
農学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京大学・農学生命科学研究科・教授 堤　伸浩　　　　　　　　　　　　
神戸大学・遺伝子実験センター・教授 大野　清春　　　　　　　　　　　
独立行政法人農業生物資源研究所・研究企画官 門脇　光一　　　　　　　　　　　
千葉大学・園芸学部・教授 三位　正洋　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・助教授 貴島　祐治　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 山田　利昭　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・教授 平沢　正　　　　　　　　　　　　
京都大学・名誉教授 伊藤　操子　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 國分　牧衛　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・野生植物科学研究センター・教授 米山　弘一　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 森田　茂紀　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 山内　章　　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 米森　敬三　　　　　　　　　　　
総合研究大学院大学・先導科学研究科・教授 渡辺　正勝　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 武内　和彦　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 森　仁志　　　　　　　　　　　　
神戸大学・農学部・教授 中西　テツ　　　　　　　　　　　
日本大学短期大学部・教授 島田　正文　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 白石　友紀　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・教授 上田　一郎　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 難波　成任　　　　　　　　　　　
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構・中央農業総合研究センター・室長 大村　敏博　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 柘植　尚志　　　　　　　　　　　
京都府立大学・農学部・教授 久保　康之　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 高藤　晃雄　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 柳沼　利信　　　　　　　　　　　
茨城大学・農学部・教授 後藤　哲雄　　　　　　　　　　　
帯広畜産大学・畜産学部・助教授 倉持　勝久　　　　　　　　　　　
広島大学・総合科学部・教授 本田　計一　　　　　　　　　　　
玉川大学・農学部・教授 小野　正人　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・助教授 間藤　徹　　　　　　　　　　　　
岡山大学・資源生物科学研究所・助教授 山本　洋子　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・教授 大崎　満　　　　　　　　　　　　
石川県立大学・生物資源環境学部・教授 米林　甲陽　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 渡邊　眞紀子　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 妹尾　啓史　　　　　　　　　　　
鳥取大学・工学部・教授 和泉　好計　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 喜多　恵子　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 古川　謙介　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・副主任研究員 大熊　盛也　　　　　　　　　　　
香川大学・農学部・教授 竹川　薫　　　　　　　　　　　　
北里大学・北里生命科学研究所・教授 高橋　洋子　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 北川　泰雄　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 五味　勝也　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 川崎　東彦　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・教授 福田　雅夫　　　　　　　　　　　
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 横田　明穂　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 安達　修二　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系・教授 星野　力　　　　　　　　　　　　
東京理科大学・理工学部・教授 菅原　二三男　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 西岡　孝明　　　　　　　　　　　
長浜バイオ大学・バイオサイエンス学部・教授 蔡　晃植　　　　　　　　　　　　
東京大学・生物生産工学研究センター・教授 山根　久和　　　　　　　　　　　
名古屋大学・情報科学研究科・助教授 吉田　久美　　　　　　　　　　　
山口大学・農学部・教授 加藤　昭夫　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・生活科学研究科・教授 西成　勝好　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 中野　長久　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 宮澤　陽夫　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 松本　清　　　　　　　　　　　　
新潟大学・農学部・教授 門脇　基二　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・教授 矢ヶ崎　一三　　　　　　　　　　
徳島大学・ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 寺尾　純二　　　　　　　　　　　
静岡県立大学・食品栄養科学部・教授 横越　英彦　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 北畠　直文　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 佐藤　隆一郎　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・助教授 園山　慶　　　　　　　　　　　　

