
会長 西澤　直子

副会長　　 大杉　立

　　　　　　 渡部　終五

監査委員　　 大山 卓爾

與語　靖洋

会員 50名（以下の通り）

運営委員 50名（以下の通り）

学 協 会 名 会長（代表理事） 運営委員

(一社）園芸学会 土井　元章 京都大学 坂田　好輝

システム農学会 守屋 和幸 京都大学 矢部 和弘 東京農業大学

実践総合農学会 三輪 睿太郎 杉原 たまえ 東京農業大学

樹木医学会 矢口 行雄 東京農業大学 松下 範久

植物化学調節学会 浅見 忠男 東京大学 中村 英光

森林計画学会 白石 則彦 東京大学 龍原　哲 東京大学

森林立地学会 丹下　健 東京大学 高橋 輝昌 千葉大学

（一社）日本育種学会 堤　伸浩 東京大学 有村 慎一 東京大学

(一社）日本応用糖質科学会 林　清 新潟大学農学部 伏信 進矢 東京大学

矢野 栄二 野村 昌史 千葉大学

日本海水学会 斎藤　恭一 矢沢 勇樹 千葉工業大学

日本家禽学会 古瀬　充宏 太田 能之 日本獣医生命大学

日本国際地域開発学会 竹谷 裕之 木村 健一郎 国際農林水産業研究センター

日本砂丘学会 山本　定博 鳥取大学 松村 一善

日本作物学会 丸山 幸夫 筑波大学 青木 直大2) 東京大学

(一社)日本蚕糸学会 嶋田　透 東京大学 勝間 進 東京大学

日本雑草学会 與語　靖洋 農業・食品産業技術総合研究機構 嶺田 拓也 農業・食品産業技術総合研究機構

日本芝草学会 高橋 新平 東京農業大学 高橋 輝昌3) 千葉大学

(公社)日本獣医学会 久和　茂 東京大学 中川 貴之 東京大学

日本植物病理学会 久保　康之 京都府立大学 鈴木　文彦 中央農業研究センター

（一社）日本森林学会 中村 太士 北海道大学 堀　靖人 森林総合研究所

(公社)日本水産学会 塚本 勝巳 東京海洋大学 渡邊 壮一 東京大学

日本水産工学会 大竹 臣哉 福井県立大学 塩出 大輔 2） 東京海洋大学

日本生物環境工学会 野口　伸 北海道大学 安永 円理子１） 東京大学

日本草地学会 平田　昌彦 宮崎大学 石川 尚人 筑波大学

(公社)日本造園学会 横張　真 東京大学 大黒 俊哉 東京大学

(公社)日本畜産学会 寺田　文典 山内 啓太郎 東京大学

日本動物遺伝育種学会 小林 栄治 農業・食品産業技術総合研究機構 野村 こう 東京農業大学

(一社)日本土壌肥料学会 犬伏 和之 千葉大学 大塚 重人 東京大学

日本土壌微生物学会 太田 寛行 染谷 信孝 農業・食品産業技術総合研究機構

日本熱帯農業学会 縄田 栄治 京都大学 小原 廣幸 玉川大学

日本農業気象学会 北野 雅治 酒井 英光

日本農業経営学会 納口 るり子 筑波大学 高橋 明広 農業・食品産業技術総合研究機構

日本農業経済学会 盛田 清秀 東北大学 北原 克宣2) 立正大学

(公社)日本農芸化学会 佐藤 隆一郎 東京大学 野尻 秀昭 東京大学生物生産工学研究センター

日本農作業学会 東城 清秀 東京農工大学 野口 良造 筑波大学

日本農薬学会 三芳　秀人 京都大学 乾　秀之 神戸大学

(公社）日本繁殖生物学会 前多 敬一郎 東京大学 杉浦 幸二 東京大学

農業・食品産業技術総合研究機構

元・農林水産技術会議会長

名古屋産業科学研究所

鳥取大学

農業・食品産業技術総合研究機構

                           平成３０年度日本農学会役員　

東京大学

東京大学

京都大学生態学研究センター(一社）日本応用動物昆虫学会

茨城大学

九州大学

東北大学

（公財）ソルト・サイエンス研究財団

九州大学



学 協 会 名 会長（代表理事） 運営委員

日本フードシステム学会 中嶋　康博 東京大学 菊池 宏之 千葉大学

日本ペドロジー学会 櫻井 克年 高知大学 大倉 利明 農業・食品産業技術総合研究機構

（一社）日本木材学会 福島 和彦 名古屋大学 齋藤 継之1) 東京大学

（公社）日本木材加工技術協会 服部 順昭 東京農工大学 青木 謙治 東京大学

日本有機農業学会 大山 利男 立教大学 嶺田　拓也 農業・食品産業技術総合研究機構

農業食料工学会 近藤　直 京都大学 海津　裕 東京大学

農業施設学会 北村 豊 筑波大学 荒木 徹也 東京大学

農業情報学会 二宮 正士 東京大学 中村 典裕 日本大学

(公社)農業農村工学会 久保 成隆 東京大学 吉田 修一郎 東京大学

農村計画学会 星野　敏 京都大学 橋本　禅

木質構造研究会 稲山 正弘 東京大学 井上 雅文 東京大学アジア生物資源環境研究センター

林業経済学会 枚田 邦宏 鹿児島大学 柴崎 茂光 国立歴史民俗博物館

※注　運営委員中 1)～3) は常任委員で、1) 庶務担当、2) 会計担当、3) 企画・編集担当を示す。

 1) 　庶務担当　斎藤継之・安永円理子 2）　会計担当　青木直大・塩出大輔 3）　企画・編集担当　北原克宣・高橋 輝昌

東京大学


