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5年 相澤　彰子 あいざわ　あきこ 女 58
国立情報学研究所コンテンツ科学研究系
教授

情報学

5年 相澤　清晴 あいざわ　きよはる 男 61
東京大学大学院情報理工学系研究科教
授

情報学 電気電子工学

5年 相田　美砂子 あいだ　みさこ 女 65 広島大学特任教授・学長特命補佐 化学

5年 淺間　一 あさま　はじめ 男 61 東京大学大学院工学系研究科教授 機械工学 総合工学

5年 浅見　真理 あさみ　まり 女 52
国立保健医療科学院生活環境研究部上
席主任研究官

環境学 健康・生活科学

5年 天谷　雅行 あまがい　まさゆき 男 60
慶應義塾大学医学部長、理化学研究所
生命医科学研究センター チームリーダー

臨床医学

8年 荒井　秀典 あらい　ひでのり 男 61 国立長寿医療研究センター理事長 臨床医学 健康・生活科学

8年 有田　伸 ありた　しん 男 50 東京大学社会科学研究所教授 社会学 地域研究

8年 五十嵐　和彦 いがらし　かずひこ 男 58 東北大学大学院医学系研究科教授 基礎医学 基礎生物学

5年 池田　素子 いけだ　もとこ 女 56 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 農学

8年 池邊　このみ いけべ　このみ 女 63 千葉大学大学院園芸学研究科教授 環境学 統合生物学

5年 伊佐　正 いさ　ただし 男 60
京都大学大学院医学研究科神経生物学
分野教授

基礎医学

5年 石塚　真由美 いしづか　まゆみ 女 50 北海道大学大学院獣医学研究院教授 食料科学 環境学

8年 磯　博康 いそ　ひろやす 男 64 大阪大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学

5年 市川　哲雄 いちかわ　てつお 男 62 徳島大学大学院医歯薬学研究部教授 歯学

8年 伊藤　公平 いとう　こうへい 男 55 慶應義塾大学理工学部教授 総合工学 物理学

8年 伊藤　由佳理 いとう　ゆかり 女 52
東京大学国際高等研究所カブリ数物連携
宇宙研究機構教授

数理科学

5年 乾　晴行 いぬい　はるゆき 男 59
京都大学大学院工学研究科材料工学専
攻教授

材料工学

8年 岩井　紀子 いわい　のりこ 女 62
日本版総合的社会調査共同研究拠点大
阪商業大学JGSS研究センターセンター長

社会学 心理学･教育学

8年 宇山　智彦 うやま　ともひこ 男 52
北海道大学スラブ・ユーラシア研究セン
ター教授

地域研究 史学

5年 遠藤　玉夫 えんどう　たまお 男 66
地方独立行政法人東京都健康長寿医療
センター研究所シニアフェロー

基礎医学 薬学

5年 遠藤　利彦 えんどう　としひこ 男 58 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学･教育学

8年 大垣　昌夫 おおがき　まさお 男 62 慶應義塾大学経済学部教授 経済学

8年 大久保　規子 おおくぼ　のりこ 女 57 大阪大学大学院法学研究科教授 法学 環境学

5年 大倉　典子 おおくら　みちこ 女 67
芝浦工業大学名誉教授・SIT総合研究所
特任教授／中央大学大学院理工学研究
科　客員教授

総合工学 情報学

5年 大島　まり おおしま　まり 女 58
東京大学大学院情報学環、東京大学生産
技術研究所教授

機械工学

専門分野
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5年 大竹　文雄 おおたけ　ふみお 男 59 大阪大学社会経済研究所教授 経済学

