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氏名 現職名 委員会名
愛敬 浩二 名古屋大学大学院法学研究科教授 法学
鮎京 正訓 名古屋大学大学院法学研究科長・法学部長 法学
相田 卓三 東京大学工学部教授 化学
相原 博昭 東京大学大学院理学系研究科教授 物理学
青木 睦 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国文学研究資料館文学形成研究系准教授 史学
青山 藤詞郎 慶應義塾大学理工学部長･理工学研究科委員長 機械工学
青山 善充 明治大学法科大学院特任教授、法科大学院理事長、法制審議会会長、東京大学名誉教授 法学
赤池 昭紀 京都大学薬学研究科教授 薬学
明石 満 大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻教授 材料工学
縣 公一郎 早稲田大学政治経済学術院教授 政治学
秋田 茂 大阪大学文学研究科 世界史講座教授 史学
秋山 徹 東京大学分子細胞生物学研究所教授 基礎医学
阿草 清滋 名古屋大学教授、名古屋大学情報基盤センター長 情報学
朝田 芳信 鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授 歯学
浅見 徹 東京大学大学院情報理工学系研究科教授 情報学
浅見 泰司 東京大学空間情報科学研究センター教授 地域研究
東 みゆき 東京医科歯科大学教授 基礎医学
安達 淳 国立情報学研究所教授 情報学
阿部 顕三 大阪大学大学院経済学研究科教授･研究科長･学部長 経済学
阿部 武司 大阪大学大学院経済学研究科教授 経済学
天谷 雅行 慶應義塾大学医学部教授 臨床医学
荒井 滋久 東京工業大学 量子ナノエレクトロニクス研究センター教授 電気電子工学
新井 洋由 東京大学大学院薬学系研究科教授 薬学
荒井 良雄 東京大学大学院教授 地球惑星科学
荒川 薫 明治大学理工学部情報科学科教授 情報学
荒木 啓二郎 九州大学大学院システム情報科学研究院教授 情報学
有薗 幸司 熊本県立大学環境共生学部 食･健康科学科教授 健康・生活科学
飯尾 潤 政策研究大学院大学教授 政治学
飯國 芳明 高知大学教育研究部教授 農学
飯田 貴子 帝塚山学院大学人間科学部教授 健康・生活科学
飯田 隆 日本大学文理学部哲学科教授 哲学
飯野 正光 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
飯野 ゆき子 自治医科大学附属さいたま医療センター副センター長･耳鼻咽喉科教授 臨床医学
家田 修 北海道大学スラブ研究センター教授 地域研究
伊賀 健一 東京工業大学学長 電気電子工学
伊香賀 俊治 慶應義塾大学理工学部教授 土木工学・建築学
生田 幸士 名古屋大学大学院工学研究科マイクロナノシステム工学先専攻教授 機械工学
幾原 雄一 東京大学大学院工学研究科教授 材料工学
池内 克史 東京大学大学院情報学環教授 情報学
池内 昌彦 東京大学大学院総合文化研究科教授 基礎生物学
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池田 新介 大阪大学社会経済研究所教授 経済学
池淵 恵美 帝京大学医学部教授 臨床医学
生駒 俊明 キヤノン株式会社 取締役副社長 電気電子工学
石井 仁司 早稲田大学教育･総合科学学術院教授 数理科学
石尾 俊二 秋田大学教授 材料工学
石川 日出志 明治大学文学部教授 史学
石川 義孝 京都大学大学院文学研究科教授 地域研究
石倉 洋子 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 経営学
石田 健一郎 筑波大学大学院生命環境科学研究科准教授 基礎生物学
石田 亨 京都大学教授 情報学
石田 勇治 東京大学大学院総合文化研究科教授 地域研究
石谷 久 成蹊大学特別研究招聘教授 総合工学
石塚 満 東京大学情報理工学系研究科教授 情報学
石橋 達朗 九州大学医学研究院教授 臨床医学
磯貝 明 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 食料科学
礒田 博子 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 農学
礒邉 俊明 首都大学東京教授 基礎医学
磯部 光章 東京医科歯科大学教授 臨床医学
位田 隆一 京都大学大学院法学研究科教授 法学
板倉 聖哲 東京大学東洋文化研究所助教授 史学
市川 一宏 ルーテル学院大学、教授 社会学
市川 伸一 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
市川 須美子 獨協大学法学部教授 法学
市川 哲雄 徳島大学大学院教授 歯学
市川 晴久 電気通信大学教授 情報学
一村 信吾 (独)産業技術総合研究所理事 電気電子工学
一山 智 京都大学医学部附属病院検査部教授 臨床医学
伊東 一良 大阪大学大学院工学研究科教授 総合工学
伊藤 公雄 京都大学文学研究科教授 社会学
伊藤 公孝 自然科学研究機構核融合科学研究所教授･フェロー 物理学
伊藤 壽一 京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科 頭頸部外科教授 臨床医学
伊藤 正直 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学
伊藤 守 早稲田大学教育総合科学学術院教授 社会学
伊藤 るり 一橋大学大学院社会学研究科教授 社会学
糸山 泰人 国立精神･神経医療研究センター病院長 臨床医学
稲崎 一郎 中部大学学監 機械工学
稲葉 政満 東京芸術大学大学院教授 史学
乾 彰夫 首都大学東京 都市教養学部教授 心理学・教育学
乾 敏郎 京都大学大学院情報学研究科知能情報学専攻認知情報論分野教授 情報学
井上 勲 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 基礎生物学

2/24



21-22期 連携会員　平成23年1月24日更新

氏名 現職名 委員会名
井上 純一郎 東京大学医科学研究所教授 基礎医学
井上 登美夫 横浜市立大学大学院医学研究科放射線医学教授 臨床医学
井上 一 文部科学省宇宙開発委員会 委員 地球惑星科学
井上 洋一 東京国立博物館学芸企画部企画課長 史学
井野瀬 久美惠 甲南大学文学部教授･学長補佐 史学
射場 厚 九州大学理学研究院教授 基礎生物学
今井 むつみ 慶應義塾大学環境情報学部教授 心理学・教育学
今井 康雄 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
今泉 忠 多摩大学経営情報学部教授 数理科学
今成 眞 （無職） 化学
今村 文彦 東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター教授 土木工学・建築学
入江 徹美 熊本大学大学院生命科学研究部教授 薬学
入江 正和 宮崎大学教授 食料科学
入來 篤史 (独)理化学研究所 脳科学総合研究センター 象徴概念発達研究チーム チームリーダー 基礎医学
入倉 孝次郎 愛知工業大学客員教授 地球惑星科学
巌佐 庸 九州大学大学院理学研究院教授 基礎生物学
岩崎 克則 北海道大学大学院理学研究院教授 数理科学
岩田 正美 日本女子大学人間社会学部教授 社会学
岩野 和生 未来価値創造事業 執行役員 情報学
岩本 愛吉 東京大学医科学研究所教授 臨床医学
岩本 康志 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学
岩谷 力 国立障害者リハビリテーションセンター総長 臨床医学
上路 雅子 (社)日本植物防疫協会技術顧問 農学
上田 一郎 北海道大学農学研究院教授 農学
植田 信太郎 東京大学大学院理学系研究科教授 基礎生物学
上野谷 加代子 同志社大学社会学部社会福祉学科教授･社会学研究科教授 社会学
臼杵 有光 (株)豊田中央研究所取締役 化学
宇高 恵子 高知大学医学部教授 基礎医学
内田 一徳 神戸大学大学院農学研究科長･農学部長･教授 環境学
内富 庸介 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 精神神経病態学教室教授 臨床医学
内布 敦子 兵庫県立大学看護学部教授 健康・生活科学
内堀 基光 放送大学教養学部教授 地域研究
宇野 隆夫 国際日本文化研究センター研究部教授 史学
梅村 孝司 北海道大学教授 食料科学
江﨑 孝行 岐阜大学大学院医学系研究科病原体制御学分野教授 基礎医学
江﨑 浩 東京大学大学院情報理工学系研究科教授 情報学
榎 敏明 東京工業大学大学院理工学研究科教授 化学
