
（参考２） 

JREC-IN Portal での求人公募情報掲載の手引き 

 

公募要領２．（２）に記載のとおり、文部科学省に提出する様式２とは別に、各ポス

トに関する詳細な情報については、原則として日本語と英語で、JREC-IN Portal に登録

するか、各研究機関の HP 等において公開することを求めております。 

このうち、JREC-IN Portal で登録する場合には、以下に示す手続きに則ってください。 

 

（JREC-IN Portal とは） 

JREC-IN Portal は 2014 年 10 月 1日に JREC-IN よりリニューアルオープンした、国立

研究開発法人科学技術振興機構が運営している「研究人材のための能力開発およびキャ

リア支援ポータルサイト」です。求人公募情報掲載サービスは、2001 年より JREC-IN の

名称にて、国内の大学や公的研究機関等の研究職ポストの公募情報を一元的に無料にて

提供しています。 

2014 年 10 月 1日からは、求人求職情報掲載だけでなく、WEB での応募管理や

researchmap からの情報フィードによる応募書類作成等が使えるようになりました。同

時に能力開発に資するコンテンツやキャリアイベント情報等も提供しています。 

 

 

１． 公開までの流れ 

求人公募情報を登録する際に求人機関 IDが必要となります。 

求人機関 ID を持っていない機関 

① 求人機関登録→②求人公募情報登録→③求人公募情報公開の順となります。 

求人機関 ID を持っている機関 

② 求人公募情報登録→③求人公募情報公開の順となります。 

 

① 求人機関登録 

・https://jrecin.jst.go.jp/offer/OrgRegistMember にて登録求人機関向け利用規約に

同意し、求人機関登録情報入力画面へ進んでください。 

・その他必要項目を入力の上、[確認]ボタン押し、画面確認後[申請]ボタンを押してく

ださい。 

・JREC-IN Portal 事務局側で登録内容を確認・必要に応じ軽微な修正を加え、また機関

名のメールにて求人機関 ID を発行します、これによりパスワードの設定が可能となりま

す。申請してからすぐには発行されませんのでご注意ください。 

 

② 求人公募情報登録 

・https://jrecin.jst.go.jp/offer/OrgTop 求人機関用ページの画面右側[求人機関ログ

イン]からログインした後、求人機関メニュー[求人公募情報管理]から[登録]を選択し必

要項目を入力し[確認]→「登録依頼」を押してください。 

・求人公募情報は「登録依頼中」となります。登録依頼中の公募内容は求人機関ページ

メニュー[登録／修正依頼中の求人公募情報]からご確認いただけます。 

・情報入力画面右上の「入力の手引き」

https://jrecin.jst.go.jp/offer/inputguide_jor.html 

 をご利用ください。 

※通常、求人機関登録から、求人情報公開までは、目安として約一週間かかりますが、

今回の卓越研究員制度におけるポスト公開は一斉に行うため、求人公募の登録の際は、

公開開始日を 2016 年 3 月 28 日として入力ください（公開開始日は前後する可能性はあ

りますが、この日付で登録ください）。このほか詳細についは、２．求人公募情報登録の

際の注意事項及び別紙「JREC-IN Portal 求人公募情報入力例」を参考に入力してくださ

い。 



 

③  求人公募情報公開 

・通常は、登録内容を JREC-IN Portal 事務局で確認後、登録完了となりますが、卓越研

究員事業では、文部科学省により、要件に適合するものと判断された公募情報のみが掲

載されます。 

・許諾されなかった公募情報につきましては JREC-IN Portal 事務局にて速やかに削除し

ます。 

・公募情報登録後にメールにてお知らせします。 

・求人公募情報を修正される場合は、

https://jrecin.jst.go.jp/offer/job_offer_help.html#kyj03をご参照ください。なお、

文部科学省より指摘があり修正がある機関は3月23日までに掲載内容を修正してくださ

い。 

 

なお、求人機関 ID を忘れた方は JREC-IN Portal 連絡窓口まで機関名と登録時の情報

（担当者氏名、メールアドレス等）を連絡の上、メールにて問い合わせてください。 

パスワードを忘れた方は、[ログイン]ボタン下の「パスワードを忘れた方」より再発

行してください。 

 

２．求人公募情報登録の際の注意事項 

 求人公募情報を登録する際には、以下の点に注意して、文部科学省に提出する様式２

と同一の内容を入力してください。また、別紙「JREC-IN Portal 求人公募情報入力例」

を参考にしてください。なお、基本として１ポストにつき、１公募情報となります。た

だし、同じポストに複数人数募集という場合は１公募で掲載可能です。 

 

○「１．公開開始日」関係 

求人公募の登録の際は、公開開始日を 2016 年 3月 28 日として入力ください（公開開

始日は前後する可能性はありますが、この日付で登録ください） 

 

○「２．求人件名」関係 

・ 求人公募情報を依頼時には、必ず求人件名（タイトル）の文頭に【卓越研究員】を

入れてください。 

※求人タイトルに【卓越研究員】を入れることで、他の求人との差別化が図れ、求職者

へのアピールと求職者からの求人公募検索が容易となります。JREC-IN Portal 事務局

が求人内容を確認する際に、タイトルに【卓越研究員】が入ってない場合、【卓越研

究員】という文字を入力します。 

 

○「８．求人内容」関係 

・ 求人内容の[機関の説明(募集の背景、機関の詳細、プロジェクトの説明等)]部分に

「卓越研究員事業」の名称及び本事業のスキームを用いて採用を予定している旨を明

記してください。 

 

○「10.職種」関係 

・ 職種の設定は、１．に機関にて募集する職種を選択するか、該当がない場合は「そ

の他」を選択し募集する職種を適宜入力ください。また２．にて「その他」を選択し、

フリーワード入力欄に「卓越研究員」と入力してください。 

 

○「13.応募資格」関係 

・ 応募資格については、「卓越研究員候補者として選考された者

（http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm）」と記入してください。また、

公募要領２．（１）dの推薦を要とするポストについては、その旨記入ください。 

 

 

○「15.募集期間」関係 



・  募集期間は、原則として、「2016 年 4月 11 日 から 2016 年 5月 9 日まで」と設

定してください。 

・  公募要領２．（１）d. 公募要領に記載の「推薦」の仕組みを当該ポストについて利

用する場合には、各研究機関で定める推薦の募集期間を入力してください。その際、

併せて、「推薦については、適任者が見つかり次第応募を締め切る場合があります」

という一文をコメント欄に記載するようにしてください。 

・  なお、推薦とは、審査（ピアレビュー）が実施される前に、各研究機関において、

提示したポストでの雇用を希望する者について選考を行い、推薦者を文部科学省に提

示することができる仕組みであり、推薦書の文部科学省への提出締切りは、平成 28

年６月 10日としています。 

 

○「16.応募・選考・結果通知・連絡先」関係 

・ 応募・選考・結果通知・連絡先について、必ず「応募・選考・結果通知は、卓越研

究員事業の公募要領に従う（http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/index.htm）」

旨と連絡先を記入ください。 

・ 応募資格において、推薦の仕組みを利用する場合には、その場合の応募方法・選考

内容・連絡先を記入ください。 

・ 卓越研究員候補者と各研究機関との直接の雇用調整を行う際の選考・結果通知方法・

連絡先が既に決まっている場合には当該情報を記入ください。 

 

○「19.Web 応募」関係 

・Web 応募機能は、「不可」をプルダウンから選択してください。 

 

 

３．求人公募情報の結果アンケートについて 

・JREC-IN Portal では、公募掲載終了から 2ヶ月後にシステムより出される「求人公募

情報の結果アンケート」へご協力お願いいたします。文部科学省施策への事業結果フィ

ードバックのためには、皆様からのご協力が必要となります。ご面倒をおかけいたしま

すがご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

４．JREC-IN Portal 登録の際の連絡窓口 

国立研究開発法人科学技術振興機構 知識基盤情報部 サービス支援センター  

JREC-IN Portal 担当 

E-mail:jrecinportal@jst.go.jp  

TEL: 03-5214-8459 

（電話受付時間 平日 9:30～12:00、13:00～17:00） 

 

  



（別紙） 

JREC-IN Portal 求人公募情報入力例 

 

 

 

  



 
 

