
第２２期日本学術会議新連携会員名簿
平成２３年１０月３日に日本学術会議会長から任命される１０３２名



氏名 ふりがな 専門分野 所属・職名
相澤　清晴 あいざわ　きよはる 情報学 東京大学大学院情報学環・工学部教授
相澤　益男 あいざわ　ますお 化学 内閣府総合科学技術会議議員
會田　勝美 あいだ　かつみ 食料科学 独立行政法人日本学術振興会監事
相田　仁 あいだ　ひとし 情報学 東京大学大学院工学系研究科教授
相田　美砂子 あいだ　みさこ 化学 広島大学大学院理学研究科教授
阿江　通良 あえ　みちよし 健康・生活科学 筑波大学体育科学系教授
青木　一郎 あおき　いちろう 食料科学 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
青木　茂樹 あおき　しげき 臨床医学 順天堂大学医学部放射線医学講座教授
青木　正敏 あおき　まさとし 農学 東京農工大学大学院農学研究院教授
青笹　克之 あおざさ　かつゆき 基礎医学 大阪大学医学系研究科病態病理学教授
青島　恵子 あおしま　けいこ 健康・生活科学 医療法人社団継和会理事長・萩野病院長
青柳　正規 あおやぎ　まさのり 史学 独立行政法人国立美術館国立西洋美術館館長

青柳　みどり あおやぎ　みどり 農学
独立行政法人国立環境研究所社会環境システム研究セ
ンター環境計画研究室室長

青山　友紀 あおやま　とものり 電気電子工学 慶應義塾大学大学院政策･メディア研究科特別招聘教授
赤池　孝章 あかいけ　たかあき 基礎医学 熊本大学大学院生命科学研究部医学系微生物学分野教
赤平　昌文 あかひら　まさふみ 数理科学 筑波大学副学長・理事
赤堀　文昭 あかほり　ふみあき 食料科学 麻布大学名誉教授
秋野　成人 あきの　しげと 法学 広島大学大学院法務研究科教授
秋葉　澄伯 あきば　すみのり 健康・生活科学 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学・予防医学教
秋光　純 あきみつ　じゅん 物理学 青山学院大学理工学部教授
秋山　弘子 あきやま　ひろこ 心理学・教育学 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授
阿久津　典子 あくつ　のりこ 材料工学 大阪電気通信大学工学部教授
浅岡　顕 あさおか　あきら 土木工学・建築学 財団法人地震予知総合研究振興会副首席主任研究員
朝倉　康夫 あさくら　やすお 土木工学・建築学 東京工業大学大学院理工学研究科教授

浅島　誠 あさしま　まこと 基礎生物学
独立行政法人産業技術総合研究所フェロー・幹細胞工学
研究センター長

芦田　讓 あしだ　ゆずる 総合工学 NPO法人環境・エネルギー・農林業ネットワーク理事長
小豆畑　茂 あずはた　しげる 機械工学 株式会社日立製作所研究開発本部長
東　実 あずま　まこと 経営学 東京理科大学大学院イノベーション研究科教授
疇地　宏 あぜち　ひろし 総合工学 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター長・教授
足立　芳寛 あだち　よしひろ 材料工学 東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻客員
跡見　裕 あとみ　ゆたか 臨床医学 杏林大学学長

阿部　彩 あべ　あや 社会学
厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所社会保障応
用分析研究部長

天野　史郎 あまの　しろう 臨床医学 東京大学大学院医学系研究科眼科学教授
天野　玲子 あまの　れいこ 土木工学・建築学 鹿島建設株式会社知的財産部長
荒井　章司 あらい　しょうじ 地球惑星科学 金沢大学理工研究域教授
荒井　秀典 あらい　ひでのり 臨床医学 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系選考教授
荒木　純道 あらき　きよみち 電気電子工学 東京工業大学理工学研究科教授
荒木　力 あらき　つとむ 臨床医学 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授
荒木　弘之 あらき　ひろゆき 基礎生物学 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所教授
荒幡　克己 あらはた　かつみ 農学 岐阜大学応用生物科学部教授
有賀　早苗 ありが　さなえ 基礎生物学 北海道大学大学院農学研究院教授
蟻川　謙太郎 ありかわ　けんたろう 基礎生物学 総合研究大学院大学先導科学研究科教授
有馬　孝禮 ありま　たかのり 食料科学
有本　章 ありもと　あきら 心理学・教育学 くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学学長
阿波賀　邦夫 あわが　くにお 化学 名古屋大学物質科学国際研究センター教授
淡路　剛久 あわじ　たけひさ 法学 早稲田大学大学院法務研究科教授
安西　祐一郎 あんざい　ゆういちろう 情報学 慶應義塾大学理工学部教授、慶應義塾学事顧問
安藤　香織 あんどう　かおり 化学 岐阜大学工学部応用化学科教授
安藤　清志 あんどう　きよし 心理学・教育学 東洋大学社会学部教授
安藤　譲二 あんどう　じょうじ 基礎医学 獨協大学医学部特任教授
安藤　恒也 あんどう　つねや 物理学 東京工業大学理工学研究科特命教授
安保　正一 あんぽ　まさかず 化学 大阪府立大学理事・副学長
飯島　澄男 いいじま　すみお 材料工学 名城大学大学院理工学研究科教授
五百旗頭　真 いおきべ　まこと 政治学 防衛大学校学校長
生田　宏一 いくた　こういち 基礎医学 京都大学ウイルス研究所教授



池　享 いけ　すすむ 史学 一橋大学大学院経済学研究科教授
池尾　和人 いけお　かずひと 経済学 慶應義塾大学経済学部教授
池上　知子 いけがみ　ともこ 心理学・教育学 大阪市立大学大学院文学研究科教授
池田　駿介 いけだ　しゅんすけ 土木工学・建築学 株式会社建設技術研究所池田研究室長
池田　雅夫 いけだ　まさお 機械工学 大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室特任教授

池田　康夫 いけだ　やすお 臨床医学
早稲田大学理工学術院先進理工学研究科生命医科学専
攻教授

池邊　このみ いけべ　このみ 環境学 千葉大学大学院園芸学研究科教授
石井　健一郎 いしい　けんいちろう 情報学 名古屋大学大学院情報科学研究科教授
石井クンツ　昌 いしいくんつ　まさこ 社会学 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授
石川　孝司 いしかわ　たかし 材料工学 名古屋大学大学院工学研究科教授
石川　冬木 いしかわ　ふゆき 基礎生物学 京都大学大学院生命科学研究科教授
石川　正俊 いしかわ　まさとし 情報学 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
石毛　光雄 いしげ　てるお 農学 独立行政法人農業生物資源研究所理事長
石田　晋 いしだ　すすむ 臨床医学 北海道大学大学院医学研究科教授
石田　英之 いしだ　ひでゆき 化学 大阪大学研究推進部特任教授
出江　紳一 いずみ　しんいち 臨床医学 東北大学大学院医工学研究科教授
和泉　徹 いずみ　とおる 臨床医学 北里大学医学部長
和泉　雄一 いずみ　ゆういち 歯学 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・教授
磯　博康 いそ　ひろやす 健康・生活科学 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学教授
礒野　弥生 いその　やよい 法学 東京経済大学現代法学部教授
磯部　雅彦 いそべ　まさひこ 土木工学・建築学 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
礒山　雅 いそやま　ただし 哲学 国立音楽大学音楽学部教授
井田　仁康 いだ　よしやす 地球惑星科学 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
板谷　謹悟 いたや　きんご 化学 東北大学ＷＰＩ教授
一井　眞比古 いちい　まさひこ 農学 香川大学長
市川　昌和 いちかわ　まさかず 総合工学 東京大学新領域創成科学研究科特任教授
一條　秀憲 いちじょう　ひでのり 薬学 東京大学大学院薬学系研究科教授
一ノ瀬　友博 いちのせ　ともひろ 環境学 慶應義塾大学・准教授
市村　英彦 いちむら　ひでひこ 経済学 東京大学大学院経済学研究科教授
井筒　雅之 いづつ　まさゆき 電気電子工学 東京工業大学大学院総合理工学研究科特任教授
逸身　喜一郎 いつみ　きいちろう 語学・文学 東京大学名誉教授
伊藤　邦雄 いとう　くにお 経営学 一橋大学大学院商学研究科教授
伊藤　邦武 いとう　くにたけ 哲学 京都大学大学院文学研究科教授
伊藤　公平 いとう　こうへい 物理学 慶應義塾大学理工学部教授
伊藤　茂男 いとう　しげお 食料科学 北海道大学大学院獣医学研究科研究科長・学部長
伊藤　たかね いとう　たかね 語学・文学 東京大学大学院総合文化研究科教授
井藤　英喜 いとう　ひでき 臨床医学 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター長
伊藤　美千穂 いとう　みちほ 薬学 京都大学大学院薬学研究科・准教授
稲葉　昭英 いなば　あきひで 社会学 首都大学東京人文科学研究科教授
乾　賢一 いぬい　けんいち 薬学 京都薬科大学学長
犬竹　正明 いぬたけ　まさあき 電気電子工学 東北大学電気通信研究所客員教授
井上　明久 いのうえ　あきひさ 材料工学 東北大学総長
井上　俊英 いのうえ　としひで 化学 東レ株式会社フェロー
井上　智子 いのうえ　ともこ 健康・生活科学 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科教授
井上　晴夫 いのうえ　はるお 化学 首都大学東京戦略研究センター教授
井上　英夫 いのうえ　ひでお 法学 金沢大学教授
井上　正康 いのうえ　まさやす 基礎医学 大阪市立大学教授・宮城大学理事・副学長（震災復興担
井上　優介 いのうえ　ゆうすけ 臨床医学 北里大学医学部放射線科学（画像診断学）教授
井上　眞理 いのうえ(Iwaya-Inoue)　まり 農学 九州大学大学院農学研究院教授
猪木　武德 いのき　たけのり 経済学 人間文化研究機構国際日本文化研究センター所長
猪口　貞樹 いのくち　さだき 臨床医学 東海大学医学部付属病院病院長・教授
猪口　孝 いのぐち　たかし 政治学 新潟県立大学学長
今井　桂子 いまい　けいこ 情報学 中央大学理工学部教授
今井　浩三 いまい　こうぞう 臨床医学 東京大学医科学研究所附属病院長
今井　秀樹 いまい　ひでき 情報学 中央大学理工学部教授
今井　裕 いまい　ひろし 食料科学 京都大学農学研究科教授
今榮　東洋子 いまえ　とよこ 化学 国立台湾科技大学工程技術研究所講座教授
今中　忠行 いまなか　ただゆき 環境学 立命館大学生命科学部生物工学科教授



今西　祐一郎 いまにし　ゆういちろう 語学・文学 人間文化研究機構　国文学研究資料館館長
今村　与一 いまむら　よいち 法学 横浜国立大学・教授
彌田　智一 いよだ　ともかず 化学 東京工業大学フロンティア研究機構教授
伊豫谷　登士翁 いよたに　としお 社会学 一橋大学大学院社会学研究科特任教授
入江　正浩 いりえ　まさひろ 化学 立教大学理学部特任教授
入村　達郎 いりむら　たつろう 薬学 東京大学大学院薬学系研究科教授
岩井　克人 いわい　かつひと 経済学 国際基督教大学客員教授
岩井　紀子 いわい　のりこ 社会学 大阪商業大学総合経営学部教授
祝前　博明 いわいさき　ひろあき 食料科学 京都大学大学院農学研究科教授
岩倉　洋一郎 いわくら　よういちろう 基礎医学 東京大学医科学研究所・教授
岩崎　晋也 いわさき　しんや 社会学 法政大学現代福祉学部教授
岩﨑　英哉 いわさき　ひでや 情報学 電気通信大学大学院情報理工学研究科教授
岩﨑　博史 いわさき　ひろし 基礎生物学 東京工業大学大学院生命理工学研究科教授

