
総合領域　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
明治大学・理工学部・教授 玉木　久夫
九州大学・システム情報科学研究院・教授 櫻井　幸一
東京大学・情報理工学系研究科・特任助教授 稲葉　真理
京都大学・工学研究科・教授 加藤　直樹
北陸先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 平石　邦彦
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 岡本　栄司
宮城大学・事業構想学部・助教授 岡田　ロベルト（貞明）
大阪大学・情報科学研究科・教授 増澤　利光
国立情報学研究所・アーキテクチャ科学研究系・教授 丸山　勝巳
埼玉大学・理工学研究科・教授 吉田　紀彦
室蘭工業大学・情報工学科・教授 久保　洋
電気通信大学・電気通信学部・教授 富田　悦次
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 山口　喜教
産業技術総合研究所・グリッド研究センター・研究センター長 関口　智嗣
東京大学・情報理工学系研究科・教授 坂井　修一
京都大学・情報学研究科・教授 中村　行宏
会津大学・コンピュータ理工学部・教授 宮崎　敏明
九州工業大学・情報工学部・教授 梶原　誠司
京都大学・情報学研究科・教授 高橋　豊
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 砂原　秀樹
東北大学・電気通信研究所・教授 白鳥　則郎
名古屋大学・工学研究科・助教授 河口　信夫
東海大学・情報理工学部・教授 菊池　浩明
千葉工業大学・工学部・教授 久保田　稔
国立情報学研究所・アーキテクチャ科学研究系・教授 浅野　正一郎
岩手県立大学・ソフトウェア情報学部・教授 柴田　義孝
静岡大学・創造科学技術大学院・教授 渡辺　尚
公立はこだて未来大学・システム情報科学部・教授 高橋　修
大阪市立大学・創造都市研究科・助教授 石橋　勇人
広島市立大学・情報科学部・教授 石田　賢治
慶應義塾大学・政策・メディア研究科・教授 小檜山　賢二
岩手大学・工学部・教授 千葉　則茂
神奈川大学・理学部・教授 後藤 智範

情報学基礎

ソフトウェア

1001

1002

1003A

1003B

計算機システム・
ネットワークA

計算機システム・
ネットワークB

神奈川大学・理学部・教授 後藤　智範
京都大学・情報学研究科・教授 田中　克己
立命館大学・情報理工学部・教授 田中　弘美
早稲田大学・情報生産システム研究科・教授 岡田　稔
徳島大学・高度情報化基盤センター・教授 北　研二
東京工業大学・理工学研究科・教授 長橋　宏
京都大学・学術情報メディアセンター・教授 中村　裕一
東京理科大学・理工学部・助教授 国沢　隆
東京大学・情報学環・教授 山口　泰
国立情報学研究所・教授 佐藤　真一
慶應義塾大学・環境情報学部・教授 安村　通晃
東京電機大学・情報環境学部・教授 武川　直樹
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 千原　國宏
東京大学・先端科学技術研究センター・特任教授 中小路　久美代
北陸先端科学技術大学院大学・知識科学研究科・教授 國藤　進
東京工業大学・情報理工学研究科・教授 柴山　悦哉
和歌山大学・システム工学部・教授 宗森　純
関西学院大学・理工学部・教授 岡田　孝
慶應義塾大学・理工学部・教授 山口　高平
国文学研究資料館・複合領域研究系・助教授 野本　忠司
大阪大学・産業科学研究所・教授 鷲尾　隆
京都大学・情報学研究科・教授 石田　亨
前橋工科大学・工学部・教授 鍾　寧
関西学院大学・理工学部・教授 北村　泰彦
工学院大学・情報学部・教授 長嶋　祐二
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
島根大学・医学部・教授 津本　周作
九州大学・システム情報科学研究院・助教授 峯　恒憲
芝浦工業大学・システム工学部・教授 若木　利子
横浜国立大学・環境情報研究院・教授 長尾　智晴
東京大学・情報理工学系研究科・教授 広瀬　啓吉
北海道大学・情報科学研究科・教授 工藤　峰一
宇都宮大学・工学部・教授 加藤　茂夫
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 横矢　直和
東北大学・情報科学研究科・教授 青木　孝文
名古屋大学・情報科学研究科・助教授 森　健策
豊橋技術科学大学・工学部・教授 中川　聖一
東京医科歯科大学・生体材料工学研究所・教授 三林　浩二
統計数理研究所 モデリング研究系 助教授 松井 知子

