
氏名（50音順） 所属機関名・部局名・職名

秋永 広幸 国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

阿久津 達也 京都大学 化学研究所 教授

麻生 英樹 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 副研究センター長

足立 啓二 熊本大学 文学部 名誉教授

阿部 二朗 青山学院大学 理工学部 教授

荒川 政彦 神戸大学 理学研究科 教授

荒武 達朗 徳島大学 大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部 教授

飯野 亮太 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイエンスセンター 教授

五十子 幸樹 東北大学 災害科学国際研究所 教授

池上 英洋 東京造形大学 造形学部 教授

石上 英一 東京大学  名誉教授

磯部 浩已 長岡技術科学大学 工学部 准教授

稲垣 知宏 広島大学 情報メディア教育研究センター 教授

井上 千弘 東北大学 環境科学研究科 教授

岩本 武明 東北大学 理学研究科 教授

宇梶 裕 金沢大学 理工研究域 教授

氏家 恒太郎 筑波大学 生命環境系 准教授

内田 毅 北海道大学 理学研究院 准教授

遠藤 不比人 成蹊大学 文学部 教授

及川 勝成 東北大学 工学研究科 教授

王 碧昭 流通経済大学 経済学部 教授

大倉 利典 工学院大学 先進工学部 教授

大崎 美穂 同志社大学 理工学部 教授

大津 忠彦 筑紫女学園大学 文学部 教授

大畠 昭子 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 特任准教授

大平 孝 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 教授

岡田 まり 立命館大学 産業社会学部 教授

岡本 まり子 麻布大学 獣医学部 講師

小國 健二 慶應義塾大学 理工学部 教授

小田 研 北海道大学 大学院理学研究院 教授

越智 康詞 信州大学 教育学部 教授

垣内 喜代三 奈良先端科学技術大学院大学  理事・副学長
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角田 範義 和歌山工業高等専門学校  校長

景山 弘 琉球大学 工学部 准教授

片桐 清文 広島大学 大学院工学研究科 准教授

片寄 祐作 横浜国立大学 工学研究院 准教授

加藤 希理子 大阪府立大学 理学系研究科 准教授

金子 正秀 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授

椛 秀人 高知大学 医学部 特任教授

河合 優年 武庫川女子大学 文学部 教授/臨床教育学研究科 研究科長

川内 健史 公益財団法人先端医療振興財団 先端医療センター研究所 上席研究員

河原林 透 東邦大学 理学部 教授

木塚 徳志 筑波大学 数理物質系 教授

木下 勇 大阪市立大学 研究推進本部 特任教授

木村 亮 京都大学 工学研究科 教授

久保 司郎 摂南大学 理工学部 教授

栗原 敏之 新潟大学 自然科学系 准教授

黒瀬 俊 関西学院大学 理工学部 教授

黒田 眞司 筑波大学 数理物質系 教授

合田 公一 山口大学 大学院創成科学研究科 教授

小汐 由介 岡山大学 自然科学研究科 准教授

小島 大輔 東京大学 大学院理学系研究科 講師

固武 慶 福岡大学 理学部 准教授

後藤 邦彰 岡山大学 自然科学研究科 教授

小西 啓治 大阪府立大学 工学研究科 教授

今野 均 東京海洋大学 学術研究院 教授

斎藤 英雄 慶應義塾大学 理工学部 教授

酒井 高司 首都大学東京 理工学研究科 准教授

坂田 眞砂代 熊本大学 大学院先端科学研究部(工学系) 准教授

坂本 一之 千葉大学 大学院工学研究院 教授

櫻井 祐子 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 主任研究員

佐々 真志 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 地盤研究領域 グループ長

佐藤 孝哉 大阪府立大学 理学系研究科 教授

佐藤 忠彦 筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
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真田 弘美 東京大学 医学系研究科老年看護学/創傷看護学分野 教授

