
分科 細目 氏名
東北大学 国際文化研究科 教授 井原 聰
大阪市立大学 文学研究科 教授 小林 道夫
立命館大学 経営学部 教授 雀部 晶
宮城学院女子大学 学芸学部 教授 高田 紀代志
東京電機大学 工学部 教授 古川 安
岩手大学 人文社会科学部 教授 井上 隆義

体育学 日本女子体育大学 体育学部 教授 加賀谷 淳子
関東学院女子短期大学 教授 鈴木 秀雄
東京農工大学 工学部 教授 百鬼 史訓
岐阜大学 教育学部 教授 古田 善伯
上越教育大学 学校教育学部 教授 伊藤 政展
東京大学 総合文化研究科 教授 大築 立志
筑波大学 体育科学系 助教授 柳沢 和雄
東京女子体育大学 体育学部 教授 掛水 通子
奈良教育大学 教育学部 教授 木村 真知子
大妻女子大学 教授 大澤 清二
徳島大学 総合科学部 教授 荒木 秀夫
日本女子体育大学 体育学部 教授 島内 敏子

地理学 人文地理学 東北大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 日野 正輝
筑波大学 地球科学系 教授 田林 明
大阪市立大学 文学研究科 教授 山野 正彦
東京学芸大学 教育学部 教授 矢ヶ﨑 典隆
甲南大学 文学部 教授 久武 哲也
名古屋大学 教授 溝口 常俊

自然地理学 弘前大学 農学生命科学部 教授 牧田 肇
埼玉大学 教育学部 教授 斉藤 享治
東北学院大学 文学部 教授 宮城 豊彦
東京都立大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 岩田 修二
千葉大学 助教授 建石 隆太郎
奈良女子大学 文学部 教授 相馬 秀廣

家政学 滋賀大学 教育学部 教授 多賀谷 久子
奈良女子大学 生活環境学部 教授 岩崎 雅美
実践女子大学 生活科学部 教授 高部 啓子
京都府立大学 人間環境学部 教授 上野 勝代
新潟大学 教育人間科学部 助教授 鋤柄 佐千子
千葉大学 教育学部 教授 佐藤 文子

食生活 文教大学女子短期大学部 教授 長尾 慶子
岐阜女子大学 家政学部 教授 小川 宣子
千葉大学 教育学部 助教授 石井 克枝
実践女子大学 生活科学部 教授 田島 眞
大妻女子大学 家政学部 教授 市川 朝子
奈良女子大学 生活環境学部 助教授 勝田 啓子

文化財科学 静岡大学 農学部 助教授 佐藤 洋一郎
東京大学 人文社会系研究科 教授 佐藤 康宏
独立行政法人文化財研究所東京文化財研究所 室長 青木 繁夫
独立行政法人国立博物館東京国立博物館 課長 神庭 信幸
京都造形芸術大学 芸術学部 教授 内田 俊秀
京都大学 文学研究科 助教授 根立 研介

科学教育 玉川大学 農学部 教授 松香 光夫
筑波大学 教育学系 教授 大高 泉
埼玉大学 教育学部 教授 町田 彰一郎
岡山大学 教育学部 教授 近藤 勲
国立教育政策研究所 総括研究官 松原 静郎
熊本大学 教育学部 助教授 中山 玄三

教育工学 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 大岩 元
メディア教育開発センター 教授 伊藤 秀子
大阪大学 人間科学部 教授 前迫 孝憲
宇都宮大学 教育学部 教授 石川 賢
名古屋大学 教育学研究科 教授 大谷 尚

複合領域
機関・所属・職

家政学一般（含
衣・住環境）

科学教育・教科教
育学

科学技術史（含科
学社会学・科学技
術基礎論）



関西大学 総合情報学部 教授 久保田 賢一
宮城教育大学 教育学部 教授 本間 明信
秋田大学 教育文化学部 教授 浦野 弘
九州工業大学 情報工学部 教授 竹内 章
鳴門教育大学 教授 三宮 真智子
岩手大学 教育学部 教授 大河原 清
国立教育政策研究所 総括研究官 堀口 秀嗣

教科教育 東京学芸大学 教育学部 教授 三浦 軍三
千葉大学 教育学部 教授 長田 謙一
京都教育大学 教育学部 助教授 土屋 英男
美作女子大学短期大学部 助教授 梅澤 啓一
兵庫教育大学 学校教育学部 教授 岩田 一彦
広島大学 教育学研究科 教授 三浦 省五
筑波大学 教育学系 教授 谷川 彰英
岩手大学 教育学部 教授 望月 善次
滋賀大学 教育学部 助教授 新関 伸也
秋田大学 教育文化学部 教授 寺井 謙次
東京学芸大学 教育学部 教授 藤井 斉亮
愛知教育大学 教育学部 教授 村尾 忠廣