 
 
※★印は「必須」項目です。「必須」項目に関係なく、必要な情報を入力してください 

  



（参考３） 

e-Rad システムを利用した応募の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

研究機関が行います 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録 

研究機関で１名、事務代表者を決め、ポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードして、

登録申請を行います。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって

登録手続きをしてください。 

参照 URL：http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 

研究機関が行います 

事務代表者のログイン 

システム運用担当から所属研究機関通知書（事務代表者のシステムログイン ID、初期パスワード）

が届きます。通知書に記載されたログイン ID、初期パスワードを入力してログインします。 

 

参照マニュアル：研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅰ1.7 ログイン」 

研究機関が行います 

部局情報、事務分担者情報、職情報、研究者情報の登録 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）上で、部局情報、事務分担者（設ける場合）、職情報、研究

者（申請する際に代表者となる方）を登録し、事務分担者用及び研究者用の ID、パスワードを発行

します。 

 

参照マニュアル：研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅱ3.2 部局情報管理」「Ⅱ3.3 事務分担者情報管

理」「Ⅱ3.1(E)職情報の登録」「Ⅱ2研究者情報の登録」 

研究者が行います 

公募要領・申請様式の取得 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）で受付中の公募の一覧を確認して、公募要領と申請様式を

ダウンロードします。もしくは、卓越研究員事業ホームページから当該ファイルをダウンロードしま

す。 

 

参照マニュアル：研究者用マニュアル「Ⅰ1.7 ログイン」「Ⅱ1.1 公開中の公募一覧」 



                                                                 

                                                                                               

が必要な 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
※ 応募の各段階におけるシステムの操作方法は、利用者毎の操作マニュアルを参

照してください。 

 

研究者が行います 

応募情報の入力と提出 

システムに必要事項を入力及び申請書をアップロードします。 

システムには、それぞれ、①Web 上で直接入力が必要な内容、②電子媒体（ＰＤＦ、Word、一太

郎）で添付する内容があります。詳しくは○をご覧ください。 

 

参照マニュアル：研究者用マニュアル「Ⅱ1.1 公開中の公募一覧」 

文部科学省にて応募情報を受理 



分科 細目名 キーワード（記号）
情報学基
礎

情報学基礎理論
(1)計算理論、(2)オートマトン理論・形式言語理論、(3)プログラム理論、(4)計算量
理論、(5)アルゴリズム理論、(6)暗号系、(7)離散構造、(8)計算論的学習理論、(9)量
子計算理論、(10)数理論理学、（11)情報理論、(12)符号理論

数理情報学
(1)最適化理論、(2)数理ファイナンス、(3)数理システム理論、(4)システム制御理
論、(5)システム分析、(6)システム方法論、(7)システムモデリング、(8)システムシ
ミュレーション、(9)組み合わせ最適化、(10)待ち行列論

統計科学

(1)調査・実験計画、(2)多変量解析、(3)時系列解析、(4)統計的パターン認識、(5)統
計的推測、(6)統計計算・コンピュータ支援統計、(7)統計的予測・制御、(8)モデル
化・選択、(9)医薬生物・ゲノム統計解析、(10)行動計量分析、(11)空間・環境統計、
(12)統計教育、(13)統計的品質管理、(14)統計的学習理論、(15)社会調査の計画と解
析、(16)データサイエンス、(17)仮説検定

計算基盤
計算機システム

(1)計算機アーキテクチャ、(2)回路とシステム、(3)ＬＳＩ設計技術、(4)リコンフィ
ギャラブルシステム、(5)高信頼アーキテクチャ、(6)低消費電力技術、(7)ハード・ソ
フト協調設計、(8)組み込みシステム

ソフトウェア

(1)プログラミング言語、(2)プログラミング方法論、(3)プログラミング言語処理系、
(4)並列・分散処理、(5)オペレーティングシステム、(6)高信頼システム、(7)仮想化
技術、(8)ソフトウェアセキュリティ、(9)クラウドコンピューティング基盤、(10)ソ
フトウエア工学、(11)仕様記述・検証、(12) 開発環境、(13)開発管理

情報ネットワーク

(1)ネットワークアーキテクチャ、(2)ネットワークプロトコル、(3)インターネット、
(4)モバイルネットワーク、(5)オーバレイネットワーク、(6)センサーネットワーク、
(7)トラフィックエンジニアリング、(8)ネットワーク構成・運用・管理・評価技術、
(9)ユビキタスコンピューティング、(10)サービス構築基盤技術、(11)情報家電システ
ム

マルチメディア・データ
ベース

(1)データモデル、(2)関係データベース、(3)データベースシステム、(4)マルチメ
ディア情報獲得、(5)マルチメディア情報処理、(6)マルチメディア情報表現、(7)マル
チメディア情報生成、(8)情報検索、(9)構造化文書、(10)コンテンツ流通・管理、
(11)地理情報システム、(12)メタデータ、(13)ビッグデータ分析・活用

高性能計算
(1)並列処理、(2)分散処理、(3)グリッド・クラウドコンピューティング、(4)数値解
析、(5)可視化、(6)コンピュータグラフィクス、(7)高性能計算アプリケーション

情報セキュリティ

(1)アクセス制御、(2)個人識別、(3)暗号、(4)認証、(5)セキュリティ評価・監査、
(6)マルウェア対策、(7)ネットワークセキュリティ、(8)不正アクセス対策、(9)ソフ
トウェア保護、(10)プライバシー保護、(11)情報フィルタリング、(12)ディジタル
フォレンジクス、(13)バイオメトリクス、(14)耐タンパー技術

人間情報
学

認知科学

(1)進化・発達・学習、(2)認知・記憶・教育、(3)思考・推論・問題解決、(4)感覚・
知覚・感性、(5)感情・情動・行動、(6)認知心理学、(7)比較認知心理学、(8)認知哲
学、(9)脳認知科学、(10)認知言語学、(11)行動意思決定論、(12)認知工学、(13)認知
考古学、(14)認知モデル、(15)社会性、(16)法と心理学、(17)安全・ヒューマンファ
クターズ

知覚情報処理

(1)パターン認識、(2)画像情報処理、(3)コンピュータビジョン、(4)コンピュテー
ショナルフォトグラフィ、(5)人間計測、(6)知的映像編集、(7)視覚メディア処理、
(8)画像データベース、(9)音声情報処理、(10)音響情報処理、(11)音声音響データ
ベース、(12)情報センシング、(13)センサ融合・統合、(14)センシングデバイス・シ
ステム、(15)接触センシング処理

ヒューマンインタフェー
ス・インタラクション

(1)ヒューマンインタフェース、(2)マルチモーダルインタフェース、(3)ヒューマンコ
ンピュータインタラクション、(4)ＣＳＣＷ、(5)グループウエア、(6)バーチャルリア
リティ、(7)拡張現実、(8)複合現実感、(9)臨場感コミュニケーション、(10)ウェアラ
ブル機器、(11)ユーザビリティ、(12)人間工学

知能情報学

(1)探索・論理・推論アルゴリズム、(2)機械学習、(3)知識獲得、(4)知識ベ一スシス
テム、(5)知的システムアーキテクチャ、(6)知能情報処理、(7)自然言語処理、(8)知
識発見とデータマイニング、(9)オントロジー、(10)ヒューマンエージェントインタラ
クション、(11)マルチエージェントシステム

ソフトコンピューティング
(1)ニューラルネットワーク、(2)遺伝アルゴリズム、(3)ファジィ理論、(4)カオス、
(5)フラクタル、(6)複雑系、(7)確率的情報処理

知能ロボティクス
(1)知能ロボット、(2)行動環境認識、(3)モーションプランニング、(4)感覚行動シス
テム、(5)自律システム、(6)ディジタルヒューマンモデル、(7)実世界情報処理、(8)
物理エージェント、(9)インテリジェントルーム

感性情報学

(1)感性デザイン学、(2)感性表現学、(3)感性認識学、(4)感性認知科学・感性心理
学、(5)感性ロボティックス、(6)感性計測評価、(7)あいまいと感性、(8)感性情報処
理、(9)感性データベース、(10)感性インタフェース、(11)感性生理学、(12)感性材料
製品、(13)感性産業、(14)感性環境学、(15)感性社会学、(16)感性哲学、(17)感性教
育学、(18)感性脳科学、(19)感性経営学