蛯名 邦禎 神戸大学人間発達環境学研究科教授 物理学
圓川 隆夫 東京工業大学大学院教授 総合工学
遠藤 薫 学習院大学法学部教授 社会学
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遠藤 光男 琉球大学法文学部教授 心理学・教育学
尾家 祐二 九州工業大学理事･副学長 情報学
大内 尉義 東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座教授 臨床医学
大浦 容子 新潟大学教授 心理学・教育学
大江 守之 慶應義塾大学総合政策学部教授 地域研究
大川 匡子 滋賀医科大学睡眠学講座特任教授 臨床医学
大久保 修平 東大地震研究所教授 地球惑星科学
大久保 泰邦 (独)産業技術総合研究所連携主幹 地球惑星科学
大路 樹生 名古屋大学博物館教授 統合生物学
大下 誠一 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 農学
大芝 亮 一橋大学法学研究科教授 政治学
大杉 立 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 農学
太田 明德 東京大学大學院農学生命科学研究科教授 農学
太田 喜久子 慶應義塾大学看護医療学部学部長 健康・生活科学
太田 茂 広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授 薬学
大竹 文雄 大阪大学社会経済研究所教授 経済学
大谷 栄治 東北大学大学院理学研究科地学専攻教授 地球惑星科学
大津 元一 東京大学工学系研究科電気系工学専攻教授 総合工学
大津 由紀雄 慶應義塾大学言語文化研究所教授 言語・文学
大塚 啓二郎 政策研究大学院大学教授 経済学
大津留 智恵子 関西大学法学部教授 地域研究
大西 公平 慶應義塾大学教授 電気電子工学
大西 匡光 大阪大学大学院経済学研究科教授 経営学
大野 英男 東北大学電気通信研究所教授 電気電子工学
大野 裕 慶應義塾大学教授(保健管理センター) 臨床医学
大野 竜三 愛知淑徳大学医療福祉学部教授 臨床医学
大平 祐一 立命館大学法学部教授 法学
大渕 憲一 東北大学文学研究科教授 心理学・教育学
大政 謙次 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 農学
大町 達夫 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 土木工学・建築学
大村 敦志 東京大学教授 法学
大桃 敏行 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
大森 慎吾 オールボー大学CTIF日本研究所長 電気電子工学
大屋 幸輔 大阪大学大学院経済学研究科教授 経済学
岡 眞 東京工業大学大学院理工学研究科教授 物理学
岡崎 健 東京工業大学理工学研究科工学系長･工学部長･機械制御システム専攻教授 機械工学
岡崎 哲二 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学
岡崎 康司 埼玉医科大学ゲノム医学研究センター所長･教授 基礎医学
岡田 加奈子 千葉大学教授教育学部 心理学・教育学
岡田 知弘 京都大学大学院経済学研究科教授 経済学
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岡田 益男 東北大学工学研究科教授･総長補佐 材料工学
岡田 真美子 兵庫県立大学環境人間学部教授 哲学
岡田 保典 慶應義塾大学医学部教授 基礎医学
岡野 友宏 昭和大学歯科病院病院長･教授 歯学
岡野 八代 同志社大学大学院グローバル･スタディーズ研究科教授 政治学
岡ノ谷 一夫 東京大学総合文化研究科教授 基礎生物学
岡部 繁男 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
岡村 定矩 東京大学大学院理学系研究科教授 物理学
岡本 耕平 名古屋大学大学院環境学研究科教授 地域研究
岡本 尚 名古屋市立大学大学院医学研究科教授 基礎医学
岡本 龍明 日本電信電話(株)ＮＴＴ情報流通プラットフォーム研究所岡本特別研究室室長 情報学
岡本 信明 東京海洋大学海洋生物資源学科教授 農学
岡本 仁 (独)理化学研究所 脳科学総合研究センター 副センター長 基礎医学
岡本 宏 東北大学総長顧問 基礎医学
岡本 祐子 広島大学大学院教授 心理学・教育学
岡本 祐幸 名古屋大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
小川 一夫 大阪大学社会経済研究所教授 経済学
小川 宣子 中部大学応用生物学部教授 健康・生活科学
小川 温子 お茶の水女子大学教授 基礎生物学
沖 大幹 東京大学生産技術研究所教授 環境学
荻野 美穂 同志社大学大学院グローバル･スタディーズ研究科教授 史学
奥田 香子 近畿大学教授 法学
奥村 晃史 広島大学文学研究科教授 地球惑星科学
奥村 次徳 首都大学東京 都市教養学部長･教授 総合工学
奥山 眞紀子 国立成育医療研究センターこころの診療部長 臨床医学
苧阪 満里子 大阪大学人間科学研究科教授 心理学・教育学
尾﨑 博 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 食料科学
長田 久雄 桜美林大学大学院老年学研究科教授･研究科長 心理学・教育学
長田 義仁 (独)理化学研究所 基幹研究所副所長 化学
小澤 徹 早稲田大学理工学術院教授 数理科学
小沢 弘明 千葉大学普遍教育センター･文学部教授 史学
小澤 隆一 東京慈恵会医科大学医学部医学科教授 法学
遅野井 茂雄 筑波大学大学院教授･国際地域研究専攻長 地域研究
小田 宏信 成蹊大学経済学部教授 経済学
小田切 徳美 明治大学農学部教授 農学
落合 淳志 国立がん研究センター東病院臨床開発センター臨床腫瘍病理部部長 基礎医学
小津 稚加子 九州大学大学院経済学研究院准教授 経営学
小野 耕二 名古屋大学大学院法学研究科教授 政治学
小野 善康 内閣府経済社会総合研究所長、大阪大学フェロー 経済学
小幡 純子 上智大学教授 法学
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帯川 利之 東京大学生産技術研究所教授 機械工学
甲斐 知惠子 東京大学医科学研究所教授 基礎医学
加賀谷 淳子 日本女子体育大学名誉教授 健康・生活科学
垣添 忠生 公益財団法人日本対がん協会会長 臨床医学
影山 龍一郎 京都大学ウイルス研究所教授 基礎医学
葛西 栄輝 東北大学多元物質科学研究所教授 材料工学
笠井 和彦 東京工業大学教授 土木工学・建築学
葛西 康徳 大妻女子大学文学部教授 法学
梶 茂樹 京都大学大学院教授 言語・文学
片岡 一則 東京大学教授 材料工学
片岡 徹 神戸大学大学院医学研究科教授 基礎医学
片桐 滋 同志社大学理工学部情報システムデザイン学科教授 情報学
堅田 利明 東京大学大学院薬学系研究科教授 薬学
片田 範子 兵庫県立大学看護学部学部長･教授 健康・生活科学
片山 一道 京都大学名誉教授 基礎生物学
片山 容一 日本大学医学部長･大学院医学研究科長･医学部脳神経外科主任教授･大学院医学研究科応用システム神経科学教授 臨床医学
加藤 克佳 名城大学法学部･大学院法学研究科教授 法学
加藤 弘之 神戸大学大学院経済学研究科教授 地域研究
加藤 真 京都大学大学院人間･環境学研究科教授 基礎生物学
加藤 昌子 北海道大学大学院理学研究院教授 化学
加藤 陽子 東京大学大学院人文社会系研究科日本史学教授 史学
廉澤 剛 酪農学園大学獣医学部教授 食料科学
金井 弥栄 国立がん研究センター研究所病理部長 基礎医学
金倉 譲 大阪大学大学院医学系研究科教授 臨床医学
蟹江 章 北海道大学大学院経済学研究科教授 経営学
金子 真 大阪大学大学院工学研究科教授 電気電子工学
金子 元久 (独)国立大学財務･経営センター研究部教授 心理学・教育学
狩野 裕 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 情報学
金生 由紀子 東京大学大学院医学系研究科 脳神経医学専攻統合脳医学講座こころの発達医学分野准教授 臨床医学
鎌田 博 筑波大学大学院生命環境科学研究科(遺伝子実験センター)教授 基礎生物学
神尾 陽子 国立精神･神経医療研究センター児童･思春期精神保健部部長 臨床医学
神谷 研二 広島大学原爆放射線医科学研究所長･教授 基礎医学
紙谷 雅子 学習院大学法学部長 法学
亀田 達也 北海道大学文学研究科教授 心理学・教育学
亀田 速穂 奈良大学社会学部教授 経営学
亀山 郁夫 東京外国語大学長 言語・文学