岩澤　康裕 いわさわ　やすひろ 化学
電気通信大学大学院情報理工学研究科先進理工学専攻
教授、電気通信大学燃料電池イノベーション研究センター

岩澤　雄司 いわさわ　ゆうじ 法学 東京大学大学院法学政治学研究科教授
岩田　健治 いわた　けんじ 経済学 九州大学大学院経済学研究院教授
岩田　幸一 いわた　こういち 歯学 日本大学歯学部・生理学教室教授
岩田　修一 いわた　しゅういち 情報学 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
岩田　誠 いわた　まこと 情報学 高知工科大学情報学群教授
岩渕　明 いわぶち　あきら 機械工学 岩手大学理事・副学長
岩本　通弥 いわもと　みちや 地域研究 東京大学大学院総合文化研究科教授
位田　晴久 いんでん　はるひさ 農学 宮崎大学農学部教授
印東　道子 いんとう　みちこ 統合生物学 人間文化研究機構国立民族学博物館教授
植嶌　陸男 うえしま　みちお 化学 大阪府立大学客員教授
上田　和紀 うえだ　かずのり 情報学 早稲田大学理工学術院教授
植田　和光 うえだ　かずみつ 農学 京都大学物質‐細胞統合システム拠点教授
上田　完次 うえだ　かんじ 総合工学 独立行政法人産業技術総合研究所理事
植田　憲一 うえだ　けんいち 物理学 電気通信大学レーザー新世代研究センター長・教授
上田　宏 うえだ　ひろし 食料科学 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター教授
上田　真喜子 うえだ　まきこ 基礎医学 大阪市立大学大学院医学研究科病理病態学教授
上野　俊彦 うえの　としひこ 政治学 上智大学外国語学部教授
上野　恭裕 うえの　やすひろ 経営学 大阪府立大学経済学部教授
上村　達男 うえむら　たつお 法学 早稲田大学法学部教授

魚崎　浩平 うおさき　こうへい 化学
独立行政法人物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニ
クス研究拠点ナノグリーン分野コーデイネーター

宇川　彰 うかわ　あきら 物理学 筑波大学副学長・理事
潮田　浩作 うしおだ　こうさく 材料工学 新日本製鐵株式会社技術開発本部フェロー
潮田　資勝 うしおだ　すけかつ 物理学 独立行政法人物質・材料研究機構理事長
牛木　辰男 うしき　たつお 基礎医学 新潟大学教育研究院医歯学系・教授
内田　健康 うちだ　けんこう 総合工学 早稲田大学理工学術院教授
内田　伸子 うちだ　のぶこ 心理学・教育学 お茶の水女子大学客員教授
内山　巖雄 うちやま　いわお 健康・生活科学 京都大学名誉教授
内山　聖 うちやま　まこと 臨床医学 新潟大学医歯学総合病院・院長
内山　安男 うちやま　やすお 基礎医学 順天堂大学大学院医学研究科教授

内海　英雄 うつみ　ひでお 薬学
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事・審査セン
ター長

宇野　重規 うの　しげき 政治学 東京大学社会科学研究所教授
馬越　佑吉 うまこし　ゆうきち 材料工学 大阪大学名誉教授
海津　正倫 うみつ　まさとも 地球惑星科学 奈良大学文学部教授
梅田　幹雄 うめだ　みきお 農学 京都大学キャリアサポートセンター特任教授
梅村　光久 うめむら　みつひさ 政治学 三重中京大学現代法経学部教授
浦川　道太郎 うらかわ　みちたろう 法学 早稲田大学法学学術院教授
漆原　秀子 うるしはら　ひでこ 基礎生物学 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
江口　徹 えぐち　とおる 物理学 京都大学基礎物理学研究所教授
江刺　正喜 えさし　まさよし 電気電子工学 東北大学教授
榎並　和雅 えなみ　かずまさ 電気電子工学 独立行政法人情報通信研究機構理事
惠比須　繁之 えびす　しげゆき 歯学 大阪大学理事・副学長
遠藤　啓吾 えんどう　けいご 臨床医学 京都医科大学学長



遠藤　玉夫 えんどう　たまお 基礎医学 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究部
大井田　隆 おおいだ　たかし 健康・生活科学 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野教授
大垣　眞一郎 おおがき　しんいちろう 土木工学・建築学 独立行政法人国立環境研究所理事長
大久保　仁 おおくぼ　ひとし 電気電子工学 名古屋大学大学院工学研究科電子情報システム専攻教
大澤　啓志 おおさわ　さとし 環境学 日本大学生物資源科学部准教授
大柴　小枝子 おおしば　さえこ 電気電子工学 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授
大島　まり おおしま　まり 機械工学 東京大学大学院情報学環/生産技術研究所教授
大杉　覚 おおすぎ　さとる 政治学 首都大学東京大学院社会科学研究科教授
大隅　良典 おおすみ　よしのり 基礎生物学 東京工業大学統合研究院フロンティア研究機構
大塚　孝治 おおつか　たかはる 物理学 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻教授
大富　浩一 おおとみ　こういち 機械工学 株式会社東芝研究開発センター参事
大西　昇 おおにし　のぼる 情報学 名古屋大学大学院情報科学研究科教授
大貫　惇睦 おおぬき　よしちか 物理学 大阪大学大学院理学研究科教授
大野　公一 おおの　こういち 化学 豊田理化学研究所フェロー
大庭　健 おおば　たけし 哲学 専修大学図書館長・文学部教授
大橋　弘美 おおはし　ひろみ 電気電子工学 NTTフォトニクス研究所部長
大堀　淳 おおほり　あつし 情報学 東北大学電気通信研究所教授
大峯　巖 おおみね　いわお 化学 自然科学研究機構分子科学研究所所長
大森　治紀 おおもり　はるのり 基礎医学 京都大学大学院医学研究科教授
大森　裕浩 おおもり　やすひろ 経済学 東京大学大学院経済学研究科教授
大和田　秀二 おおわだ　しゅうじ 総合工学 早稲田大学理工学術院教授

大和田野　芳郎 おおわだの　よしろう 電気電子工学
独立行政法人産業技術総合研究所環境・エネルギー分野
副研究統括

岡　慎一 おか　しんいち 臨床医学
独立行政法人国立国際医療研究センターエイズ治療・研
究開発センター長

小笠原　康悦 おがさわら　こうえつ 歯学 東北大学加齢医学研究所生体防御学分野教授
小笠原　直毅 おがさわら　なおたけ 基礎生物 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教
岡島　成行 おかじま　しげゆき 環境学 公益社団法人日本環境教育フォーラム理事長
岡田　知雄 おかだ　ともお 臨床医学 日本大学医学部小児科診療教授
岡田　正則 おかだ　まさのり 法学 早稲田大学大学院法務研究科教授
岡田　泰伸 おかだ　やすのぶ 基礎医学 自然科学研究機構生理学研究所長

 岡畑　惠雄 おかはた　よしお 化学
東京工業大学大学院生命理工学研究科生体分子機能工
学専攻教授

岡部　篤行 おかべ　あつゆき 地球惑星科学 青山学院大学総合文化政策学部教授
岡部　信彦 おかべ　のぶひこ 健康・生活科学 厚生労働省国立感染症研究所感染症情報センター長
岡村　忠生 おかむら　ただお 法学 京都大学大学院法学研究科教授
岡本　和夫 おかもと　かずお 数理科学 独立行政法人大学評価・学授与機構理事
小川　彰 おがわ　あきら 臨床医学 岩手医科大学学長
小川　直宏 おがわ　なおひろ 経済学 日本大学経済学部教授・同大学人口研究所長
小川　正人 おがわ　まさひと 心理学・教育学 放送大学教授
小川　容子 おがわ　ようこ 心理学・教育学 鳥取大学地域学部教授
沖田　富美子 おきた　ふみこ 健康・生活科学
沖村　孝 おきむら　たかし 土木工学・建築学 神戸大学名誉教授
奥　直人 おく　なおと 薬学 静岡県立大学薬学部教授

奥島　里美 おくしま　りみ 農学
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工
学研究所上席研究員

小口　高 おぐち　たかし 地球惑星科学 東京大学空間情報科学研究センター副センター長・教授
奥野　員敏 おくの　かずとし 農学 奥野　員敏
奥林　康司 おくばやし　こうじ 経営学 摂南大学経営学部教授
小久見　善八 おぐみ　ぜんぱち 化学 京都大学特任教授
奥村　幸子 おくむら　さちこ 物理学 自然科学研究機構国立天文台准教授
奥村　直樹 おくむら　なおき 材料工学 内閣府総合科学技術会議議員
奥脇　直也 おくわき　なおや 法学 明治大学法科大学院教授
苧阪　直行 おさか　なおゆき 心理学・教育学 京都大学特任教授
尾崎　紀夫 おざき　のりお 臨床医学 名古屋大学大学院医学系研究科教授
小佐野　重利 おさの　しげとし 史学 東京大学大学院人文社会系研究科教授
長村　義之 おさむら　よしゆき 基礎医学 国際医療福祉大学教授・三田病院病理診断センター長
尾嶋　正治 おしま　まさはる 化学 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻教授
小田　哲治 おだ　てつじ 電気電子工学 東京大学大学院工学系研究科教授



小田　淑子 おだ　よしこ 哲学 関西大学文学部教授
越智　光夫 おち　みつお 臨床医学 広島大学理事・副学長（医療担当）・整形外科教授
落合　英俊 おちあい　ひでとし 土木工学・建築学 九州大学理事・副学長
尾鍋　研太郎 おなべ　けんたろう 総合工学
小野　徹郎 おの　てつろう 土木工学・建築学 椙山女学園大学生活科学部生活環境デザイン学科・教授
小野江　和則 おのえ　かずのり 基礎医学 老人保健施設えん施設長・理事、北海道大学名誉教授
小野寺　秀俊 おのでら　ひでとし 電気電子工学 京都大学大学院情報学研究科教授

小幡　裕一 おばた　ゆういち 基礎生物学
独立行政法人理化学研究所筑波研究所所長・バイオリ
ソースセンターセンター長

大日方　純夫 おびなた　すみお 史学 早稲田大学文学学術院教授
面高　俊宏 おもだか　としひろ 物理学 鹿児島大学大学院理工学研究科教授
海部　宣男 かいふ　のりお 物理学 放送大学教授
帰山　雅秀 かえりやま　まさひで 統合生物学 北海道大学大学院水産科学研究院教授

加我　君孝 かが　きみたか 臨床医学
独立行政法人国立病院機構東京医療センター・名誉臨床
研究（感覚器）センター長

鏡味　治也 かがみ　はるや 地域研究 金沢大学人間科学系教授
垣塚　彰 かきづか　あきら 基礎医学 京都大学大学院生命科学研究科教授
覚道　健治 かくどう　けんじ 歯学 大阪歯科大学口腔外科学第二講座教授
掛下　知行 かけした　ともゆき 材料工学 大阪大学大学院工学研究科教授
筧　捷彦 かけひ　かつひこ 情報学 早稲田大学理工学術院教授
笠井　清登 かさい　きよと 臨床医学 東京大学大学院医学系研究科精神医学教授
河西　春郎 かさい　はるお 基礎医学 東京大学大学院医学系研究科教授

笠木　伸英 かさぎ　のぶひで 機械工学
東京大学大学院工学系研究科教授、独立行政法人科学
技術振興機構上席フェロー

風間　ふたば かざま　ふたば 土木工学・建築学
山梨大学大学院医学工学総合研究部・国際流域環境研
究センター教授

梶田　隆章 かじた　たかあき 物理学 東京大学宇宙線研究所所・教授
柏木　孝夫 かしわぎ　たかお 機械工学 東京工業大学ソリューション研究機構教授
柏原　正樹 かしわら　まさき 数理科学 京都大学数理解析研究所特任教授
春日　雅人 かすが　まさと 臨床医学 独立行政法人国立国際医療研究センター研究所長