「分科・細目表」付表キーワード表

このキーワードは、当該分科・細目の内容等を、申請者が理解しやすくするために例示として
付したものであり、キーワードに掲げていない内容を当該分科・細目から排除するものではない。



分科 細目名 キーワード（記号）

「分科・細目表」付表キーワード表

このキーワードは、当該分科・細目の内容等を、申請者が理解しやすくするために例示として
付したものであり、キーワードに掲げていない内容を当該分科・細目から排除するものではない。

情報学フ
ロンティ
ア 生命・健康・医療情報学

(1)バイオインフォマティクス、(2)ゲノム情報処理、(3)プロテオーム情報処理、(4)
コンピュータシミュレーション、(5)生命情報、(6)生体情報、(7)ニューロインフォマ
ティクス、(8)脳型情報処理、(9)人工生命システム、(10)生命分子計算、(11)ＤＮＡ
コンピュータ、(12)医療情報、(13)画像診断、(14)遠隔診断治療、(15)保健情報、
(16)健康情報、(17)医用画像、(18)細胞内ロジスティクス解析

〔ウェブ情報学〕

(1)ウェブシステム、(2)ウェブコンピューティング、(3)ソーシャルウェブ、(4)セマ
ンティックウェブ、(5)推薦システム、(6)ウェブサービス、(7)ウェブマイニング、
(8)ウェブインテリジェンス、(9)社会ネットワーク分析、(10)ネットワークコミュニ
ティ

〔サービス情報学〕

(11)サービス工学、(12)サービスマネジメント、(13)サービス品質、(14)待ち行列、
(15)ビジネスモデル、(16)サービス指向アーキテクチャ、(17)知識マネジメント、
(18)教育サービス、(19)医療・福祉サービス、(20)高度交通システム、(21)金融サー
ビス、(22)社会・環境サービス、(23)スマートグリッド、(24)技術マネジメント

〔図書館情報学〕

(1)図書館学、(2)情報サービス、(3)図書館情報システム、(4)ディジタルアーカイブ
ズ、(5)情報組織化、(6)情報検索、(7)情報メディア、(8)計量情報学・科学計量学、
(9)情報資源の構築・管理

〔人文社会情報学〕

(10)情報倫理、(11)メディア環境、(12)文学情報、(13)歴史情報、(14)情報社会学、
(15)法律情報、(16)情報経済学、(17)経営情報、(18)教育情報、(19)芸術情報、(20)
医療情報、(21)科学技術情報、(22)知的財産情報、(23)地理情報、(24)地域情報化

学習支援システム

(1)メディア・リテラシー、(2)学習メディア、(3)ソーシャルメディア、(4)学習コン
テンツ開発支援、(5)学習管理システム、(6)知的学習支援システム、(7)遠隔学習、
(8)分散協調学習支援システム、(9)プロジェクト型学習支援システム、(10)ｅ－ラー
ニング、(11)運用・評価

エンタテインメント・ゲー
ム情報学

(1)音楽情報処理、(2)演奏支援、(3)３Ｄコンテンツ・アニメーション、(4)ゲームプ
ログラミング、(5)ネットワークエンタテインメント、(6)メディアアート、(7)インタ
ラクティブアート、(8)ディジタルアーカイブズ、(9)デジタルミュージアム・ヴァー
チャルミュージアム、(10)情報文化

環境解析
学 環境動態解析

(1)環境変動、(2)物質循環、(3)環境計測、(4)環境モデル、(5)環境情報、(6)地球温
暖化、(7)地球規模水循環変動、(8)極域環境監視、(9)化学海洋、(10)生物海洋、(11)
リモートセンシング

(1)環境放射線(能)、(2)防護、(3)基礎過程、(4)線量測定・評価、(5)損傷、(6)応
答、(7)修復、(8)感受性、(9)生物影響、(10)リスク評価、(11)放射線管理

(12)トキシコロジー、(13)人体有害物質、(14)微量化学物質汚染評価、(15)内分泌か
く乱物質

環境影響評価
(1)陸圏・水圏・大気圏影響評価、(2)生態系影響評価、(3)影響評価手法、(4)健康影
響評価、(5)次世代環境影響評価、(6)極域の人間活動、(7)環境モニタリング、(8)モ
デルシミュレーション、(9)環境アセスメント

環境保全
学 環境技術・環境負荷低減

(1)排水・排ガス・廃棄物等発生抑制、(2)適正処理・処分、（3)環境負荷低減・ク
ローズド化、(4)汚染質除去技術、(5)騒音・振動・地盤沈下等対策、(6)環境分析、
(7)簡易分析

環境モデリング・保全修
復技術

(1)環境負荷解析、(2)汚染調査と評価、(3)汚染除去・修復技術、(4)汚染質動態とモ
デリング、(5)生物機能利用、(6)環境・生態系影響、(7)土壌・地下水・水環境

環境材料・リサイクル
(1)循環再生材料設計・生産、(2)３Ｒ、(3)有価物回収、(4)分離精製・高純度化、(5)
適性処理・処分、(6)リサイクルとＬＣＡ、(7)環境配慮設計、(8)グリーンプロダク
ション、(9)ゼロエミッション、(10)リサイクル化学

環境リスク制御・評価

(1)汚染質評価、(2)モニタリング、(3)移動・拡散・蓄積、(4)環境基準、(5)生活環
境・健康項目、(6)排出基準、(7)越境汚染評価、 (8)化学物質管理、(9)暴露シナリ
オ、(10)リスク評価、(11)予防原則、(12)生分解性・濃縮性、(13)遺伝毒性・生態毒
性、(14)リスクコミュニケーション

環境創成
学 自然共生システム

(1)生物多様性、(2)生態系サービス、(3)生態リスク、(4)生態系影響解析、(5)生態系
管理・保全、(6)リモートセンシング、(7)景観生態、(8)生態系修復、(9)代償措置、
(10)生態工学

持続可能システム
(1)物質循環システム、(2)低炭素社会、(3)再生可能エネルギー、(4)バイオマス利活
用、(5)都市・地域環境創生、(6)水資源・水システム、(7)産業共生、(8)物質・エネ
ルギー収支解析、(9)ライフサイクル評価、(10)統合的環境管理

環境政策・環境社会シス
テム

(1)環境理念、(2)環境正義、(3)環境経済、(4)環境法、(5)環境情報、(6)環境地理情
報、(7)環境教育、(8)環境マネジメント、(9)環境と社会活動、(10)環境規格・環境監
査、(11)合意形成、(12)安全・安心、(13)環境ＣＳＲ、(14)社会システム、(15)公共
システム管理、(16)持続可能発展

ウェブ情報学・サービス情
報学

図書館情報学・人文社会情
報学

放射線・化学物質影響科
学
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デザイン
学

デザイン学

(1)情報デザイン(コミュニケーション、メディア情報、コンテンツ、インタラクショ
ン、インタフェイス)、(2)環境デザイン(建築、都市、ランドスケープ)、(3)工業デザ
イン(プロダクトデザイン、ユニバーサルデザイン)、(4)芸術、(5)美学、(6)デザイン
史、(7)デザイン論、(8)デザイン規格、(9)デザイン設計支援、(10)空間・音響モデリ
ング、(11)デザイン評価分析、(12)デザイン教育

生活科学

家政・生活学一般

(1)生活経営、(2)家庭経済・消費生活、(3)家族、(4)ライフスタイル、(5)生活情報、
(6)生活文化、(7)高齢者生活、(8)生活福祉、(9)保育・子育て、(10)家政・家庭科教
育、(11)消費者教育、(12)家政学・生活原論、(13)生活素材・生活財、(14)生活デザ
イン、(15)ものづくり

衣・住生活学

(1)衣生活、(2)衣環境、(3)染色・整理、(4)被服設計・生産、(5)被服材料、(6)服飾
史、(7)服飾文化、(8)被服心理、(9)住生活、(10)住居計画、(11)住居管理、(12)住居
史、(13)インテリア・住居・住環境デザイン、(14)住居環境・設備、(15)住居材料・
構造、(16)地域居住・まちづくり、(17)子育て環境、(18)高齢者居住、(19)福祉住環
境、(20)住文化、(21)住教育・住情報