日本語教育 お茶の水女子大学 教授 長友 和彦
慶應義塾大学 教授 野沢 素子
大阪大学 教授 山田 泉
一橋大学 法学（政治学）研究科（研究院）教授 三枝 令子
龍谷大学 経済学部 教授 田尻 英三
国際基督教大学 教養学部 教授 古藤 友子

統計科学 慶應義塾大学 理工学部 教授 篠崎 信雄
東京工業大学 社会理工学研究科 教授 前川 眞一
東京工業大学 情報理工学研究科 教授 間瀬 茂
成蹊大学 経済学部 教授 中西 寛子
大阪大学 人間科学部 助教授 狩野 裕
九州芸術工科大学 芸術工学部 教授 坂田 年男

情報科学 計算機科学 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授 浅野 哲夫
電気通信大学 教授 弓場 敏嗣
大阪大学 基礎工学研究科 教授 萩原 兼一
国立情報学研究所 教授 本位田 真一
明治大学 理工学部 教授 疋田 輝雄
筑波大学 機能工学系 教授 大田 友一
東北大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 阿曽 弘具
慶應義塾大学 環境情報学部 教授 清木 康
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授 藤原 秀雄
東京大学 教授 近山 隆
日本大学 文理学部 教授 戸田 誠之助
大阪大学 基礎工学研究科 教授 井上 克郎

知能情報学 東京大学 教授 中川 裕志
京都大学 情報学研究科 教授 石田 亨
北陸先端科学技術大学院大学 教授 國藤 進
電気通信大学 電気通信学部 教授 尾内 理紀夫
大阪大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 白井 良明
公立はこだて未来大学 教授 松原 仁
北海道大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 大森 隆司
九州工業大学 教授 石川 眞澄
埼玉大学 工学部 教授 久野 義徳
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
大阪大学 産業科学研究所 教授 溝口 理一郎
東京大学 教授 西田 豊明
名古屋大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 阿草 清滋
早稲田大学 政治経済学部 教授 谷藤 悦史
国立情報学研究所 助教授 神門 典子
大阪府立大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 太田 宏
大阪大学 基礎工学研究科 教授 菊野 亨
筑波大学 歴史・人類学系 講師 楠木 賢道
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教授 吉川 正俊

情報システム学
（含情報図書館



中央大学 商学部 教授 遠山 暁
慶應義塾大学 教授 萩原 滋
東洋大学 社会学部 助教授 海野 敏
学習院大学 経済学部 助教授 白田 由香利
神戸大学 教授 上原 邦昭

社会システム工学 東京工業大学 社会理工学研究科 教授 森 雅夫
玉川大学 文学部 助教授 大藤 正
東京理科大学 理工学部 教授 平川 保博
一橋大学 商学研究科 教授 片岡 寛
静岡県立大学 国際関係学部 教授 渡邊 慶子

（中山  慶子）
法政大学 工学部 教授 古林 隆
成蹊大学 工学部 教授 渡辺 一衛
電気通信大学 電気通信学部 教授 鈴木 和幸
早稲田大学 理工学部 教授 古谷 誠章
京都大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 山品 元
岡山大学 農学部 助教授 星野 敏
金沢工業大学 工学部 教授 小松原 明哲

自然災害科学 名古屋大学 教授 上田 博
京都大学 （連合）農学研究科（研究院） 教授 水山 高久
早稲田大学 理工学部 教授 西谷 章
長崎大学 工学部 教授 高橋 和雄
埼玉大学 教授 川上 英二
神戸大学 理学部 助教授 鎌田 桂子
京都大学 防災研究所 教授 林 春男
東北大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 真野 明
熊本大学 教授 滝川 清
東京電機大学 理工学部 教授 安田 進
東京大学 地震研究所 助教授 都司 嘉宣
北海道大学 理学（系）研究科（研究院） 助教授 笹谷 努

プラズマ理工学 核融合科学研究所 教授 須藤 滋
京都大学 教授 松本 紘
筑波大学 物理工学系 助教授 市村 真
九州大学 理工学研究科 助教授 篠原 俊二郎
名古屋大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 大澤 幸治
東京大学 教授 高瀬 雄一
宇宙科学研究所 教授 向井 利典
京都大学 エネルギー科学研究科 教授 近藤 克己
核融合科学研究所 教授 加藤 隆子
東北大学 工学（系）研究科（研究院） 助教授 安藤 晃
山口大学 工学部 教授 福政 修
名古屋大学 太陽地球環境研究所 教授 小川 忠彦

エネルギー学 核融合学 東京大学 教授 小川 雄一
核融合科学研究所 教授 室賀 健夫
名古屋大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 井口 哲夫
茨城大学 理学部 助教授 田内 広
大阪大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 岡田 成文
東北大学 金属材料研究所 教授 松井 秀樹