1004A

1004B

1005

1006A

メディア情報学・
データベースA

メディア情報学・
データベースB

知能情報学

知覚情報処理・
知能ロボティクスA

情報学

統計数理研究所・モデリング研究系・助教授 松井　知子
北陸先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 赤木　正人
京都大学・学術情報メディアセンター・教授 美濃　導彦



総合領域　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京理科大学・理工学部・教授 溝口　博
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・助教授 松本　吉央
横浜国立大学・工学研究院・教授 藪田　哲郎
九州大学・システム情報科学研究院・教授 長谷川　勉
埼玉大学・理工学研究科・教授 久野　義徳
東京大学・情報理工学系研究科・教授 稲葉　雅幸
首都大学東京・人文科学研究科・教授 山下　利之
産業技術総合研究所・デジタルヒューマン研究センター・副センター長 持丸　正明
静岡文化芸術大学・デザイン学部・教授 河原林　桂一郎
信州大学・繊維学部・助教授 森川　英明
筑波技術大学・産業技術学部・教授 生田目　美紀
東京工業大学・社会理工学研究科・教授 桑子　敏雄
京都大学・学術情報メディアセンター・教授 喜多　一
長岡技術科学大学・工学部・教授 中川　匡弘
大阪府立大学・工学研究科・教授 石渕　久生
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 鬼沢　武久
産業技術総合研究所・脳神経情報研究部門・主任研究員 仁木　和久
北海道大学・工学研究科・教授 郷原　一寿
東京大学・教育学研究科・助教授 影浦　峡
東洋大学・社会学部・教授 戸田　愼一
国文学研究資料館・助手 五島　敏芳
京都大学・教育学研究科・研究科長 川崎　良孝
九州情報大学・経営情報学部・教授 南　俊朗
聖学院大学・基礎総合教育部・教授 若松　昭子
大阪大学・法学研究科・助教授 田中　規久雄
東京外国語大学・アジア・アフリカ言語文化研究所・教授 町田　和彦
国立情報学研究所・情報社会相関研究系・教授 根岸　正光
国際日本文化研究センター・研究部・助教授 山田　奨治
国立歴史民俗博物館・研究部・教授 安達　文夫
メディア教育開発センター・教授 三輪　眞木子
名古屋大学・教授 古賀　一男
慶應義塾大学・環境情報学部・教授 今井　むつみ
神戸女学院大学・人間科学部・教授 山 祐嗣

感性情報学・
ソフトコンピューティング
A

感性情報学・
ソフトコンピューティング
B

情報図書館学・
人文社会情報学A

1006B

1007A

1007B

1008A

1008B

知覚情報処理・
知能ロボティクスB

情報図書館学・
人文社会情報学B

情報学

神戸女学院大学・人間科学部・教授 山　祐嗣
大阪樟蔭女子大学・人間科学部・教授 菊野　春雄
玉川大学・工学部・教授 大森　隆司
中京大学・情報理工学部・教授 筧　一彦
東京大学・工学系研究科・教授 縄田　和満
中央大学・理工学部・教授 鎌倉　稔成
成蹊大学・経済学部・教授 中西　寛子
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 住田　潮
早稲田大学・理工学術院・教授 永田　靖
大学入試センター・研究開発部・助教授 石岡　恒憲
慶應義塾大学・理工学部・教授 榊原　康文
東京大学・情報理工学系研究科・教授 萩谷　昌己
九州大学・農学研究院・教授 岡本　正宏
広島大学・原爆放射線医科学研究所・教授 大瀧　慈
横浜国立大学・工学研究院・教授 上田　一義
豊橋技術科学大学・知識情報工学系・教授 石田　好輝
理化学研究所・グループディレクター 深井　朋樹
北海道大学・情報科学研究科・助教授 山本　雅人
関西大学・総合情報学部・研究員 福島　邦彦
名古屋大学・工学研究科・教授 宇野　洋二
大阪大学・工学研究科・教授 八木　哲也
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 平井　有三
（財）東京都医学研究機構・東京都神経科学総合研究所・副参事研究員 高田　昌彦
理化学研究所・脳科学総合研究センター・チームリーダー 有賀　純
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 桝　正幸
千葉大学・医学研究院・教授 斉藤　哲一郎
順天堂大学・医学部・教授 北澤　茂
新潟大学・脳研究所・教授 﨑村　建司
鳥取大学・医学系研究科・教授 畠　義郎
国立病院機構大阪医療センター・臨床研究部・室員 金村　米博
東京大学・医学系研究科・教授 井原　康夫
東京大学・分子細胞生物学研究所・助教授 伊藤　啓
医療法人藤田神経内科クリニック・院長 西谷　信之
理化学研究所・脳統合機能研究チーム・チームリーダー 谷藤　学
理化学研究所・脳科学総合研究センター・グループディレクター 岡本　仁
東北大学・生命科学研究科・教授 山元　大輔
国立遺伝学研究所・脳機能研究部門・助教授 平田　たつみ
関西医科大学・医学部・教授 山田　久夫
熊本大学 医学薬学研究部 教授 玉巻 伸章