数間　恵子 かずま　けいこ 健康・生活科学
東京大学非常勤講師（前東京大学大学院教授（医学系研
究科））

粕谷　英一 かすや　えいいち 統合生物学 九州大学理学研究院准教授
桂　勲 かつら　いさお 基礎生物学 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所名誉教授
桂　利行 かつら　としゆき 数理科学 法政大学理工学部教授
加藤　幾芳 かとう　きよし 物理学 北海道大学大学院理学研究院特任教授
加藤　信介 かとう　しんすけ 土木工学・建築学 東京大学生産技術研究所教授
加藤　隆子 かとう　たかこ 物理学 自然科学研究機構核融合科学研究所名誉教授
加藤　節 かとう　たかし 政治学 成蹊学園専務理事･成蹊大学特任教授
加藤　千幸 かとう　ちさち 機械工学 東京大学生産技術研究所教授
加藤　仁美 かとう　ひとみ 土木工学・建築学 東海大学工学部建築学科教授
加藤　紘 かとう　ひろし 臨床医学 山口大学名誉教授
加藤　雅信 かとう　まさのぶ 法学 上智大学法科大学院教授
門松　健治 かどまつ　けんじ 基礎医学 名古屋大学大学院医学系研究科教授
門脇　孝 かどわき　たかし 臨床医学 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科教授
金井　淑子 かない　よしこ 哲学 立正大学文学部哲学科教授
金子　成彦 かねこ　しげひこ 機械工学 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻教授
金子　周一 かねこ　しゅういち 臨床医学 金沢大学大学院医薬保健研究域医学系教授
金子　守 かねこ　まもる 経済学 筑波大学大学院システム情報工学研究科教授
金子　隆一 かねこ　りゅういち 数理科学 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所人口動向研
金田　千穂子 かねた　ちおこ 総合工学 株式会社富士通研究所主管研究員
金田　行雄 かねだ　ゆきお 物理学 名古屋大学大学院工学研究科教授
金久　博昭 かねひさ　ひろあき 健康・生活科学 鹿屋体育大学教授
金久　實 かねひさ　みのる 統合生物学 京都大学
金本　良嗣 かねもと　よしつぐ 経済学 政策研究大学院大学教授・学長補佐
鎌谷　直之 かまたに　なおゆき 基礎医学 独立行政法人理化学研究所ゲノム医科学研究センター長
蒲池　みゆき かまち　みゆき 心理学・教育学 工学院大学情報学部准教授
神谷　和也 かみや　かずや 経済学 東京大学大学院経済学研究科教授
亀本　洋 かめもと　ひろし 法学 京都大学法学研究科教授



亀山　充隆 かめやま　みちたか 情報学 東北大学大学院情報科学研究科長・教授
唐木　英明 からき　ひであき 農学 東京大学名誉教授
烏山　一 からすやま　はじめ 基礎医学 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授
苅部　直 かるべ　ただし 政治学 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授
川合　康三 かわい　こうぞう 語学・文学 京都大学文学研究科教授
川合　知二 かわい　ともじ 化学 大阪大学産業科学研究所特任教授

川井　浩史 かわい　ひろし 基礎生物学
神戸大学自然科学系先端融合研究環内海域環境教育研
究センター教授

川上　泰雄 かわかみ　やすお 健康・生活科学 早稲田大学スポーツ科学学術院教授
川崎　修 かわさき　おさむ 政治学 立教大学法学部教授
川嶋　四郎 かわしま　しろう 法学 同志社大学法学部教授
河田　聡 かわた　さとし 総合工学 大阪大学大学院工学研究科教授
河田　雅圭 かわた　まさかど 基礎生物学 東北大学大学院生命科学研究科教授
川端　亮 かわばた　あきら 社会学 大阪大学人間科学研究科教授
川端　基夫 かわばた　もとお 地域研究 関西学院大学商学部教授
河村　篤男 かわむら　あつお 電気電子工学 横浜国立大学大学院工学研究院教授
川原田　洋 かわらだ　ひろし 電気電子工学 早稲田大学理工学術院教授
 寒川　賢冶 かんがわ　けんじ 基礎医学 独立行政法人国立循環器病研究センター理事・研究所長

神田　玲子 かんだ　れいこ 環境学
独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究セ
ンター上席研究員

神奈木　真理 かんなぎ　まり 基礎医学
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科免疫治療学
分野教授

神庭　重信 かんば　しげのぶ 臨床医学 九州大学大学院医学研究院精神病態医学・教授
上林　憲雄 かんばやし　のりお 経営学 神戸大学大学院経営学研究科教授
菊野　亨 きくの　とおる 情報学 大阪大学大学院情報科学研究科教授
岸　玲子 きし　れいこ 健康・生活科学 北海道大学環境健康科学研究教育センター長･特任教授
岸上　伸啓 きしがみ　のぶひろ 地域研究 人間文化研究機構国立民族学博物館教授
岸田　義典 きしだ　よしすけ 農学 株式会社新農林社代表取締役社長

岸浪　建史 きしなみ　たけし 情報学
独立行政法人国立高等専門学校機構釧路鉱業高等専門
学校長

北　徹 きた　とおる 臨床医学
地方独立行政法人　神戸市民病院機構理事、神戸市立医
療センター中央市民病院院長

北　泰行 きた　やすゆき 薬学 立命館大学総合理工学院薬学部教授
北川　尚美 きたかわ　なおみ 化学 東北大学大学院工学研究科准教授
北川　宏 きたがわ　ひろし 化学 京都大学理学研究科化学専攻教授
北川　博之 きたがわ　ひろゆき 情報学 筑波大学大学院システム情報工学研究科教授
北澤　宏一 きたざわ　こういち 材料工学 独立行政法人科学技術振興機構理事長
北田　正弘 きただ　まさひろ 材料工学 東京藝術大学名誉教授
北野　雅治 きたの　まさはる 農学 九州大学大学院農学研究院教授
城戸　淳二 きど　じゅんじ 化学 山形大学大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻教
鬼頭　昭雄 きとう　あきお 地球惑星科学 気象庁気象研究所気・部長
鬼頭　宏 きとう　ひろし 経済学 上智大学経済学部経済学科教授
木下　茂 きのした　しげる 臨床医学 京都府立医科大学眼科教室学教授
木畑　洋一 きばた　よういち 史学 成城大学法学部・教授
宜保　清一 ぎぼ　せいいち 農学 放送大学沖縄学習センター所長・特任教授
君島　和彦 きみじま　かずひこ 史学 東京学芸大学名誉教授・前ソウル大学校師範大学教授
君塚　信夫 きみづか　のぶお 化学 九州大学大学院工学研究院応用化学部門主幹教授
木宮　正史 きみや　ただし 政治学 東京大学大学院情報学環教授
木村　榮一 きむら　えいいち 語学・文学 神戸市外国語大学名誉教授
木村　清孝 きむら　きよたか 哲学 鶴見大学学長
木村　忠正 きむら　ただまさ 総合工学 独立行政法人科学技術振興機構プログラムオフィサー
木村　英紀 きむら　ひでのり 総合工学 独立行政法人理化学研究所理研BSI-トヨタ連携センター
木村　眞人 きむら　まこと 食料科学 名古屋大学大学院生命農学研究科教授
木村　良晴 きむら　よしはる 化学 京都工芸繊維大学教授
木本　忠昭 きもと　ただあき 史学 東京工業大学名誉教授
木本　雅夫 きもと　まさお 基礎医学 佐賀大学医学部分子生命科学講座教授
行場　次朗 ぎょうば　じろう 心理学・教育学 東北大学文学研究科教授
桐野　髙明 きりの　たかあき 臨床医学 独立行政法人国立国際医療研究センター総長･理事長
九後　太一 くご　たいち 物理学 京都大学基礎物理学研究所所長・教授



楠　美智子 くすのき　みちこ 材料工学 名古屋大学エコトピア科学研究所教授
工藤　昭彦 くどう　あきひこ 化学 東京理科大学理学部化学科教授
工藤　翔二 くどう　しょうじ 臨床医学 公益財団法人結核予防会複十字病院院長
工藤　眞由美 くどう　まゆみ 語学・文学 大阪大学文学研究科教授
工藤　由貴子 くどう　ゆきこ 健康・生活科学 文部科学省初等中等教育局主任教科書調査官
國枝　秀世 くにえだ　ひでよ 物理学 名古屋大学大学院理学研究科長・教授
國島　正彦 くにしま　まさひこ 総合工学 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
久保　広正 くぼ　ひろまさ 経済学 神戸大学大学院経済学研究科教授
窪川　かおる くぼかわ　かおる 基礎生物学 東京大学理学系研究科附属臨海実験所・特任教授
窪薗　晴夫 くぼぞの　はるお 語学・文学 人間文化研究機構国立国語研究所教授

久保田　俊郎 くぼた　としろう 臨床医学
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機能協
関学教授

倉本　義夫 くらもと　よしお 物理学 東北大学大学院理学研究科教授
栗木　哲 くりき　さとし 数理科学 情報・システム研究機構統計数理研究所教授
厨川　常元 くりやがわ　つねもと 機械工学 東北大学大学院工学研究科・教授
黒岩　常祥 くろいわ　つねよし 基礎生物学 立教大学大学院理学研究科特任教授
桑野　園子 くわの　そのこ 心理学・教育学 大阪大学名誉教授
玄田　有史 げんだ　ゆうじ 経済学 東京大学社会科学研究所教授
小池　和彦 こいけ　かずひこ 臨床医学 東京大学大学院医学系研究科消化器内科学教授
小泉　英明 こいずみ　ひであき 総合工学 株式会社日立製作所フェロー
鯉沼　秀臣 こいぬま　ひでおみ 材料工学 東京大学大学院新領域創成科学研究科客員教授
髙阪　章 こうさか　あきら 経済学 関西学院大学国際学部教授

高坂　新一 こうさか　しんいち 基礎医学
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事・神
経研究所長

高阪　宏行 こうさか　ひろゆき 地域研究 日本大学文理学部教授
河野　公俊 こうの　きみとし 物理学 独立行政法人理化学研究所主任研究員
神江　伸介 こうのえ　しんすけ 政治学 香川大学法学部教授
郡　健二郎 こおり　けんじろう 臨床医学 名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野
国分　牧衛 こくぶん　まきえ 農学 東北大学大学院農学研究科・教授
古在　豊樹 こざい　とよき 農学 千葉大学環境健康フィールド科学センター客員教授
小澤　紀美子 こざわ　きみこ 土木工学・建築学 東海大学教養学部特任教授
越塚　誠一 こしづか　せいいち 総合工学 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
小柴　正則 こしば　まさのり 電気電子工学 北海道大学大学院情報科学研究科教授
腰原　伸也 こしはら　しんや 物理学 東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻教授
小嶋　智 こじま　さとる 地球惑星科学 岐阜大学工学部教授
古城　佳子 こじょう　よしこ 政治学 東京大学大学院総合文化研究科教授
小関　敏彦 こせき　としひこ 材料工学 東京大学大学院工学系研究科教授
小谷　汪之 こたに　ひろゆき 史学 東京都立大学名誉教授
小玉　重夫 こだま　しげお 心理学・教育学 東京大学大学院教育学研究科・教授
児玉　浩子 こだま　ひろこ 臨床医学 帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科教授・学
小玉　祐一郎 こだま　ゆういちろう 土木工学・建築学 神戸芸術工科大学教授
小玉　亮子 こだま　りょうこ 心理学・教育学 お茶の水女子大学大学院准教授
後藤　晃 ごとう　あきら 経済学 公正取引委員会委員
後藤　敏 ごとう　さとし 電気電子工学 早稲田大学情報生産システム研究科教授
後藤　滋樹 ごとう　しげき 情報学 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授
後藤　俊夫 ごとう　としお 総合工学 中部大学副学長
小西　秀樹 こにし　ひでき 経済学 早稲田大学政治経済学術院教授
小西　美智子 こにし　みちこ 健康・生活科学 岐阜県立看護大学学長
小西　行郎 こにし　ゆくお 臨床医学 同志社大学心理学部教授
小畑　秀文 こばたけ　ひでふみ 電気電子工学 東京農工大学大学院工学研究院教授
小林　昭子 こばやし　あきこ 化学 日本大学文理学部教授
小林　潔司 こばやし　きよし 土木工学・建築学 京都大学大学院経営管理研究部教授
小林　祥泰 こばやし　しょうたい 臨床医学 島根大学理事・島根大学医学部附属病院長
小林　隆 こばやし　たかし 語学・文学 東北大学大学院文学研究科教授
小松　紘一 こまつ　こういち 化学 福井工業大学工学部教授
小宮山　宏 こみやま　ひろし 化学 株式会社三菱総合研究所理事長
小室　一成 こむろ　いっせい 臨床医学 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学教授
小柳　義夫 こやなぎ　よしお 基礎医学 京都大学ウイルス研究所教授
小山　勝二 こやま　かつじ 物理学 京都大学名誉教授



