
数物系科学分野

分科 細目名 機関名・部局名・職名 氏名
大阪大学・情報科学研究科・教授 日比　孝之
東京工業大学・理工学研究科・教授 藤田　隆夫
名古屋大学・多元数理科学研究科・教授 松本　耕二
名古屋大学・多元数理科学研究科・教授 庄司　俊明
北海道大学・理学研究科・教授 吉田　知行
東京大学・数理科学研究科・教授 斎藤　毅
立教大学・理学部・教授 佐藤　文広
東北大学・理学研究科・教授 花村　昌樹
明治大学・理工学部・教授 蔵野　和彦
津田塾大学・学芸学部・教授 太田　香
上智大学・理工学部・教授 筱田　健一
京都大学・理学系・教授 森脇　淳
九州大学・数理学研究院・教授 佐伯　修
東京都立大学・理学研究科・教授 大仁田　義裕
名古屋工業大学・工学系研究科・教授 南　範彦
岡山大学・理学部・教授 清原　一吉
学習院大学・理学部・助教授 川崎　徹郎
大阪大学・理学研究科・教授 梅原　雅顕
高知大学・理学部・教授 逸見　豊
上智大学・理工学部・教授 辻　元
北海道大学・理学研究科・教授 小野　薫
熊本大学・教育学部・教授 伊藤　仁一
東京大学・数理科学研究科・助教授 河澄　響矢
岡山大学・理学部・教授 島川　和久
神戸大学・理学部・教授 樋口　保成
龍谷大学・理工学部・教授 森田　善久
お茶の水女子大学・理学部・教授 笠原　勇二
慶應義塾大学・理工学部・教授 清水　邦夫
筑波大学・数学系・助教授 坪井　明人
電気通信大学・電気通信学部・教授 安藤　清
名古屋大学・工学研究科・教授 杉原　正顕
東京工業大学・情報理工学研究科・助教授 鹿島　亮
早稲田大学・理工学部・教授 谷口　正信
立命館大学・理工学部・教授 小川　重義
横浜国立大学・教育人間科学部・教授 根上　生也
愛媛大学・理学部・助教授 土屋　卓也
東京都立大学・理学研究科・教授 磯崎　洋
大阪大学・基礎工学研究科・助教授 尾角　正人
九州大学・数理学研究院・教授 若山　正人
新潟大学・工学部・教授 小林　良和
広島大学・理学研究科・教授 盛田　健彦
千葉大学・自然科学研究科・教授 吉田　英信
茨城大学・教育学部・教授 曽我　日出夫
東北大学・理学研究科・教授 竹田　雅好
福岡教育大学・教育学部・教授 内山　充
熊本大学・理学部・教授 木村　弘信
岡山県立大学・情報工学部・教授 高橋　泰嗣
島根大学・総合理工学部・教授 相川　弘明
日本大学・理工学部・教授 中村　正彰
金沢大学・理学部・教授 伊藤　秀一
早稲田大学・理工学部・教授 田中　和永
姫路工業大学・理学研究科・教授 岩崎　千里
埼玉大学・理学部・教授 小池　茂昭
お茶の水女子大学・理学部・教授 中居　功
東京大学・数理科学研究科・教授 河東　泰之
名古屋大学・多元数理科学研究科・教授 木村　芳文
神戸大学・理学部・教授 山田　泰彦
東京理科大学・理学部・教授 岡沢　登
京都大学・理学研究科・助教授 國府　寛司
茨城大学・理学部・教授 山上　滋
東北大学・理学研究科・助教授 谷口　義明
神戸大学・理学部・教授 松田　卓也
東京都立大学・理学研究科・教授 大橋　隆哉
名古屋大学・理学研究科・教授 芝井　広
京都大学・理学研究科・教授 柴田　一成
東京大学・理学系研究科・教授 山本　智
高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授 高崎　史彦
新潟大学・理学部・教授 鈴木　宜之
京都大学・理学研究科・教授 谷森　達
大阪大学・理学研究科・教授 岸本　忠史
宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部・教授 高橋　忠幸
国立天文台・理論天文学研究系・教授 観山　正見
東京大学・理学系研究科・教授 駒宮　幸男
理化学研究所・主任研究員 延與　秀人
東北大学・理学研究科・教授 二間瀬　敏史
東京工業大学・理工学研究科・教授 岡　眞
筑波大学・物理学系・教授 金　信弘
高エネ加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授 岡田　安弘
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東京大学・物性研究所・教授 嶽山　正二郎
京都工芸繊維大学・工芸学部・教授 高河原　俊秀
東京大学・物性研究所・教授 藤井　保彦
学習院大学・計算機センター・教授 入澤　寿美
高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・教授 河田　洋
東北大学・多元物質科学研究所・教授 岡　泰夫
東邦大学・理学部・教授 小野　嘉之
大阪市立大学・工学研究科・教授 中山　正昭
慶應義塾大学・理工学部・教授 斎藤　幸夫
北海道大学・工学研究科・教授 田村　信一朗
早稲田大学・理工学部・教授 上江洲　由晃
名古屋大学・工学研究科・教授 中村　新男
東京都立大学・理学研究科・教授 酒井　治