亀山 正樹 鹿児島大学教授 基礎医学
亀山 康子 (独)国立環境研究所 地球環境研究センター主任研究員 政治学
蒲生 俊敬 東京大学大気海洋研究所教授 地球惑星科学
嘉山 孝正 国立がん研究センター理事長、山形大学医学部脳神経外科教授 臨床医学
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唐沢 穣 名古屋大学環境学研究科教授 心理学・教育学
苅谷 剛彦 オックスフォード大学社会学科、日産日本問題研究所教授 心理学・教育学
川井 秀一 京都大学教授･副理事 食料科学
川合 眞紀 (独)理化学研究所 理事 化学
河内 明夫 大阪市立大学大学院理学研究科 数理科学
河岡 義裕 東京大学医科学研究所教授 基礎医学
河上 正二 東京大学大学院法学政治学研究科教授 法学
川上 憲人 東京大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学
河上 裕 慶應義塾大学医学部先端医科学研究所長･教授 基礎医学
川岸 令和 早稲田大学政治経済学術院教授 法学
川口 孝泰 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 健康・生活科学
川島 一彦 東京工業大学教授 土木工学・建築学
川島 知之 (独)農業･食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 機能性飼料研究チーム長 食料科学
河田 潤一 大阪大学大学院法学研究科教授 政治学
河田 光博 京都府立医科大学大学院医学研究科教授･研究部長 基礎医学
川田 裕 大阪工業大学工学部長 機械工学
川人 貞史 東京大学大学院法学政治学研究科教授 政治学
川人 光男 脳情報通信総合研究所所長 基礎生物学
河野 重行 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 基礎生物学
汾陽 光盛 北里大学獣医学部教授 農学
川村 貞夫 立命館大学理工学部ロボティクス学科教授 総合工学
神崎 繁 専修大学文学部教授 哲学
神林 龍 一橋大学経済研究所准教授 経済学
儀我 美一 東京大学大学院数理科学研究科教授 数理科学
菊谷 仁 大阪大学微生物病研究所教授 基礎医学
菊池 章 大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
菊地 臣一 福島県立医科大学理事長兼学長 臨床医学
岸 輝雄 (独)物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）顧問 材料工学
貴志 俊彦 京都大学地域研究統合情報センター教授 地域研究
岸田 晶夫 東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授 基礎医学
岸野 克巳 上智大学理工学部教授 電気電子工学
岸本 誠司 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科頭頸部外科教授 臨床医学
岸本 美緒 お茶の水女子大学教授 史学
北 潔 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
喜多 泰代 産業技術総合研究所 情報技術研究部門主任研究員 情報学
北岡 良雄 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 物理学
北川 源四郎 情報･システム研究機構理事･統計数理研究所所長 情報学
北川 進 京都大学物質－細胞統合システム拠点副拠点長･教授 化学
北川 禎三 兵庫県立大学生命理学研究科特任教授 化学
北野 かほる 駒澤大学法学部教授 法学
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北野 正剛 大分大学第一外科教授 臨床医学
北村 惣一郎 (独)国立循環器病研究センター名誉総長、堺市医療監 臨床医学
橘川 武郎 一橋大学大学院商学研究科教授 経営学
喜連川 優 東京大学教授 情報学
鬼頭 秀一 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 環境学
木下 勇 千葉大学大学院教授 土木工学・建築学
木下 タロウ 大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授 基礎医学
木下 秀雄 大阪市立大学法学研究科教授 法学
木部 暢子 国立国語研究所副所長･教授 言語・文学
木村 学 東京大学大学院理学系研究科教授 地球惑星科学
木村 俊範 北海道大学大学院農学研究院教授 農学
木村 實 玉川大学脳科学研究所教授 基礎医学
金水 敏 大阪大学大学院文学研究科教授 言語・文学
日下部 治 東京工業大学大学院教授 土木工学・建築学
楠岡 英雄 (独)国立病院機構大阪医療センター院長 臨床医学
國井 秀子 リコーITソリューションズ株式会社 取締役会長執行役員 情報学
国友 直人 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学
國吉 康夫 東京大学教授 情報学
久原 哲 九州大学農学研究院遺伝子資源工学部門教授 統合生物学
久保 司郎 大阪大学教授工学研究科 機械工学
久保 亨 信州大学人文学部教授 史学
久保 文明 東京大学大学院法学政治学研究科教授 政治学
窪田 幸子 神戸大学大学院国際文化学研究科教授 地域研究
熊木 洋太 専修大学教授 地球惑星科学
公文 裕巳 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 泌尿器病態学分野教授 臨床医学
倉智 嘉久 大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
倉持 孝司 南山大学大学院法務研究科教授 法学
栗本 英世 大阪大学大学院人間科学研究科教授 地域研究
久留島 典子 東京大学史料編纂所教授 史学
楜澤 能生 早稲田大学法学学術院教授 法学
黒石 晋 滋賀大学経済学部教授 社会学
黒崎 卓 一橋大学経済研究所教授 地域研究
黒崎 知博 大阪大学ＷＰＩ免疫学フロンティア研究センター特任教授 基礎医学
黒住 眞 東京大学大学院総合文化研究科教授 哲学
黒田 慶子 森林総合研究所関西支所 地域研究監 統合生物学
黒田 光太郎 名城大学教授 材料工学
黒田 誠 藤田保健衛生大学医学部病理診断科教授 基礎医学
桑村 哲生 中京大学国際教養学部教授 統合生物学
氣多 雅子 京都大学大学院文学研究科教授 哲学
小池 俊雄 東京大学大学院工学系研究科教授 土木工学・建築学
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小池 康博 慶應義塾大学教授、フォトニクス･リサーチインスティテュート所長 化学
小泉 潤二 大阪大学理事･副学長 地域研究
小泉 直樹 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 法学
小磯 晴代 高エネルギー加速器研究機構教授 物理学
小磯 深幸 九州大学大学院数理学研究院教授 数理科学
郷 通子 大学共同利用機関法人 情報･システム研究機構理事 統合生物学
柑本 美和 東海大学大学院准教授 法学
河内 まき子 産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センター上席研究員 統合生物学
圀府寺 司 大阪大学文学研究科教授 哲学
河野 長 東京工業大学グローバルエッジ研究院特任教授 地球惑星科学
河野 泰之 京都大学東南アジア研究所教授 食料科学
河野 隆二 横浜国立大学工学部教授 電気電子工学
甲山 隆司 北海道大学大学院地球環境科教授 環境学
國分 泰雄 横浜国立大学理事･副学長 電気電子工学
国分 良成 慶應義塾大学法学部教授 政治学
小暮 厚之 慶應義塾大学総合政策学部教授 経済学
越澤 明 北海道大学大学院工学研究院 空間性能システム部門教授 土木工学・建築学
小島 定吉 東京工業大学大学院情報理工学研究科教授 数理科学
小島 毅 東京大学大学院人文社会系研究科准教授 哲学
五條堀 孝 国立遺伝学研究所生命情報･DDBJ研究センター副所長･教授 基礎生物学
小杉 礼子 労働政策研究･研修機構統括研究員 社会学
小舘 香椎子 日本女子大学名誉教授 総合工学
小谷 元子 東北大学大学院理学研究科教授 数理科学
児玉谷 史朗 一橋大学大学院社会学研究科教授 地域研究
後藤 英司 千葉大学大学院園芸学研究科教授 農学
後藤 千枝 (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企画管理部業務推進室企画チーム長 食料科学
後藤 弘子 千葉大学大学院専門法務研究科教授 法学