8年 大塚　直 おおつか　ただし 男 61 早稲田大学法学部教授 法学 環境学

5年 大野　由夏 おおの　ゆうか 女 53 北海道大学大学院経済学研究科教授 経済学

8年 大場　みち子 おおば　みちこ 女 63 公立はこだて未来大学教授 情報学

8年 大橋　弘美 おおはし　ひろみ 女 59
古河ファイテルオプティカルデバイス株式
会社技術統括部長

電気電子工学

5年 大山　耕輔 おおやま　こうすけ 男 62 慶應義塾大学法学部教授 政治学

5年 岡崎　哲二 おかざき　てつじ 男 62 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学

8年 岡部　美香 おかべ　みか 女 50 大阪大学大学院人間科学研究科教授 心理学･教育学

8年 岡本　裕巳 おかもと　ひろみ 男 60 自然科学研究機構分子科学研究所教授 化学 総合工学

8年 沖　大幹 おき　たいかん 男 55 東京大学大学院工学系研究科教授 土木工学・建築学 地球惑星科学

8年 尾崎　紀夫 おざき　のりお 男 63 名古屋大学大学院医学系研究科教授 臨床医学

8年 尾﨑　由紀子 おざき　ゆきこ 女 62
九州大学大学院工学研究院材料工学部
門教授

材料工学 化学

5年 小澤　徹 おざわ　とおる 男 58
早稲田大学理工学術院先進理工学部応
用物理学科教授

数理科学

5年 越智　光夫 おち　みつお 男 68 広島大学学長 臨床医学

5年 梶田　隆章 かじた　たかあき 男 61 東京大学宇宙線研究所・教授 物理学

8年 勝野　正章 かつの　まさあき 男 55 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

8年 金井　好克 かない　よしかつ 男 61 大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学

5年 金子　真 かねこ　まこと 男 66 名城大学理工学研究科教授 機械工学 電気電子工学

8年 狩野　光伸 かの　みつのぶ 男 46
岡山大学副理事・大学院ヘルスシステム
統合科学研究科教授

基礎医学 薬学

8年 上東　貴志 かみひがし　たかし 男 55
神戸大学計算社会科学研究センターセン
ター長

経済学

5年 亀本　洋 かめもと　ひろし 男 62 明治大学法学部教授 法学

5年 苅部　直 かるべ　ただし 男 55
東京大学大学院法学政治学研究科・法学
部教授

政治学

5年 河岡　義裕 かわおか　よしひろ 男 64 東京大学医科学研究所教授 基礎医学

8年 川嶋　四郎 かわしま　しろう 男 62 同志社大学法学部法律学科教授 法学 心理学・教育学

5年 川人　光男 かわと　みつお 男 66
株式会社国際電気通信基礎技術研究所
脳情報通信総合研究所長・ＡＴＲフェロー

統合生物学 情報学

5年 川村　光 かわむら　ひかる 男 66 豊田理化学研究所・フェロー 物理学 地球惑星科学

8年 神田　玲子 かんだ　れいこ 女 58
国立研究開発法人量子科学技術研究開
発機構高度被ばく医療センター副センター
長

基礎医学 健康・生活科学

5年 神奈木　真理 かんなぎ　まり 女 65
東京医科歯科大学・名誉教授、非常勤講
師、関西医科大学・客員教授

基礎医学
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8年 岸本　康夫 きしもと　やすお 男 61
ＪＦＥスチール株式会社スチール研究所研
究技監

