
農学分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
農業生物資源研究所・分子遺伝研究グループ・チーム長 矢野　昌裕
京都大学・農学研究科・教授 谷坂　隆俊
東京大学・農学生命科学研究科・助教授 吉田　薫
九州大学・農学研究院・教授 吉村　淳
東北大学・農学研究科・教授 西尾　剛
横浜市立大学・総合理学研究科・教授 平野　久
宇都宮大学・農学部・教授 吉田　智彦
京都大学・東南アジア研究センター・教授 田中　耕司
筑波大学・応用生物化学系・教授 臼井　健二
金沢大学・教育学部・教授 鯨　幸夫
佐賀大学・農学部・教授 野瀬　昭博
名古屋大学・生命農学研究科・教授 三宅　博
名古屋大学・生命農学研究科・教授 山木　昭平
大阪府立大学・農学生命科学研究科・教授 増田　昇
京都大学・農学研究科・教授 矢澤　進
日本大学・生物資源科学部・教授 勝野　武彦
九州大学・農学研究院・教授 大久保　敬
千葉大学・園芸学部・助教授 藤井　英二郎
三重大学・生物資源学部・教授 久能　均
島根大学・生物資源科学部・教授 本田　雄一
岡山大学・資源生物科学研究所・教授 玉田　哲男
九州大学・農学研究院・教授 高浪　洋一
静岡大学・農学部・教授 露無　慎二
東京農工大学・農学部・教授 寺岡　徹
北海道大学・農学研究科・教授 伴戸　久徳
東京農工大学・農学部・教授 国見　裕久
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 永田　昌男
京都工芸繊維大学・繊維学部・教授 山岡　亮平
筑波大学・農林学系・助教授 本田　洋
信州大学・繊維学部・助教授 金勝　廉介
東京大学・農学生命科学研究科・教授 米山　忠克
東北大学・農学研究科・教授 三枝　正彦
島根大学・生物資源科学部・教授 山本　広基
愛媛大学・農学部・教授 逸見　彰男
岐阜大学・農学部・教授 原　徹夫
新潟大学・農学部・教授 尾和　尚人
東京大学・農学生命科学研究科・教授 堀之内　末治
名古屋大学・生命農学研究科・教授 水野　猛
鳥取大学・農学部・教授 北本　豊
高知大学・農学部・教授 味園　春雄
京都大学・化学研究所・教授 江崎　信芳
富山県立大学・工学部・教授 浅野　泰久
鳥取大学・工学部・教授 和泉　好計
北海道大学・農学研究科・教授 松井　博和
京都大学・農学研究科・教授 井上　國世
理化学研究所・抗生物質研究室・主任研究員 長田　裕之
東北大学・農学研究科・教授 西森　克彦
近畿大学・農学部・教授 重岡　成
東京大学・農学生命科学研究科・教授 長沢　寛道
京都大学・農学研究科・教授 池田　篤治
北海道大学・農学研究科・教授 吉原　照彦
大阪府立大学・先端科学研究所・教授 西村　勁一郎
東北大学・農学研究科・教授 桑原　重文
鳥取大学・農学部・教授 木村　靖夫
京都大学・農学研究科・教授 吉川　正明
東京大学・農学生命科学研究科・教授 清水　誠
東北大学・農学研究科・教授 宮沢　陽夫
東京農工大学・農学部・教授 矢ケ崎　一三
大阪府立大学・農学生命科学研究科・教授 小崎　俊司
京都府立大学・農学研究科・教授 岩見　公和
滋賀県立大学・人間文化学部・教授 柴田　克己
奈良女子大学・生活環境学部・教授 小城　勝相
静岡県立大学・食品栄養科学部・教授 貝沼　やす子
東北大学・農学研究科・教授 藤本　健四郎
名古屋大学・生命農学研究科・教授 松田　幹
国立医薬品食品衛生研究所・食品部・部長 米谷　民雄
東京大学・農学生命科学研究科・教授 下村　彰男
九州大学・農学研究院・教授 白石　進
北海道大学・地方生物圏フィールド科学センター・教授 笹　賀一郎
鳥取大学・農学部・教授 山本　福壽
島根大学・生物資源科学部・教授 井口　隆史
岐阜大学・農学部・教授 戸松　修
森林総合研究所・研究管理官 桜井　尚武
早稲田大学・人間科学部・教授 森川　靖
京都大学・農学研究科・教授 太田　誠一
名古屋大学・農学国際教育協力研究センター・教授 北川　勝弘
東京大学・農学生命科学研究科・教授 古田　公人
京都府立大学・農学研究科・教授 田中　和博

