
農学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東北大学・農学研究科・教授 鳥山　欽哉　　　　　　　　　　　
横浜市立大学・木原生物学研究所・教授 荻原　保成　　　　　　　　　　　
（財）岩手生物工学研究センター・遺伝子工学第1研究部・主席研究員 寺内　良平　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・教授 三上　哲夫　　　　　　　　　　　
鳥取大学・農学部・教授 辻本　壽　　　　　　　　　　　　
岡山大学・資源生物科学研究所・教授 武田　和義　　　　　　　　　　　
福井県立大学・生物資源学部・准教授 吉岡　俊人　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 大門　弘幸　　　　　　　　　　　
岐阜大学・応用生物科学部・教授 大場　伸也　　　　　　　　　　　
秋田県立大学・生物資源科学部・教授 森田　弘彦　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 白岩　立彦　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 井上　眞理　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・教授 近藤　哲也　　　　　　　　　　　
山形大学・農学部・教授 西澤　隆　　　　　　　　　　　　
島根大学・生物資源科学部・教授 板村　裕之　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・准教授 田尾　龍太郎　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 横張　真　　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・講師 菅谷　純子　　　　　　　　　　　
千葉大学・園芸学研究科・教授 藤井　英二郎　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 一瀬　勇規　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・教授 増田　税　　　　　　　　　　　　
香川大学・農学部・教授 秋光　和也　　　　　　　　　　　
宇都宮大学・農学部・教授 夏秋　知英　　　　　　　　　　　
静岡大学・農学部・教授 瀧川　雄一　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 川北　一人　　　　　　　　　　　
京都大学・生態学研究センター・教授 高林　純示　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 嶋田　透　　　　　　　　　　　　
山形大学・農学部・教授 安田　弘法　　　　　　　　　　　
玉川大学・農学部・教授 佐々木　正己　　　　　　　　　　
（独）農業生物資源研究所・昆虫科学研究領域・領域長 竹田　敏　　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究院・教授 普後　一　　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・准教授 信濃　卓郎　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 高橋　正昭　　　　　　　　　　　
山形大学・農学部・教授 安藤　豊　　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究院・教授 岡崎　正規　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・准教授 柳澤　修一　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 小俣　達男　　　　　　　　　　　
山口大学・農学部・教授 松下　一信　　　　　　　　　　　
東北大学・生命科学研究科・教授 南澤　究　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 堀之内　末治　　　　　　　　　　
富山県立大学・工学部・教授 浅野　泰久　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 小林　哲夫　　　　　　　　　　　
広島大学・先端物質科学研究科・教授 黒田　章夫　　　　　　　　　　　
京都府立大学・名誉教授 松井　裕　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 祥雲　弘文　　　　　　　　　　　
関西学院大学・理工学部・教授 藤原　伸介　　　　　　　　　　　
（独）産業技術総合研究所・第6事業所・副センター長 丸山　明彦　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 阪井　康能　　　　　　　　　　　