小山　博之 こやま　ひろゆき 食料科学 岐阜大学応用生物科学部教授
小山田　耕二 こやまだ　こうじ 総合工学 京都大学高等教育研究開発推進機構・教授
近藤　駿介 こんどう　しゅんすけ 総合工学 内閣府原子力委員会委員長

近藤　孝男 こんどう　たかお 基礎生物学
名古屋大学大学院理学研究科教授・名古屋大学高等研
究院院長

近藤　寿人 こんどう　ひさと 基礎生物学 大阪大学大学院生命機能研究科教授
近藤　光子 こんどう　みつこ 臨床医学 東京女子医科大学第１内科講師
今野　美智子 こんの　みちこ 基礎生物学 お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科基幹部門教

三枝　信子 さいぐさ　のぶこ 地球惑星科学
独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター陸
域モニタリング推進室長

三枝　正彦 さいぐさ　まさひこ 農学
豊橋技術科学大学先端農業バイオリサーチセンター特任
教授

西郷　和彦 さいごう　かずひこ 化学 高知工科大学副学長
齋藤　清機 さいとう　せいき 化学 放送大学岡山学習センター所長
斉藤　隆 さいとう　たかし 基礎医学 独立行政法人理化学研究所
齊藤　延人 さいとう　のぶひと 臨床医学 東京大学大学院医学系研究科脳神経外科学教授

齋藤　文紀 さいとう　よしき 地球惑星科学
独立行政法人産業技術総合研究所地質情報研究部門上
席研究員

佐伯　和子 さえき　かずこ 健康・生活科学 北海道大学大学院保健科学研究院教授
酒井　伸一 さかい　しんいち 環境学 京都大学環境安全保健機構附属環境科学センター長・教
酒井　健夫 さかい　たけお 食料科学 日本大学生物資源科学部教授
酒井　英昭 さかい　ひであき 情報学 京都大学大学院情報学研究科教授
坂井　秀弥 さかい　ひでや 史学 奈良大学文学部教授
酒井　英行 さかい　ひでゆき 物理学 独立行政法人理化学研究所仁科加速器研究センター部
坂内　正夫 さかうち　まさお 情報学 情報・システム研究機構国立情報学研究所所長
榊　裕之 さかき　ひろゆき 電気電子工学 豊田工業大学学長
坂田　桐子 さかた　きりこ 心理学・教育学 広島大学大学院総合科学研究科教授
坂庭　好一 さかにわ　こういち 情報学 東京工業大学大学院理工学研究科教授
坂部　俊樹 さかべ　としき 情報学 名古屋大学大学院情報科学研究科教授
坂本　穆彦 さかもと　あつひこ 基礎医学 大森赤十字病院顧問
佐川　正敏 さがわ　まさとし 史学 東北学院大学文学部教授
桜井　万里子 さくらい　まりこ 史学 東京大学名誉教授
櫻田　嘉章 さくらだ　よしあき 法学 甲南大学法科大学院教授
笹尾　真実子 ささお　まみこ 物理学 東北大学大学院工学研究科教授
佐々木　啓一 ささき　けいいち 歯学 東北大学大学院歯学研究科長・教授
佐々木　健一 ささき　けんいち 哲学 日本大学文理学部教授
佐々木　公明 ささき　こうめい 経済学 尚絅学院大学学長
佐々木　卓治 ささき　たくじ 基礎生物学 東京農業大学総合研究所・教授
佐々木　伸雄 ささき　のぶお 食料科学 中央大学教授
佐々木　宏子 ささき　ひろこ 心理学・教育学 鳴門教育大学名誉教授
佐々木　康人 ささき　やすひと 臨床医学 社団法人日本アイソトープ協会常務理事
笹谷　春美 ささたに　はるみ 社会学 北海道教育大学札幌校・教授
佐治　英郎 さじ　ひでお 薬学 京都大学大学院薬学研究科研究科長・教授
定藤　規弘 さだとう　のりひろ 基礎医学 自然科学研究機構生理学研究所教授
定本　朋子 さだもと　ともこ 健康・生活科学 日本女子体育大学体育学部教授
定行　まり子 さだゆき　まりこ 土木工学・建築学 日本女子大学家政学部教授
佐藤　岩夫 さとう　いわお 法学 東京大学社会科学研究所・教授
佐藤　勝彦 さとう　かつひこ 物理学 自然科学研究機構機構長
佐藤　滋 さとう　しげる 土木工学・建築学 早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授
佐藤　哲也 さとう　てつや 物理学 兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科長・教授
佐藤　矩行 さとう　のりゆき 基礎生物学 札幌医科大学医学部教授
佐藤　弘夫 さとう　ひろお 哲学 東北大学大学院文学研究科教授
佐藤　やよひ さとう　やよい 法学 関西大学法学部教授
佐野　正博 さの　まさひろ 史学 明治大学経営学部教授
佐野　みどり さの　みどり 哲学 学習院大学文学部教授
澤井　実 さわい　みのる 経済学 大阪大学経済学研究科教授
澤木　宣彦 さわき　のぶひこ 電気電子工学 愛知工業大学工学部教授
塩川　徹也 しおかわ　てつや 語学・文学 東京大学名誉教授
塩見　美喜子 しおみ　みきこ 基礎生物学 慶應義塾大学医学部准教授



重松　敬一 しげまつ　けいいち 心理学・教育学 奈良教育大学数学教育講座教授
實成　文彦 じつなり　ふみひこ 健康・生活科学 山陽学園大学副学長・山陽学園短期大学副学長
篠崎　一雄 しのざき　かずお 基礎生物学 独立行政法人理化学研究所植物科学研究センター長
篠原　資明 しのはら　もとあき 哲学 京都大学大学院人間・環境学研究科教授
篠村　知子 しのむら　ともこ 基礎生物学 帝京大学理工学部バイオサイエンス学科教授
斯波　真理子 しば　まりこ 臨床医学 独立行政法人国立循環器病研究センター研究所・特任部

柴﨑　正勝 しばさき　まさかつ 薬学
財団法人微生物化学研究会常務理事、微生物化学研究
所長（化学系）

柴田　直 しばた　ただし 電気電子工学 東京大学教授

柴田　德思 しばた　とくし 物理学
独立行政法人日本原子力研究開発機構J-PARCセンター
客員研究員

柴山　敦 しばやま　あつし 材料工学 秋田大学大学院工学資源学研究科教授
柴山　守 しばやま　まもる 情報学 京都大学東南アジア研究所教授
澁川　祥子 しぶかわ　しょうこ 健康・生活科学 横浜国立大学名誉教授
渋谷　彰 しぶや　あきら 基礎医学 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
志摩　園子 しま　そのこ 地域研究 昭和女子大学大学院生活機構学研究科教授
島田　眞路 しまだ　しんじ 臨床医学 山梨大学医学部付属病院病院長
島田　陽一 しまだ　よういち 法学 早稲田大学法学学術院教授
島本　功 しまもと　こう 基礎生物学 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教
清水　邦夫 しみず　くにお 数理科学 慶應義塾大学理工学部教授
清水　伸二 しみず　しんじ 機械工学 上智大学理工学部機能創造理工学科教授
清水　哲郎 しみず　てつろう 哲学 東京大学大学院人文社会系研究科特任教授
清水　浩 しみず　ひろし 農学 京都大学大学院農学研究科教授

下門　顯太郎 しもかど　けんたろう 臨床医学
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科血液制御内
科学分野教授

下崎　千代子 しもざき　ちよこ 経営学 大阪市立大学大学院経営学研究科教授
下田　正弘 しもだ　まさひろ 哲学 東京大学大学院人文社会系研究科教授
下光　輝一 しもみつ　てるいち 健康・生活科学 東京医科大学公衆衛生学講座主任教授
白石　隆 しらいし　たかし 政治学 政策研究大学院大学長
白石　友紀 しらいし　とものり 農学 岡山大学大学院自然科学研究科教授
白木　靖寛 しらき　やすひろ 総合工学 東京都市大学総合研究所教授
進士　五十八 しんじ　いそや 環境学 東京農業大学名誉教授、早稲田大学大学院客員教授
進藤　正信 しんどう　まさのぶ 歯学 北海道大学大学院歯学研究科口腔病理病態学教室教授
神野　直彦 じんの　なおひこ 経済学 総務省地方財政審議会会長
新野　秀憲 しんの　ひでのり 機械工学 東京工業大学精密工学研究所教授
水田　祥代 すいた　さちよ 臨床医学 九州大学名誉教授
菅野　純夫 すがの　すみお 基礎医学 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

菅原　正 すがわら　ただし 化学
東京大学名誉教授・大学院総合文化研究科広域科学専
攻、複雑系生命システム研究センター特任研究員、東大
名誉教授

菅原　洋子 すがわら　ようこ 化学 北里大学理学部教授
杉本　亜砂子 すぎもと　あさこ 基礎生物学 東北大学大学院生命科学研究科教授
杉本　敦子 すぎもと　あつこ 環境学 北海道大学大学院地球環境科学研究院教授

杉本　慶子 すぎもと　けいこ 基礎生物学
独立行政法人理化学研究所植物科学研究センター細胞
機能研究ユニットユニットリーダー

杉本　良男 すぎもと　よしお 地域研究 人間文化研究機構国立民族学博物館民族社会研究部教
杉山　雄一 すぎやま　ゆういち 薬学 東京大学大学院薬学系研究科分子薬物動態学教室教授
鈴木　篤之 すずき　あつゆき 総合工学 独立行政法人日本原子力研究開発機構理事長
鈴木　啓介 すずき　けいすけ 化学 東京工業大学大学院理工学研究科教授
鈴木　滋彦 すずき　しげひこ 食料科学 静岡大学農学部教授・学部長
鈴木　孝仁 すずき　たかひと 基礎生物学 奈良女子大学理学部教授
鈴木　俊夫 すずき　としお 材料工学 東京大学大学院工学系研究科教授
鈴木　直人 すずき　なおと 心理学・教育学 同志社大学心理学部教授
鈴木　雅之 すずき　まさし 語学・文学 宮城学院女子大学・学芸学部・英文学科教授
鈴木　正崇 すずき　まさたか 哲学 慶應義塾大学文学部教授
鈴木　康弘 すずき　やすひろ 地球惑星科学 名古屋大学教授
鈴木　陽一 すずき　よういち 情報学 東北大学電気通信研究所教授
鈴木　義則 すずき　よしのり 農学 九州大学名誉教授
鈴村　興太郎 すずむら　こうたろう 経済学 早稲田大学政治経済学術院教授



須田　木綿子 すだ　ゆうこ 社会学 東洋大学社会学部教授
須田　義大 すだ　よしひろ 機械工学 東京大学生産技術研究所教授

諏訪　牧子 すわ　まきこ 基礎生物学
独立行政法人産業技術総合研究所生命情報工学研究セ
ンター主幹研究員

清家　篤 せいけ　あつし 経済学 慶應義塾長・慶應義塾大学商学部教授
清野　進 せいの　すすむ 臨床医学 神戸大学大学院医学研究科教授
盛山　和夫 せいやま　かずお 社会学 東京大学大学院人文社会系研究科教授
関　礼子 せき　れいこ 社会学 立教大学社会学部教授
関田　貴司 せきた　たかし 材料工学 ＪＦＥスチール株式会社執行役員副社長
 瀬古　美喜 せこ　みき 経済学 慶應義塾大学経済学部教授
仙石　正和 せんごく　まさかず 電気電子工学 新潟大学理事（研究担当）・副学長
仙田　満 せんだ　みつる 土木工学・建築学 放送大学教授
仙波　恵美子 せんば　えみこ 基礎医学 和歌山県立医科大学医学部教授
寒川　恒夫 そうがわ　つねお 健康・生活科学 早稲田大学スポーツ科学学術院教授
曽根　三郎 そね　さぶろう 臨床医学 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部・名誉教
園田　茂人 そのだ　しげと 社会学 東京大学大学院情報学環・東洋文化研究所教授
園田　眞理子 そのだ　まりこ 土木工学・建築学 明治大学理工学部建築学科教授
反町　洋之 そりまち　ひろゆき 基礎生物学 財団法人東京都医学総合研究所参事研究員
平　朝彦 たいら　あさひこ 地球惑星科学 独立行政法人海洋研究開発機構理事