食品科学　　　　　　 6105

6005

農芸化学

植物栄養学・土壌学　 6101

応用微生物学　　　　 6102

応用生物化学　　　　 6103

生物生産化学等　　　 6104

農学

育種学　　　　　　　 6001

作物学・雑草学　　　 6002

園芸学・造園学　　　 6003

植物病理学　　　　　 6004

応用昆虫学　　　　　
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東京農業大学・地域環境科学部・教授 豊川　勝生　　　　　　　　　　　
千葉大学・園芸学部・助教授 小林　達明　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 清和　研二　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 酒井　秀夫　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 大槻　恭一　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授 餅田　治之　　　　　　　　　　　
京都大学・地球環境学堂・教授 森本　幸裕　　　　　　　　　　　
岡山大学・環境学研究科・教授 吉川　賢　　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・教授 中村　太士　　　　　　　　　　　
北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・教授 笹　賀一郎　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・助教授 増田　美砂　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 井出　雄二　　　　　　　　　　　
秋田県立大学・木材高度加工研究所・教授 飯島　泰男　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・教授 平井　卓郎　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 近藤　隆一郎　　　　　　　　　　
独立行政法人森林総合研究所・木材改質研究領域・室長 木口　実　　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・教授 福田　清春　　　　　　　　　　　
岩手大学・農学部・教授 沢辺　攻　　　　　　　　　　　　
北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・教授 上田　宏　　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 松山　倫也　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 小川　和夫　　　　　　　　　　　
独立行政法人国立科学博物館・動物研究部・室長 松浦　啓一　　　　　　　　　　　
広島大学・生物圏科学研究科・教授 上　真一　　　　　　　　　　　　
東京海洋大学・海洋科学部・教授 石丸　隆　　　　　　　　　　　　
福井県立大学・生物資源学部・教授 青海　忠久　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・助教授 金子　豊二　　　　　　　　　　　
広島大学・生物圏科学研究科・講師 濱崎　恒二　　　　　　　　　　　
東京大学・海洋研究所・教授 木暮　一啓　　　　　　　　　　　
高知大学・海洋生物教育研究センター・助教授 岩崎　望　　　　　　　　　　　　
長崎大学・環東シナ海海洋環境資源研究センター・助教授 征矢野　清　　　　　　　　　　　
秋田県立大学・生物資源科学部・助教授 岡野　桂樹　　　　　　　　　　　
北海道大学・水産科学研究院・教授 板橋　豊　　　　　　　　　　　　
東京海洋大学・海洋食品科学科・教授 塩見　一雄　　　　　　　　　　　
広島大学・生物圏科学研究科・教授 堀　貫治　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 松永　茂樹　　　　　　　　　　　
東北大学・生命科学研究科・教授 村本　光二　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・助教授 納口　るり子　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 長谷部　正　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・助教授 小田切　徳美　　　　　　　　　　
農林水産省農林水産政策研究所・研究員 伊藤　順一　　　　　　　　　　　
岡山大学・環境学研究科・教授 佐藤　豊信　　　　　　　　　　　
東京農業大学・国際食料情報学部・教授 藤島　廣二　　　　　　　　　　　
岐阜大学・応用生物科学部・教授 千家　正照　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 中野　芳輔　　　　　　　　　　　
神戸大学・農学部・教授 内田　一徳　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 塩沢　昌　　　　　　　　　　　　
岩手大学・農学部・教授 広田　純一　　　　　　　　　　　
新潟大学・農学部・教授 森井　俊廣　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授 佐竹　隆顕　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・教授 澁澤　栄　　　　　　　　　　　　
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構・九州沖縄農業研究センター・環境資源研究部・研究室長 大場　和彦　　　　　　　　　　　
神戸大学・農学部・助教授 伊藤　博通　　　　　　　　　　　
北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・教授 荒木　肇　　　　　　　　　　　　
琉球大学・農学部・教授 上野　正実　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・教授 野口　伸　　　　　　　　　　　　
新潟大学・農学部・教授 中野　和弘　　　　　　　　　　　
東海大学・開発工学部・教授 星　岳彦　　　　　　　　　　　　
独立行政法人食品総合研究所・食品工学部・電磁波情報工学研究室・室長 杉山　純一　　　　　　　　　　　
神戸大学・農学部・教授 豊田　淨彦　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 蔵田　憲次　　　　　　　　　　　
宮崎大学・農学部・教授 川村　修　　　　　　　　　　　　
岩手大学・連合農学研究科・教授 雑賀　優　　　　　　　　　　　　
東京農業大学・生物産業学部・教授 増子　孝義　　　　　　　　　　　
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構・畜産草地研究所・飼料評価研究室・研究室長 川島　知之　　　　　　　　　　　
広島大学・生物圏科学研究科・教授 谷口　幸三　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・教授 服部　昭仁　　　　　　　　　　　

畜産学・
獣医学

畜産学・草地学　　　 6601

農業経済
学

農業経済学　　　　　 6401

農業工学

農業土木・農村計画学 6501

農業環境工学　　　　 6502

農業情報工学 6503

水産学

水産学一般　　　　　 6301

水産化学　　　　　　 6302

林学

林学・森林工学　　　 6201

林産科学・木質工学　 6202
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広島大学・生物圏科学研究科・教授 吉村　幸則　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 古瀬　充宏　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・農学部・教授 吉澤　緑　　　　　　　　　　　　
信州大学・農学部・教授 佐々木　晋一　　　　　　　　　　
高知大学・農学部生物資源科学科・教授 葛西　孫三郎　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 西原　真杉　　　　　　　　　　　
北海道大学・獣医学研究科・教授 桑原　幹典　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 福田　勝洋　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 小野寺　節　　　　　　　　　　　
山口大学・農学部・教授 木曽　康郎　　　　　　　　　　　
岩手大学・農学部・教授 橋爪　一善　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 国枝　哲夫　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 児玉　洋　　　　　　　　　　　　
岩手大学・農学部・教授 品川　邦汎　　　　　　　　　　　
帯広畜産大学・原虫病研究センター・教授 五十嵐　郁男　　　　　　　　　　
岐阜大学・応用生物科学部・教授 福士　秀人　　　　　　　　　　　
北海道大学・獣医学研究科・教授 高島　郁夫　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・教授 松田　浩珍　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 大橋　文人　　　　　　　　　　　
麻布大学・附置生物科学総合研究所・教授 代田　欣二　　　　　　　　　　　
山口大学・農学部・教授 田浦　保穂　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究部・教授 岩崎　利郎　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 小野　憲一郎　　　　　　　　　　
日本大学・生物資源科学部・教授 徳力　幹彦　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・助教授 春山　成子　　　　　　　　　　　
東京農業大学・地域環境科学部・教授 駒村　正治　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 黒田　健一　　　　　　　　　　　
京都大学・地球環境学部・教授 小崎　隆　　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究科・教授 藤川　清三　　　　　　　　　　　
茨城大学・農学部・助教授 小林　久　　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 内海　成　　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 伊東　信　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 野口　民夫　　　　　　　　　　　
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 新名　惇彦　　　　　　　　　　　
横浜国立大学・環境情報研究院・教授 平塚　和之　　　　　　　　　　　
滋賀医科大学・動物生命科学研究センター・助教授 高田　達之　　　　　　　　　　　

畜産学・
獣医学

6605

境界農学

環境農学　　　　　　 6701

応用分子細胞生物学　 6702

応用動物科学　　　　 6602

基礎獣医学・畜産学　 6603

応用獣医学　　　　　 6604

臨床獣医学　　　　　


