
化学分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
お茶の水女子大学・理学部・助教授 鷹野　景子
北里大学・理学部・教授 菅原　洋子
信州大学・理学部・教授 尾関　寿美男
広島大学・理学研究科・教授 田中　健一郎
慶應義塾大学・理工学部・教授 伊藤　正時
東京大学・工学系研究科・教授 尾嶋　正治
東京工芸大学・工学部・教授 佐々木　幸夫
北海道大学・理学研究科・教授 井川　駿一
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 大坂　武男
名古屋大学・人間情報学研究科・教授 古賀　伸明
大阪市立大学・理学研究科・教授 中島　信昭
八戸工業高等専門学校・物質工学科・助教授 中村　重人
広島大学・理学研究科・教授 深沢　義正
学習院大学・理学部・教授 持田　邦夫
横浜国立大学・環境情報研究院・教授 井上　誠一
岐阜大学・工学部・教授 稲垣　都士
九州大学・有機化学基礎研究センター・助教授 新名主　輝男
東北大学・理学研究科・教授 甲　國信
大阪府立大学・工学研究科・教授 水野　一彦
島根大学・総合理工学部・教授 久保　恭男
愛媛大学・理学部・教授 小野　昇
創価大学・工学部・助教授 伊藤　眞人
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 原田　俊郎
九州大学・理学研究院・教授 川東　利男
東京農工大学・工学部・教授 小宮　三四郎
大阪市立大学・理学研究科・教授 中沢　浩
九州大学・理学研究院・教授 前田　米蔵
東北大学・理学研究科・教授 飛田　博実
名古屋工業大学・工学研究科・教授 尾中　証
上智大学・理工学部・教授 梶谷　正次
岡崎国立共同研究機構・分子科学研究所・教授 田中　晃二
東京大学・理学系研究科・教授 西原　寛
物質・材料研究機構・物質研究所・主席研究員 小野田　みつ子
姫路工業大学・工学研究科・教授 矢澤　哲夫
宇都宮大学・工学部・教授 井本　英夫
東京工業大学・理工学研究科・助教授 尾関　智二
名古屋大学・工学研究科・教授 平出　正孝
東京都立大学・工学研究科・助教授 内山　一美
大阪大学・理学研究科・教授 渡会　仁
九州大学・工学研究院・教授 今坂　藤太郎
群馬大学・工学部・教授 角田　欣一
東北大学・金属材料研究所・教授 我妻　和明
京都大学・工学研究科・教授 河合　潤
京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・教授 木原　壮林
大阪府立大学・工学研究科・教授 中原　武利
東京工業大学・理工学研究科・教授 岡田　哲男
日本大学・文理学部・教授 菅原　正雄
北海道大学・理学研究科・助教授 宮島　直美
九州大学・機能物質科学研究所・教授 金政　修司
同志社大学・工学部・教授 加納　航治
東京大学・工学系研究科・教授 藤田　誠
千葉大学・工学部・教授 小倉　克之
福井大学・工学部・教授 畠中　稔
北海道大学・工学研究科・教授 宮浦　憲夫
大阪大学・工学研究科・教授 馬場　章夫
信州大学・工学部・教授 馬場　俊秀
名古屋工業大学・工学部・教授 融　健
京都大学・工学研究科・教授 吉田　潤一
東京工業大学・理工学研究科・助教授 山中　一郎
秋田大学・工学資源学部・教授 濱田　文男
東北大学・工学研究科・教授 正田　晋一郎
東京大学・物性研究所・教授 柴山　充弘
京都大学・工学研究科・教授 澤本　光男
東京農工大学・工学部・教授 奥山　健二
千葉大学・工学部・教授 中平　隆幸
大阪大学・理学研究科・教授 田代　孝二
東京工業大学・理工学研究科・教授 柿本　雅明
三重大学・工学部・助教授 川口　正美
信州大学・工学系研究科・教授 英　謙二
広島大学・総合科学部・教授 彦坂　正道
大阪府立大学・工学研究科・教授 高田　十志和
北海道大学・理学研究科・助教授 グン　チェン萍
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名古屋大学・物質科学国際研究センター・教授 今栄　東洋子
九州大学・工学研究院・教授 君塚　信夫
東京大学・工学系研究科・教授 岸尾　光二
筑波大学・物質工学系・教授 赤木　和夫
早稲田大学・理工学部・教授 西出　宏之
東京工業大学・資源化学研究所・教授 堂免　一成
岡崎国立共同研究機構・分子科学研究所・教授 薬師　久弥
千葉大学・工学部・教授 上野　信雄
群馬大学・工学部・教授 佐藤　正之
長崎大学・工学部・教授 江頭　誠
大阪大学・工学研究科・教授 福住　俊一
熊本大学・工学部・教授 谷口　功
産業技術総合研究所・企画本部・総括企画主幹 竹内　浩士
慶應義塾大学・理工学部・教授 松村　秀一
北海道大学・工学研究科・教授 徳田　昌生
埼玉大学・工学部・教授 三浦　弘
東北大学・多元物質科学研究所・教授 阿尻　雅文
静岡大学・工学部・教授 佐古　猛
東京工業大学・生命理工学研究科・教授 中村　聡
京都大学・工学研究科・教授 青山　安宏
名古屋市立大学・薬学研究科・教授 小田嶋　和徳
東京大学・総合文化研究科・教授 須藤　和夫
九州工業大学・生命体工学研究科・教授 西野　憲和
創価大学・工学部・教授 久保　いづみ
大阪大学・工学研究科・教授 平尾　俊一
信州大学・繊維学部・教授 谷口　彬雄
産業技術総合研究所・ナノテクノロジー研究部門・部門長 横山　浩
横浜国立大学・工学研究院・教授 横山　泰
東京工業大学・理工学研究科・教授 宗片　比呂夫
京都大学・工学研究科・教授 小久見　善八
龍谷大学・理工学部・教授 和田　隆博
東京理科大学・理学部・助教授 工藤　昭彦
成蹊大学・工学部・教授 工藤　正博
山形大学・工学部・教授 城戸　淳二
広島大学・工学研究科・教授 大坪　徹夫
横浜国立大学・工学研究院・教授 太田　健一郎
東京工業大学・理工学研究科・教授 高橋　孝志
大阪府立大学・工学研究科・教授 中澄　博行
京都大学・工学研究科・教授 光藤　武明
千葉大学・工学部・教授 北村　彰英
東京都立大学・工学研究科・教授 井上　晴夫
東京理科大学・理工学部・教授 阿部　正彦
九州大学・機能物質科学研究所・教授 山木　準一
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 大田　陸夫
岩手大学・工学部・教授 成田　榮一
三重大学・工学部・教授 武田　保雄
東京工業大学・応用セラミックス研究所・教授 若井　史博
秋田大学・工学資源学部・教授 中川　善兵衛
名古屋大学・工学研究科・教授 松下　裕秀
大阪大学・理学研究科・教授 足立　桂一郎
東京工業大学・理工学研究科・教授 渡邉　順次
東京大学・生産技術研究所・教授 田中　肇
山形大学・工学部・教授 井上　隆
慶應義塾大学・理工学部・教授 小池　康博
京都工芸繊維大学・繊維学部・教授 高橋　雅興
山形大学・工学部・教授 小山　清人
長岡技術科学大学・工学部・教授 塩見　友雄
北海道大学・電子科学研究所・教授 太田　信廣
横浜国立大学・工学研究院・教授 友井　正男
上智大学・理工学部・教授 讃井　浩平
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