高井　まどか たかい　まどか 総合工学
東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専
攻教授

高井　義美 たかい　よしみ 基礎医学 神戸大学大学院医学研究科教授
高木　都 たかき　みやこ 基礎医学 奈良県立医科大学医学部医学科教授
髙﨑　史彦 たかさき　ふみひこ 物理学 高エネルギー加速器研究機構理事
髙田　幸千子 たかた　さちこ 健康・生活科学 独立行政法人国立循環器病研究センター看護部副看護
髙田　隆 たかた　たかし 歯学 広島大学医歯薬学総合研究科・教授、歯学部長
高田　広章 たかだ　ひろあき 情報学 名古屋大学教授
高田　昌樹 たかた　まさき 総合工学 独立行政法人理化学研究所播磨研究所主任研究員
髙田　光雄 たかだ　みつお 土木工学・建築学 京都大学大学院工学研究科教授
髙田　保之 たかた　やすゆき 機械工学 九州大学大学院工学研究院機械工学部門・教授
髙津　聖志 たかつ　きよし 基礎医学 富山県薬事研究所長
髙橋　重宏 たかはし　しげひろ 社会学 日本社会事業大学学長
高橋　眞一 たかはし　しんいち 地域研究 神戸大学名誉教授
高橋　保 たかはし　たもつ 化学 北海道大学触媒化学研究センター教授

髙橋　晴雄 たかはし　はるお 臨床医学
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部
外科学分野教授

髙橋　秀幸 たかはし　ひでゆき 基礎生物学 東北大学大学院生命科学研究科教授
高橋　基樹 たかはし　もとき 経済学 神戸大学大学院国際協力研究科教授
髙橋　裕子 たかはし　ゆうこ 地域研究 津田塾大学学芸学部英文学科教授・学長特別補佐
高橋　幸雄 たかはし　ゆきお 総合工学 東京工業大学名誉教授
髙橋　義人 たかはし　よしと 語学・文学 平安女学院大学国特任教授
髙濱　洋介 たかはま　ようすけ 基礎医学 徳島大学疾患ゲノム研究センター長・教授
髙見澤　磨 たかみざわ　おさむ 地域研究 東京大学東洋文化研究所教授
髙本　眞一 たかもと　しんいち 臨床医学 社会福祉法人三井記念病院院長
髙山　憲之 たかやま　のりゆき 経済学 年金シニアプラン総合研究機構研究主幹
寳木　和夫 たからぎ　かずお 情報学 株式会社日立製作所横浜研究所主管研究長
瀧川　具弘 たきがわ　ともひろ 農学 筑波大学教授
瀧川　仁 たきがわ　まさし 物理学 東京大学物性研究所教授
滝川　正春 たきがわ　まさはる 歯学 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
滝澤　正 たきざわ　ただし 法学 上智大学法科大学院教授
瀧本　昭 たきもと　あきら 機械工学 金沢大学理工研究域教授
田口　貞善 たぐち　さだよし 健康・生活科学 奈良産業大学地域公共学総合研究所教授
内匠　透 たくみ　とおる 基礎医学 広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授
竹内　整一 たけうち　せいいち 哲学 鎌倉女子大学教育学部教授
竹内　洋 たけうち　よう 社会学 関西大学人間健康学部教授・学部長
竹下　秀子 たけした　ひでこ 心理学・教育学 滋賀県立大学人間文化学部教授
武田　和義 たけだ　かずよし 農学 岡山大学名誉教授
武田　健 たけだ　けん 薬学 東京理科大学薬学部教授
竹田　敏一 たけだ　としかず 総合工学 福井大学附属国際原子力工学研究所所長・特任教授



武田　万里子 たけだ　まりこ 法学 津田塾大学教授
竹本　幹夫 たけもと　みきお 語学・文学 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館長・文学学術院教

田島　道夫 たじま　みちお 総合工学
独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所専
任教授

多田内　修 ただうち　おさむ 農学 九州大学大学院農学研究院教授
但野　茂 ただの　しげる 機械工学 北海道大学大学院工学研究院教授
立川　雅司 たちかわ　まさし 農学 茨城大学農学部教授
橘　邦英 たちばな　くにひで 総合工学 大阪電気通信大学工学部教授
橘木　俊詔 たちばなき　としあき 経済学 同志社大学経済学部教授
辰巳　敬 たつみ　たかし 化学 東京工業大学資源化学研究所所長・教授
立居場　光生 たていば　みつお 電気電子工学 有明工業高等専門学校長
田中　明彦 たなか　あきひこ 政治学 東京大学大学院情報学環教授
田中　勲 たなか　いさお 化学 北海道大学大学院先端生命科学研究院教授
田中　和子 たなか　かずこ 地域研究 京都大学大学院文学研究科教授
田中　和広 たなか　かずひろ 地球惑星科学 山口大学大学院理工学研究科教授
田中　晃二 たなか　こうじ 化学 自然科学研究機構分子科学研究所教授
田中　成明 たなか　しげあき 法学 財団法人国際高等研究所副所長
田中　毎実 たなか　つねみ 心理学・教育学 京都大学高等教育研究開発推進センター長・教授
田中　則夫 たなか　のりお 法学 龍谷大学法科大学院教授
田中　英彦 たなか　ひでひこ 情報学 情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科長
田中　正人 たなか　まさと 機械工学
田中　美恵子 たなか　みえこ 健康・生活科学 東京女子医科大学看護学部長・教授
谷　富夫 たに　とみお 社会学 甲南大学文学部教授
谷口　功 たにぐち　いさお 化学 熊本大学学長
谷口　栄一 たにぐち　えいいち 土木工学・建築学 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授
谷口　勢津夫 たにぐち　せつお 法学 大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口　維紹 たにぐち　ただつぐ 基礎医学 東京大学大学院医学系研究科教授

谷口　尚子 たにぐち　なおこ 政治学
東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム選
考准教授

谷口　直之 たにぐち　なおゆき 基礎医学 大阪大学産業科学研究所寄附研究部門教授

谷口　雅樹 たにぐち　まさき 物理学
広島大学大学院理学研究科物理科学専攻教授・放射光
科学研究センター長

谷口　倫一郎 たにぐち　りんいちろう 情報学 九州大学大学院システム情報科学研究院教授
谷下　一夫 たにした　かずお 機械工学 慶應義塾大学理工学部教授
谷本　雅之 たにもと　まさゆき 経済学 東京大学大学院経済学研究科教授
田渕　隆俊 たぶち　たかとし 経済学 東京大学経済学研究科教授
玉井　金五 たまい　きんご 経済学 大阪市立大学大学院経済学研究科教授
玉井　哲雄 たまい　てつお 情報学 東京大学大学院総合文化研究科教授
玉尾　皓平 たまお　こうへい 化学 独立行政法人理化学研究所　基幹研究所所長
玉木　敬二 たまき　けいじ 健康・生活科学 京都大学大学院医学研究科教授
玉城　英彦 たましろ　ひでひこ 健康・生活科学 北海道大学大学院医学研究科教授
田村　毅 たむら　たけし 語学・文学 獨協大学外国語学部フランス語学科
田村　裕和 たむら　ひろかず 物理学 東北大学大学院理学研究科教授
田村　幸雄 たむら　ゆきお 土木工学・建築学 東京工芸大学工学部教授
為近　恵美 ためちか　えみ 電気電子工学 NTTマイクロシステムインテグレーション研究所主幹研究
多屋　淑子 たや　よしこ 健康・生活科学 日本女子大学教授
丹下　健 たんげ　たけし 食料科学 東京大学・教授
丹沢　秀樹 たんざわ　ひでき 歯学 千葉大学大学院医学研究科臨床分子生物学教授
千葉　恵美子 ちば　えみこ 法学 名古屋大学大学院法学研究科教授
茶谷　直人 ちゃたに　なおと 化学 大阪大学大学院工学研究科教授
塚田　孝 つかだ　たかし 史学 大阪市立大学大学院文学研究科教授
塚原　健一 つかはら　けんいち 土木工学・建築学 九州大学大学院工学研究院教授
月脚　達彦 つきあし　たつひこ 史学 東京大学大学院総合文化研究科准教授
佃　栄吉 つくだ　えいきち 地球惑星科学 独立行政法人産業技術総合研究所副研究統括
柘植　綾夫 つげ　あやお 機械工学 芝浦工業大学学長、三菱重工業(株)特別顧問
津﨑　兼彰 つざき　かねあき 材料工学 独立行政法人物質・材料研究機構元素戦略材料センター
辻本　壽 つじもと　ひさし 農学 鳥取大学乾燥地研究センター教授
津田　俊隆 つだ　としたか 電気電子工学 株式会社富士通研究所フェロー



土屋　英子 つちや　えいこ 農学
広島大学大学理事・副学長（研究）、院先端物質科学研究
科教授

筒井　義郎 つつい　よしろう 経済学 大阪大学大学院経済学研究科教授
都築　和代 つづき　かずよ 健康・生活科学 独立行政法人産業技術総合研究所研究グループ長
續　輝久 つづき　てるひさ 基礎医学 九州大学大学院医学研究院教授
堤　裕幸 つつみ　ひろゆき 臨床医学 札幌医科大学医学部小児科学講座教授
常行　真司 つねゆき　しんじ 物理学 東京大学大学院理学系研究科・教授
角田　猛之 つのだ　たけし 法学 関西大学法学部教授

椿　広計 つばき　ひろえ 数理科学
情報・システム研究機構統計数理研究所副所長・リスク解
析戦略研究センター長・教授

津本　忠治 つもと　ただはる 基礎医学
独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター・
チームリーダー

寺崎　哲也 てらさき　てつや 薬学 東北大学大学院薬学研究科・教授
寺本　明 てらもと　あきら 臨床医学 日本医科大学大学院医学研究科長
𡈽井　健史 どい　たけふみ 薬学 大阪大学大学院薬学研究科・教授
土井　政和 どい　まさかず 法学 九州大学大学院法学研究院教授
徳田　英幸 とくだ　ひでゆき 情報学 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授
德留　信寛 とくどめ　しんかん 健康・生活科学 独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長
徳永　宗雄 とくなが　むねお 地域研究 京都大学名誉教授
德山　豪 とくやま　たけし 情報学 東北大学大学院情報科学研究科教授
利島　保 としま　たもつ 心理学・教育学 広島大学名誉教授
戸田　達史 とだ　たつし 臨床医学 神戸大学大学院医学研究科神経内科学／分子脳科学教
戸田山　和久 とだやま　かずひさ 哲学 名古屋大学情報科学研究科教授

戸所　隆 とどころ　たかし 地域研究
高崎経済大学学術情報センター長（兼図書館長）、地域政
策学部教授

外村　彰 とのむら　あきら 物理学 株式会社日立製作所フェロー
鳥羽　研二 とば　けんじ 臨床医学 独立行政法人国立長寿医療研究センター病院長
戸部　博 とべ　ひろし 基礎生物学 京都大学大学院理学研究科教授
富塚　誠義 とみずか　まさよし 機械工学 カリフォルニア大学バークレー校工学部教授
冨永　悌二 とみなが　ていじ 臨床医学 東北大学大学院医学系研究科教授
友永　雅己 ともなが　まさき 心理学・教育学 京都大学霊長類研究所准教授
豊崎　七絵 とよさき　ななえ 法学 九州大学大学院法学研究院准教授

豊田　政男 とよだ　まさお 材料工学
独立行政法人科学技術振興機構JSTイノベーションプラザ
大阪館長

鳥居　徹 とりい　とおる 農学 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
鳥居　隆三 とりい　りゅうぞう 基礎生物学 滋賀医科大学動物生命科学研究センター長・教授
鳥養　映子 とりかい　えいこ 物理学 山梨大学教授
鳥飼　玖美子 とりかい　くみこ 語学・文学 立教大学特任教授
直井　優 なおい　あつし 社会学 大阪大学名誉教授
直井　道子 なおい　みちこ 社会学 桜美林大学客員教授
永井　厚志 ながい　あつし 臨床医学 東京女子医科大学内科学１・主任教授
永井　正夫 ながい　まさお 機械工学 東京農工大学工学研究院長・教授
永江　知文 ながえ　ともふみ 物理学 京都大学大学院理学研究科教授
中尾　充宏 なかお　みつひろ 数理科学 佐世保工業高等専門学校校長
中尾　光善 なかお　みつよし 基礎医学 熊本大学発生医学研究所教授
中川　貴雄 なかがわ　たかお 物理学 独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教