エネルギー学一般 筑波大学 機能工学系 教授 内山 洋司
神戸大学 工学部 教授 藤井 照重
大阪大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 辻 毅一郎
大阪府立大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 伊東 弘一
京都大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 武田 信生
名古屋大学 教授 鈴置 保雄

原子力学 東京大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 山脇 道夫
京都大学 エネルギー科学研究科 教授 伊藤 靖彦
北海道大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 澤村 貞史
東北大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 北村 正晴
東京工業大学 原子炉工学研究所 教授 有冨 正憲
埼玉大学 工学部 教授 松本 史朗

環境科学 環境動態解析 京都大学 （連合）農学研究科（研究院） 助教授 二井 一禎
国立極地研究所 教授 山内 恭



東海大学 海洋学部 教授 中田 喜三郎
奈良教育大学 教育学部 教授 谷口 真人
長崎大学 水産学部 教授 石坂 丞二
東京農工大学 教授 岡崎 正規
筑波大学 地球科学系 教授 田瀬 則雄
北海道大学 教授 岸 道郎
岐阜大学 教授 小泉 博
筑波大学 地球科学系 教授 福島 武彦
名古屋大学 太陽地球環境研究所 教授 松見 豊
信州大学 工学部 教授 藤縄 克之
東北大学 生命科学研究科 教授 南澤 究
国立環境研究所 室長 小野 雅司
広島大学 原爆放射能医学研究所 教授 小松 賢志
国際基督教大学 教養学部 助教授 高倉 かほる
大分県立看護科学大学 看護学部 教授 甲斐 倫明
金沢大学 理学部 教授 小村 和久
新潟大学 農学部 教授 大山 卓爾
東京農業大学 応用生物科学部 助教授 前田 良之
三重大学 生物資源学部 教授 小畑 仁
東京農工大学 農学部 教授 岸 洋一
放射線医学総合研究所 部長 巽 紘一
筑波大学 応用生物化学系 教授 東 照雄

環境保全 東北大学 （連合）農学研究科（研究院） 教授 谷口 旭
東京大学 教授 山本 和夫
豊橋技術科学大学 工学部 教授 藤江 幸一
慶應義塾大学 理工学部 教授 田中 茂
徳島大学 工学部 教授 高麗 寛紀
京都大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 津野 洋
東京大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 矢木 修身
東邦大学 理学部 教授 風呂田 利夫
京都大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 松岡 譲
岩手大学 工学部 教授 大塚 尚寛
東京工業高等専門学校 教授 矢野 良子
九州大学 （連合）農学研究科（研究院） 教授 古川 謙介

生物化学 生物有機科学 九州大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 下東 康幸
徳島大学 薬学部 教授 高石 喜久
東京工業大学 理工学研究科 教授 柿沼 勝己
愛媛大学 工学部 教授 遠藤 弥重太
熊本大学 薬学部 教授 中山 仁
千葉工業大学 工学部 教授 高久 洋
名古屋大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 上村 大輔
大阪大学 薬学研究科（研究院） 教授 今西 武
東京工業大学 生命理工学研究科 教授 上野 昭彦
京都大学 化学研究所 助教授 中村 薫
金沢大学 薬学部 教授 太田 富久
九州大学 教授 浜地 格

構造生物化学 静岡県立大学 薬学部 教授 鈴木 康夫
大阪大学 たんぱく質研究所 教授 長谷 俊治
東京大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 横山 茂之
明治薬科大学 薬学部 教授 森田 隆司
東京工業大学 生命理工学研究科 教授 関根 光雄
京都大学 ウイルス研究所 教授 伊藤 維昭
甲南大学 理工学部 教授 杉本 直己
（財）佐々木研究所 部長 山下 克子
岡山大学 工学部 教授 虎谷 哲夫
奈良女子大学 教授 矢野 重信
（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団 室長 遠藤 玉夫
群馬大学 工学部 教授 片貝 良一

機能生物化学 東北大学 生命科学研究科 教授 水野 健作
横浜市立大学 医学部 教授 大野 茂男
京都大学 （連合）農学研究科（研究院） 教授 清水 昌
京都大学 生命科学研究科 教授 垣塚 彰

環境影響評価（含
放射線生物学）



理化学研究所 主任研究員 中野 明彦
広島大学 医学部 教授 菊池 章
東京大学 医科学研究所 教授 山本 雅
滋賀医科大学 医学部 教授 堀池 喜八郎
東京工業大学 生命理工学研究科 教授 岡畑 恵雄
九州大学 医学（系）研究科（研究院） 助教授 阪口 雅郎
大阪大学 たんぱく質研究所 教授 田嶋 正二
京都大学 工学（系）研究科（研究院） 助教授 秋吉 一成