[食品と調理]

(1)調理と加工、(2)食品と貯蔵、(3)食嗜好と評価、(4)食素材、(5)調理と機能性成
分、(6)フードサービス、(7)食文化、(8)テクスチャー、(9)咀嚼・嚥下

[統合栄養科学]

(10)食と栄養、(11)機能性食品、(12)分子代謝学、(13)栄養疫学、(14)臨床栄養学

[食生活と健康]

(15)食教育、(16)食習慣、(17)食行動、(18)食情報、(19)保健機能食品、(20)食と環
境、(21)食生活の評価、(22)フードマネージメント

科学教育
・教育工
学

(1)高等教育(数学、物理、化学、生物、情報、天文、地球惑星、学際)、(2)初中等教
育(算数・数学、理科、情報)、(3)工学教育

(4)科学リテラシー、(5)実験・観察、(6)科学教育カリキュラム、(7)環境教育、(8)産
業・技術教育、(9)科学と社会・文化、(10)科学教員養成、(11)科学コミュニケーショ
ン、(12)情報リテラシー

(1)カリキュラム・教授法開発、(2)教授学習支援システム、(3)分散協調教育システ
ム、(4)ヒューマン・インターフェース

(5)教材情報システム、(6)メディアの活用、(7)遠隔教育、(8)ｅ－ラーニング、(9)情
報教育、(10)メディア教育、(11)学習環境、(12)教師教育、(13)授業

科学社会
学・科学
技術史

科学社会学・科学技術史
(1)科学社会学、(2)科学史、(3)技術史、(4)医学史、(5)産業考古学、(6)科学哲学・
科学基礎論、(7)科学技術社会論(ＳＴＳ)

文化財科学・博物館学（A)
(1)年代測定、(2)材質分析、(3)製作技法、(4)保存科学、(5)遺跡探査、(6)動植物遺
体・人骨、(7)文化財・文化遺産、(8)文化資源、(9)文化財政策

文化財科学・博物館学（B)
(10)博物館展示学、(11)博物館教育学、(12)博物館情報学、(13)博物館経営学、(14)
博物館行財政学、(15)博物館資料論、(16)博物館学史

地理学
地理学

(1)地理学一般、(2)土地利用・景観、(3)環境システム、(4)地域計画、(5)地図・地
誌・地理教育、(6)地形、(7)気候、(8)水文、(9)地理情報システム、(10)リモートセ
ンシング、(11)植生・土壌、(12)ツーリズム

〔社会システム工学〕

(1)社会工学、(2)社会システム、(3)政策科学、(4)開発計画、(5)経営工学、(6)経営
システム、(7)ＯＲ、(8)品質管理、(9)インダストリアルエンジニアリング、(10)モデ
リング、(11)ロジスティクス、(12)マーケティング、(13)ファイナンス、(14)プロ
ジェクトマネジメント、(15)環境管理

〔安全システム〕

(16)安全工学、(17)製品・設備・システム安全、(18)リスクマネジメント、(19)危機
管理、(20)火災・爆発防止、(21)安全情報、(22)安心の社会技術(避難、群衆誘導、情
報伝達、ハザードマップ)、(23)リスクベース工学、(24)診断・回生・維持管理、(25)
機器・人間の信頼性、(26)労働安全衛生

〔地震・火山防災〕

(1)地震動、(2)液状化、(3)活断層、(4)津波、(5)火山噴火、(6)火山噴出物・土石
流、(7)地震災害、(8)火山災害、(9)被害予想・分析・対策、(10)建造物防災

〔自然災害〕

(11)気象災害、(12)水災害、(13)地盤災害、(14)土砂流、(15)渇水、(16)雪氷災害、
(17)自然災害予測・分析・対策、(18)ライフライン防災、(19)地域防災計画・政策、
(20)復旧・復興工学、(21)災害リスク評価

〔生体医工学〕

(1)医用画像・バイオイメージング、(2)生体モデリング・フィジオーム、(3)生体シ
ミュレーション、(4)生体情報・計測、(5)人工臓器学、(6)再生医工学、(7)生体物
性、(8)生体制御・治療、(9)バイオメカニクス、(10)細胞バイオメカニクス、(11)ナ
ノバイオシステム、(12)超音波医科学、(13)医用生理活性物質応用、(14)バイオイン
スパイアードシステム

〔生体材料学〕

人間医工
学

生体医工学・生体材料学

文化財科
学・博物
館学

社会・安
全システ
ム科学

社会システム工学・安全シ
ステム

自然災害科学・防災学

食生活学

科学教育

教育工学
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(15)バイオマテリアル、(16)生体機能材料、(17)細胞・組織工学材料、(18)生体適合
材料、(19)ナノバイオ材料、(20)再生医工学材料、(21)薬物送達システム、(22)刺激
応答材料、(23)遺伝子・核酸工学材料

医用システム
(1)医用超音波システム、(2)画像診断システム、(3)検査・診断システム、(4)低侵襲
治療システム、(5)遠隔診断治療システム、(6)臓器保存・治療システム、(7)医療情報
システム、(8)コンピュータ外科学、(9)医用ロボット

医療技術評価学
(1)レギュラトリーサイエンス、(2)安全性評価、(3)臨床研究、(4)医療技術倫理、(5)
医療機器

〔リハビリテーション科学〕

(1)リハビリテーション医学、(2)障害学、(3)言語聴覚療法学、(4)医療社会福祉学、
(5)人工感覚器、(6)老年学、(7)臨床心理療法学

〔リハビリテーション科学〕

(8)理学療法学、(9)作業療法学

〔福祉工学〕

(10)健康・福祉工学、(11)生活支援技術、(12)介護予防・支援技術、(13)社会参加、
(14)バリアフリー、(15)ユニバーサルデザイン、(16)福祉・介護用ロボット、(17)生
体機能代行、(18)福祉用具・支援機器、(19)ヒューマンインターフェース、(20)看護
工学

〔身体の仕組みと発達メカニズム〕

(1)教育生理学、(2)身体システム学、(3)生体情報解析、(4)脳高次機能学、(5)身体発
育発達学、(6)感覚と運動発達学

〔心身の教育と文化〕

(7)感性の教育、(8)身体環境論、(9)運動指導論、(10)体育科教育、(11)フィットネ
ス、(12)身体運動文化論、(13)身体性哲学、(14)死生観の教育、(15)体育心理学、
(16)情動の科学、(17)野外教育、(18)舞踊教育、(19)ジェンダー教育、(20)成年・老
年期の体育、(21)武道論、(22)運動適応生命学

〔スポーツ科学〕

(1)スポーツ哲学、(2)スポーツ史、(3)スポーツ心理学、(4)スポーツ経営学、(5)ス
ポーツ教育学、(6)トレーニング科学、(7)スポーツバイオメカニクス、(8)コーチン
グ、(9)スポーツ・タレント、(10)障害者スポーツ、(11)スポーツ社会学、(12)スポー
ツ環境学、(13)スポーツ文化人類学

〔スポーツ医科学〕

(14)スポーツ生理学、(15)スポーツ生化学、(16)スポーツ栄養学、(17)エネルギー代
謝、(18)トレーニング医科学、(19)スポーツ障害、(20)ドーピング

〔健康教育・健康推進活動〕

(1)健康教育、(2)ヘルスプロモーション、(3)安全推進・安全教育、(4)保健科教育、
(5)ストレスマネジメント、(6)喫煙・薬物乱用防止教育、(7)学校保健、(8)性・エイ
ズ教育、(9)保健健康管理、(10)保健健康情報、(11)栄養指導、(12)心身の健康、(13)
レジャー・レクリエーション

〔応用健康医学〕

(14)生活習慣病、(15)運動処方と運動療法、(16)加齢・老化、(17)スポーツ医学、
(18)スポーツ免疫学

子ども学
子ども学（子ども環境学）

(1)健康・成長、(2)発達・子育て、(3)運動・遊び、(4)人権・権利、(5)非行・逸脱、
(6)社会環境、(7)文化環境、(8)物理的環境、(9)教育的環境

生体分子
科学

生物分子化学
(1)天然物化学、(2)二次代謝産物、(3)生物活性物質の探索、(4)生体分子の化学修
飾、(5)生体機能物質、(6)活性発現の分子機構、(7)生合成、(8)生物活性分子の設
計・全合成、(9)コンビナトリアル化学、(10)化学生態学、(11)メタボローム解析