材料工学 総合工学

8年 北川　尚美 きたかわ　なおみ 女 54 東北大学大学院工学研究科教授 化学 環境学

8年 北川　雄光 きたがわ　ゆうこう 男 59
慶應義塾大学医学部外科学教授、慶應義
塾大学病院長

臨床医学

8年 北島　薫 きたじま　かおる 女 59 京都大学農学研究科教授 統合生物学 農学

5年 君塚　信夫 きみづか　のぶお 男 60 九州大学大学院工学研究院教授 化学

8年 木村　通男 きむら　みちお 男 62 浜松医科大学附属病院医療情報部教授 臨床医学 情報学

5年 経塚　淳子 きょうづか　じゅんこ 女 60 東北大学生命科学研究科教授 農学 基礎生物学

5年 行場　次朗 ぎょうば　じろう 男 66 尚絅学院大学心理教育学群教授 心理学･教育学

5年 熊谷　日登美 くまがい　ひとみ 女 60 日本大学生物資源科学部教授 食料科学 農学

5年 栗田　禎子 くりた　よしこ 女 59 千葉大学大学院人文科学研究院教授 史学 地域研究

5年 黒崎　卓 くろさき　たかし 男 56 一橋大学経済研究所教授 経済学 地域研究

5年 小池　俊雄 こいけ　としお 男 63

国立研究開発法人土木研究所水災害・リ
スクマネジメント国際センター（ICHARM）セ
ンター長、東京大学名誉教授、政策研究
大学院大学連携教授

土木工学・建築学 地球惑星科学

8年 腰原　伸也 こしはら　しんや 男 60 東京工業大学理学院教授 物理学 化学

8年 五斗　進 ごとう　すすむ 男 54
情報・システム研究機構データサイエンス
共同利用基盤施設教授

統合生物学 情報学

8年 後藤　由季子 ごとう　ゆきこ 女 56
東京大学大学院薬学系研究科分子生物
学教室教授

基礎生物学

8年 小長谷　有紀 こながや　ゆき 女 62 独立行政法人日本学術振興会監事 地域研究

5年 小林　潔司 こばやし　きよし 男 67
京都大学名誉教授/京都大学経営管理大
学院　特任教授・客員教授

土木工学・建築学

8年 小林　武彦 こばやし　たけひこ 男 57 東京大学定量生命科学研究所教授 基礎生物学

5年 小林　傳司 こばやし　ただし 男 65
大阪大学名誉教授　大阪大学ＣＯデザイン
センター特任教授

哲学

5年 小松　浩子 こまつ　ひろこ 女 65 日本赤十字九州国際看護大学　学長 健康・生活科学

5年 小安　重夫 こやす　しげお 男 65 国立研究開発法人理化学研究所理事 基礎生物学 基礎医学

5年 小山田　耕二 こやまだ　こうじ 男 60 京都大学学術情報メディアセンター教授 総合工学 情報学

8年 三枝　信子 さいぐさ　のぶこ 女 55
国立研究開発法人国立環境研究所地球
環境研究センター長

地球惑星科学 環境学

8年 齋藤　政彦 さいとう　まさひこ 男 63
神戸大学数理・データサイエンスセンター
センター長

数理科学

8年 坂田　省吾 さかた　しょうご 男 63
広島大学大学院人間社会科学研究科教
授

心理学・教育学 基礎医学

8年 佐々木　裕之 ささき　ひろゆき 男 64
九州大学、生体防御医学研究所・教授　高
等研究院・研究院長

基礎医学 基礎生物学

8年 佐々木　葉 ささき　よう 女 59 早稲田大学理工学術院教授 土木工学・建築学

5年 佐治　英郎 さじ　ひでお 男 69 京都大学特任教授、京都大学名誉教授 薬学
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8年 佐竹　健治 さたけ　けんじ 男 62
東京大学地震研究所地震火山情報セン
ター教授

地球惑星科学

5年 佐藤　嘉倫 さとう　よしみち 男 62
東北大学大学院文学研究科教授、京都先
端科学大学人文学部学部長・教授

社会学

5年 佐野　正博 さの　まさひろ 男 66 明治大学経営学部教授 史学 経営学

8年 澤　芳樹 さわ　よしき 男 65
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管
外科教授

臨床医学

8年 三瓶　政一 さんぺい　せいいち 男 63
大阪大学大学院工学研究科電気電子情
報通信工学専攻教授

電気電子工学

8年 下條　真司 しもじょう　しんじ 男 62
大阪大学サイバーメディアセンターセン
ター長

情報学

8年 白波瀬　佐和子 しらはせ　さわこ 女 62 東京大学大学院人文社会系研究科教授 社会学

8年 菅　裕明 すが　ひろあき 男 57 東京大学大学院理学系研究科教授 化学

5年 菅原　洋子 すがわら　ようこ 女 68
北里大学名誉教授・豊田理化学研究所客
員フェロー

化学

5年 杉本　亜砂子 すぎもと　あさこ 女 55 東北大学大学院生命科学研究科教授 基礎生物学

8年 杉山　久仁子 すぎやま　くにこ 女 57 横浜国立大学教育学部教授 健康・生活科学

8年 鈴木　基史 すずき　もとし 男 61 京都大学大学院法学研究科教授 政治学

8年 須藤　雅子 すどう　まさこ 女 59
ファナック株式会社研究開発推進支援本
部本部長補佐（兼）ＦＡ事業本部事業本部
長補佐

機械工学 電気電子工学

5年 関根　千津 せきね　ちづ 女 57
株式会社住化技術情報センター代表取締
役社長

化学

5年 髙井　伸二 たかい　しんじ 男 64 北里大学副学長・獣医学部長 食料科学 農学

5年 高倉　浩樹 たかくら　ひろき 男 52 東北大学東北アジア研究センター教授 地域研究

8年 高田　広章 たかだ　ひろあき 男 57 名古屋大学未来社会創造機構教授 情報学

8年 高田　保之 たかた　やすゆき 男 64
九州大学大学院工学研究院機械工学部
門教授、カーボンニュートラルエネルギー
国際研究所主任研究者

機械工学

8年 髙橋　裕子 たかはし　ゆうこ 女 63 津田塾大学学長・教授 地域研究 史学

5年 髙村　ゆかり たかむら　ゆかり 女 55 東京大学未来ビジョン研究センター教授 法学 環境学

5年 髙山　佳奈子 たかやま　かなこ 女 52 京都大学大学院法学研究科教授 法学

8年 髙山　弘太郎 たかやま　こうたろう 男 45
豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融
合研究所教授・愛媛大学農学研究科教授