小長井 誠 東京工業大学大学院理工学研究科教授 総合工学
小長谷 有紀 国立民族学博物館教授 地域研究
五神 真 東京大学大学院理学系研究科教授（物理学専攻） 物理学
小浜 正子 日本大学文理学部教授 史学
小林 傳司 大阪大学コミュニケーションデザイン･センター副センター長･教授 哲学
小林 敏雄 (財)日本自動車研究所副理事長･所長 機械工学
小林 俊光 東北大学大学院耳鼻咽喉･頭頸部外科学教授 臨床医学
小林 尚登 法政大学デザイン工学部教授 総合工学
小林 章雄 愛知医科大学医学部教授 健康・生活科学
小林 誠 高エネルギー加速器研究機構名誉教授
小林 正人 横浜国立大学国際社会科学研究科教授 経済学
小林 迪弘 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 食料科学
小林 廉毅 東京大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学
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小林 義典 日本歯科大学生命歯学部教授 歯学
小松 照幸 名古屋学院大学経済学部准教授 社会学
小松 久男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 地域研究
小松 浩子 慶應義塾大学看護医療学部教授 健康・生活科学
駒宮 幸男 東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻教授 物理学
木南 凌 新潟大学大学院医歯学総合研究科教授･副研究科長 基礎医学
子安 増生 京都大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
古谷野 潔 九州大学大学院教授 歯学
近藤 孝弘 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授 心理学・教育学
西條 辰義 大阪大学社会経済研究所教授 経済学
才田 いずみ 東北大学大学院文学研究科教授 言語・文学
斎藤 明 東京大学大学院人文社会系研究科教授 哲学
斉藤 和季 千葉大学大学院薬学研究院教授 統合生物学
齋藤 軍治 名城大学総合研究所教授 化学
齋藤 純一 早稲田大学政治経済学術院教授 政治学
齋藤 真哉 横浜国立大学教授 経営学
齊藤 誠一 北海道大学大学院水産科学研究院教授 食料科学
財満 鎭明 名古屋大学大学院工学研究科教授 総合工学
佐伯 元司 東京工業大学情報理工学研究科教授(計算工学専攻) 情報学
阪 智香 関西学院大学商学部教授 経営学
相賀 裕美子 国立遺伝学研究所 発生工学研究室教授 基礎医学
坂井 修一 東京大学大学院情報理工学系研究科教授 情報学
坂上 雅道 玉川大学脳科学研究所教授 心理学・教育学
坂元 章 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授 心理学・教育学
坂本 泰二 鹿児島大学医学部教授 臨床医学
佐倉 統 東京大学大学院情報学環教授 基礎生物学
櫻井 克彦 東海学園大学教授･経営学部長･大学院経営学研究科長 経営学
櫻井 博儀 (独)理化学研究所 仁科加速器研究センター主任研究員 物理学
佐々木 晶 国立天文台教授 地球惑星科学
佐々木 富男 九州大学大学院医学研究院脳神経外科教授 臨床医学
佐々木 信夫 中央大学教授 政治学
笹月 健彦 九州大学高等研究院特別主幹教授 基礎医学
佐竹 健治 東京大学教授 地球惑星科学
颯田 葉子 総合研究大学院大学教授 基礎生物学
佐藤 昭裕 京都大学教授 言語・文学
佐藤 英明 東北大学大学院農学研究科動物生殖科学分野教授 食料科学
佐藤 薫 東京大学大学院理学系研究科教授 地球惑星科学
佐藤 順一 株式会社IHI代表取締役社長 機械工学
佐藤 隆夫 東京大学大学院人文社会系研究科教授 心理学・教育学
佐藤 知正 東京大学大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻教授 機械工学
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佐藤 昇志 札幌医科大学医学部第１病理教授 基礎医学
佐藤 博樹 東京大学社会科学研究所教授 社会学
佐藤 文彦 京都大学大学院生命科学研究科教授 統合生物学
佐藤 正明 東北大学大学院医工学研究科長 機械工学
佐藤 優子 大阪府立大学名誉教授･参与 情報学
佐藤 嘉倫 東北大学大学院文学研究科教授 社会学
佐藤 れえ子 岩手大学農学部教授 統合生物学
佐野 賢治 神奈川大学日本常民文化研究所長、神奈川大学教授 地域研究
佐谷 秀行 慶應義塾大学医学部教授 基礎医学
猿田 享男 慶應義塾大学名誉教授、医療研修推進財団理事長 臨床医学
塩村 耕 名古屋大学文学研究科教授 言語・文学
重野 純 青山学院大学教育人間科学部心理学科教授 心理学・教育学
実森 正子 千葉大学文学部教授 心理学・教育学
篠原 久典 名古屋大学教授 化学
柴 健次 関西大学大学院会計研究科教授･研究科長 経営学
芝井 広 大阪大学理学研究科教授 物理学
柴崎 亮介 東京大学空間情報科学研究センター教授 地球惑星科学
柴田 一成 京都大学大学院理学研究科附属天文台教授、台長 物理学
澁澤 栄 東京農工大学大学院農学研究院教授 農学
渋谷 勝己 大阪大学大学院文学研究科教授 言語・文学
島内 英俊 東北大学大学院歯学研究科教授 歯学
島﨑 邦彦 東京大学名誉教授 土木工学・建築学
嶋田 一夫 東京大学薬学部教授 薬学
嶋田 透 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 食料科学
嶋田 正和 東京大学大学院総合文化研究科教授 統合生物学
嶋津 格 千葉大学理事 法学
志水 宏吉 大阪大学大学院人間科学研究科教授 心理学・教育学
清水 静海 帝京大学教授 数理科学
清水 誠 東京大学教授 農学
清水 康行 北海道大学教授 土木工学・建築学
下條 真司 情報通信研究機構上席研究員 情報学
下村 脩 ボストン大学名誉教授、ウッズホール海洋生物学研究所特別上席研究員、名古屋大学特別教授
下山 晴彦 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
庄子 哲雄 未来科学技術共同研究センター未来産業技術共同研究館教授 機械工学
白鳥 正樹 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門教授 機械工学
白波瀬 佐和子 東京大学大学院人文社会系研究科教授 社会学
白藤 博行 専修大学法学部教授 法学
白山 義久 京都大学教授･フィールド科学教育研究センター長 基礎生物学
城石 俊彦 国立遺伝学研究所 系統生物研究センター教授 基礎生物学
新川 敏光 京都大学法学研究科教授 政治学
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末廣 昭 東京大学社会科学研究所所長･教授 地域研究
須賀 唯知 東京大学大学院工学系研究科教授 総合工学
杉浦 芳夫 首都大学東京 都市環境学部教授 地域研究
杉原 薫 京都大学東南アジア研究所教授 経済学
杉原 厚吉 明治大学先端数理科学インスティテュート特任教授 総合工学
杉原 正顯 東京大学大学院情報理工学系研究科教授 総合工学
杉山 直 名古屋大学大学院理学研究科･教授 物理学
鈴置 保雄 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 総合工学
鈴木 章  北海道大学名誉教授
鈴木 明身 東海大学糖鎖科学研究所所長 基礎医学
鈴木 孝治 慶應義塾大学理工学部応用化学科教授 化学
鈴木 茂彦 京都大学大学院医学研究科教授 臨床医学
鈴木 宣弘 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 農学
鈴木 洋史 東京大学医学部附属病院教授 薬学
鈴木 宏正 東京大学先端科学技術研究センター教授 機械工学
鈴木 廣之 東京学芸大学教育学部教授 哲学
鈴木 雅一 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 食料科学
鈴木 基史 京都大学公共政策大学院 政治学
鈴木 洋一郎 東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設教授 物理学
須田 年生 慶應義塾大学医学部教授 基礎医学
須田 英明 東京医科歯科大学理事 歯学
須藤 修 東京大学大学院情報学環教授 経済学
須藤 靖 東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻教授 物理学