長坂　徹也 ながさか　てつや 材料工学
東北大学大学院工学研究科勤金属フロンティア工学専攻
教授

 長崎　栄三 ながさき　えいぞう 心理学・教育学 静岡大学大学院教育学研究科教授
長澤　秀行 ながさわ　ひでゆき 農学 帯広畜産大学学長

中島　聡美 なかじま　さとみ 臨床医学
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健
研究所成人精神保健研究部室長

中島　隆博 なかじま　たかひろ 哲学 東京大学大学院総合文化研究科准教授
中島　正愛 なかしま　まさよし 土木工学・建築学 京都大学防災研究所所長
中嶋　康博 なかしま　やすひろ 農学 東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
中瀬　勲 なかせ　いさお 農学 兵庫県立大学自然・環境科学研究所教授
永瀬　伸子 ながせ　のぶこ 経済学 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授
永田　和宏 ながた　かずひろ 基礎生物学 京都産業大学総合生命科学部教授・学部長
長田　敏行 ながた　としゆき 基礎生物学 法政大学生命科学部教授・学部長



永田　典子 ながた　のりこ 基礎生物学 日本女子大学理学部准教授
中坪　史典 なかつぼ　ふみのり 心理学・教育学 広島大学大学院教育学研究科准教授
中西　寛子 なかにし　ひろこ 数理科学 成蹊大学経済学部教授
中野　いく子 なかの　いくこ 社会学 東海大学健康科学部教授
中野　聡 なかの　さとし 史学 一橋大学大学院社会学研究科教授
中野　敏子 なかの　としこ 社会学 明治学院大学社会学部社会福祉学科教授
長野　ひろ子 ながの　ひろこ 史学 中央大学経済学部教授
中野　義昭 なかの　よしあき 総合工学 東京大学先端科学技術研究センター所長・教授
中埜　良昭 なかの　よしあき 土木工学・建築学 東京大学生産技術研究所教授
中畑　龍俊 なかはた　たつとし 臨床医学 京都大学iPS細胞研究所副所長・特定拠点教授
中畑　雅行 なかはた　まさゆき 物理学 東京大学宇宙線研究所教授
長濱　嘉孝 ながはま　よしたか 基礎生物学 愛媛大学社会連携推進機構　教授
永原　陽子 ながはら　ようこ 地域研究 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
永宮　正治 ながみや　しょうじ 物理学 J-PARCセンター長
中村　玄 なかむら　げん 数理科学 北海道大学大学院理学研究院教授
中村　耕三 なかむら　こうぞう 臨床医学 国立障碍者リハビリテーションセンター自立支援局長
中村　信一 なかむら　しんいち 基礎医学 金沢大学長
中村　卓郎 なかむら　たくろう 基礎医学 財団法人癌研究会癌研究所発がん研究部部長
中村　尚 なかむら　ひさし 地球惑星科学 東京大学先端科学技術研究センター教授

中村　正人 なかむら　まさと 地球惑星科学
独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所研
究総主幹

中村　將 なかむら　まさる 食料科学 琉球大学熱帯生物圏研究センター教授
中村　佳正 なかむら　よしまさ 数理科学 京都大学大学院情報学研究科長・教授
中山　和久 なかやま　かずひさ 薬学 京都大学大学院薬学研究科生体情報制御学分野教授
名古　道功 なこ　みちたか 法学 金沢大学人間社会学域法学類教授
名越　澄子 なごし　すみこ 臨床医学 埼玉医科大学医学部消化器内科・肝臓内科教授
鍋倉　淳一 なべくら　じゅんいち 基礎医学 自然科学研究機構生理学研究所教授
鍋島　陽一 なべしま　よういち 基礎医学 財団法人先端医療振興財団先端医療センター長

成松　久 なりまつ　ひさし 基礎医学
独立行政法人産業技術総合研究所・糖鎖医工学研究セン
ター

成田　吉徳 なるた　よしのり 化学 九州大学先導物質化学研究所主幹教授
難波　利幸 なんば　としゆき 統合生物学 大阪府立大学大学院理学系研究科教授
南谷　崇 なんや　たかし 情報学 キヤノン株式会社顧問
新川　詔夫 にいかわ　のりお 基礎医学 北海道医療大学学長
新倉　修 にいくら　おさむ 法学 青山学院大学大学院法務研究科教授
新野　宏 にいの　ひろし 地球惑星科学 東京大学大気海洋研究所所長・教授
新美　智秀 にいみ　ともひで 機械工学 名古屋大学大学院工学研究科教授
新美　倫子 にいみ　みちこ 史学 名古屋大学博物館准教授
二木　立 にき　りゅう 社会学 日本福祉大学副学長・教授

西　弘嗣 にし　ひろし 地球惑星科学
東北大学学術資源研究公開センター東北大学総合学術
博物館教授

西尾　剛 にしお　たけし 農学 東北大学大学院農学研究科教授
西尾　チヅル にしお　ちづる 経営学 筑波大学教授
西垣　誠 にしがき　まこと 土木工学・建築学 岡山大学大学院環境学研究科教授
西川　恵子 にしかわ　けいこ 化学 千葉大学教授
西川　伸一 にしかわ　しんいち 政治学 明治大学政治経済学部教授
西島　正弘 にしじま　まさひろ 薬学 昭和薬科大学特任教授
西出　宏之 にしで　ひろゆき 化学 早稲田大学先進理工学部長・教授
西原　寛 にしはら　ひろし 化学 東京大学大学院理学系研究科化学専攻教授
西村　和雄 にしむら　かずお 経済学 京都大学経済研究所特任教授
西村　周三 にしむら　しゅうぞう 経済学 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所・所長
西村　幹夫 にしむら　みきお 基礎生物学 自然科学研究機構基礎生物学研究所教授
西森　秀稔 にしもり　ひでとし 物理学 東京工業大学大学院理工学研究科教授
西山　忠男 にしやま　ただお 地球惑星科学 熊本大学大学院自然科学研究科長・教授
新田　栄治 にった　えいじ 史学 鹿児島大学法文学部教授
 二ノ方　寿 にのかた　ひさし 総合工学 東京工業大学大学院理工学研究科原子核工学専攻教授
二宮　善文 にのみや　よしふみ 基礎医学 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
仁平　義明 にへい　よしあき 心理学・教育学 白鷗大学教育学部教授
糠塚　康江 ぬかつか　やすえ 法学 関東学院大学法学部教授



貫和　敏博 ぬきわ　としひろ 臨床医学 東北大学教授
野口　定久 のぐち　さだひさ 社会学 日本福祉大学社会福祉学部教授・大学院委員長
野崎　京子 のざき　きょうこ 化学 東京大学大学院工学系研究科・教授
野﨑　大地 のざき　だいち 健康・生活科学 東京大学大学院教育学研究科教授
野波　健蔵 のなみ　けんぞう 機械工学 千葉大学副学長・教授

野本　明男 のもと　あきお 基礎医学
財団法人微生物化学研究会微生物化学研究所所長（生
物系）

野依　良治 のより　りょうじ 化学 独立行政法人理化学研究所理事長
橋口　公一 はしぐち　こういち 食料科学 第一工業大学客員教授
橋本　周司 はしもと　しゅうじ 情報学 早稲田大学理工学術院教授
橋本　毅彦 はしもと　たけひこ 史学 東京大学大学院総合文化研究科教授
橋本　信夫 はしもと　のぶお 臨床医学 独立行政法人国立循環器病研究センター理事長
橋本　康 はしもと　やすし 農学 愛媛大学名誉教授
長谷山　美紀 はせやま　みき 情報学 北海道大学大学院情報科学研究科教授
畑山　範 はたけやま　すすみ 薬学 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授
羽藤　英二 はとう　えいじ 土木工学・建築学 東京大学大学院工学研究科都市工学専攻准教授
花岡　文雄 はなおか　ふみお 基礎生物学 学習院大学理学部教授
塙　隆夫 はなわ　たかお 材料工学 東京医科歯科大学生体材料工学研究所所長・教授
羽入　佐和子 はにゅう　さわこ 哲学 お茶の水女子大学学長
羽根　一博 はね　かずひろ 総合工学 東北大学大学院工学研究科・教授
馬場　俊彦 ばば　としひこ 総合工学 横浜国立大学教授
馬場　悠男 ばば　ひさお 統合生物学 独立行政法人国立科学博物館名誉研究員
土生　英里 はぶ　えり 法学 山口大学経済学部准教授
濵口　宏夫 はまぐち　ひろお 化学 東京大学大学院理学系研究科教授
濱田　政則 はまだ　まさのり 土木工学・建築学 早稲田大学理工学術院教授
濵野　周泰 はまの　ちかやす 環境学 東京農業大学地域環境科学部教授

早川　誠而 はやかわ　せいじ 農学
宇部市公園整備局緑と花と彫刻の博物館「ときわミュージ
アム」企画監

早川　操 はやかわ　みさお 心理学・教育学 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授
林　佳世子 はやし　かよこ 史学 東京外国語大学教授
林　秀弥 はやし　しゅうや 法学 名古屋大学大学院法学研究科准教授
林　徹 はやし　とおる 語学・文学 東京大学大学院人文社会系研究科教授
林　春男 はやし　はるお 心理学・教育学 京都大学防災研究所教授
林　正彦 はやし　まさひこ 物理学 東京大学理学系研究科教授
林　勇二郎 はやし　ゆうじろう 機械工学 独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
林　良博 はやし　よしひろ 農学 東京農業大学農学部教授
原　純輔 はら　じゅんすけ 社会学 放送大学特任教授・宮城学習センター所長
原　登志彦 はら　としひこ 統合生物学 北海道大学低温科学研究所・生物環境部門教授
原　寿郎 はら　としろう 臨床医学 九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野教授
原口　紘炁 はらぐち　ひろき 化学 一般社団法人国際環境研究協会プログラムオフィサー
晴山　雅人 はれやま　まさと 臨床医学 札幌医科大学医学部教授
半田　宏 はんだ　ひろし 化学 東京工業大学教授
板東　義雄 ばんどう　よしお 材料工学 独立行政法人物質・材料研究機構フェロー
半場　祐子 はんば　ゆうこ 統合生物学 京都工芸繊維大学准教授
東野　輝夫 ひがしの　てるお 情報学 大阪大学大学院情報科学研究科教授
人見　剛 ひとみ　たけし 法学 立教大学大学院法務研究科教授

日比谷　孟俊 ひびや　たけとし 総合工学
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
科非常勤講師

姫野　誠一郎 ひめの　せいいちろう 薬学 徳島文理大学薬学部教授
檜山　爲次郎 ひやま　ためじろう 化学 中央大学研究開発機構・教授
兵頭　志明 ひょうどう　しあき 化学 兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科教授
平井　みどり ひらい　みどり 薬学 神戸大学医学部附属病院薬剤部薬剤部長・教授
平尾　公彦 ひらお　きみひこ 化学 独立行政法人理化学研究所・計算科学研究機構長
開　一夫 ひらき　かずお 情報学 東京大学大学院総合文化研究科教授
平田　直 ひらた　なおし 地球惑星科学 東京大学地震研究所・教授
平田　典子 ひらた　のりこ 数理科学 日本大学理工学部教授
平松　一夫 ひらまつ　かずお 経営学 関西学院大学商学部教授
平本　厚 ひらもと　あつし 経済学 東北大学大学院経済学研究科教授
廣川　信隆 ひろかわ　のぶたか 基礎医学 東京大学大学院医学系研究科特任教授



広瀬　茂男 ひろせ　しげお 機械工学 東京工業大学機械宇宙システム専攻教授・センター長
廣瀬　通孝 ひろせ　みちたか 情報学 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
広田　照幸 ひろた　てるゆき 心理学・教育学 日本大学文理学部教授
広渡　清吾 ひろわたり　せいご 法学 専修大学法学部教授
深尾　京司 ふかお　きょうじ 経済学 一橋大学経済研究所教授
深尾　精一 ふかお　せいいち 土木工学・建築学 首都大学東京都市環境学部教授

深津　武馬 ふかつ　たけま 基礎生物学
独立行政法人産業技術総合研究所生物プロセス研究部
内研究グループ長

福島　雅典 ふくしま　まさのり 臨床医学
財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センター長
（兼）研究事業統括