食料科学 農学

5年 多久和　典子 たくわ　のりこ 女 65 石川県立看護大学名誉教授 基礎医学 健康科学

5年 武田　洋幸 たけだ　ひろゆき 男 61
東京大学副学長、大学院理学系研究科教
授

基礎生物学

5年 伹野　茂 ただの　しげる 男 67
(独)国立高等専門学校機構理事、函館工
業高等専門学校学校長、北海道大学名誉
教授

機械工学 　

5年 田近　英一 たぢか　えいいち 男 57 東京大学大学院理学系研究科・教授 地球惑星科学

5年 田辺　新一 たなべ　しんいち 男 62 早稲田大学創造理工学部建築学科教授 土木工学・建築学 環境学
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8年 谷口　尚子 たにぐち　なおこ 女 50
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マ
ネジメント研究科教授

政治学

5年 谷口　倫一郎 たにぐち　りんいちろう 男 64
九州大学大学院システム情報科学研究院
教授

情報学

8年 玉田　薫 たまだ　かおる 女 59 九州大学主幹教授・副学長 総合工学 化学

5年 田村　裕和 たむら　ひろかず 男 59 東北大学大学院理学研究科教授 物理学

5年 丹下　健 たんげ　たけし 男 62
東京大学大学院農学生命科学研究科長・
教授

農学 環境学

5年 筑本　知子 ちくもと　のりこ 女 55
中部大学超伝導・持続可能エネルギー研
究センター教授

総合工学 材料工学

5年 茶谷　直人 ちゃたに　なおと 男 64
大阪大学大学院工学研究科教授、大阪大
学環境安全研究管理センター長

化学

8年 寺﨑　浩子 てらさき　ひろこ 女 66 名古屋大学未来社会創造機構特任教授 臨床医学

8年 土井　元章 どい　もとあき 男 62 京都大学大学院農学研究科教授 農学

5年 德山　豪 とくやま　たけし 男 63 関西学院大学理工学部　教授 情報学

5年 所　千晴 ところ　ちはる 女 45 早稲田大学理工学術院教授 総合工学 化学

5年 戸田　達史 とだ　たつし 男 60
東京大学大学院医学系研究科 脳神経医
学専攻 臨床神経精神学講座 神経内科学
分野・教授

臨床医学 基礎医学

8年 中川　聡子 なかがわ　としこ 女 66 東京都市大学名誉教授 電気電子工学 総合工学

8年 中嶋　康博 なかしま　やすひろ 男 61
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

農学

5年 中野　義昭 なかの　よしあき 男 61
東京大学大学院工学系研究科電気系工
学専攻教授

電気電子工学 総合工学

8年 中村　卓司 なかむら　たくじ 男 59
情報・システム研究機構国立極地研究所
長

地球惑星科学 電気電子工学

5年 名越　澄子 なごし　すみこ 女 62
埼玉医科大学総合医療センター消化器・
肝臓内科教授

臨床医学

8年 西　弘嗣 にし　ひろし 男 62 福井県立大学恐竜学研究所教授 地球惑星科学

5年 西尾　チヅル にしお　ちづる 女 58 筑波大学ビジネスサイエンス系教授 経営学

5年 西田　眞也 にしだ　しんや 男 58 京都大学大学院情報学研究科教授 心理学･教育学 情報学

8年 西谷　陽子 にしたに　ようこ 女 46
熊本大学大学院生命科学研究部法医学
講座教授

基礎医学 健康・生活科学

5年 仁科　弘重 にしな　ひろしげ 男 66 愛媛大学理事・副学長 農学 食料科学

8年 西原　寬 にしはら　ひろし 男 65
東京理科大学研究推進機構総合研究院
教授

化学

5年 西村　正治 にしむら　まさはる 男 67
北海道呼吸器疾患研究所・理事長／豊水
総合メディカルクリニック・医師

臨床医学

8年 西村　ユミ にしむら　ゆみ 女 52 東京都立大学教授 健康・生活科学

5年 西村　理行 にしむら　りこう 男 60 大阪大学歯学研究科教授 歯学

8年 西山　慶彦 にしやま　よしひこ 男 55 京都大学経済研究所教授 経済学

8年 野口　晃弘 のぐち　あきひろ 男 59 名古屋大学大学院経済学研究科教授 経営学
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8年 野口　晴子 のぐち　はるこ 女 55 早稲田大学政治経済学術院教授 経済学