砂川 賢二 九州大学大学院医学研究院循環器内科分野教授 臨床医学
住居 広士 県立広島大学大学院教授(保健福祉学専攻) 社会学
住吉 雅美 青山学院大学法学部教授 法学
陶山 容子 島根大学教授 材料工学
關 雄二 研究戦略センター教授 史学
関口 智嗣 (独)産業技術総合研究所 情報技術研究部門長 情報学
関根 政美 慶應義塾大学法学部教授 地域研究
関村 直人 東京大学大学院工学系研究科教授 総合工学
積山 薫 熊本大学文学部教授 心理学・教育学
瀬戸 晥一 公益財団法人国際口腔医療財団代表理事 歯学
瀬戸 加大 愛知県がんセンター研究所副所長･遺伝子医療研究部部長 基礎医学
芹川 忠夫 京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設長･教授 基礎医学
相馬 芳枝 神戸大学特別顧問 化学
曽我部 正博 名古屋大学大学院医学系研究科教授 基礎生物学
園田 寿 甲南大学法科大学院教授 法学
園部 哲史 政策研究大学院大学教授 経済学
祖父江 元 名古屋大学医学部長･研究科長･教授 臨床医学
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高垣 美智子 千葉大学園芸学部教授 食料科学
高木 利久 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 統合生物学
髙木 廣文 医学部看護学科長 健康・生活科学
高田 邦昭 群馬大学学長 基礎医学
髙田 健治 大阪大学大学院歯学研究科教授 歯学
髙田 祥三 早稲田大学理工学術院教授 機械工学
高野 明彦 国立情報学研究所 連想情報学研究開発センター長･教授 情報学
髙野 健人 東京医科歯科大学大学院 健康推進医学分野教授 基礎医学
高橋 栄一 東京工業大学大学院理工学研究科教授 地球惑星科学
髙橋 和久 東京大学大学院教授 言語・文学
高橋 桂子 (独)海洋研究開発機構 地球シミュレータセンター プログラムディレクター 地球惑星科学
高橋 雅英 名古屋大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
高林 龍 早稲田大学法学学術院教授 法学
髙原 淳 九州大学先導物質化学研究所教授 化学
高松 研 東邦大学医学部教授･副医学部長 基礎医学
田上 順次 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授･学部長 歯学
高村 典子 (独)国立環境研究所 環境リスク研究センター 生態系影響評価研究室室長 統合生物学
髙村 ゆかり 龍谷大学法学部教授 法学
高安 秀樹 (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー 経済学
髙山 佳奈子 京都大学大学院法学研究科教授 法学
高山 博 東京大学大学院人文社会系研究科教授 史学
寶 馨 京都大学理事補、防災研究所教授 土木工学・建築学
武内 和彦 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 環境学
武内 進一 JICA研究所上席研究員 地域研究
竹内 孝江 奈良女子大学理学部化学科准教授 化学
竹内 俊郎 東京海洋大学理事･副学長 食料科学
武川 正吾 東京大学教授 社会学
竹沢 泰子 京都大学人文科学研究所教授 地域研究
武末 純一 福岡大学人文学部歴史学科教授 史学
武藤 誠 京都大学大学院医学研究科遺伝薬理学教室教授 基礎医学
武見 ゆかり 女子栄養大学大学院教授 健康・生活科学
竹村 彰通 東京大学情報理工学系研究科教授 数理科学
竹村 和子 お茶の水女子大学教授 言語・文学
田嶋 淳子 法政大学社会学部教授 社会学
田島 節子 大阪大学大学院理学研究科教授 物理学
田島 俊雄 東京大学社会科学研究所教授 地域研究
只木 誠 中央大学法科大学院法学部教授 法学
舘 暲 慶應義塾大学教授 情報学
橘 燦郎 愛媛大学農学部教授 食料科学
竜田 邦明 早稲田大学理工学術院教授 化学
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田中 愛治 早稲田大学政治経済学術院教授 政治学
田中 治 同志社大学法学部教授 法学
田中 和博 九州工業大学情報工学研究院教授 機械工学
田中 和博 京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授･研究科長 環境学
田中 勝人 一橋大学大学院経済学研究科教授 経済学
田中 克己 京都大学情報学研究科教授 情報学
田中 耕一 (株)島津製作所フェロー、田中耕一記念質量分析研究所長
田中 敏博 理化学研究所ゲノム医科学研究センター副センター長 基礎医学
田中 弘美 立命館大学情報理工学部教授 情報学
田邉 信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授 環境学
田邊 玲子 京都大学大学院人間･環境学研究科教授 言語・文学
棚村 政行 早稲田大学法学学術院教授 法学
谷川 惠一 国文学研究資料館複合領域研究系教授 言語・文学
谷川 多佳子 筑波大学大学院教授 哲学
谷口 正信 早稲田大学理工学術院教授 数理科学
谷口 克 (独)理化学研究所免疫･アレルギー科学総合研究センター長 基礎医学
谷﨑 久志 神戸大学大学院経済学研究科教授 経済学
田畑 泉 立命館大学教授･スポーツ健康科学部学部長･研究科長 健康・生活科学
田畑 泰彦 京都大学再生医科学研究所教授 材料工学
田原 淳子 国士舘大学体育学部教授 健康・生活科学
多和田 眞 名古屋大学大学院経済学研究科教授 経済学
丹野 義彦 東京大学大学院総合文化研究科教授 心理学・教育学
近山 隆 東京大学工学系研究科教授 情報学
千木良 雅弘 京都大学教授(防災研究所) 地球惑星科学
千葉 悦子 福島大学行政政策学類教授 農学
塚原 典子 新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科准教授 健康・生活科学
塚谷 裕一 東京大学大学院理学系研究科教授 基礎生物学
月本 昭男 立教大学文学部教授 哲学
柘植 尚志 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 農学
辻 和希 琉球大学農学部教授 統合生物学
辻 省次 東京大学教授 臨床医学
辻 ゆかり ＮＴＴ情報流通基盤総合研究所企画部 研究推進担当部長 情報学
辻中 豊 筑波大学大学院人文社会科学研究科教授 政治学
辻本 雅史 京都大学教育学研究科教授･教育学研究科長･教育学部長 心理学・教育学
津田 敏隆 京都大学生存圏研究所教授･所長 地球惑星科学
土田 健次郎 早稲田大学文学学術院教授 哲学
恒川 惠市 JICA研究所所長 政治学
常木 晃 筑波大学大学院人文社会科学研究科教授 史学
恒吉 僚子 東京大学大学院教育学研究科教授 社会学
鍔田 武志 東京医科歯科大学疾患生命科学研究部教授 基礎医学
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坪井 俊 東京大学大学院数理科学研究科教授 数理科学
坪井 善明 早稲田大学政治経済学術院教授 政治学
坪田 一男 慶應義塾大学医学部教授 臨床医学
手島 勲矢 関西大学非常勤講師 哲学
寺島 一郎 東京大学大学院理学系研究科教授 基礎生物学
寺嶋 正秀 京都大学理学研究科教授 化学
寺田 浩明 京都大学大学院法学研究科教授 法学
寺西 俊一 一橋大学大学院経済学研究科教授 環境学
土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 経済学
土居 範久 中央大学研究開発機構教授 情報学
土井 正男 東京大学大学院工学系研究科教授 物理学
土井 美和子 (株)東芝 研究開発センター首席技監 情報学
土肥 義治 (独)理化学研究所 理事 化学
藤堂 省 北海道大学第一外科教授 臨床医学
藤堂 剛 大阪大学医学系研究科教授 基礎医学
堂目 卓生 大阪大学大学院経済学研究科教授 経済学
遠山 正彌 大阪大学大学院連合小児発達学研究科･研究科長、大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
富樫 茂子 (独)産業技術総合研究所評価部 首席評価役 地球惑星科学
徳賀 芳弘 京都大学教授 経営学
徳永 勝士 東京大学大学院医学系研究科 人類遺伝学分野教授 基礎医学
徳安 彰 法政大学社会学部教授 社会学
十倉 好紀 東京大学大学院工学系研究科教授 物理学
都甲 潔 九州大学大学院システム情報科学研究院教授 電気電子工学
土佐 和生 甲南大学法科大学院教授 法学
戸﨑 泰之 住友金属工業(株)取締役副社長 材料工学
利根川 進 脳科学総合研究センター長
冨谷 至 京都大学教授 史学
