部・教授 高松　研
岡崎国立共同研究機構・生理学研究所・教授 伊佐　正
筑波大学・基礎医学系・教授 工藤　典雄
名古屋市立大学・医学研究科・教授 西野　仁雄
岡崎国立共同研究機構・生理学研究所・教授 鍋倉　淳一
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 篠田　義一
新潟大学・医歯学総合研究科・教授 板東　武彦
東京慈恵会医科大学・医学部・教授 栗原　敏
順天堂大学・医学部・教授 大地　陸男
東京医科歯科大学・難治疾患研究所・教授 平岡　昌和
名古屋大学・医学系研究科・助教授 中山　晋介
山口大学・医学部・教授 小林　誠
東京医科大学・医学部・講師 渡辺　賢
浜松医科大学・医学部・助教授 加藤　秀樹
山形大学・医学部・助教授 大和田　一雄
東京医科歯科大学・難治疾患研究所・教授 石野　史敏
東京大学・医科学研究所・教授 甲斐　知恵子
理化学研究所・バイオリソースセンターリソース基盤開発部・部長 小幡　裕一
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 神奈木　真理

神経・筋肉生理学Ａ

神経・筋肉生理学Ｂ

実験動物学

神経科学一般

神経解剖学・神経病理
学Ａ

神経解剖学・神経病理
学Ｂ

神経化学・神経薬理学

認知科学

統計科学

生体生命情報学Ａ

生体生命情報学Ｂ

実験動物学

情報学

神経科学
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分科 細目名 機関名・部局名・職名 氏名
東京大学・医学系研究科・教授 上野　照剛
大阪大学・基礎工学研究科・教授 林　紘三郎
中京大学・情報科学部・教授 鳥脇　純一郎
慶應義塾大学・理工学部・教授 谷下　一夫
徳島大学・工学部・教授 木内　陽介
金沢大学・自然科学研究科・教授 山越　憲一
大阪大学・工学系研究科・教授 明石　満
関西大学・工学部・教授 大内　辰郎
朝日大学・歯学部・教授 土井　豊
京都大学・医学研究科・教授 中村　孝志
東京大学・工学系研究科・教授 片岡　一則
東京理科大学・薬学部・教授 牧野　公子
自治医科大学・医学部・助教授 谷口　信行
東北大学・工学研究科・教授 金井　浩
福岡大学・医学部附属病院・教授 山下　裕一
東京女子医科大学・医学部・教授 東間　紘
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 千原　國宏
埼玉医科大学・総合医療センター・教授 橋本　大定
明星大学・情報学研究科・教授 八木　晋一
大阪大学・医学系研究科・教授 別府　慎太郎
東京医科大学・医学部・教授 森安　史典
湘南工科大学・工学部・教授 秋山　いわき
東京大学・医学系研究科・教授 大江　和彦
北海道大学・工学研究科・教授 三田村　好矩
東海大学・医学部・教授 石田　暉
東北大学・医学系研究科・教授 上月　正博
慶應義塾大学・月ヶ瀬リハビリテーションセンター・教授 木村　彰男
国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所・所長 山内　繁
藤田保健衛生大学・医学部・教授 園田　茂
北海道大学・医学研究科・教授 眞野　行生
東北大学・医学系研究科・教授 市江　雅芳
杏林大学・医学部・教授 岡島　康友
帝京大学・医学部・教授 鈴木　堅二
昭和大学・医学部・教授 水間　正澄
東京大学・情報理工学系研究科・教授 土肥　健純
京都府立大学・人間環境学部・教授 水野　弘之
青森県立保健大学・健康科学部・教授 吉岡　利忠
東京都立大学・理学研究科・教授 今中　国泰
京都府立医科大学・医学部・教授 木村　みさか
筑波大学・体育科学系・助教授 西嶋　尚彦
川崎医療福祉大学・医療技術学部・教授 小野寺　昇
早稲田大学・スポーツ科学部・助教授 川上　泰雄
横浜国立大学・教育人間科学部・教授 高橋　和子
筑波大学・体育科学系・教授 高橋　健夫
慶應義塾大学・体育研究所・教授 佐々木　玲子
中京女子大学・健康科学部・助教授 田原　淳子
埼玉大学・教育学部・助教授 鈴木　江利子（細川江利子）

信州大学・教育学部・助教授 岩田　靖
神戸大学・発達科学部・助教授 齋藤　健司
順天堂大学・スポーツ健康科学部・教授 野川　春夫
東北大学・医学系研究科・助教授 飛松　好子
筑波大学・体育科学系・助教授 真田　久
早稲田大学・スポーツ科学部・教授 坂本　静男
大阪体育大学・体育学部・教授 伊藤　章
昭和大学・医学部・教授 本間　生夫
名古屋工業大学・工学研究科・教授 下村　吉治
信州大学・医学研究科・教授 能勢　博
筑波大学・体育科学系・教授 河野　一郎
鹿屋体育大学・体育学部・教授 濵岡　隆文
徳島大学・総合科学部・教授 的場　秀樹
山梨大学・医学工学総合研究部・教授 山縣　然太朗
早稲田大学・人間科学部・教授 竹中　晃二
筑波大学・体育科学系・助教授 野津　有司
京都府立医科大学・医学研究科・教授 渡辺　能行
東海大学・体育学部・教授 今村　修
東京学芸大学・教育学部・助教授 朝倉　隆司
東北大学・医学系研究科・教授 辻　一郎
東京医科大学・医学部・教授 勝村　俊仁
九州大学・健康科学センター・教授 橋本　公雄
早稲田大学・スポーツ科学部・教授 樋口　満
共立女子大学・家政学部・教授 川久保　清
東京大学・医学系研究科・助教授 熊野　宏昭