ケミカルバイオロジー

(1)生体内機能発現、(2)医薬品探索、(3)診断薬探索、(4)農薬開発、(5)化合物ライブ
ラリー、(6)構造活性相関、(7)化学プローブ、(8)分子イメージング、(9)生体分子計
測、(10)細胞内化学反応、(11)ポストゲノム創薬、(12)プロテオミクス、(13)分子進
化工学

脳科学 (1)ゲノム脳科学、(2)エピジェネティクス、(3)脳分子プロファイリング、(4)ナノ脳
科学、(5)ケミカルバイオロジー、(6)薬物脳科学、(7)脳機能プローブ、(8)脳イメー
ジング、(9)光脳科学、(10)ニューロングリア相互作用、(11)脳機能モデル動物、(12)
脳機能行動解析、(13)脳とリズム、(14)睡眠、(15)神経心理学・言語神経科学、(16)
病態脳科学、(17)認知神経科学

(18)コミュニケーション、(19)対人関係、(20)社会行動、(21)発達・教育、(22)感
性・情動・感情、(23)価値・報酬・懲罰、(24)動機づけ、(25)ニューロエコノミク
ス・ニューロマーケティング、(26)政治脳科学

脳計測科学

(1)脳形態計測、(2)脳機能計測・非侵襲的脳活動計測、(3)リアルタイム脳血流計測、
(4)脳活動記録(レコーディング)、(5)脳情報読み出し(デコーディング)、(6)感覚情
報、(7)運動情報、(8)認知情報、(9)高次脳機能計測、(10)脳情報処理、(11)脳機能操
作、(12)ブレインマシンインターフェイス

地域研究

地域研究
(1)ヨーロッパ、(2)ロシア・スラブ地域、(3)北アメリカ、(4)中・南アメリカ、(5)東
アジア、(6)東南アジア、(7)南アジア、(8)西アジア・中央アジア、(9)アフリカ、
(10)オセアニア、(11)世界、(12)地域間比較研究、(13)援助・地域協力

応用健康科学（A）

応用健康科学（B）

基盤・社会脳科学

身体教育学（B)

スポーツ科学（A)

スポーツ科学（B)

リハビリテーション科学・
福祉工学

健康・ス
ポーツ科
学

身体教育学（A)
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ジェン
ダー

ジェンダー

(1)性差・性別役割、(2)セクシュアリティ、(3)思想・運動・歴史、(4)法・政治、(5)
経済・労働、(6)社会政策・社会福祉、(7)身体・表現・メディア、(8)科学技術・医
療・生命、(9)教育・発達、(10)開発、(11)暴力・売買春、(12)比較文化、(13)女性
学・男性学・クイア・スタディーズ、(14)キャリア、(15)男女共同参画、(16)国際比
較

観光学
観光学

(1)ツーリズム（観光学原論）、(2)観光資源、(3)観光政策、(4)観光産業、(5)地域振
興、(6)町づくり、(7)旅行者、(8)リゾート、(9)景観、(10)世界遺産、(11)祭礼・行
事

哲学
哲学・倫理学

(1)哲学原論・各論、(2)倫理学原論・各論、(3)西洋哲学、(4)西洋倫理学、(5)日本哲
学、(6)日本倫理学、(7)比較哲学

(1)中国哲学・思想、(2)中国仏教、(3)道教、(4)儒教

(5)印度哲学・思想、(6)仏教学・仏教史全般

宗教学 (1)宗教学全般、(2)宗教史、(3)宗教社会学、(4)宗教哲学、(5)比較宗教学

思想史
(1)西洋思想史、(2)東洋・日本思想史、(3)比較思想史、(4)宗教思想史、(5)社会思想
史、(6)政治思想史、(7)科学思想史、(8)芸術思想史

芸術学
美学・芸術諸学 (1)美学、(2)芸術哲学・芸術論、(3)音楽学・音楽史、(4)芸術諸学

美術史
(1)日本・東洋美術史、(2)西洋美術史、(3)比較美術史、(4)図像学・宗教美術史、(5)
建築史、(6)工芸・意匠・服飾史

芸術一般
(1)表象文化論、(2)大衆芸術、(3)映画論、(4)舞台芸術論、(5)芸術政策・産業、(6)
芸術表現、(7)メディア芸術

文学
(1)日本文学一般、(2)古代文学、(3)中世文学、(4)漢文学、(5)関連書誌・文献

(6)近世文学、(7)近・現代文学、(8)関連文学理論・文学批評・比較文学

(1)英文学、(2)比較文学

(3)米文学、(4)英語圏文学、(5)関連文学理論・文学批評・書誌・文献、

(1)仏文学・仏語圏文学、(2)西洋古典学、(3)関連文学理論・文学批評・書誌・文献、
(4)比較文学

(5)独文学・独語圏文学、(6)ロシア東欧文学、(7)その他のヨーロッパ語系文学

中国文学 (1)中国文学、(2)関連書誌・文献、(3)関連文学批評・文学理論、(4)比較文学

文学一般 (1)文学理論・批評、(2)比較文学論、(3)諸地域・諸言語の文学

言語学 (1)音声学、(2)音韻論、(3)形態論、(4)統語論、(5)意味論、(6)語用論、(7)談話研
究、(8)文字論、(9)辞書論

(10)社会言語学、(11)心理言語学、(12)言語の生物的基盤、(13)歴史言語学、(14)仏
語学、(15)独語学、(16)中国語学、(17)その他の語学、(18)危機・少数言語、(19)神
経言語学、(20)コーパス言語学

日本語学
(1)音声・音韻、(2)文法、(3)語彙・意味、(4)文字、(5)文章・文体、(6)方言、(7)言
語生活、(8)日本語史、(9)日本語学史

英語学
(1)音声・音韻、(2)文法、(3)語彙・意味、(4)文体、(5)英語史、(6)英語学史、(7)英
語の多様性

日本語教育

(1)日本語教育制度・言語政策、(2)教師論・教室研究、(3)教授法・カリキュラム、
(4)第二言語習得理論、(5)教育工学・教材・教育メディア、(6)母語保持・バイリンガ
ル教育、(7)異文化理解・異文化間コミュニケーション、(8)日本事情、(9)日本語教育
史、(10)教育評価・測定

(1)教授法・カリキュラム論

(2)教育工学・教材・教育メディア一般、(3)ｅ－ラーニング・コンピュータ支援学習
(ＣＡＬＬ)

(4)第二言語習得理論、(5)異文化間コミュニケーション・翻訳・通訳

(6)早期外国語教育、(7)外国語教育制度・言語政策、(8)外国語教育論・教育史、(9)
教育評価・測定、(10)外国語教師養成

ヨーロッパ文学

言語学

外国語教育

中国哲学・印度哲学・仏教
学

日本文学

英米・英語圏文学
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史学
史学一般

(1)世界史、(2)交流史、(3)比較史、(4)比較文明論、(5)グローバル化、(6)環境史、
(7)島嶼・海域史、(8)史料研究

(1)古代史、(2)中世史、(3)文化史、(4)宗教史、(5)農村史、(6)日本史一般、(7)交流
史、(8)史料研究

(9)近世史、(10)近現代史、(11)地方史、(12)環境史、(13)災害史、(14)都市史

アジア史・アフリカ史
(1)中国古代・中近世史、(2)中国近現代史、(3)東アジア史、(4)東南アジア史、(5)オ
セアニア史、(6)南アジア史、(7)西アジア・イスラーム史、(8)中央ユーラシア史、
(9)アフリカ史、(10)比較・交流史、(11)史料研究

ヨーロッパ史・アメリカ史
(1)ヨーロッパ古代史、(2)ヨーロッパ中世史、(3)西欧近現代史、(4)東欧近現代史、
(5)南欧近現代史、(6)北欧近現代史、(7)南北アメリカ史、(8)比較・交流史、(9)史料
研究

考古学
(1)考古学一般、(2)先史学、(3)歴史考古学、(4)日本考古学、(5)アジア考古学、(6)
古代文明学、(7)物質文化学、(8)実験考古学、(9)埋蔵文化財研究、(10)情報考古学