1010

1011A

1011B

1101

1009認知科学

統計科学

生体生命情報学A

生体生命情報学B

神経科学一般

神経科学

熊本大学・医学薬学研究部・教授 玉巻　伸章
生理学研究所・教授 川口　泰雄
大阪大学・生命機能研究科・教授 山本　亘彦
順天堂大学・医学部・講師 石　龍徳
京都大学・医学研究科・教授 金子　武嗣

1102A
神経細胞学・
神経病理学A



総合領域　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
国立精神・神経センター神経研究所・室長 井上　健
金沢大学・医学系研究科・助教授 山嶋　哲盛
新潟大学・脳研究所・助教授 柿田　明美
東北大学・医学系研究科・教授 北本　哲之
九州大学・医学研究院・教授 岩城　徹
理化学研究所・脳科学総合研究センター・チームリーダー 西道　隆臣
名古屋大学・医学系研究科・教授 貝淵　弘三
筑波大学・人間総合科学研究科・講師 畠中　由美子
新潟大学・脳研究所・助教授 武井　延之
理化学研究所・脳科学総合研究センター・チームリーダー 上口　裕之
東京薬科大学・薬学部・教授 馬場　広子
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 田邊　勉
広島大学・総合科学研究科・教授 斎藤　祐見子
理化学研究所・分子神経形成研究チーム・チームリーダー 古市　貞一
国立精神・神経センター神経研究所・部長 和田　圭司
新潟大学・医歯学系・教授 五十嵐　道弘
熊本大学・発生医学研究センター・助教授 鹿川　哲史
福島県立医科大学・医学部・教授 小林　和人
生理学研究所・教授 伊佐　正
東京医科大学・医学部・教授 持田　澄子
大阪大学・医学系研究科・教授 狩野　方伸
新潟大学・脳研究所・教授 澁木　克栄
京都大学・理学研究科・教授 平野　丈夫
東京大学・人文社会系研究科・教授 立花　政夫
京都大学・人間・環境学研究科・教授 船橋　新太郎
生理学研究所・教授 小松　英彦
九州大学・理学研究院・助教授 伊藤　功
横浜市立大学・医学研究科・準教授 南沢　享
名古屋大学・環境医学研究所・教授 安井　健二
山口大学・医学系研究科・教授 小林　誠
信州大学・医学研究科・教授 樋口　京一
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 八神　健一
農業生物資源研究所・生殖機構研究ユニット・主任研究員 野口 純子