農学

6001

6002

6004

6005

育種学　　　　　　　

応用微生物学　　　　

作物学・雑草学　　　

植物病理学　　　　　

応用昆虫学　　　　　

植物栄養学・土壌学　

園芸学・造園学　　　 6003

6102

6101

京都大学 農学研究科 教授 阪井　康能　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 田口　精一　　　　　　　　　　　
鳥取大学・工学部・教授 簗瀬　英司　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・長田抗生物質研究室・主任研究員 長田　裕之　　　　　　　　　　　
信州大学・農学部・教授 千　菊夫　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 千田　和広　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 吉村　徹　　　　　　　　　　　　
静岡大学・創造科学技術大学院・教授 朴　龍洙　　　　　　　　　　　　
神戸大学・農学研究科・教授 杉本　幸裕　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 山下　まり　　　　　　　　　　　
静岡大学・創造科学技術大学院・教授 河岸　洋和　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 渡邉　秀典　　　　　　　　　　　
秋田県立大学・生物資源科学部・教授 吉澤　結子　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 小鹿　一　　　　　　　　　　　　
山形大学・農学部・教授 五十嵐　喜治　　　　　　　　　　
静岡県立大学・環境科学研究所・教授 下位　香代子　　　　　　　　　　
お茶の水女子大学・人間文化創成科学研究科・教授 大塚　譲　　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 宮澤　陽夫　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・准教授 田村　隆　　　　　　　　　　　　
新潟大学・自然科学系（農学部）・教授 門脇　基二　　　　　　　　　　　
愛媛大学・総合科学研究支援センター・准教授 藤野　貴広　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 駒井　三千夫　　　　　　　　　　
千葉大学・園芸学研究科・准教授 鈴木　祐嘉合
東京農工大学・共生科学技術研究院・准教授 三浦　豊　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・准教授 小田　裕昭　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・准教授 加藤　久典　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 鈴木　雅一　　　　　　　　　　　
（独）森林総合研究所・森林遺伝研究領域・室長 津村　義彦　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 二井　一禎　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 山倉　拓夫　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 服部　重昭　　　　　　　　　　　
北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・教授 日浦　勉　　　　　　　　　　　　
（独）森林総合研究所・生物被害研究グループ・グループ長 黒田　慶子　　　　　　　　　　　
静岡大学・農学部・教授 角張　嘉孝　　　　　　　　　　　
岐阜大学・応用生物科学部・教授 向井　讓　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 井上　真　　　　　　　　　　　　
静岡大学・農学部・准教授 王　権　　　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 武田　博清　　　　　　　　　　　
静岡大学・農学部・教授 鈴木　滋彦　　　　　　　　　　　
京都大学・生存圏研究所・教授 杉山　淳司　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 磯貝　明　　　　　　　　　　　　
京都府立大学・農学研究科・教授 湊　和也　　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・教授 平井　卓郎　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授 佐々木　康寿　　　　　　　　　　

農芸化学

森林科学

木質科学　

森林学

生物生産化学等　　　

応用生物化学　　　　

食品科学　　　　　　

6103

6104

6201

6202

6105



農学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東北大学・農学研究科・教授 谷口　和也　　　　　　　　　　　
長崎大学・生産科学研究科・教授 萩原　篤志　　　　　　　　　　　
広島大学・生物圏科学研究科・教授 中井　敏博　　　　　　　　　　　
東京海洋大学・海洋科学部・教授 北田　修一　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 鈴木　譲　　　　　　　　　　　　
日本大学・生物資源科学部・准教授 森　司　　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・准教授 山川　卓　　　　　　　　　　　　
東京海洋大学・海洋科学部・教授 東海　正　　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・准教授 高橋　計介　　　　　　　　　　　
高知大学・農学部・教授 川合　研兒　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・准教授 今井　一郎　　　　　　　　　　　
北海道大学・水産科学研究院・教授 帰山　雅秀　　　　　　　　　　　
東京海洋大学・海洋科学部・教授 木村　凡　　　　　　　　　　　　
日本大学・生物資源科学部・准教授 松宮　政弘　　　　　　　　　　　
北海道大学・水産科学研究院・教授 佐伯　宏樹　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・准教授 落合　芳博　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・准教授 豊原　治彦　　　　　　　　　　　
（財）サントリー生物有機科学研究所・研究員 安田　明和　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 工藤　昭彦　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 泉田　洋一　　　　　　　　　　　
高知大学・黒潮圏海洋科学研究科・教授 飯國　芳明　　　　　　　　　　　
（独）農業・食品産業技術総合研究機構・中央農業総合研究センター・マーケティング研究チーム長 佐藤　和憲　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・准教授 淡路　和則　　　　　　　　　　　
日本大学・生物資源科学部・准教授 清水　みゆき　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・准教授 井上　京　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 堀野　治彦　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 平松　和昭　　　　　　　　　　　
神戸大学・農学研究科・教授 田中　勉　　　　　　　　　　　　
明治大学・農学部・教授 登尾　浩助　　　　　　　　　　　
（独）農業・食品産業技術総合研究機構・農村工学研究所・チーム長 石田　憲治　　　　　　　　　　　
信州大学・農学部・教授 木村　和弘　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授 山口　智治　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 内野　敏剛　　　　　　　　　　　
山口大学・農学部・教授 早川　誠而　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 藤浦　建史　　　　　　　　　　　
愛媛大学・農学部・教授 森本　哲夫　　　　　　　　　　　
岩手大学・農学部・教授 原　道宏　　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授 瀧川　具弘　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 村瀬　治比古　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・准教授 片岡　崇　　　　　　　　　　　　
千葉大学・環境リモートセンシング研究センター・助教 本郷　千春　　　　　　　　　　　
愛媛大学・農学部・准教授 羽藤　堅治　　　　　　　　　　　
（独）農業・食品産業技術総合研究機構・中央農業総合研究センター・研究管理監 二宮　正士　　　　　　　　　　　
東北大学・農学研究科・教授 齋藤　忠夫　　　　　　　　　　　
宮崎大学・農学部・准教授 長谷川　信美　　　　　　　　　　
信州大学・農学部・教授 鏡味　裕　　　　　　　　　　　　
（独）農業・食品産業技術総合研究機構・畜産草地研究所・チーム長 永西　修　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 森　裕司　　　　　　　　　　　　