友枝 敏雄 大阪大学大学院人間科学研究科教授 社会学
友田 陽 茨城大学大学院理工学研究科教授 材料工学
外山 紀久子 埼玉大学教養学部教授 哲学
外山 みどり 学習院大学文学部教授 心理学・教育学
豊島 近 東京大学分子細胞生物学研究所教授、高難度蛋白質立体構造解析センター長 基礎生物学
鳥越 けい子 青山学院大学総合文化政策学部教授 環境学
内藤 正典 同志社大学大学院グローバル･スタディーズ研究科教授･研究科長 地域研究
直江 知樹 名古屋大学大学院医学系研究科教授 臨床医学
仲 真紀子 北海道大学大学院文学研究科教授 心理学・教育学
長井 寿 (独)物質･材料研究機構 環境･エネルギー材料領域コーディネータ 材料工学
中井 検裕 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 土木工学・建築学
長井 英生 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 数理科学
中井 豊 芝浦工業大学システム理工学部教授･学部長代理 社会学
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永井 良三 東京大学大学院医学系研究科内科学専攻循環器内科教授 臨床医学
中尾 一和 京都大学大学院医学研究科教授 臨床医学
中尾 眞二 金沢大学医薬保健研究域医学系細胞移植学教授 臨床医学
中上 英俊 (株)住環境計画研究所代表取締役所長、東京工業大学統合研究院特任教授 土木工学・建築学
中窪 裕也 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 法学
長坂 雄次 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授 機械工学
長澤 徹明 北海道大学大学院農学研究院教授 農学
長澤 寛道 東京大学大学院農学生命科学研究科・教授 農学
中沢 正隆 東北大学電気通信研究所所長･教授 電気電子工学
中静 透 東北大学生命科学研究科教授 基礎生物学
中嶋 敦 慶應義塾大学理工学部化学科教授 化学
中島 尚正 学校法人海陽学園理事、海陽中等教育学校校長 機械工学
中島 秀之 公立はこだて未来大学学長 情報学
長島 弘明 東京大学大学院人文社会系研究科教授 言語・文学
中島 裕美子 琉球大学熱帯生物圏研究センター准教授 食料科学
中島 祥好 九州大学芸術工学研究院教授 心理学・教育学
中須賀 真一 東京大学大学院工学系研究科教授 総合工学
中田 節也 東京大学地震研究所教授 地球惑星科学
中谷 和弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授 法学
中塚 貴志 埼玉医科大学形成外科教授 臨床医学
中西 友子 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 農学
中野 明彦 東京大学大学院理学系研究科教授 基礎生物学
長野 哲雄 東京大学大学院薬学系研究科長･学部長 薬学
中橋 和博 東北大学大学院工学研究科教授 総合工学
中林 真幸 東京大学社会科学研究所准教授 経済学
中東 正文 名古屋大学大学院法学研究科教授 法学
中村 栄一 東京大学大学院理学系研究科教授 化学
中村 崇 多元物質科学研究所サステナブル理工学センター教授 材料工学
中村 尚史 東京大学社会科学研究所教授 経済学
那須 民江 名古屋大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学
夏秋 啓子 東京農業大学教授 農学
難波 啓一 大阪大学大学院生命機能研究科教授 基礎生物学
新家 光雄 東北大学金属材料研究所生体材料学研究部門教授･所長 材料工学
新山 陽子 京都大学農学研究科教授 農学
西尾 茂文 東京大学生産技術研究所教授 機械工学
西川 孝夫 首都大学東京 名誉教授 土木工学・建築学
西川 徹 精神行動医学科学分野教授 臨床医学
西田 吾郎 京都大学名誉教授 数理科学
西田 眞也 NTTコミュニケーション科学基礎研究所主幹研究員 心理学・教育学
西田 豊明 京都大学教授 情報学
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西田 治文 中央大学理工学部生命科学科教授 基礎生物学
西谷 和彦 東北大学教授 基礎生物学
西原 祥子 創価大学工学部生命情報工学科専攻長･教授 基礎生物学
西原 博史 早稲田大学社会科学総合学術院教授 法学
西原 眞杉 東京大学教授 食料科学
西村 いくこ 京都大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
西村 直子 信州大学経済学部教授 経済学
西村 正治 北海道大学大学院医学研究科教授 臨床医学
西山 幸廣 名古屋大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
西山 慶彦 京都大学経済研究所教授 経済学
二宮 周平 立命館大学法学部教授、法学部長 法学
二宮 智子 玉川大学経営学部教授 数理科学
二羽 淳一郎 東京工業大学大学院理工学研究科教授 土木工学・建築学
沼上 幹 一橋大学大学院商学研究科教授 経営学
沼田 英治 京都大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
根岸 英一 パデュー大学特別教授
根本 孝幸 長崎大学医歯薬学総合研究科教授 歯学
野口 晃弘 名古屋大学大学院経済学研究科教授 経営学
野口  哲子 奈良女子大学理事･副学長 基礎生物学
野澤 正充 立教大学大学院法務研究科教授 法学
野嶋 佐由美 高知女子大学看護学部長 健康・生活科学
野田 進 京都大学教授 電気電子工学
野田 政樹 東京医科歯科大学難治疾患研究所 分子薬理学教授 基礎医学
野田 公俊 千葉大学医学部病原分子制御学教授 基礎医学
野並 浩 愛媛大学農学部教授 農学
野間 晴雄 関西大学文学部教授 地域研究
野宮 大志郎 上智大学外国語学部教授 社会学
芳賀 信彦 東京大学医学系研究科リハビリテーション医学教授 臨床医学
芳賀 博 桜美林大学教授 健康・生活科学
芳賀 満 東北大学高等教育開発推進センター教授 史学
萩田 紀博 ATR知能ロボティクス研究所長 情報学
萩原 正敏 京都大学大学院医学研究科教授 基礎医学
箱田 裕司 九州大学人間環境学研究院教授 心理学・教育学
橋爪 誠 九州大学大学院教授 臨床医学
橋本 和仁 東京大学大学院工学系研究科 応用化学専攻教授 化学
橋本 努 北海道大学大学院経済学研究科准教授 経済学
長谷川  晃 北海道大学大学院法学研究科教授 法学
長谷川 眞理子 総合研究大学院大学先導科研究科生命先生体進化学専攻教授 統合生物学
長谷部 光泰 基礎生物学研究所教授 基礎生物学
長谷見 雄二 早稲田大学理工学術院建築学科教授 土木工学・建築学
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畠山 昌則 東京大学大学委員医学系研究科･医学部教授 基礎医学
波多野 睦子 東京工業大学理工学研究科電子物理専攻教授 総合工学
服部 良久 京都大学文学研究科教授 史学
花木 啓祐 東京大学教授 環境学
花登 正宏 東北大学大学院文学研究科教授 言語・文学
花輪 公雄 東北大学大学院理学研究科教授(地球物理学専攻) 地球惑星科学
羽田 正 東京大学東洋文化研究所長･教授 史学
羽場 久美子 青山学院大学大学院国際政治経済学研究科教授 政治学
浜村 彰 法政大学法学部教授･常務理事 法学
早川 義一 名古屋大学工学研究科教授 総合工学
林 美月子 立教大学法学部教授 法学
林 良嗣 名古屋大学大学院環境学研究科教授 土木工学・建築学
原 辰次 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻教授 総合工学
原島 文雄 首都大学東京学長 電気電子工学
原田 明 大阪大学理学研究科教授 化学
原田 悦子 筑波大学大学院人間総合科学研究科(心理学専攻)教授 心理学・教育学
原田 かづ子 金城学院大学文学部教授･大学院文学研究科教授 言語・文学
原田 慶恵 京都大学物質－細胞統合システム拠点教授 基礎生物学
春山 成子 三重大学大学院教授 地球惑星科学
日置 弘一郎 京都大学大学院経営管理研究部教授 経営学
東 健司 大阪府立大学工学研究科教授 材料工学
東田 陽博 金沢大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
樋口 知之 統計数理研究所教授 情報学
久本 憲夫 京都大学大学院経済学研究科教授 経済学
菱田 公一 慶應義塾大学教授 機械工学
日髙 義博 専修大学理事長･学長 法学
日比 紀文 慶應義塾大学医学部内科学教授 臨床医学