神経・筋肉生理学B

1102B

1103

1104A

1104B

神経解剖学・
神経病理学B

神経化学・神経薬理学

神経・筋肉生理学A

神経科学

農業生物資源研究所・生殖機構研究ユニット・主任研究員 野口　純子
理化学研究所・バイオリソースセンター・センター長 小幡　裕一
東京大学・農学生命科学研究科・助教授 伊藤　喜久治
東北大学・医学系研究科・教授 笠井　憲雪
東京大学・医学系研究科・教授 安藤　譲二
東京医科歯科大学・生体材料工学研究所・教授 高谷　節雄
新潟大学・自然科学系・教授 宮川　道夫
東北大学・工学研究科・教授 山口　隆美
大阪大学・基礎工学研究科・教授 荒木　勉
徳島大学・ソシオテクノサイエンス研究部・教授 仁木　登
大阪工業大学・工学部・教授 赤澤　堅造
関西大学・工学部・教授 関　眞佐子
京都府立医科大学・医学系研究科・講師 神田　圭一
川崎医科大学・医学部・教授 辻岡　克彦
東京大学・工学系研究科・教授 佐久間　一郎
大阪工業大学・工学部・教授 大須賀　美恵子
大阪大学・基礎工学研究科・助教授 松本　健志
山形大学・医学系研究科・教授 中村　孝夫
東京医科大学・医学部・主任教授 森安　史典
京都大学・再生医科学研究所・教授 岩田　博夫
北海道大学・歯学研究科・教授 亘理　文夫
大阪府立大学・工学研究科・教授 河野　健司
東京女子医科大学・先端生命医科学研究所・所長･教授 岡野　光夫
広島大学・医歯薬学総合研究科・教授 岡崎　正之
東京大学・工学系研究科・教授 石原　一彦
筑波大学・システム情報工学研究科・教授 椎名　毅
金沢大学・研究国際担当理事 長野　勇
岐阜大学・医学系研究科・教授 紀ノ定　保臣
北海道大学・情報科学研究科・教授 清水　孝一
放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター・チームリーダー 村山　秀雄
滋賀医科大学・MR医学総合研究センター・助教授 森川　茂廣
東北大学・加齢医学研究所・助教授 西條　芳文
兵庫県立大学・工学研究科・教授 畑　豊
国立循環器病センター・放射線医学部・部長 飯田　秀博
自治医科大学・医学部・教授 谷口　信行
明治大学・理工学部・助教授 平岡　和佳子
徳島大学・ソシオテクノサイエンス研究部・助教授 伊藤　照明

1301A

1301B

1201

1302

実験動物学

医用生体工学・
生体材料学A

医用生体工学・
生体材料学B

医用システム

人間医工学

実験動物学



総合領域　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
日本女子大学・家政学部・教授 多屋　淑子
東北大学・高等教育開発推進センター・助教授 黒澤　一
慶應義塾大学・月が瀬リハビリテーションセンター・所長･教授 木村　彰男
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 川平　和美
京都大学・医学部・教授 黒木　裕士
筑波大学・人間総合科学研究科・教授 廣田　栄子
国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所・部長 赤居　正美
東北大学・医学系研究科・教授 上月　正博
東京慈恵会医科大学・リハビリテーション医学講座・講師･診療部長 安保　雅博
藤田保健衛生大学・医学部・教授 園田　茂
杏林大学・医学部・教授 岡島　康友
北海道大学・大学病院・助手 中馬　孝容
姫路獨協大学・医療保険学部・教授 藤野　英己
東北大学・大学病院・講師 近藤　健男
信州大学・教育学部・教授 小島　哲也
川崎医療福祉大学・教授 太田　茂
東北大学・未来科学技術共同研究センター・教授 市江　雅芳
電気通信大学・電気通信学部・教授 清水　豊
三重大学・工学研究科・教授 野村　由司彦
佐賀大学・医学部・教授 堀川　悦夫
東京大学・先端科学技術研究センター・特任教授 中邑　賢龍
大阪体育大学・体育学部・教授 荒木　雅信
武庫川女子大学・生活環境学部・教授 池田　克巳
東京大学・教育学研究科・教授 武藤　芳照
京都大学・医学部・教授 三谷　章
大阪大学・医学系研究科・教授 木下　博
金沢大学・医学系研究科・教授 藤原　勝夫
東京女子体育大学・体育学部・教授 阿江　美恵子
京都教育大学・教育学部・教授 和田　尚
神戸大学・発達科学部・教授 岡田　修一
東京学芸大学・教育学部・教授 有吉　正博
千葉大学・教育学部・教授 瀧澤　文雄
鳴門教育大学・実技教育研究指導センター・教授 梅野 圭史