食品科学

林学・森林工学

園芸学・造園学

植物病理学

応用昆虫学

植物栄養学・土壌学

林学

育種学

作物学・雑草学

農学

農芸化学

応用微生物学

応用生物化学

生物生産化学・生物有
機化学



農学分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
島根大学・総合理工学部・教授 田中　千秋
東京農工大学・農学部・教授 福田　清春
鳥取大学・農学部・教授 古川　郁夫
名古屋大学・生命農学研究科・教授 木村　志郎
山形大学・農学部・教授 荻山　紘一
岩手大学・農学部・教授 澤邉　攻
高知大学・農学部・教授 川合　研兒
東京水産大学・水産学部・教授 岡本　信明
北里大学・水産学部・教授 小河　久朗
東北大学・農学研究科・教授 谷口　和也
鳥取大学・工学部・教授 松原　雄平
北海道大学・水産科学研究科・教授 荒井　克俊
広島大学・生物圏科学研究科・教授 松田　治
東京大学・農学生命科学研究科・教授 黒倉　寿
国立科学博物館・動物研究部・室長 松浦　啓一
九州大学・農学研究院・教授 中園　明信
千葉大学・海洋バイオシステム研究センター・教授 宮崎　龍雄
京都大学・農学研究科・教授 坂本　亘
岡山大学・自然科学研究科・助教授 上村　一雄
三重大学・生物資源学部・教授 天野　秀臣
鹿児島大学・水産学部・教授 林　征一
北海道大学・水産科学研究科・教授 関　伸夫
東京水産大学・水産学部・教授 竹内　俊郎
神戸女学院大学・人間科学部・教授 川合　真一郎
東京大学・農学生命科学研究科・教授 大賀　圭治
九州大学・農学研究院・教授 辻　雅男
鹿児島大学・農学部・教授 大西　緝
滋賀県立大学・環境科学部・教授 小池　恒男
岩手大学・連合農学研究科・教授 玉　真之介
北海道大学・農学研究科・教授 黒河　功
神戸大学・農学部・教授 内田　一徳
九州大学・農学研究院・教授 中野　芳輔
岐阜大学・農学部・教授 天谷　孝夫
宇都宮大学・工学部・教授 藤本　信義
筑波大学・農林工学系・教授 佐藤　政良
山形大学・農学部・教授 前川　勝朗
九州大学・農学研究院・教授 真木　太一
東京大学・農学生命科学研究科・教授 藏田　憲次
筑波大学・農林工学系・教授 佐竹　隆顯
鳥取大学・農学部・教授 唐橋　需
東京農業大学・国際食料情報学部・教授 長野　敏英
三重大学・生物資源学部・教授 亀岡　孝治
東京大学・農学生命科学研究科・教授 大政　謙次
大阪府立大学・農学生命科学研究科・教授 村瀬　治比古
北海道大学・農学研究科・教授 浦野　慎一
岩手大学・農学部・教授 鳥巣　諒
農業工学研究所・農村計画部・研究室長 山本　徳司
九州大学・農学研究院・教授 久原　哲
東京農工大学・農学部・助教授 鎌田　寿彦
東京農業大学・農学部・教授 古川　徳
広島大学・生物圏科学研究科・教授 伊藤　敏男
宮崎大学・農学部・助教授 長谷川　信美
農業技術研究機構・畜産草地研究所・部長 佐藤　衆介
名古屋大学・生命農学研究科・教授 横田　浩臣
京都大学・農学研究科・教授 今井　裕
鹿児島大学・農学部・教授 林　国興
日本獣医畜産大学・獣医畜産学部・教授 今井　壯一
北里大学・獣医畜産学部・教授 甫立　孝一
宇都宮大学・農学部・教授 菅原　邦生
北海道大学・獣医学研究科・教授 高橋　芳幸
鹿児島大学・農学部・教授 岡　達三
山口大学・農学部・教授 木曽　康郎
東京大学・農学生命科学研究科・教授 西原　真杉
岐阜大学・農学部・教授 小森　成一
宮崎大学・農学部・助教授 村上　昇
農業技術研究機構・畜産草地研究所・研究室長 山岸　規昭
東京大学・農学生命科学研究科・教授 明石　博臣
農業技術研究機構・品質管理科長 今田　由美子
大阪府立大学・農学生命化学研究科・教授 小谷　猛夫
岩手大学・農学部・教授 品川　邦汎
北海道大学・獣医学研究科・教授 高島　郁夫
日本生物科学研究所・所長 布谷　鉄夫
大阪府立大学・農学生命科学研究科・教授 大橋　文人
東京大学・農学生命科学研究科・教授 小川　博之
岐阜大学・農学部・教授 北川　均
日本大学・生物資源科学部・教授 酒井　健夫
鹿児島大学・農学部・教授 坂本　紘
岩手大学・農学部・教授 三宅　陽一
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姫路工業大学・自然環境科学研究所・教授 中瀬　勲
千葉大学・園芸学部・講師 高垣　美智子
東京大学・農学生命科学研究科・教授 空閑　重則
新潟大学・自然科学研究科・教授 杉山　博信
鳥取大学・農学部・教授 本名　俊正
農業技術研究機構・畜産草地研究所・室長 羽賀　清典
岩手大学・農学部・教授 鈴木　幸一
東京大学・農学生命科学研究科・教授 塩田　邦郎
名古屋大学・生命農学研究科・教授 野口　民夫
宇都宮大学・農学部・教授 川崎　秀樹
理化学研究所・細胞制御化学研究室・主任研究員 伊藤　幸成
摂南大学・薬学部・教授 渡部　一仁

環境農学

応用分子細胞生物学

境界農学