人文地理
学

人文地理学
(1)地理思想・方法論、(2)経済・交通地理学、(3)政治・社会地理学、(4)文化地理
学、(5)都市地理学、(6)農村地理学、(7)歴史地理学、(8)地域環境・災害、(9)地理教
育、(10)地域計画・地域政策、(11)地誌学、(12)地理情報システム、(13)絵図・地図

文化人類
学

文化人類学・民俗学

(1)文化人類学、(2)民俗学、(3)民族学、(4)社会人類学、(5)比較民俗学、(6)物質文
化、(7)先史・歴史、(8)芸能・芸術、(9)宗教・儀礼、(10)開発・援助、(11)医療、
(12)移動・越境、(13)マイノリティー、(14)生態・環境、(15)メディア、(16)身体・
スポーツ

法学
基礎法学

(1)法哲学・法理学、(2)ローマ法、(3)法制史、(4)法社会学、(5)比較法、(6)外国
法、(7)法政策学・立法学、(8)法と経済

公法学
(1)憲法、(2)行政法、(3)租税法、(4)国法学・憲法史、(5)憲法訴訟、(6)比較憲法・
ＥＵ法、(7)行政組織法、(8)行政手続法、(9)行政救済法、(10)国際税法

国際法学
(1)国際公法、(2)国際私法、(3)国際人権・国籍法、(4)国際組織法、(5)国際経済法、
(6)国際民事手続法、(7)国際取引法

社会法学 (1)労働法、(2)経済法、(3)社会保障法、(4)教育法

刑事法学 (1)刑法、(2)刑事訴訟法、(3)犯罪学、(4)刑事政策、(5)少年法、(6)法と心理

民事法学
(1)民法、(2)商法、(3)民事訴訟法、(4)会社法・企業組織法、(5)金融法、(6)証券
法、(7)保険法、(8)倒産法、(9)紛争処理法制、(10)民事執行法

新領域法学
(1)環境法、(2)医事法、(3)情報・メディア法、(4)知的財産法、(5)法とジェンダー、
(6)法学教育・法曹論・法教育、(7)法人・信託、(8)消費者法、(9)交通法、(10)土地
法・住宅法、(11)司法制度論

政治学

政治学
(1)政治理論、(2)政治学方法論、(3)西洋政治思想史、(4)日本・アジア政治思想史、
(5)政治史、(6)日本政治史、(7)日本政治、(8)政治過程論、(9)選挙研究、(10)新制度
論、(11)政治経済学、(12)行政学、(13)地方自治、(14)比較政治、(15)公共政策

国際関係論

(1)国際理論、(2)外交史・国際関係史、(3)対外政策論、(4)安全保障論、(5)非伝統的
安全保障・人間の安全保障、(6)国際政治経済論、(7)国際レジーム論、(8)国際統合
論、(9)国際協調論、(10)国際交流論、(11)トランスナショナル関係、(12)グローバ
ル・イシュー、(13)東アジア国際関係、(14)国際協力論

経済学
理論経済学

(1)ミクロ経済学、(2)マクロ経済学、(3)経済理論、(4)ゲーム理論、(5)行動経済学、
(6)実験経済学、(7)進化経済学、(8)経済制度・体制論

経済学説・経済思想 (1)経済学説、(2)経済思想、(3)社会思想、(4)経済哲学

経済統計
(1)統計制度、(2)統計調査、(3)人口統計、(4)所得・資産分布、(5)国民経済計算、
(6)計量経済学、(7)計量ファイナンス

経済政策
(1)国際経済学、(2)産業組織論、(3)経済発展論、(4)経済政策論、(5)都市経済学、
(6)交通経済学、(7)地域経済学、(8)環境経済学、(9)資源経済学、(10)日本経済論、
(11)経済事情

財政・公共経済
(1)財政学、(2)地方財政論、(3)公共経済学、(4)公共政策論、(5)医療経済学、(6)労
働経済学、(7)社会保障論、(8)教育経済学、(9)法と経済学、(10)政治経済学

日本史
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金融・ファイナンス
(1)金融論、(2)ファイナンス、(3)国際金融論、(4)企業金融、(5)保険論、(6)金融工
学

経済史 (1)経済史、(2)経営史、(3)産業史

経営学
(1)経営組織、(2)経営財務、(3)経営情報、(4)経営管理、(5)企業の社会的責任、(6)
経営学説

(7)経営戦略、(8)国際経営、(9)技術経営、(10)ベンチャー企業、(11)人的資源管理

商学
(1)マーケティング、(2)消費者行動、(3)広告、(4)流通・ロジスティックス、(5)マー
ケティングリサーチ、(6)商業、(7)保険

会計学
(1)財務会計、(2)管理会計、(3)会計監査、(4)簿記、(5)国際会計、(6)税務会計、(7)
公会計、(8)環境会計

社会学
(1)社会哲学・社会思想、(2)社会学史、(3)社会学理論・社会学方法論、(4)社会シス
テム、(5)社会調査法、(6)数理社会学、(7)相互行為・社会関係、(8)社会集団・社会
組織、(9)制度・構造・社会変動、(10)知識・科学・技術、(11)政治・権力・国家、
(12)階級・階層・社会移動

(13)家族・親族・人口、(14)地域社会・村落・都市、(15)産業・労働、(16) 福祉社会
学、(17)文化・宗教・社会意識、(18)コミュニケーション・情報・メディア、(19)
ジェンダー、(20)教育・学校、(21)医療社会学・障害学、(22)社会問題・社会運動、
(23)差別・排除、(24)環境・公害、(25)国際社会・エスニシティ、(26)身体・スポー
ツ、(27)自我・アイデンティティ

社会福祉学

(1)社会福祉原論・社会福祉思想、(2)社会福祉史、(3)社会保障・社会福祉政策、(4)
福祉国家・福祉社会、(5)ソーシャルワーク、(6)貧困・公的扶助、(7)子ども福祉、
(8)女性福祉、(9)障害(児）者福祉、(10)高齢者福祉、(11)家族福祉、(12)地域福祉、
(13)精神保健福祉・医療福祉・介護福祉、(14)司法福祉・更生保護、(15)福祉マネジ
メント・権利擁護・評価、(16)国際福祉・福祉ＮＧＯ、(17)ボランティア・福祉ＮＰ
Ｏ、(18)社会福祉教育・実習

心理学

社会心理学

(1)自己過程、(2)社会的認知・感情、(3)態度・信念、(4)社会的相互作用・対人関
係、(5)対人コミュニケーション、(6)集団・リーダーシップ、(7)集合現象・社会現
象、(8)産業・組織・人事、(9)文化、(10)社会問題、(11)環境・環境問題、(12)メ
ディア・電子ネットワーク、(13)消費者行動

教育心理学
(1)発達、(2)親子関係、(3)発達障害、(4)パーソナリティ、(5)教授法・学習、(6)教
育測定・評価、(7)教育相談、(8)対人関係・行動、(9)自己・個人内過程、(10)学校・
学級・教師

臨床心理学

(1)心理的障害、(2)犯罪・非行、(3)心理アセスメント、(4)心理療法、(5)心理学的介
入、(6)非言語コミュニケーション、(7)カウンセリング・学生相談、(8)心理面接過
程、(9)事例研究、(10)セルフヘルプグループ、(11)セラピスト論、(12)地域援助、
(13)健康心理学・健康開発、(14)心理リハビリテーション

実験心理学
(1)生理、(2)感覚・知覚・感性、(3)意識・認知・注意、(4)記憶、(5)感情・情動・動
機付け、(6)思考・推論・言語、(7)学習・行動分析、(8)進化・発達・比較認知、(9)
原理・歴史・心理学研究法

教育学
(1)教育哲学、(2)教育思想、(3)教育史、(4)カリキュラム論、(5)学習指導論、(6)学
力論、(7)教育方法、(8)教育評価、(9)教師教育

(10)教育行財政、(11)学校経営、(12)学校教育、(13)幼児教育・保育、(14)生涯学
習、(15)社会教育、(16)家庭教育、(17)教育政策

教育社会学

(1)教育社会学、(2)教育経済学、(3)教育人類学、(4)教育政策、(5)比較教育、(6)人
材開発・開発教育、(7)学校組織・学校文化、(8)教師・生徒文化、(9)青少年問題、
(10)学力問題、(11)多文化教育、(12)ジェンダーと教育、(13)教育調査法、(14)教育
情報システム