1303A

1303B

1401A

1401B

リハビリテーション科
学・
福祉工学A

リハビリテーション科
学・
福祉工学B

身体教育学A

身体教育学B

人間医工学

鳴門教育大学・実技教育研究指導センター・教授 梅野　圭史
名古屋大学・総合保健体育科学センター・教授 山本　裕二
日本体育大学・トレーニング科学系・教授 船渡　和男
筑波大学・人間総合科学研究科・研究科長 高松　薫
広島大学・総合科学研究科・教授 楠戸　一彦
山形大学・工学部・教授 新関　久一
東京工業大学・社会理工学研究科・教授 石井　源信
鹿児島大学・教育学部・教授 飯干　明
東京大学・総合文化研究科・教授 大築　立志
一橋大学・社会学研究科・教授 高津　勝
奈良教育大学・教育学部・教授 木村　真知子
早稲田大学・スポーツ科学学術院・教授 川上　泰雄
鹿屋体育大学・体育学部・助教授 田巻　弘之
新潟大学・教育人間科学部・教授 滝沢　かほる
北海道教育大学・教育学部・教授 小澤　治夫
大阪体育大学・体育学部・教授 伊藤　章
東京医科大学・医学部・講師 村瀬　訓生
奈良女子大学・人間文化研究科・教授 三木　健寿
神戸大学・発達科学部・教授 山口　泰雄
早稲田大学・スポーツ科学学術院・教授 福林　徹
鹿屋体育大学・体育学部・教授 浜岡　隆文
京都府立医科大学・医学部・教授 木村　みさか
北海道大学・教育学研究科・教授 河口　明人
群馬大学・医学部・教授 吉田　亨
日本赤十字九州国際看護大学・看護学部・助教授 松尾　和枝
神戸大学・発達科学部・教授 平川　和文
筑波大学・人間総合科学研究科・助教授 徳山　薫平
南山大学・総合政策学部・教授 池上　久子
金沢大学・教育学部・教授 出村　慎一
国立健康・栄養研究所・健康増進プログラム・リーダー 田畑　泉
鹿児島大学・医歯学総合研究科・教授 馬嶋　秀行
聖マリアンナ医科大学・医学部・教授 武者　春樹
東京大学・総合文化研究科・教授 石井　直方
九州大学・健康科学センター ・教授 熊谷　秋三
札幌医科大学・医学部・助教授 田中　豪一
統計数理研究所・教授 藤田　利治
天使大学・看護栄養学研究科・教授 森谷　絜
弘前大学・医学部・助教授 梅田　孝
（財）東京都高齢者 究 福祉振興財 東京都老人総合 究所 究部長 田中 雅嗣

健康・
スポーツ科学

1402A

1402B

1403A

1403B

スポーツ科学A

スポーツ科学B

応用健康科学A

応用健康科学B

（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団・東京都老人総合研究所・研究部長 田中　雅嗣
山口大学・医学系研究科・教授 宮田　浩文



総合領域　平成１９年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
静岡大学・教育学部・教授 小川　裕子
信州大学・繊維学部・教授 西松　豊典
昭和女子大学・生活機構研究科・教授 天野　寛子
大阪教育大学・教育学部・教授 岡本　幾子
奈良女子大学・生活環境学部・教授 岩崎　雅美
お茶の水女子大学・生活科学部・教授 徳井　淑子
東京学芸大学・教育学部・助教授 田村　毅
くらしき作陽大学・食文化学部・教授 福田　公子
鳥取大学・地域学部・教授 伊藤　紀子
信州大学・教育学部・教授 松岡　英子
群馬大学・教育学部・教授 長津　美代子
上越教育大学・学校教育学部・教授 大瀧　ミドリ
農業・食品産業技術総合研究機構・食品総合研究所・ユニット長 神山　かおる
放送大学・教養学部・教授 中谷　延二
京都大学・農学研究科・助教授 林　由佳子
昭和女子大学・生活機構研究科・教授 森高　初恵
徳島大学・総合科学部・教授 横井川　久己男
香川大学・教育学部・教授 加藤　みゆき
名古屋文理大学・健康科学部・教授 青山　頼孝
奈良教育大学・教育学部・教授 米山　京子
県立広島大学・人間文化学部・教授 石永　正隆
滋賀大学・教育学部・教授 矢野　由起
日本女子大学・家政学部・教授 丸山　千寿子
お茶の水女子大学・生活環境研究センター・教授･センター長 近藤　和雄
創価大学・工学部・教授 伊藤　眞人
山梨大学・教育人間科学部・教授 堀　哲夫
東京大学・総合文化研究科・教授 鈴木　賢次郎
国立天文台・天文情報センター・助教授 縣　秀彦
東京学芸大学・教育学部・教授 長谷川　正
滋賀大学・教育学部・助教授 鈴木　真理子
同志社女子大学・学芸学部・教授 余田　義彦
立正大学・地球環境科学部・教授 中川　清隆
筑波大学・教育開発国際協力研究センター・助教授 礒田 正美