5年 野尻　美保子 のじり　みほこ 女 58
高エネルギー加速器研究機構素粒子原子
核研究所教授

物理学

8年 芳賀　満 はが　みつる 男 59 東北大学教授 史学 哲学

5年 萩田　紀博 はぎた　のりひろ 男 66
大阪芸術大学　アートサイエンス学科学科
長/教授

情報学

5年 橋本　伸也 はしもと　のぶや 男 60 関西学院大学文学部教授 史学 地域研究

8年 塙　隆夫 はなわ　たかお 男 62
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
教授　神戸大学未来医工学研究開発セン
ター特命教授

材料工学 歯学

8年 原　拓志 はら　たくじ 男 58 関西大学商学部教授 経営学

8年 原田　範行 はらだ　のりゆき 男 57 慶應義塾大学文学部教授 言語・文学 史学

5年 春山　成子 はるやま　しげこ 女 66 三重大学名誉教授 地球惑星科学 環境学

5年 菱田　公一 ひしだ　こういち 男 66 明治大学研究･知財戦略機構特任教授 機械工学

8年 日比谷　潤子 ひびや　じゅんこ 女 62 学校法人聖心女子学院常務理事 言語・文学

8年 平田　オリザ ひらた　おりざ 男 57 四国学院大学社会学部教授 言語・文学

8年 深田　吉孝 ふかだ　よしたか 男 64
東京大学大学院理学系研究科生物科学
専攻教授

基礎生物学

8年 藤井　知行 ふじい　ともゆき 男 63
東京大学大学院医学系研究科生殖・発
達・加齢医学専攻産婦人科学講座教授

臨床医学

8年 藤原　康弘 ふじわら　やすひろ 男 60
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
理事長

臨床医学

5年 古谷　研 ふるや　けん 男 68 創価大学大学院理工学研究科教授 食料科学 環境学

8年 堀　利栄 ほり　りえ 女 58
愛媛大学理工学研究科教授・学長特別補
佐

地球惑星科学

5年 前川　宏一 まえかわ　こういち 男 63
横浜国立大学都市イノベーション研究院都
市地域社会専攻教授

土木工学・建築学

5年 眞柄　秀子 まがら　ひでこ 女 64 早稲田大学政治経済学術院教授 政治学

5年 松井　三枝 まつい　みえ 女 59 金沢大学国際基幹教育院教授 心理学・教育学 臨床医学

5年 松下　佳代 まつした　かよ 女 60
京都大学高等教育研究開発推進センター
教授

心理学・教育学

5年 松田　道行 まつだ　みちゆき 男 62 京都大学大学院生命科学研究科教授 基礎医学 基礎生物学

5年 松原　宏 まつばら　ひろし 男 63 東京大学大学院総合文化研究科教授 地域研究 地球惑星科学

5年 松本　宏 まつもと　ひろし 男 65 筑波大学生命環境系教授 農学

8年 馬奈木　俊介 まなぎ　しゅんすけ 男 45
九州大学大学院工学研究院都市システム
工学講座教授

経済学 環境学

5年 眞鍋　昇 まなべ　のぼる 男 66 大阪国際大学学長補佐・人間科学部教授 食料科学 農学

8年 三尾　裕子 みお　ゆうこ 女 60 慶應義塾大学文学部教授 地域研究

5年 水口　雅 みずぐち　まさし 男 64
東京大学大学院医学系研究科国際保健
学専攻国際生物医科学講座発達医科学
分野教授

臨床医学 基礎医学
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5年 水野　紀子 みずの　のりこ 女 65 東北大学法学研究科教授 法学

5年 溝端　佐登史 みぞばた　さとし 男 64 京都大学経済研究所長・教授 経済学 地域研究

8年 三谷　絹子 みたに　きぬこ 女 61 獨協医科大学内科学教授 臨床医学

8年 光石　衛 みついし　まもる 男 64
東京大学大学執行役副学長・大学院工学
系研究科教授

機械工学 　

5年 光冨　徹哉 みつどみ　てつや 男 65
近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科
部門主任教授