水産化学　　　　　　

農業経済学　　　　　

農業環境工学　　　　

農業土木学・農村計画学

水産学一般　　　　　

農業情報工学

畜産学・草地学　　　

水産学

農業経済学

農業工学

6401

6601

6502

6503

6501

6302

6301

東京大学 農学生命科学研究科 教授 森　裕司　　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授 中村　徹　　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・ゲノム・リプログラミング研究チーム・チームリーダー 若山　照彦　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 廣岡　博之　　　　　　　　　　　
日本獣医生命科学大学・応用生命科学部・教授 田中　実　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・准教授 高橋　伸一郎　　　　　　　　　　
鹿児島大学・農学部・教授 岡本　新　　　　　　　　　　　　
近畿大学・農学部・教授 角田　幸雄　　　　　　　　　　　
北海道大学・医学研究科・教授 有川　二郎　　　　　　　　　　　
東北大学・名誉教授 秋葉　征夫　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 眞鍋　昇　　　　　　　　　　　　
近畿大学・生物理工学部・教授 矢野　史子　　　　　　　　　　　
岩手大学・農学部・教授 谷口　和之　　　　　　　　　　　
京都大学・ウイルス研究所・准教授 宮沢　孝幸　　　　　　　　　　　
北里大学・獣医学部・教授 汾陽　光盛　　　　　　　　　　　
滋賀医科大学・動物生命科学研究センター・教授 鳥居　隆三　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 熊谷　進　　　　　　　　　　　　
鳥取大学・農学部・教授 伊藤　壽啓　　　　　　　　　　　
帯広畜産大学・大動物特殊疾病研究センター・教授 牧野　壯一　　　　　　　　　　　
山口大学・農学部・教授 林　俊春　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授 稲葉　俊夫　　　　　　　　　　　
岐阜大学・応用生物科学部・教授 北川　均　　　　　　　　　　　　
岩手大学・農学部・教授 佐藤　れえ子　　　　　　　　　　
日本大学・生物資源科学部・准教授 亘　敏広　　　　　　　　　　　　
帯広畜産大学・畜産学部・教授 猪熊　壽　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 西村　亮平　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・准教授 礒田　博子　　　　　　　　　　　
愛媛大学・沿岸環境科学研究センター・教授 岩田　久人　　　　　　　　　　　
琉球大学・理学部・教授 山崎　秀雄　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 土屋　健一　　　　　　　　　　　
弘前大学・農学生命科学部・教授 青山　正和　　　　　　　　　　　
京都大学・生存圏研究所・教授 渡邊　隆司　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 福井　希一　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授 宮崎　均　　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・吉田化学遺伝学研究室・主任研究員 吉田　稔　　　　　　　　　　　　
東京大学・新領域創成科学研究科・准教授 久恒　辰博　　　　　　　　　　　
島根大学・生物資源科学部・教授 川向　誠　　　　　　　　　　　　
近畿大学・農学部・教授 重岡　成　　　　　　　　　　　　

境界農学

応用獣医学　　　　　

臨床獣医学　　　　　

環境農学　　　　　　

応用分子細胞生物学　

応用動物科学　　　　

基礎獣医学・基礎畜産学　畜産学・獣医学

6702

6602

6603

6604

6605

6701
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