(1)各教科の教育（国語、算数・数学、理科、社会、地理・歴史、公民、生活、音楽、
図画工作・美術工芸、家庭、技術、英語、情報）、(2)専門教科の教育（工業、商業、
農業、水産、看護、福祉）

(3)カリキュラム構成・開発、(4)教材開発、(5)教科外教育（総合的学習、道徳、特別
活動）、(6)生活指導・生徒指導、(7)進路指導、(8)教員養成

教育学

教科教育学

経営学

社会学
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特別支援教育

(1)理念・思想・歴史、(2)制度・政策・行政、(3)心理学的臨床・実験、(4)アセスメ
ント、(5)指導・支援・評価、(6)支援体制・コーディネーター、(7)コンサルテーショ
ン・カウンセリング、(8)家族・権利擁護、(9)共生社会・インクルージョン、(10)早
期発見・早期支援、(11)通常学級・リソースルーム、(12)特別支援学校、(13)高等教
育・キャリア教育、(14)発達障害・情緒障害、(15)知的障害、(16)視覚障害・聴覚障
害・言語障害、(17)肢体不自由・病弱・身体虚弱、(18)学習困難・不適応・非行、
(19)ギフテッド・才能

ナノ・マ
イクロ科
学

ナノ構造化学
(1)ナノ構造化学、(2)ナノ構造作製、(3)クラスター・ナノ粒子、(4)フラーレン・ナ
ノチューブ・グラフェン、(5)メゾスコピック化学、(6)階層構造・超構造、(7)ナノ表
面・界面、(8)自己組織化

ナノ構造物理
(1)ナノチューブ・グラフェン、(2)ナノ構造物性、(3)ナノ物性制御、(4)ナノマイク
ロ物理、(5)ナノプローブ、(6)量子情報、(7)量子効果、(8)量子ドット、(9)量子デバ
イス、(10)電子デバイス、(11)スピンデバイス、(12)ナノトライポロジー

ナノ材料化学

(1)ナノ材料創製、(2)ナノ材料解析・評価、(3)ナノ表面・界面、(4)ナノ機能材料、
(5)ナノ構造形成・制御、(6)分子素子、(7)ナノ粒子、(8)フラーレン・ナノチュー
ブ・グラフェン、(9)ナノカーボン材料、(10)１分子化学、(11)ナノ光デバイス、(12)
分子デバイス

ナノ材料工学

(1)ナノ結晶材料・コンポジット、(2)ナノ粒子・ワイヤー・シート、(3)ナノドット・
レイヤー、(4)ナノ欠陥制御、(5)ヘテロ・ホモ構造、(6)ナノ材料・創製プロセス、
(7)ナノ加工・成形プロセス、(8)ナノカーボン応用、(9)ナノマイクロ構造解析・評
価・試験法

ナノバイオサイエンス
(1)ＤＮＡデバイス、(2)ナノ合成、(3)分子マニピュレーション、(4)バイオチップ、
(5)１分子生理・生化学、(6)１分子生体情報学、(7)１分子科学、(8)１分子イメージ
ング・ナノ計測、(9)ゲノム工学

ナノマイクロシステム
(1)ＭＥＭＳ・ＮＥＭＳ、(2)ナノマイクロファブリケーション、(3)ナノマイクロ光デ
バイス、(4)ナノマイクロ化学システム、(5)ナノマイクロバイオシステム、(6)ナノマ
イクロメカニクス、(7)ナノマイクロセンサー

応用物理
学

応用物性

(1)磁性体、(2)超伝導体、(3)誘電体、(4)光物性、(5)微粒子、(6)有機分子、(7)液
晶、(8)新機能材料、(9)スピントロニクス、(10)有機・分子エレクトロニクス、(11)
バイオエレクトロニクス

結晶工学
(1)金属、(2)半導体、(3)非晶質、(4)微結晶、(5)セラミックス、(6)結晶成長、(7)エ
ピタキシャル成長、(8)結晶評価、(9)ヘテロ構造、(10)電子・光機能

薄膜・表面界面物性
(1)強誘電体薄膜、(2)カーボン系薄膜、(3)酸化物エレクトロニクス、(4)薄膜新材
料、(5)表面、(6)界面、(7)真空、(8)ビーム応用、(9)走査プローブ顕微鏡、(10)電子
顕微鏡

光工学・光量子科学

(1)光学素子・装置・材料、(2)光情報処理、(3)視覚工学、(4)量子エレクトロニク
ス、(5)レーザー、(6)非線形光学、(7)量子光学、(8)フォトニック結晶、(9)光エレク
トロニクス、(10)微小光学、(11)光計測、(12)光記録、(13)光制御、(14)光プロセシ
ング

プラズマエレクトロニクス
(1)プラズマ、(2)プラズマプロセス、(3)プラズマ応用、(4)反応性プラズマ、(5)プラ
ズマ化学、(6)プラズマ処理、(7)プラズマ計測

応用物理学一般
(1)力、(2)熱、(3)音、(4)振動、(5)電磁気、(6)物理計測・制御、(7)標準、(8)セン
サー、(9)エネルギー変換、(10)放射線、(11)加速器

量子ビー
ム科学

量子ビーム科学

(1)加速器要素技術開発、(2)量子ビーム測定手法、(3)データ処理・解析手法、(4)検
出器、(5)量子ビーム産業応用、(6)量子ビーム医療応用、(7)小型量子ビーム発生技
術、(8)レーザー、(9)Ｘ線、(10)ガンマ線、(11)放射光、(12)中性子、(13)ミュオ
ン、(14)電子・陽電子、(15)ニュートリノ、(16)イオンビーム、(17)陽子ビーム、
(18)その他の量子ビーム

計算科学
計算科学

(1)数理工学(数理的解析・計画・設計・最適化)、(2)計算力学、(3)数値シミュレー
ション、(4)マルチスケール、(5)大規模計算、(6)超並列計算(並列化計算、３次元計
算)、(7)数値計算手法、(8)先進アルゴリズム

数学
(1)数論、(2)数論幾何学、(3)群論（含　群の表現論）、(4)代数的組み合わせ論

(5)代数幾何、(6)環論（含　リー環）、(7)代数一般（含　代数解析、計算代数、代数
学の応用）
(1)リーマン幾何（含　幾何解析）、(2)シンプレクティック幾何（含　接触幾何）、
(3)複素幾何、(4)微分幾何一般（含　種々の幾何構造、離散幾何）
(5)位相幾何学（代数的位相幾何学、位相空間論）、(6)微分位相幾何（葉層構造、特
異点、位相変換群）、(7)低次元トポロジー（結び目理論、３次元多様体論、４次元多
様体論）
(1)関数解析（含　作用素論・表現論）、(2)作用素環、(3)力学系・可積分系、(4)代
数解析
(5)実解析、(6)複素解析、(7)確率論、(8)基礎解析一般（含　関数空間論・応用解析
の基礎）

数学解析 (1)関数方程式、(2)応用解析、(3)非線形解析（含　変分解析・非線形現象）

(1)数学基礎論、情報数理、(2)離散数学

(3)数値解析・数理モデル（含　予測理論、最適化、データ解析）、(4)統計数学（含
ゲーム理論、実験計画法、凸計画問題、決定理論、推定論、検定論、確率過程の推
測）、(5)応用数学一般

天文学 天文学
(1)光学赤外線天文学、(2)電波天文学、(3)太陽物理学、(4)位置天文学、(5)理論天文
学、(6)Ｘ線γ線天文学

幾何学

解析学基礎

数学基礎・応用数学

代数学
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物理学 素粒子・原子核・宇宙線・
宇宙物理（理論）