1501A

1501B

1502A

1502B

生活科学一般A

生活科学一般B

食生活学A

食生活学B

生活科学

筑波大学・教育開発国際協力研究センター・助教授 礒田　正美
北海道大学・高等教育機能開発総合センター・教授 鈴木　誠
九州大学・芸術工学研究院・教授 重松　敏則
宮崎大学・教育文化学部・教授 中山　迅
北海道大学・教育学研究科・助教授 大野　栄三
千葉大学・環境健康都市園芸フィールド科学教育研究センター・教授 大釜　敏正
福井大学・教育地域科学部・教授 黒木　哲徳
国立科学博物館・展示学習部･学習課長 小川　義和
京都教育大学・附属教育実践総合センター・教授 岡本　正志
東京大学・総合文化研究科・助教授 松田　良一
香川大学・工学部・教授 山崎　敏範
東京学芸大学・情報処理センター・教授 横山　節雄
福井大学・教育地域科学部・教授 梅澤　章男
兵庫教育大学・学校教育研究科・教授 正司　和彦
東京工業大学・教育工学開発センター・教授 赤堀　侃司
鳴門教育大学・高度情報研究教育センター・教授 三宮　真智子
東京学芸大学・教育学部・助教授 宮寺　庸造
東京理科大学・基礎工学部・教授 伊藤　紘二
広島大学・高等教育研究開発センター・教授 北垣　郁雄
鹿児島大学・教育学部・教授 園屋　高志
東京工業大学・留学生センター ・教授 仁科　喜久子
関西大学・総合情報学部・教授 久保田　賢一
常磐大学・国際学部・教授 堀口　秀嗣
三重大学・教育学部・教授 下村　勉
早稲田大学・人間科学学術院・教授 永岡　慶三
早稲田大学・人間科学学術院・教授 浅田　匡
一橋大学・留学生センター・助教授 西谷　まり
東京工業大学・教育工学開発センター・教授 西原　明法
神戸大学・国際文化学部・助教授 塚原　東吾
総合研究大学院大学・葉山高等研究センター・教授 平田　光司
大阪市立大学・文学研究科・教授 進藤　雄三
東北大学・文学研究科・助教授 直江　清隆
日本工業大学・工学部・教育研究推進室長 波多野　純
日本大学・商学部・助教授 小島　智恵子
国立文化財機構奈良文化財研究所・埋蔵文化財センター・室長 松井　章
札幌学院大学・人文学部・教授 臼杵　勲
総合研究大学院大学・葉山高等研究センター・助教授 本郷　一美
（財）古代オリエント博物館・研究部・研究課長 脇田　重雄
国立歴史民俗博物館 助教授 齋藤 努

科学教育・
教育工学

科学社会学・
科学技術史

文化財科学

1701

1801

1602

1601

教育工学

科学社会学・
科学技術史

文化財科学

科学教育

国立歴史民俗博物館・助教授 齋藤　努
首都大学東京・都市教養学部・教授 小野　昭
（財）元興寺文化財研究所・研究員 山田　哲也
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分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
首都大学東京・都市環境科学研究科・准教授 菊地　俊夫
奈良女子大学・文学部・助教授 高田　将志
日本大学・文理学部・教授 遠藤　邦彦
京都大学・文学研究科・教授 石川　義孝
鹿児島大学・法文学部・教授 森脇　広
早稲田大学・教育学部・教授 久保　純子

1901地理学 地理学
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