基礎生物科学 生物物理学 東京工業大学 資源化学研究所 教授 吉田 賢右
名古屋大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 曽我部 正博
帝京大学 理工学部 助教授 相沢 慎一
東京大学 薬学研究科（研究院） 教授 桐野 豊
北海道大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 田中 勲
岡崎国立共同研究機構 教授 木下 一彦
大阪大学 基礎工学研究科 教授 若林 克三
早稲田大学 理工学部 教授 石渡 信一
国立遺伝学研究所 助教授 白木原 康雄
東京理科大学 理工学部 教授 新井 孝夫
東京大学 農学生命科学研究科 教授 田之倉 優
名古屋大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 楠見 明弘

分子生物学 東京大学 分子細胞生物学研究所 教授 宮島 篤
国立遺伝学研究所 教授 荒木 弘之
京都大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 岡田 清孝
大阪大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 升方 久夫
名古屋大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 饗場 弘二
東京大学 理学（系）研究科（研究院） 助教授 渡辺 嘉典
九州大学 薬学研究科（研究院） 助教授 片山 勉
京都大学 理学（系）研究科（研究院） 助教授 荒木 崇
大阪大学 理学（系）研究科（研究院） 助教授 柿本 辰男
岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所 教授 飯田 滋
金沢大学 がん研究所 教授 伊藤 隆司
東北大学 生命科学研究科 教授 東谷 篤志

細胞生物学 東京大学 分子細胞生物学研究所 助教授 後藤 由季子
京都大学 生命科学研究科 教授 米原 伸
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 室長 浅野 富子
広島大学 歯学部 教授 岡本 哲治
国立遺伝学研究所 助教授 今本 尚子
東京都立大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 久永 真市
名古屋大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 遠藤 斗志也
岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所 助教授 吉森 保
東京大学 総合文化研究科 助教授 豊島 陽子
お茶の水女子大学 理学部 教授 室伏 きみ子
岡山大学 教授 許 南浩
京都大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 西村 いくこ

発生生物学 東京工業大学 生命理工学研究科 助教授 西田 宏記
岡崎国立共同研究機構 助教授 塚谷 裕一
筑波大学 生物科学系 助教授 佐藤 忍
東京大学 総合文化研究科 教授 浅島 誠
東北大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 大隅 典子
東京都立大学 理学（系）研究科（研究院） 教授 八杉 貞雄
東京大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 広川 信隆
名古屋大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 杉浦 康夫
和歌山県立医科大学 医学部 教授 仙波 恵美子
（財）東京都医学研究機構 参事 池田 和彦
神戸大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 寺島 俊雄
九州大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 岩城 徹
富山医科薬科大学 薬学部 教授 倉石 泰
青山学院大学 理工学部 教授 田代 朋子
共立薬科大学 薬学部 教授 川島 紘一郎
山梨医科大学 医学部 教授 神庭 重信
大阪大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 遠山 正彌
東邦大学 医学部 教授 高松 研

神経化学・神経薬
理学

神経解剖学・神経
病理学

神経科学（含脳科
学）



国立精神・神経センター 部長 高坂 新一
九州大学 歯学研究科（研究院） 教授 中西 博
広島大学 歯学部 教授 土肥 敏博
大阪大学 薬学研究科（研究院） 教授 馬場 明道
金沢大学 自然科学研究科 教授 米田 幸雄
横浜市立大学 医学部 教授 五嶋 良郎

神経科学一般 理化学研究所 ディレクター 田中 啓治
名古屋大学 環境医学研究所 教授 水村 和枝
京都府立医科大学 医学部 教授 河田 光博
東京大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 森 憲作
大阪大学 教授 佐藤 宏道
東京医科大学 医学部 教授 持田 澄子

神経・筋肉生理学 東京医科歯科大学 教授 入来 篤史
東北大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 丹治 順
京都大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 大森 治紀
大阪大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 福田 淳
東京大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 宮下 保司
（財）東京都医学研究機構 参事 佐々木 成人

実験動物学 京都大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 芹川 忠夫
名古屋大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 西村 正彦
（財）癌研究会 部長 樋野 興夫
北里大学 理学部 教授 花岡 和則
慶應義塾大学 医学部 教授 末松 誠
筑波大学 基礎医学系 教授 八神 健一
東京大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 安藤 譲二
東京電機大学 理工学部 教授 福井 康裕
徳島大学 工学部 教授 木内 陽介
東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 山下 仁大
九州大学 工学（系）研究科（研究院） 教授 前田 瑞夫
名古屋大学 医学（系）研究科（研究院） 教授 上田 実
慶應義塾大学 理工学部 教授 谷下 一夫
香川医科大学 医学部附属病院 教授 千田 彰一
東京工業大学 総合理工学研究科（研究院） 教授 伊藤 宏司
広島大学 歯学部 教授 岡崎 正之
新潟大学 教授 岡田 正彦
信州大学 医学部 教授 高岡 邦夫

医用生体工学・生
体材料学