福嶋　義光 ふくしま　よしみつ 基礎医学 信州大学医学部長、医学部遺伝医学・予防医学講座教授
福田　仁一 ふくた　じんいち 歯学 九州歯科大学学長
福田　洋一 ふくだ　よういち 地球惑星科学 京都大学理学研究科教授
福永　伸哉 ふくなが　しんや 史学 大阪大学大学院文学研究科教授
福永　哲夫 ふくなが　てつお 健康・生活科学 鹿屋体育大学学長
福林　徹 ふくばやし　とおる 臨床医学 早稲田大学スポーツ科学学術院教授
服巻　保幸 ふくまき　やすゆき 基礎医学 九州大学生体防御医学研究所教授
福山　秀敏 ふくやま　ひでとし 物理学 東京理科大学副学長

福山　満由美 ふくやま　まゆみ 機械工学
日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力品質保証
本部原子力設計品質統括部部長

藤井　克己 ふじい　かつみ 農学 岩手大学学長
藤井　教公 ふじい　きょうこう 哲学 北海道大学大学院文学研究科教授
藤井　讓治 ふじい　じょうじ 史学 京都大学大学院文学研究科教授
藤井　保彦 ふじい　やすひこ 物理学 一般財団法人総合科学研究機構東海事業センター長
藤岡　惠子 ふじおか　けいこ 化学 株式会社ファンクショナル・フルイッド代表取締役
藤垣　裕子 ふじがき　ゆうこ 社会学 東京大学大学院総合文化研究科教授
藤木　幸夫 ふじき　ゆきお 基礎生物学 九州大学理事・副学長、理学研究院教授
藤崎　憲治 ふじさき　けんじ 農学 京都大学大学院農学研究科教授
藤澤　彰英 ふじさわ　あきひで 物理学 九州大学応用力学研究所教授
藤嶋　昭 ふじしま　あきら 化学 東京理科大学学長
藤田　尚志 ふじた　たかし 基礎医学 京都大学ウイルス研究所分子遺伝学研究分野教授
藤田　英典 ふじた　ひでのり 心理学・教育学 共栄大学教育学部長
藤田　博之 ふじた　ひろゆき 電気電子工学 東京大学生産技術研究所副所長・教授
藤田　昌久 ふじた　まさひさ 経済学 甲南大学学長直属特別客員教授

藤永　弘 ふじなが　ひろし 経営学
青森公立大学大学院経営経済学研究科教授・経営経済
学部教授

藤原　聖子 ふじわら　さとこ 哲学 東京大学大学院人文社会系研究科准教授
藤原　晴彦 ふじわら　はるひこ 基礎生物学 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
伏谷　伸宏 ふせたに　のぶひろ 食料科学 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構長
舩橋　晴俊 ふなばし　はるとし 社会学 法政大学社会学部教授
船水　尚行 ふなみず　なおゆき 土木工学・建築学 北海道大学大学院工学研究院教授
古川　鋼一 ふるかわ　こういち 基礎医学 名古屋大学大学院医学系研究科教授
古川　勇二 ふるかわ　ゆうじ 機械工学 職業能力開発総合大学校校長
古田　和子 ふるた　かずこ 経済学 慶應義塾大学経済学部教授
古谷　修一 ふるや　しゅういち 法学 早稲田大学大学院法務研究科教授
日置　幸介 へき　こうすけ 地球惑星科学 北海道大学理学研究院教授
別役　智子 べつやく　ともこ 臨床医学 慶應義塾大学医学部呼吸器内科教授
逸見　勝亮 へんみ　まさあき 心理学・教育学 北海道大学名誉教授
寳金　清博 ほうきん　きよひろ 臨床医学 北海道大学大学院医学研究科脳神経外科教授
細井　美彦 ほそい　よしひこ 食料科学 近畿大学生物理工学部教授
堀田　知光 ほった　ともみつ 臨床医学 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター院長
梅干野　晁 ほやの　あきら 土木工学・建築学 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
堀　正二 ほり　まさつぐ 臨床医学 大阪府立成人病センター総長
堀　勝 ほり　まさる 総合工学 名古屋大学工学研究科教授
堀　洋一 ほり　よういち 電気電子工学 東京大学新領域創成科学研究科教授
堀池　信夫 ほりいけ　のぶお 哲学 筑波大学名誉教授
堀江　正知 ほりえ　せいち 健康・生活科学 産業医科大学産業生態科学研究所産業保健管理学教授
堀口　安彦 ほりぐち　やすひこ 基礎医学 大阪大学微生物病研究所教授



本庶　佑 ほんじょ　たすく 基礎医学
京都大学名誉教授、京都大学大学院医学研究科客員教
授、内閣府総合科学技術会議常勤議員

本多　佑三 ほんだ　ゆうぞう 経済学 関西大学総合情報学部教授
本田　由紀 ほんだ　ゆき 社会学 東京大学大学院教育学研究科教授
本間　研一 ほんま　けんいち 基礎医学 北海道大学大学院医学研究科特任教授
前川　宏一 まえかわ　こういち 土木工学・建築学 東京大学工学系研究科教授
前川　孝昭 まえかわ　たかあき 農学 筑波大学名誉教授
前多　敬一郎 まえだ　けいいちろう 食料科学 名古屋大学農学国際教育協力研究センター教授
前田　伸子 まえだ　のぶこ 基礎医学 鶴見大学副学長・同歯学部口腔微生物学講座教授
前田　富士男 まえだ　ふじお 哲学 中部大学教授
前田　吉昭 まえだ　よしあき 数理科学 慶應義塾大学理工学部教授

前田　龍太郎 まえだ　りゅうたろう 機械工学
独立行政法人産業技術総合研究所集積マイクロシステム
研究センター長

真壁　利明 まかべ　としあき 電気電子工学 慶應義塾常任理事

真木　太一 まき　たいち 農学
筑波大学北アフリカ研究センター客員教授、九州大学名
誉教授

牧里　毎治 まきさと　つねじ 社会学 関西学院大学人間福祉学部社会起業学科教授
牧野　俊郎 まきの　としろう 機械工学 京都大学大学院工学研究科機械理工学専攻教授

正井　久雄 まさい　ひさお 基礎生物学
財団法人東京都医学研究機構東京都医学総合研究所ゲ
ノム医科学研究分野・分野長

政岡　俊夫 まさおか　としお 食料科学 麻布大学理事長・学長
正村　俊之 まさむら　としゆき 社会学 東北大学大学院文学研究科教授
真島　秀行 まじま　ひでゆき 数理科学 お茶の水女子大学教授
益田　晴恵 ますだ　はるえ 地球惑星科学 大阪市立大学大学院理学研究科教授
町田　武美 まちだ　たけみ 農学 愛国学園大学人間文化学部教授
町田　千代子 まちだ　ちよこ 基礎生物学 中部大学応用生物学部教授
町野　朔 まちの　さく 法学 上智大学大学院法学研究科教授
町村　敬志 まちむら　たかし 社会学 一橋大学大学院社会学研究科教授
松井　彰彦 まつい　あきひこ 経済学 東京大学大学院経済学研究科教授
松井　孝典 まつい　たかふみ 地球惑星科学 千葉工業大学惑星探査研究センター所長
松井　秀征 まつい　ひでゆき 法学 立教大学法学部教授
松浦　善治 まつうら　よしはる 基礎医学 大阪大学微生物病研究所教授
松浦　良充 まつうら　よしみつ 心理学・教育学 慶應義塾大学文学部教授

松尾　清一 まつお　せいいち 臨床医学
名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座腎臓内
科学教授

松澤　佑次 まつざわ　ゆうじ 臨床医学 財団法人住友病院院長
松田　宏一郎 まつだ　こういちろう 政治学 立教大学法学部教授
松田　道行 まつだ　みちゆき 基礎医学 京都大学大学院生命科学研究科教授
松原　洋一 まつばら　よういち 臨床医学 東北大学大学院医学系研究科遺伝病学分野教授
松原　洋子 まつばら　ようこ 史学 立命館大学大学院先端総合学術研究科教授
松村　良之 まつむら　よしゆき 法学 千葉大学法経学部教授
松本　万夫 まつもと　かずお 臨床医学 埼玉医科大学国際医療センター心臓内科教授
松本　健一 まつもと　けんいち 情報学 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授

松本　淳 まつもと　じゅん 地球惑星科学
首都大学東京大学院都市環境科学研究科地理環境科学
域教授

松本　忠夫 まつもと　ただお 統合生物学 放送大学教養学部教授
松本　宏 まつもと　ひろし 農学 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
松本　裕治 まつもと　ゆうじ 情報学 奈良先端科学技術大学院大学教授
松本　良 まつもと　りょう 地球惑星科学 東京大学大学院理学系研究科教授
松森　晶子 まつもり　あきこ 語学・文学 日本女子大学文学部教授・国立国語研究所客員教授
間藤　徹 まとう　とおる 食料科学 京都大学農学研究科教授
的川　泰宣 まとがわ　やすのり 総合工学 独立行政法人宇宙航空研究開発機構　名誉教授・技術参
真鍋　俊明 まなべ　としあき 基礎医学 滋賀県立成人病センター病理診断科長・同研究所長
真渕　勝 まぶち　まさる 政治学 京都大学公共政策連携研究部教授
圓山　重直 まるやま　しげなお 機械工学 東北大学流体科学研究所教授
馬渡　駿介 まわたり　しゅんすけ 基礎生物学 北海道大学名誉教授
三浦　慎悟 みうら　しんご 統合生物学 早稲田大学人間科学部教授
三浦　典子 みうら　のりこ 社会学 山口大学名誉教授
三尾　裕子 みお　ゆうこ 地域研究 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授



三木　哲郎 みき　てつろう 臨床医学 愛媛大学教授

御子柴　克彦 みこしば　かつひこ 基礎医学
独立行政法人理化学研究所　脳科学総合研究センター　
シニアチームリーダー

身﨑　壽 みさき　ひさし 語学・文学 北海道大学名誉教授
三澤　弘明 みさわ　ひろあき 化学 北海道大学電子科学研究所所長・教授
三品　昌美 みしな　まさよし 基礎医学 東京大学大学院医学系研究科教授

三嶋　理晃 みしま　みちあき 臨床医学
京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学教授・京都大
学医学部附属病院院長

水野　紀子 みずの　のりこ 法学 東北大学法学研究科教授
水村　和枝 みずむら　かずえ 基礎医学 中部大学生命健康科学部理学療法学科教授
溝口　紀子 みぞぐち　のりこ 数理科学 東京学芸大学教育学部数学教室准教授
三成　賢次 みつなり　けんじ 法学 大阪大学大学院法学研究科教授
緑川　光正 みどりかわ　みつまさ 土木工学・建築学 北海道大学大学院工学研究院教授
南　一誠 みなみ　かずのぶ 土木工学・建築学 芝浦工業大学工学部教授
南　裕子 みなみ　ひろこ 健康・生活科学 高知県立大学学長
南　雅文 みなみ　まさぶみ 薬学 北海道大学大学院薬学研究院教授
南　裕子 みなみ　ゆうこ 地域研究 一橋大学大学院経済学研究科准教授