澤 斉 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 構造遺伝学研究センター 教授

篠原 歩 東北大学 情報科学研究科 教授

芝原 正彦 大阪大学 工学研究科 教授

柴柳 敏哉 富山大学 理工学研究部(工学) 教授

下野 洋平 神戸大学 医学研究科 准教授

白井 淳平 東北大学 ニュートリノ科学研究センター 教授

杉浦 慎治 国立研究開発法人産業技術総合研究所 創薬基盤研究部門 主任研究員

杉本 重雄 筑波大学 図書館情報メディア系 教授

杉本 実紀 京都大学 農学研究科 助教

鈴木 達也 長岡技術科学大学 技学研究院 教授

鈴木 元 名古屋大学 大学院医学系研究科 准教授

諏訪 牧子 青山学院大学 理工学部/理工学研究科 教授

清 和成 北里大学 医療衛生学部 教授

高野 博嘉 熊本大学 大学院先端科学研究部 教授

瀧宮 和男 東北大学 大学院理学研究科 教授

竹腰 清乃理 京都大学 理学研究科 教授

田中 勝久 京都大学 工学研究科 教授/福井謙一記念研究センター センター長

田中 俊明 滋賀県立大学 人間文化学部 教授

田中 良哉 産業医科大学 医学部 教授

谷口 倫一郎 九州大学 システム情報科学研究院 教授

田渕 六郎 上智大学 総合人間科学部 教授

田村 義保 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所 データ科学研究系 教授

千葉 聡 東北大学 東北アジア研究センター 教授

月橋 文孝 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授

筒井 孝子 兵庫県立大学 大学院経営研究科 教授

寺島 洋史（石原 洋史） 北海道大学 大学院工学研究院 准教授

徳増 崇 東北大学 流体科学研究所 教授

泊 昌孝 日本大学 文理学部 教授

取出 伸夫 三重大学 大学院生物資源研究科 教授

中尾 久子 九州大学 医学研究院 教授

中川 真一 北海道大学 薬学研究院 教授
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中沢 一雄 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 医療情報部 非常勤研究員

永澤 秀子 岐阜薬科大学 薬学部 教授

中嶋 直敏 九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 特任教授

永瀬 浩喜 千葉県がんセンター研究所  所長

中西 和樹 京都大学 理学研究科 准教授

中村 哲子 駒澤大学 総合教育研究部 教授

中村 真子 九州大学 大学院農学研究院 准教授

成田 吉徳 中部大学 エネルギー変換化学研究センター 教授/センター長

西原 康師 岡山大学 異分野基礎科学研究所 教授

能島 暢呂 岐阜大学 工学部 教授

野々村 禎彦 国立研究開発法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 (MANA) 主幹研究員

波多 聰 九州大学 総合理工学研究院 教授

服部 環 法政大学 現代福祉学部 教授

馬場口 登 大阪大学 工学研究科 教授

林 譲 東京大学 史料編纂所 教授

早津 恵美子 東京外国語大学 大学院国際日本学研究院 教授

原山 洋 神戸大学 農学研究科 教授

東口 武史 宇都宮大学 工学研究科 教授

平井 みどり 神戸大学  名誉教授

平田 たつみ 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 総合遺伝研究系 教授

廣川 真男 広島大学 大学院工学研究科 教授

深井 周也 東京大学 分子細胞生物学研究所 准教授

深田 正紀 大学共同利用機関法人自然科学研究機構生理学研究所 分子細胞生理研究領域 教授

福井 和広 筑波大学 システム情報系 教授

福島 孝治 東京大学 総合文化研究科 准教授

福永 力 首都大学東京 理工学研究科 教授

堀野 治彦 大阪府立大学 生命環境科学研究科 教授

正橋 直哉 東北大学 金属材料研究所 教授

増野 匡彦 慶應義塾大学 薬学部 教授

丸山 敬 京都大学 防災研究所 教授

美川 務 国立研究開発法人理化学研究所 生命システム研究センター 専任研究員

宮崎 泰司 長崎大学 原爆後障害医療研究所 教授
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明和 政子 京都大学 教育学研究科 教授

椋 寛 学習院大学 経済学部 教授

村田 昌之 東京大学 大学院総合文化研究科 教授

村松 正和 電気通信大学 情報理工学研究科 教授

茂手木 公彦 日本大学 文理学部 教授

元結 正次郎 東京工業大学 環境・社会理工学院 教授

森 千里 千葉大学 医学研究院 教授

森口 千晶 一橋大学 経済研究所 教授

森下 真一 東京大学 新領域創成科学研究科 教授

森田 寿郎 慶應義塾大学 理工学部 准教授

森田 雅也 関西学院大学 文学部 教授

両角 亜希子 東京大学 教育学研究科 准教授

矢島 知子 お茶の水女子大学 基幹研究院 准教授

安田 賢二 早稲田大学 先進理工学部 教授

山岸 郁子 日本大学 経済学部 教授

山口 貴之 埼玉大学 理工学研究科 准教授

山口 英樹 公益財団法人佐々木研究所 附属佐々木研究所腫瘍細胞研究部 部長

山崎 隆雄 東北大学 理学研究科 教授

山崎 正夫 宮崎大学 農学部 教授

山下 高廣 京都大学 大学院理学研究科 助教

山田 俊 熊本県立大学 文学部 教授

 山田 美鈴 岩手大学 農学部 准教授

吉岡 朗 東京理科大学 理学部 教授

吉川 卓治 名古屋大学 教育発達科学研究科 教授

吉田 裕亮 お茶の水女子大学 基幹研究院 教授

吉田 右子 筑波大学 図書館情報メディア系 教授

米満 賢治 中央大学 理工学部 教授

若狭 智嗣 九州大学 大学院理学研究院 准教授

和田 成生 大阪大学 基礎工学研究科 教授

渡辺 純二 大阪大学 生命機能研究科 准教授

（158名）
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