臨床医学 基礎医学

8年 三成　賢次 みつなり　けんじ 男 65 大阪大学理事・副学長 法学

8年 南野　佳代 みなみの　かよ 女 54 京都女子大学法学部教授 法学

5年 美濃　導彦 みのう　みちひこ 男 64 国立研究開発法人理化学研究所理事 情報学

5年 三村　徹郎 みむら　てつろう 男 65
東京大学大学院農学生命科学研究科附
属生態調和農学機構・特任研究員

基礎生物学 統合生物学

8年 宮崎　恵子 みやざき　けいこ 女 55
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術
研究所海上技術安全研究所国際連携セン
ター副センター長

総合工学 機械工学

5年 宮地　充子 みやじ　あつこ 女 54
大阪大学大学院工学研究科電気電子情
報工学専攻教授

情報学 電気電子工学

5年 宮地　元彦 みやち　もとひこ 男 55
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所身体活動研究部長

健康・生活科学

8年 村上　伸也 むらかみ　しんや 男 61 大阪大学大学院歯学研究科教授 歯学

8年 村山　美穂 むらやま　みほ 女 56 京都大学野生動物研究センター教授 統合生物学 環境学

5年 望月　眞弓 もちづき　まゆみ 女 66 慶應義塾大学名誉教授・薬学部特任教授 薬学

8年 森　初果 もり　はつみ 女 59 東京大学物性研究所教授、所長 物理学 化学

8年 森口　千晶 もりぐち　ちあき 女 53 一橋大学経済研究所教授 経済学

5年 安村　誠司 やすむら　せいじ 男 62
福島県立医科大学理事・副学長、医学部
教授

健康・生活科学 臨床医学

8年 矢野　桂司 やの　けいじ 男 59 立命館大学文学部教授 地域研究 地球惑星科学

8年 山口　香 やまぐち　かおり 女 55 筑波大学体育系教授 健康・生活科学

5年 山口　周 やまぐち　しゅう 男 66
独立行政法人大学改革支援・学位授与機
構研究開発部特任教授

材料工学

5年 山崎　典子 やまさき　のりこ 女 54
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構宇宙科学研究所教授

物理学

8年 山崎　真巳 やまざき　まみ 女 57 千葉大学大学院薬学研究院准教授 薬学 基礎生物学

8年 山田　八千子 やまだ　やちこ 女 60 中央大学大学院法務研究科教授 法学

8年 山本　晴子 やまもと　はるこ 女 56
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
理事長特任補佐・医務管理監

臨床医学

5年 山本　里枝子 やまもと　りえこ 女 60 富士通研究所　フェロー 情報学

8年 吉岡　洋 よしおか　ひろし 男 64
京都大学こころの未来研究センター特定
教授

哲学
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5年 吉岡　充弘 よしおか　みつひろ 男 62
北海道大学大学院医学研究院長、薬理学
分野教授

基礎医学

8年 吉田　文 よしだ　あや 女 63 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 心理学・教育学 社会学

5年 吉田　和彦 よしだ　かずひこ 男 66 京都産業大学外国語学部客員教授 言語・文学

8年 吉水　千鶴子 よしみず　ちづこ 女 61 筑波大学人文社会系教授 哲学

5年 吉村　忍 よしむら　しのぶ 男 61
東京大学副学長・大学院工学系研究科教
授

総合工学 機械工学

5年 米田　雅子 よねだ　まさこ 女 64
慶應義塾大学環境・エネルギー研究セン
ター特任教授

土木工学・建築学

8年 米田　美佐子 よねだ　みさこ 女 47 東京大学生産技術研究所特任教授 基礎医学 食料科学

5年 若尾　政希 わかお　まさき 男 59 一橋大学大学院社会学研究科教授 史学

8年 和氣　純子 わけ　じゅんこ 女 56
東京都立大学大学院人文科学研究科教
授

社会学

5年 和田　肇 わだ　はじめ 男 66 名古屋大学名誉教授・特任教授 法学

8年 渡辺　雅彦 わたなべ　まさひこ 男 61 北海道大学大学院医学研究院教授 基礎医学

5年 渡部　泰明 わたなべ　やすあき 男 63 東京大学大学院人文社会系研究科教授 言語・文学
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