応用健康科学Ａ

応用健康科学Ｂ

身体教育学Ａ

身体教育学Ｂ

スポーツ科学Ａ

スポーツ科学Ｂ

医用生体工学・生体材
料学Ｂ

医用システム

リハビリテーション科
学・福祉工学Ａ

リハビリテーション科
学・福祉工学Ｂ

医用生体工学・生体材
料学Ａ

人間医工学

健康・スポー
ツ科学



総合領域分野

分科 細目名 機関名・部局名・職名 氏名
京都府立大学・人間環境学部・教授 町田　玲子
埼玉大学・教育学部・教授 在塚　礼子
奈良女子大学・生活環境学部・教授 松生　勝
青葉学園短期大学・教授 芦澤　昌子
お茶の水女子大学・生活科学部・教授 徳井　淑子
山梨大学・教育人間科学部・教授 勢田　二郎
信州大学・教育学部・教授 松岡　英子
広島大学・教育学研究科・教授 田結庄　順子
東京学芸大学・教育学部・教授 大竹　美登利
上越教育大学・学校教育学部・教授 大瀧　ミドリ
東洋英和女学院大学・人間科学部・教授 川崎　末美
大妻女子大学・人間生活科学研究所・教授 大澤　清二
大妻女子大学・家政学部・教授 市川　朝子
甲南女子大学・文学部・教授 倉賀野　妙子
鳥取大学・教育地域科学部・教授 石川　行弘
岡山県立大学・保健福祉学部・教授 渕上　倫子
東京家政学院大学・家政学部・教授 江原　絢子
山口県立大学・生活科学部・教授 島田　和子
名古屋女子大学・学長 大羽　和子
姫路工業大学・環境人間学部・教授 辻　啓介
神戸大学・発達科学部・教授 丸谷　宣子
大妻女子大学・家政学部・教授 大森　正司
埼玉大学・教育学部・教授 川嶋　かほる
神戸学院大学・栄養学部・助教授 岸本　律子
東京学芸大学・教育学部・教授 下條　隆嗣
千葉大学・教育学部・教授 鶴岡　義彦
静岡大学・教育学部・教授 久田　隆基
福井大学・教育地域科学部・教授 黒木　哲徳
岐阜大学・総合情報メディアセンター・教授 村瀬　康一郎
国立教育政策研究所・教育研究情報センター・総括研究官 吉岡　亮衛
東京大学・総合文化研究科・教授 下井　守
埼玉医科大学・医学部・助教授 赤羽　明
山梨大学・教育人間科学部・教授 吉川　行雄
宮城教育大学・教育学部・教授 見上　一幸
東京大学・総合文化研究科・教授 鈴木　賢次郎
立命館大学・産業社会学部・教授 和田　武
東京理科大学・基礎工学部・教授 伊藤　紘二
徳島大学・工学部・教授 矢野　米雄
メディア教育開発センター・研究開発部・教授 近藤　喜美夫
鹿児島大学・教育学部・教授 園屋　高志
日本科学未来館・副館長 美馬　のゆり
大阪大学・人間科学研究科・教授 菅井　勝雄
兵庫教育大学・学校教育学部・教授 正司　和彦
日本女子大学・人間社会学部・教授 吉崎　静夫
工学院大学・工学部・教授 米澤　宣義
岩手県立大学・ソフトウェア情報学部・教授 鈴木　克明
早稲田大学・人間科学部・教授 野嶋　栄一郎
千葉工業大学・情報科学部・教授 中村　直人
北海道大学・理学研究科・教授 石垣　壽郎
東洋大学・文学部・教授 大淀　昇一
中央大学・商学部・助教授 河邑　肇
東北大学・国際文化研究科・教授 井原　聰
岩手大学・人文社会科学部・教授 井上　隆義
広島大学・総合科学部・助教授 市川　浩
東京学芸大学・教育学部・助教授 二宮　修治
奈良教育大学・教育学部・助教授 金原　正明
多摩美術大学・美術学部・教授 島尾　新
奈良文化財研究所・埋蔵文化財センター・室長 肥塚　隆保
岡山大学・文学部・教授 新納　泉
（財）元興寺文化財研究所・保存科学研究室・室長 植田　直見
東京大学・理学系研究科・助教授 松本　淳
奈良大学・文学部・教授 碓井　照子
日本大学・文理学部・教授 高阪　宏行
岐阜大学・教育学部・教授 小林　浩二
金沢大学・自然計測応用研究センター・教授 柏谷　健二
東北大学・環境科学研究科・教授 境田　清隆

食生活学Ａ

食生活学Ｂ

地理学

科学教育

教育工学

科学社会学・科学技術
史

文化財科学

生活科学一般Ａ

生活科学一般Ｂ

地理学

生活科学

科学教育・教
育工学

科学社会学・
科学技術史

文化財科学