氷見山 幸夫 北海道教育大学教授 地球惑星科学
姫岡 とし子 東京大学大学院人文社会系研究科教授 史学
兵藤 友博 立命館大学経営学部教授 史学
平岡 公一 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授 社会学
平岡 佳子 (株)東芝 研究開発センター機能材料ラボラトリー研究主務 総合工学
平野 敏彦 広島大学大学院法務研究科教授 法学
平野 美貴 日本電信電話株式会社主幹研究員 情報学
平山 壽哉 長崎大学熱帯医学研究所細菌学分野教授 基礎医学
廣瀬 真理子 東海大学教養学部教授 法学
広田 真一 早稲田大学商学部教授 経済学
深川 由起子 早稲田大学政治経済学術院教授 経済学
深澤 克己 東京大学大学院人文社会系研究科 史学
深澤 良彰 早稲田大学教授 情報学
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深見 希代子 東京薬科大学生命科学部分子生命科学科教授 基礎医学
深谷 賢治 京都大学大学院理学研究科教授 数理科学
福井 孝志 量子集積エレクトロニクス研究センター長･教授 電気電子工学
福井 直樹 上智大学教授(言語学) 言語・文学
福井 秀夫 政策研究大学院大学教授･まちづくりプログラムディレクター･知財プログラムディレクター 土木工学・建築学
福井 弘道 慶應義塾大学総合政策学部教授 環境学
福島 登志夫 国立天文台教授 物理学
福住 俊一 大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻教授 化学
福田 諭 北海道大学病院病院長 臨床医学
福田 慎一 東京大学大学院経済学研究所教授 経済学
福田 裕穂 東京大学大学院理学系研究科教授 基礎生物学
福森 義宏 金沢大学理工研究域教授･大学院自然科学研究科長 基礎生物学
福山 秀直 京都大学医学研究科附属脳機能総合研究センター教授 臨床医学
福和 伸夫 名古屋大学大学院環境学研究科教授 土木工学・建築学
藤井 孝藏 (独)宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所副所長･教授 総合工学
藤井 斉亮 東京学芸大学教授 数理科学
藤井 信孝 京都大学大学院薬学研究科教授 薬学
藤崎 宏子 お茶の水女子大学教授 社会学
藤田 静雄 京都大学工学研究科教授 電気電子工学
藤田 正勝 京都大学文学研究科･教授 哲学
伏見 譲 埼玉大学総合研究機構特任教授 基礎生物学
藤村 宣之 東京大学大学院教育学研究科准教授 心理学・教育学
藤本 彰三 東京農業大学教授 環境学
藤本 豊士 名古屋大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
藤原 帰一 東京大学法学政治学研究科教授 政治学
二神 孝一 大阪大学大学院経済学研究科教授 経済学
古田 元夫 東京大学大学院総合文化研究科教授 地域研究
古橋 エツ子 名古屋経営短期大学学長 法学
細野 秀雄 東京工業大学フロンティア研究機構教授 材料工学
保立 和夫 東京大学大学院工学系研究科 電子工学専攻教授 電気電子工学
堀井 俊宏 大阪大学微生物病研究所教授 基礎医学
堀内 昶 京都大学名誉教授 物理学
本位田 真一 国立情報学研究所教授 情報学
本田 光子 (独)国立文化財機構 九州国立博物館学芸部博物館科学課長 史学
本田 孔士 京都大学名誉教授 臨床医学
前川 功一 広島経済大学学長 経済学
前川 禎通 先端基礎研究センター長 物理学
前田 健康 新潟大学大学院医歯学総合研究科長、新潟大学歯学部長 歯学
前田 雄一郎 名古屋大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
前原 喜彦 九州大学大学院消化器･総合外科教授 臨床医学
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眞柄 秀子 早稲田大学政治経済学術院教授 政治学
牧島 一夫 東京大学大学院理学系研究科教授 物理学
幕内 雅敏 日本赤十字社医療センター院長 臨床医学
正木 治恵 千葉大学大学院看護学研究科長･看護学部長 健康・生活科学
益川 敏英 京都大学名誉教授、京都産業大学理学部教授
益田 隆司 船井情報科学振興財団常任理事 情報学
益永 茂樹 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 環境学
町田 泰則 名古屋大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
松井 三枝 富山大学医学薬学研究部(医学)心理学教室准教授 心理学・教育学
松浦 純 東京大学大学院人文社会系研究科教授 言語・文学
松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部機械工学科教授 機械工学
松尾 由賀利 (独)理化学研究所 仁科加速器研究センター先任研究員 総合工学
松岡 俊二 早稲田大学アジア太平洋研究科教授 経済学
松岡 俊文 京都大学教授 地球惑星科学
松岡 雅雄 京都大学ウイルス研究所長･教授 基礎医学
松木 則夫 東京大学教授 薬学
松下 照男 九州工業大学大学院情報工学研究院教授 電気電子工学
松原 宏 東京大学大学院総合文化研究科教授 地域研究
松原 芳博 早稲田大学大学院法務研究科教授 法学
松宮 孝明 立命館大学大学院法務研究科教授 法学
松宮 徹 新日本製鐵株式会社顧問 材料工学
松村 秀一 東京大学大学院工学系研究科教授 土木工学・建築学
松村 敏弘 東京大学社会科学研究所教授 経済学
松村 美代 関西医科大学名誉教授 臨床医学
松本 勉 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 情報学
松本 恒雄 一橋大学大学院法学研究科教授 法学
松本 康 立教大学教授 社会学
松本 洋一郎 東京大学理事･副学長･大学院工学系研究科教授 機械工学
松山 隆司 京都大学大学院情報学研究科教授 情報学
眞鍋 昇 東京大学附属牧場教授 食料科学
真鍋 真 国立科学博物館研究主幹 統合生物学
眞弓 忠範 神戸学院大学薬学研究科教授 薬学
丸山 茂徳 東京工業大学大学院理工学研究科教授 地球惑星科学
三浦 佳世 九州大学大学院教授 心理学・教育学
三浦 道子 廣島大学先端物質科学研究科教授 電気電子工学
三木 浩一 慶應義塾大学教授 法学
三木 恒治 京都府立医科大学教授 臨床医学
三島 良直 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 材料工学
水島 郁子 大阪大学大学院法学研究科准教授 法学
水島 司 東京大学大学院人文社会系研究科教授 地域研究
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水野 広祐 京都大学東南アジア研究所教授 地域研究
水野 毅 埼玉大学理工学研究科教授 機械工学
水山 高久 京都大学大学院農学研究科森林科学専攻教授 食料科学
三田 彰 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授 土木工学・建築学
美宅 成樹 名古屋大学大学院工学研究科教授 基礎生物学
三谷 博 東京大学大学院総合文化研究科教授 史学
道奥 康治 神戸大学大学院工学研究科教授 土木工学・建築学
三成 美保 摂南大学法学部教授 法学
光山 正雄 京都大学教授 基礎医学
湊 長博 京都大学医学部教授･医学部長･医学研究科長 基礎医学
蓑茂 壽太郎 熊本県立大学理事長 環境学
耳塚 寛明 お茶の水女子大学理事･副学長 心理学・教育学
三村 高志 (株)富士通研究所フェロー 総合工学
三村 徹郎 神戸大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
三森 経世 京都大学大学院医学研究科内科学講座臨床免疫学教授 臨床医学
宮岡 洋一 東京大学大学院数理科学研究科教授 数理科学
宮岡 礼子 東北大学大学院理学研究科教授 数理科学
宮川 清 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
三宅 健介 東京大学医科学研究所教授 基礎医学
三宅 なほみ 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構副機構長 情報学
宮越 龍義 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 経済学
宮崎 修一 筑波大学教授 材料工学
宮地 充子 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科附属図書館長･教授 情報学
宮下 和夫 北海道大学大学院水産科学研究院教授 食料科学
