
21-22期 会員　平成23年1月24日更新

氏名 現職名 委員会名
秋田 喜代美 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
吾郷 眞一 九州大学教授 法学
浅倉 むつ子 早稲田大学教授 法学
荒川 泰彦 東京大学生産技術研究所教授 総合工学
家 泰弘 東京大学物性研究所所長･教授 物理学
五十嵐 隆 東京大学医学部小児科教授 臨床医学
池田 眞朗 慶應義塾大学大学院法務研究科教授･法学部教授 法学
伊澤 達夫 東京工業大学理事･副学長 電気電子工学
石井 志保子 東京工業大学大学院理工学研究科教授 数理科学
石川 幹子 東京大学大学院工学系研究科教授 環境学
石原 宏 東京工業大学教授 電気電子工学
磯村 保 神戸大学大学院法学研究科教授 法学
井田 良 慶應義塾常任理事、慶應義塾大学大学院法務研究科教授 法学
伊藤 早苗 九州大学応用力学研究所教授 物理学
井上 達夫 東京大学大学院法学政治学研究科教授 法学
猪口 邦子 参議院議員 政治学
今田 髙俊 東京工業大学社会理工学研究科長･教授 社会学
上野 千鶴子 東京大学教授 社会学
碓井 照子 奈良大学文学部地理学科教授 地域研究
江原 由美子 首都大学東京理事･副学長 社会学
大沢 真理 東京大学社会科学研究所教授 経済学
大隅 典子 東北大学大学院医学系研究科教授 基礎生物学
岡田 清孝 自然科学研究機構理事、基礎生物学研究所所長 基礎生物学
岡野 光夫 東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長･教授 材料工学
翁 百合 日本総合研究所理事 経済学
落合 恵美子 京都大学大学院文学研究科教授 社会学
戒能 民江 お茶の水女子大学理事･副学長 法学
柏 典夫 三井化学(株)シニアリサーチフェロー 化学
春日 文子 国立医薬品食品衛生研究所室長 健康・生活科学
片山 倫子 東京家政大学家政学部教授 健康・生活科学
金澤 一郎 日本学術会議会長 臨床医学
金出 武雄 カーネギーメロン大学ワイタカー記念全学教授、生活の質工学研究所所長 情報学
嘉門 雅史 香川高等専門学校校長 土木工学・建築学
河野 正憲 福岡大学教授 法学
岸本 喜久雄 東京工業大学教授 機械工学
北里 洋 (独)海洋研究開発機構 海洋･極限環境生物圏領域領域長 地球惑星科学
北島 政樹 国際医療福祉大学学長 臨床医学
北村 隆行 京都大学工学研究科教授 機械工学
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木下 尚子 熊本大学文学部教授 史学
木村 茂光 東京学芸大学教授 史学
木村 文彦 法政大学理工学部機械工学科教授 機械工学
楠岡 成雄 東京大学大学院数理科学研究科教授 数理科学
栗原 和枝 東北大学原子分子材料科学高等研究機構教授(多元物質科学研究所兼務) 化学
黒田 玲子 東京大学大学院教授 化学
小杉 泰 京都大学大学院アジア･アフリカ地域研究研究科教授 地域研究
小林 良彰 慶應義塾大学法学部教授･多文化市民意識研究センター長 政治学
小原 雄治 情報･システム研究機構理事、国立遺伝学研究所所長 基礎生物学
斎藤 成也 国立遺伝学研究所 集団遺伝研究部門 教授 基礎生物学
酒井 啓子 東京外国語大学大学院教授 地域研究
坂村 健 東京大学大学院教授 情報学
佐久間 健人 高知工科大学学長 材料工学
佐藤 学 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
澤本 光男 京都大学大学院工学研究科教授 化学
島薗 進 東京大学大学院人文社会系研究科教授 哲学
生源寺 眞一 東京大学大学院農学生命科学研究科長 農学
白澤 政和 大阪市立大学大学院生活科学研究科 社会学
白田 佳子 筑波大学ビジネス科学研究科教授 経営学
白鳥 敬子 東京女子医大消化器病センター長、消化器内科科学主任教授 臨床医学
菅村 和夫 宮城県立がんセンター総長 基礎医学
鈴木 晶子 京都大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
髙戸 毅 東京大大学院医学系研究科教授 臨床医学
田口 紀子 京都大学大学院文学研究科教授 言語・文学
武市 正人 東京大学教授 情報学
竹縄 忠臣 神戸大学大学院医学研究科特命教授 基礎医学
巽 和行 名古屋大学物質科学国際研究センター教授、センター長 化学
辻村 みよ子 東北大学大学院法学研究科教授 法学
津谷 典子 慶應義塾大学経済学部教授 経済学
富樫 かおり 京大病院放射線診断科教授 臨床医学
戸塚 靖則 北海道大学大学院歯学研究科教授 歯学
中島 映至 東京大学大気海洋研究所教授 地球惑星科学
長田 重一 京都大学医学研究科教授 基礎医学
中田 力 新潟大学脳研究所･統合脳機能研究センター長･教授 臨床医学
永原 裕子 東京大学大学院理学系研究科教授 地球惑星科学
中村 祐輔 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長･ゲノムシークエンス解析分野教授 基礎医学
西尾 章治郎 大阪大学理事･副学長 情報学
西澤 直子 石川県立大学生物資源工学研究所教授、東京大学農学生命科学研究科特任教授 農学
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野家 啓一 東北大学理事･附属図書館長･文学研究科教授 哲学
野口 伸 北海道大学大学院農学研究院教授 農学
野村 眞理 金沢大学教授 史学
橋田 充 京都大学大学院薬学研究科教授 薬学
長谷川 壽一 東京大学大学院総合文化研究科教授 心理学・教育学
長谷部 恭男 東京大学大学院法学政治学研究科教授 法学
樋口 輝彦 国立精神･神経医療研究センター理事長･総長 臨床医学
樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授 経済学
廣瀬 和子 上智大学名誉教授 政治学
廣橋 説雄 慶應義塾大学医学部特別研究教授 基礎医学
福井 次矢 聖路加国際病院院長 臨床医学
福田 敏男 名古屋大学工学研究科教授 電気電子工学
藤井 省三 東京大学大学院人文社会系研究科教授 言語・文学
藤本 隆宏 東京大学大学院経済学研究科教授 経営学
前田 正史 東京大学副学長・理事 材料工学
松沢 哲郎 京都大学霊長類研究所教授･所長 心理学・教育学
丸井 浩 東京大学大学院人文社会系研究科教授 哲学
満屋 裕明 熊本大学医学部教授(内科学、血液学･膠原病学･感染症学) 臨床医学
宮下 保司 東京大学医学部統合生理学教室教授 基礎医学
室伏 きみ子 お茶の水女子大学大学院教授 基礎生物学
森棟 公夫 椙山女学園大学教授 経済学
矢澤 進 京都学園大学バイオ環境学部教授 農学
安成 哲三 名古屋大学地球水循環研究センター教授 地球惑星科学
山地 憲治 (財)地球環境産業技術研究機構理事･研究所長 総合工学
山本 正幸 東京大学大学院理学系研究科教授 基礎生物学
山本 眞鳥 法政大学経済学部教授 地域研究
米澤 明憲 東京大学大学院情報理工学系研究科教授 情報学
鷲谷 いづみ 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 統合生物学
渡辺 美代子 (株)東芝 経営変革統括責任者 総合工学
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