名古屋大学・工学研究科・教授 松井　正顯
東京大学・物性研究所・教授 今田　正俊
姫路工業大学・理学研究科・教授 高橋　慶紀
広島大学・理学研究科・教授 圓山　裕
理化学研究所・低温物理研究室・主任研究員 河野　公俊
岡山大学・理学部・教授 野尻　浩之
慶應義塾大学・理工学部・教授 宮島　英紀
京都大学・国際融合創造センター・教授 前野　悦輝
大阪市立大学・理学研究科・教授 村田　惠三
学習院大学・理学部・教授 高橋　利宏
国際超電導産業技術研究センター・超電導工学研究所・部長 田島　節子
名古屋大学・理学研究科・教授 野崎　一洋
東京工業大学・理工学研究科・教授 西森　秀稔
北海道大学・電子科学研究所・助教授 小林　亮
東京大学・総合文化研究科・助教授 國場　敦夫
大阪大学・理学研究科・教授 赤井　久純
京都大学・数理解析研究所・教授 山田　道夫
理化学研究所・原子物理研究室・研究嘱託 島村　勲
電気通信大学・レーザー新世代研究センター・教授 植田　憲一
東京大学・工学系研究科・教授 五神　真
総合研究大学院大学・先導科学研究科・教授 井元　信之
東京農工大学・工学部・教授 鶴淵　誠二
大阪大学・レーザー核融合研究センター・教授 西原　功修
京都大学・理学研究科・教授 谷村　吉隆
京都大学・理学研究科・教授 藤吉　好則
東北大学・理学研究科・教授 川勝　年洋
東京大学・理学系研究科・教授 桑島　邦博
関西医科大学・医学部・教授 木原　裕
九州大学・理学研究院・助教授 吉森　明
京都大学・理学研究科・助教授 久家　慶子
国立極地研究所・南極圏環境モニタリング研究センター・教授 渋谷　和雄
宇宙航空研究開発機構・教授 加藤　学
東京大学・地震研究所・教授 歌田　久司
東北大学・理学研究科・教授 藤本　博巳
防災科学技術研究所・団体地球研究部門・総括主任研究員 鵜川　元雄
名古屋大学・環境学研究科・教授 神沢　博
岡山理科大学・理学部・教授 北岡　豪一
東京学芸大学・教育学部・教授 松田　佳久
北見工業大学・工学部・教授 榎本　浩之
京都大学・宙空電波科学研究センター・助教授 小嶋　浩嗣
北海道大学・地球環境科学研究科・教授 久保川　厚
通信総合研究所・電磁波計測部門・グループ長 小原　隆博
金沢大学・自然科学研究科・教授 長野　勇
東北工業大学・工学部・助教授 中川　朋子
名古屋大学・太陽地球環境研究所・教授 藤井　良一
宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究・教授 中村　正人
電気通信大学・電気通信学部・教授 柳沢　正久
東北大学・理学研究科・教授 吉田　武義
京都大学・防災研究所・教授 千木良　雅弘
山形大学・教育学部・助教授 大友　幸子
信州大学・理学部・教授 公文　富士夫
千葉大学・理学部・教授 伊藤　谷生
金沢大学・理学部・教授 石渡　明
筑波大学・地球科学系・講師 安達　修子
国立科学博物館・地学研究部・室長 冨田　幸光
北海道大学・地球環境科学研究科・教授 大場　忠道
大阪市立大学・理学研究科・助教授 江崎　洋一
九州大学・比較社会文化研究院・教授 酒井　治孝
静岡大学・教育学部・助教授 延原　尊美
名古屋大学・環境学研究科・教授 榎並　正樹
神戸大学・理学部・教授 留岡　和重
東北大学・理学研究科・助教授 林　謙一郎
熊本大学・理学部・教授 西山　忠男
筑波大学・地球科学系・助教授 中野　孝教
北海道大学・総合博物館・教授 松枝　大治
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九州大学・理学研究院・教授 村江　達士
名古屋大学・環境学研究科・教授 川辺　岩夫
大阪大学・理学研究科・教授 土山　明
国立環境研究所・地球温暖化研究プロジェクト・総合研究官 野尻　幸宏
産業技術総合研究所・地球科学情報研究・部門長 富樫　茂子
東京工業大学・理工学研究科・助教授 圦本　尚義
宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部・教授 向井　利典
核融合科学研究所・研究企画情報センター・教授 加藤　隆子
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 堀岡　一彦
熊本大学・工学部・教授 秋山　秀典
静岡大学・理学部・教授 佐伯　紘一
大阪大学・接合科学研究所・教授 三宅　正司
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 吉田　善章
京都大学・宙空電波科学研究センター・教授 大村　善治
金沢工業大学・工学部・教授 森本　茂行
九州大学・産学連携センター・教授 間瀬　淳
筑波大学・物理工学系・助教授 市村　真
佐賀大学・理工学部・教授 藤田　寛治
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