宮下 和久 和歌山県立医科大学医学部教授･副学長 健康・生活科学
宮下 規久朗 神戸大学大学院人文学研究科准教授 史学
宮園 浩平 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
宮野 悟 東京大学医科学研究所教授 情報学
觀山 正見 国立天文台長 物理学
宮本 雅彦 筑波大学数理物質科学研究科教授(数学専攻) 数理科学
向井 千秋 宇宙医学生物学室室長 臨床医学
牟田 和恵 大阪大学大学院人間科学研究科教授 社会学
村井 純 慶應義塾大学 環境情報学部長教授 情報学
村井 章介 東京大学大学院人文社会系研究科教授 史学
村上 富士夫 大阪大学生命機能研究科教授 基礎医学
村田 勝敬 秋田大学大学院教授 健康・生活科学
村田 正幸 大阪大学大学院生命機能研究科教授 情報学
村山 祐司 筑波大学大学院教授 地域研究
室田 一雄 東京大学大学院情報理工学系研究科 数理情報学専攻教授 数理科学
毛利 哲夫 北海道大学大学院工学研究院教授 材料工学
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毛利 嘉孝 東京芸術大学音楽学部音楽環境創造科准教授 社会学
茂木 健一郎 (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー 基礎生物学
望月 恒子 北海道大学大学院文学研究科教授 言語・文学
望月 眞弓 慶應義塾大学薬学部教授 薬学
本村 泰三 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター室蘭臨海実験所教授 基礎生物学
森 郁恵 名古屋大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
森 和男 関東産学官連携推進室 機械工学
森 憲作 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学
盛 誠吾 一橋大学大学院法学研究科教授 法学
盛 英三 東海大学医学部教授 基礎医学
森 正樹 大阪大学大学院医学系研究科消化器外科教授 臨床医学
森 裕司 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 食料科学
森川 幸一 専修大学法学部教授 法学
森田 弘彦 秋田県立大学生物資源科学部教授 農学
森村 進 一橋大学法学研究科教授 法学
森本 兼曩 大阪体育大学体育学部教授･副学長 健康・生活科学
守屋 明 関西学院大学法学部教授 法学
門出 政則 佐賀大学工学系研究科教授(機械システム工学専攻) 機械工学
八木 紀一郎 摂南大学経済学部教授 経済学
八島 栄次 名古屋大学大学院工学研究科教授 化学
野城 智也 東京大学生産技術研究所所長･教授 土木工学・建築学
安浦 寛人 九州大学理事･副学長 情報学
安田 喜憲 国際日本文化研究センター研究部教授 環境学
安村 誠司 福島県立医科大学教授 健康・生活科学
矢谷 博文 大阪大学大学院歯学研究科教授 歯学
柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科准教授 経済学
柳原 正治 九州大学大学院法学研究院教授 法学
矢野 桂司 立命館大学文学部教授 地域研究
矢野 道雄 京都産業大学特任教授 史学
矢原 徹一 九州大学理学研究院生物科学部門教授 統合生物学
矢部 彰 (独)産業技術総合研究所理事、環境･エネルギー分野研究統括、研究環境安全本部長、情報化統括責任者、つくば西事業所管理監機械工学
山形 辰史 アジア経済研究所グループ長 経済学
山形 俊男 東京大学 大学院理学系研究科研究科長 地球惑星科学
山縣 ゆり子 熊本大学大学院生命科学研究部教授 薬学
山極 壽一 京都大学理学研究科動物学教室教授 基礎生物学
山口 朗 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 歯学
山口 周 東京大学大学院工学系研究科教授 材料工学
山口 勧 東京大学大学院人文社会系研究科教授 心理学・教育学
山下 興亜 中部大学学長 農学
山下 英俊 山形大学医学部長･眼科学講座教授 臨床医学
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山下 博樹 鳥取大学地域学部准教授 地域研究
山下 正廣 東北大学教授 化学
山科 章 東京医科大学第二内科主任教授 臨床医学
山田 洋子 京都大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学
山田 礼子 同志社大学社会学部教授 心理学・教育学
大和 裕幸 東京大学大学院新領域創成科学研究科研究科長･教授 総合工学
山中 龍宏 緑園こどもクリニック院長、産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センター 傷害予防工学研究チーム長 臨床医学
山中 弘 筑波大学大学院人文社会科学研究科教授 哲学
山内 薫 東京大学大学院理学系研究科教授 化学
山本 あい子 兵庫県立大学地域ケア開発研究所長･教授 健康・生活科学
山本 和彦 一橋大学教授 臨床医学
山本 一彦 東京大学医学部アレルギーリウマチ内科教授 法学
山本 敬三 京都大学教授 法学
山本 健兒 九州大学経済学研究院教授 地域研究
山本 浩二 大阪府立大学経済学部教授･経済学部長 経営学
山本 照子 東北大学大学院歯学研究科教授 歯学
山本 雅之 東北大学医学系研究科長･医学部長 基礎医学
山本 喜久 国立情報学研究所教授 電気電子工学
山脇 成人 広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授 臨床医学
湯村 和子 自治医科大学腎臓内科教授 臨床医学
圦本 尚義 北海道大学理学研究院教授 地球惑星科学
横出 正之 京都大学医学部附属病院探索医療臨床部教授 臨床医学
横矢 直和 奈良先端科学技術大学院大学教授 情報学
横山 輝雄 南山大学人文学部教授 哲学
吉川 研一 京都大学大学院理学研究科教授 基礎生物学
吉川 左紀子 京都大学こころの未来研究センター長･教授 心理学・教育学
吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学
吉澤 緑 宇都宮大学教授、東京農工大学大学院連合農学研究科教授 食料科学
吉田 和彦 京都大学文学研究科教授 言語・文学
吉田 豊信 東京大学大学院工学系研究科教授 材料工学
吉田 朋広 東京大学大学院数理科学研究科教授 数理科学
良永 彌太郎 熊本学園大学特任教授(社会福祉学部) 法学
吉野 淳二 東京工業大学理工学研究科教授 総合工学
吉野 諒三 統計数理研究所教授 社会学
吉原 正彦 青森公立大学経営経済学部教授 経営学
吉見 俊哉 東京大学大学院情報学環教授 社会学
吉村 忍 東京大学大学院工学系研究科教授 総合工学
吉村 良一 立命館大学大学院法務研究科教授 法学
米川 博通 (財)東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所基盤技術研究センター長･知的財産活用推進室長 基礎医学
米田 雅子 慶應義塾大学理工学部教授 土木工学・建築学
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米田 悦啓 大阪大学生命機能研究科教授 基礎生物学
笠 京子 明治大学ガバナンス研究科専任教授 政治学
若林 健之 帝京大学理工学部バイオサイエンス学科教授･医療技術学部柔道整復学科教授 基礎生物学
和合 肇 京都産業大学経済学部教授 経済学
和田 肇 名古屋大学法学研究科教授 法学
和田 仁孝 早稲田愛学大学院法務研究科教授 法学
和田 芳直 大阪府立母子保健総合医療センター研究所長 基礎医学
渡辺 茂 慶応義塾大学文学部教授 心理学・教育学
渡邉 治雄 国立感染症研究所長 基礎医学
渡辺 久恒 (株)半導体先端テクノロジーズ代表取締役社長 電気電子工学
渡邊 眞紀子 首都大学東京 都市環境科学研究科教授 地球惑星科学
渡邉 信 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 基礎生物学
渡辺 政隆 科学技術振興機構コミュニケーションスーパーバイザー 環境学
渡辺 雅彦 北海道大学医学研究科教授 基礎医学
渡辺 守 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 消化器病態学教授 臨床医学
渡辺 恭良 理化学研究所分子イメージング科学研究センター長 基礎医学
渡辺 芳人 名古屋大学副総長･教授 化学
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