美濃　導彦 みのう　みちひこ 情報学
京都大学情報環境機構長・同大学学術情報メディアセン
ター教授

美濃島　薫 みのしま　かおる 総合工学
独立行政法人産業技術総合研究所イノベーション推進本
部事務局長

三間　圀興 みま　くにおき 総合工学 特任教授
宮内　敏雄 みやうち　としお 機械工学 東京工業大学大学院理工学研究科教授

宮尾　光恵 みやお　みつえ 基礎生物学
独立行政法人農業生物資源研究所植物生産生理機能研
究ユニット長

宮坂　昌之 みやさか　まさゆき 基礎医学 大阪大学大学院医学系研究科免疫動態学教授
宮崎　恒二 みやざき　こうじ 地域研究 東京外国語大学理事
宮﨑　康二 みやざき　こうじ 臨床医学 島根大学医学部産科婦人科教授
宮﨑　隆 みやざき　たかし 歯学 昭和大学歯学部歯科理工学教室教授
 宮﨑　毅 みやざき　つよし 農学 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
宮﨑　則幸 みやざき　のりゆき 機械工学 京都大学大学院工学研究科教授
宮﨑　秀夫 みやざき　ひでお 歯学 新潟大学大学院医歯学総合研究科教授
宮澤　陽夫 みやざわ　てるお 農学 東北大学大学院農学研究科生物産業創成科学専攻教授
宮田　隆司 みやた　たかし 材料工学 名古屋大学理事・副総長
宮地　元彦 みやち　もとひこ 健康・生活科学 独立行政法人国立健康・栄養研究所健康増進研究部長
宮寺　晃夫 みやでら　あきお 心理学・教育学 筑波学院大学経営情報学部教授
宮原　秀夫 みやはら　ひでお 情報学 独立行政法人情報通信研究機構理事長
宮村　達男 みやむら　たつお 基礎医学 厚生労働省国立感染症研究所名誉所員
宮本　太郎 みやもと　たろう 政治学 北海道大学大学院法学研究科教授
宮本　又郎 みやもと　またお 経済学 関西学院大学大学院経営戦略研究科教授
宮本　みち子 みやもと　みちこ 社会学 放送大学教養学部教授
三輪　睿太郎 みわ　えいたろう 農学 東京農業大学総合研究所教授
三輪　哲二 みわ　てつじ 数理科学 京都大学大学院理学研究科数学数理解析専攻教授
向井　清 むかい　きよし 基礎医学 東京都済生会中央病院病理診断科部長
向殿　政男 むかいどの　まさお 総合工学 明治大学・教授
村井　耕二 むらい　こうじ 基礎生物学 福井県立大学生物資源学部教授
村井　眞二 むらい　しんじ 化学 奈良先端科学技術大学院大学理事・副学長
村岡　洋一 むらおか　よういち 情報学 早稲田大学理工学術院教授
村上　暁信 むらかみ　あきのぶ 環境学 筑波大学大学院システム情報工学研究科准教授
村上　郁也 むらかみ　いくや 心理学・教育学 東京大学大学院総合文化研究科准教授
村上　周三 むらかみ　しゅうぞう 土木工学・建築学 独立行政法人建築研究所理事長
村上　正紀 むらかみ　まさのり 材料工学 立命館副総長
村上　正浩 むらかみ　まさひろ 化学 京都大学大学院工学研究科教授
村上　洋一 むらかみ　よういち 物理学 高エネルギー加速器研究機構教授
村川　康子 むらかわ　やすこ 臨床医学 宮城県立がんセンター化学療法科診療科長

村嶋　幸代 むらしま　さちよ 健康・生活科学
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学選考　地
域看護学分野教授

村瀬　治比古 むらせ　はるひこ 機械工学 大阪府立大学大学院工学研究科教授
村田　真理子 むらた　まりこ 健康・生活科学 三重大学大学院医学系研究科環境分子医学教授



村橋　俊一 むらはし　しゅんいち 化学 岡山理科大学工学部客員教授
村松　淳司 むらまつ　あつし 材料工学 東北大学多元物質科学研究所教授

村山　斉 むらやま　ひとし 物理学
東京大学国際高等研究所数物連携宇宙研究機構機構
長・特任教授

村山　美穂 むらやま　みほ 基礎生物学 京都大学野生動物研究センター教授
目黒　公郎 めぐろ　きみろう 土木工学・建築学 東京大学生産技術研究所・教授
飯塚　堯介 めしつか　ぎょうすけ 農学 東京家政大学教授、東京大学名誉教授
毛利　衛 もうり　まもる 総合工学 独立行政法人科学技術振興機構　日本科学未来館館長
望田　研吾 もちだ　けんご 心理学・教育学 中村学園大学教育学部教授
望月　常好 もちづき　つねよし 土木工学・建築学 社団法人日本河川協会専務理事
本島　修 もとじま　おさむ 総合工学 国際熱核融合エネルギー機構長
桃井　保子 ももい　やすこ 歯学 鶴見大学歯学部保存修復学講座教授
桃木　至朗 ももき　しろう 史学 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授
森　敏 もり　さとし 農学 石川県立大学客員教授
森　初果 もり　はつみ 化学 東京大学物性研究所教授
森　正樹 もり　まさき 物理学 立命館大学理工学部教授
森　勇介 もり　ゆうすけ 電気電子工学 大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻教授
森田　朗 もりた　あきら 政治学 東京大学大学院法学政治学研究科教授
森田　一樹 もりた　かずき 材料工学 東京大学生産技術研究所教授
森田　喬 もりた　たかし 地球惑星科学 法政大学デザイン工学部教授
森山　啓司 もりやま　けいじ 歯学 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授
矢ケ﨑　典隆 やがさき　のりたか 地域研究 東京学芸大学教育学部教授
矢川　元基 やがわ　げんき 総合工学 東洋大学計算力学研究センター長･大学院教授
八木　聰明 やぎ　としあき 臨床医学 人間環境大学学長
八坂　保弘 やさか　やすひろ 電気電子工学 株式会社日立製作所　電力システム社電力流通統括部長
安岡　善文 やすおか　よしふみ 環境学 情報システム研究機構監事
安原　眞人 やすはら　まさと 薬学 東京医科歯科大学医学部附属病院・教授
矢田　努 やた　つとむ 土木工学・建築学 愛知産業大学大学院造形学研究科・教授
谷田貝　豊彦 やたがい　とよひこ 総合工学 宇都宮大学オプティクス教育研究センター教授
栁田　敏雄 やなぎだ　としお 基礎生物学 大阪大学大学院生命機能研究科教授
柳本　潤 やなぎもと　じゅん 機械工学 東京大学生産技術研究所・教授
矢野　育子 やの　いくこ 薬学 京都大学大学院薬学研究科准教授
矢野　栄二 やの　えいじ 健康・生活科学 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座主任教授
矢野　秀雄 やの　ひでお 農学 独立行政法人家畜改良センター理事長
矢野　眞和 やの　まさかず 心理学・教育学 桜美林大学大学アドミニストレーション研究科教授
矢部　敏昭 やべ　としあき 心理学・教育学 鳥取大学副学長
山内　晧平 やまうち　こうへい 農学 愛媛大学社会連携推進機構教授･南予水産研究センター
山内　惟介 やまうち　これすけ 法学 中央大学法学部教授
山岸　俊男 やまぎし　としお 心理学・教育学 北海道大学大学院文学研究科教授
山口　佳三 やまぐち　けいぞう 数理科学 北海道大学理事・副学長
山口　隆美 やまぐち　たかみ 機械工学 東北大学大学院医工学研究科医工学専攻教授
山口　真美 やまぐち　まさみ 心理学・教育学 中央大学文学部教授
山崎　泰規 やまざき　やすのり 物理学 独立行政法人理化学研究所基幹研究所上席研究員
山添　康 やまぞえ　やすし 薬学 東北大学大学院薬学研究科教授
山岨　達也 やまそば　たつや 臨床医学 東京大学医学部耳鼻咽喉科教授
山田　章吾 やまだ　しょうご 臨床医学 杜の都産業保健会・理事長
山田　昌弘 やまだ　まさひろ 社会学 中央大学文学部教授
山田　八千子 やまだ　やちこ 法学 中央大学法務研究科教授

山中　康裕 やまなか　やすひろ 地球惑星科学
北海道大学大学院地球環境科学研究院統合環境科学部
門広領域連携分野教授

山西　健司 やまにし　けんじ 情報学 東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻・
山根　義久 やまね　よしひさ 農学 社団法人日本獣医師会会長
山本　一良 やまもと　いちろう 総合工学 名古屋大学理事・副総長
 山本　惠司 やまもと　けいじ 薬学 千葉大学理事
山本　雅 やまもと　ただし 基礎医学 東京大学医科学研究所教授
山本　雅彦 やまもと　まさひこ 材料工学 大阪大学名誉教授
山本　陽介 やまもと　ようすけ 化学 広島大学大学院理学研究科教授
山本　嘉則 やまもと　よしのり 化学 東北大学原子分子材料科学高等研究機構長
家森　信善 やもり　のぶよし 経済学 名古屋大学大学院経済学研究科・教授



湯川　嘉津美 ゆかわ　かつみ 心理学・教育学 上智大学総合人間科学部教授
横田　俊平 よこた　しゅんぺい 臨床医学 横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学教
横張　真 よこはり　まこと 環境学 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
横山　泰 よこやま　やすし 化学 横浜国立大学大学院工学研究院教授
吉岡　敏治 よしおか　としはる 臨床医学 大阪府立急性期・総合医療センター院長
吉川　敏一 よしかわ　としかず 臨床医学 京都府立医科大学学長
吉沢　豊予子 よしざわ　とよこ 健康・生活科学 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻
美添　泰人 よしぞえ　やすと 経済学 青山学院大学経済学部教授
吉田　文 よしだ　あや 心理学・教育学 早稲田大学教育・総合科学学術院教授
吉田　進 よしだ　すすむ 電気電子工学 京都大学大学院情報学研究科教授
吉田　丈人 よしだ　たけひと 統合生物学 東京大学大学院総合文化研究科准教授

吉田　稔 よしだ　みのる 農学
独立行政法人理化学研究所基幹研究所ケミカルゲノミク
ス研究グループ

吉田　豊 よしだ　ゆたか 語学・文学 京都大学大学院文学研究科教授
吉田　容子 よしだ　ようこ 地域研究 奈良女子大学文学部准教授
吉野　直行 よしの　なおゆき 経済学 慶応義塾大学経済学部教授
吉原　直樹 よしはら　なおき 社会学 大妻女子大学社会情報学部教授
吉水　千鶴子 よしみず　ちづこ 哲学 筑波大学人文社会科学研究科教授
吉村　昭彦 よしむら　あきひこ 基礎医学 慶應義塾大学医学部教授
吉村　淳 よしむら　あつし 農学 九州大学大学院農学研究院教授

吉村　典子 よしむら　のりこ 健康・生活科学
東京大学医学部附属病院関節疾患総合研究講座特任准
教授

吉村　真子 よしむら　まこ 地域研究 法政大学社会学部教授
芳村　学 よしむら　まなぶ 土木工学・建築学 首都大学東京都市環境学部域教授
吉村　泰典 よしむら　やすのり 臨床医学 慶應義塾大学医学部産婦人科教授
吉本　高志 よしもと　たかし 臨床医学 独立行政法人大学入試センター理事長
米田　俊之 よねだ　としゆき 歯学 大阪大学大学院歯学研究科研究科長･学部長
米森　敬三 よねもり　けいぞう 農学 京都大学大学院農学研究科教授
樂木　宏実 らくぎ　ひろみ 臨床医学 大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学教授
覧具　博義 らんぐ　ひろよし 物理学 科学技術振興機構プログラム調整室プログラムオフィサー
若林　芳樹 わかばやし　よしき 地球惑星科学 首都大学東京都市環境科学研究科教授
脇坂　聡 わきさか　さとし 歯学 大阪大学大学院歯学研究科教授
和気　純子 わけ　じゅんこ 社会学 首都大学東京人文科学研究科准教授
鷲尾　隆 わしお　たかし 情報学 大阪大学産業科学研究所教授
鷲田　清一 わしだ　きよかず 哲学 大谷大学文学部教授

早稲田　嘉夫 わせだ　よしお 材料工学
東北大学名誉教授、多元物質科学研究所教育研究支援
者(非常勤)

 渡邊　秀樹 わたなべ　ひでき 社会学 慶應義塾大学文学部教授
渡辺　浩 わたなべ　ひろし 政治学 法政大学法学部教授
渡邉　誠 わたなべ　まこと 歯学 東北福祉大学総合福祉学部教授、感性福祉研究所副所
渡邊　正孝 わたなべ　まさたか 心理学・教育学 財団法人東京都医学研究機構特任研究員
渡邊　昌彦 わたなべ　まさひこ 臨床医学 北里大学医学部教授
渡辺　政廣 わたなべ　まさひろ 化学 山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター長・教授

渡辺　真人 わたなべ　まひと 地球惑星科学
独立行政法人産業技術総合研究所地質情報研究部門主
任研究員

渡辺　嘉典 わたなべ　よしのり 基礎生物学 東京大学分子細胞生物学研究所染色体動態研究分野教
渡邊　良朗 わたなべ　よしろう 食料科学 東京大学大気海洋研究所教授
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