(1)素粒子（理論）、(2)原子核（理論）、(3)宇宙線（理論）、(4)宇宙物理（理
論）、(5)相対論・重力（理論）

素粒子・原子核・宇宙線・
宇宙物理（実験）

(6)素粒子（実験）、(7)原子核（実験）、(8)宇宙線（実験）、(9)宇宙物理（実
験）、(10)相対論・重力（実験）、(11)加速器、(12)粒子測定技術

物性Ⅰ（理論）
物性Ⅰ（実験）
物性Ⅱ（理論）
物性Ⅱ（実験）
数理物理・物性基礎（理
数理物理・物性基礎（実
原子・分子・量子エレクト
ロニクス

(1)原子・分子、(2)量子エレクトロニクス、(3)量子情報、(4)放射線、(5)ビーム物理

生物物理・化学物理・ソフ
トマターの物理

(1)生命現象の物理、(2)生体物質の物理、(3)数理生物学、(4)ガラス・液体・溶液、
(5)光応答・光合成・化学反応、(6)高分子・液晶・ゲル、(7)エマルジョン・膜・コロ
イド、(8)界面・ぬれ・接着・破壊、(9)生物物理一般、(10)化学物理一般、(11)ソフ
トマターの物理一般

地球惑星
科学 固体地球惑星物理学

(1)地震現象、(2)火山現象、(3)地震発生予測・火山噴火予測、(4)地震災害・火山災
害、(5)地殻変動・海底変動、(6)地磁気、(7)重力、(8)テクトニクス、(9)内部構造、
(10)内部ダイナミクス・物性、(11)固体惑星・衛星・小惑星、(12)惑星形成・進化、
(13)固体惑星探査、(14)観測手法

気象・海洋物理・陸水学
(1)気象、(2)気候、(3)惑星大気、(4)大気海洋相互作用、(5)地球流体力学、(6)海洋
物理、(7)地球環境システム、(8)陸域水循環・物質循環、(9)水収支

超高層物理学
(1)地球惑星磁気圏、(2)地磁気変動、(3)地球惑星電離圏、(4)地球惑星上層大気、(5)
オーロラ・磁気嵐、(6)太陽風・惑星間空間、(7)太陽地球システム・宇宙天気、(8)宇
宙プラズマ・プラズマ波動、(9)惑星プラズマ・大気探査

地質学
(1)地域地質、(2)海洋地質、(3)付加体・造山帯、(4)構造地質・テクトニクス、(5)火
山・活断層・災害地質、(6)環境・水理地質、(7)第四紀学、(8)応用・都市地質、(9)
堆積・燃料地質、(10)地球史・惑星地質、(11)情報地質、(12)地学史

層位・古生物学
(1)層序、(2)化石、(3)系統・進化・多様性、(4)機能・形態、(5)古生態、(6)古生物
地理、(7)古環境、(8)古海洋

岩石・鉱物・鉱床学
(1)地球惑星物質、(2)地球惑星進化、(3)地殻・マントル・核、(4)マグマ・火成岩、
(5)変成岩、(6)鉱物物理、(7)天然・人工結晶、(8)元素分別濃集過程、(9)鉱床形成、
(10)鉱物資源、(11)生体・環境鉱物

地球宇宙化学
(1)地球宇宙物質、(2)物質循環、(3)元素・分子分布、(4)同位体・放射年代、(5)宇
宙・惑星化学、(6)地殻・マントル化学、(7)有機地球化学、(8)生物圏地球化学、(9)
大気圏・水圏化学、(10)環境化学・地球環境化学、(11)計測手法

プラズマ
科学

プラズマ科学

(1)基礎・放電プラズマ、(2)宇宙・天体プラズマ、(3)核燃焼プラズマ、(4)高エネル
ギー密度科学、(5)複合プラズマ、(6)反応性プラズマ、(7)プラズマ化学、(8)プラズ
マ応用、(9)プラズマ計測、(10)プラズマ制御・レーザー、(11)プラズマ粒子加速、
(12)電子ビーム・イオンビームへの応用、(13)ミリ波・テラヘルツ波への応用

基礎化学
物理化学

(1)構造化学、(2)電子状態、(3)分子動力学、(4)化学反応、(5)反応動力学、(6)分子
分光、(7)表面・界面、(8)溶液、(9)クラスター、(10)理論化学、(11)生物物理化学

有機化学
(1)構造有機化学、(2)反応有機化学、(3)有機合成化学、(4)有機元素化学、(5)有機光
化学、(6)物理有機化学、(7)理論有機化学

無機化学
(1)金属錯体化学、(2)有機金属化学、(3)無機固体化学、(4)生物無機化学、(5)核・放
射化学、(6)超分子錯体、(7)多核・クラスター錯体、(8)配位高分子、(9)溶液化学、
(10)ナノマテリアル、(11)結晶構造、(12)触媒、(13)元素資源

複合化学
機能物性化学

(1)光物性、(2)電子物性、(3)スピン、(4)複合物性、(5)分子素子、(6)超分子、(7)液
晶、(8)結晶、(9)薄膜、(10)表面・界面、(11)コロイド・量子ドット、(12)電気化学

合成化学
(1)選択的合成、(2)錯体・有機金属触媒、(3)ファインケミカルズ、(4)不斉合成、(5)
触媒設計・反応、(6)環境調和型合成、(7)反応場、(8)自動合成、(9)生体模倣合成、
(10)コンビナトリアル合成、(11)有機分子触媒、(12)天然物合成、(13)合成関連資源

高分子化学
(1)高分子合成、(2)高分子反応・分解、(3)不斉重合、(4)自己組織化高分子、(5)高分
子構造、(6)高分子物性、(7)機能性高分子、(8)生体関連高分子、(9)高分子錯体、
(10)高分子薄膜・表面、(11)重合触媒、(12)高分子資源

分析化学

 (1)サンプリング・前処理、(2)溶媒・固相抽出、(3)機器分析、(4)スペクトル分析、
(5)レーザー分光、(6)質量分析、(7)Ｘ線・電子分光、(8)界面・微粒子分析、(9)電気
化学分析、(10)化学・バイオセンサー、(11)分離分析、(12)クロマトグラフィー、
(13)電気泳動分析、(14)流れ分析(ＦＩＡ)、(15)マイクロ流路分析、(16)分析試薬、
(17)環境分析、(18)有機・高分子分析、(19)バイオ分析

生体関連化学
(1)核酸関連化学、(2)タンパク質・酵素化学、(3)糖質関連化学・糖鎖工学、(4)天然
物有機化学、(5)生物無機化学、(6)生体関連反応、(7)分子認識、(8)生体機能化学、
(9)バイオテクノロジー、(10)生体触媒、(11)生体機能材料、(12)生体構造化学

グリーン・環境化学

(1)環境計測、(2)センサー・モニタリング、(3)汚染物質評価、(4)汚染指標物質、(5)
環境評価、(6)環境情報化学、(7)汚染物質、(8)汚染除去材料、(9)環境負荷低減物
質、(10)生分解性物質、(11)環境修復材料、(12)グリーンケミストリー、(13)サステ
イナブルケミストリー、(14)リサイクル、(15)元素回収、(16)安全化学、(17)資源分
析

(1)半導体、(2)メゾスコピック系・局在、(3)光物性、(4)表面・界面、(5)結晶成長、
(6)誘電体、(7)格子欠陥、(8)Ｘ線・粒子線、(9)フォノン物性、(10)スピン物性(半導
体)
(1)磁性、(2)磁気共鳴、(3)強相関系、(4)高温超伝導、(5)金属、(6)超低温・量子凝
縮系、(7)超伝導・密度波、(8)分子性固体・有機導体

(1)統計物理学、(2)物性基礎論、(3)数理物理、(4)可積分系、(5)非平衡・非線形物理
学、(6)応用数学、(7)力学、(8)流体物理、(9)不規則系、(10)計算物理学
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エネルギー関連化学
(1)エネルギー変換、(2)低炭素化学、(3)高機能触媒、(4)光触媒、(5)分子素子材料、
(6)エネルギー資源、(7)省エネルギー化学

材料化学
有機・ハイブリッド材料

(1)液晶、(2)結晶、(3)有機半導体材料、(4)有機光学材料、(5)有機無機ハイブリッド
材料、(6)分子素子材料、(7)機能材料

高分子・繊維材料
(1)高分子材料物性、(2)高分子材料合成、(3)繊維材料、(4)ゴム材料、(5)ゲル、(6)
高分子機能材料、(7)天然・生体高分子材料、(8)ポリマーアロイ、(9)高分子系複合材
料、(10)高分子・繊維加工

無機工業材料
(1)結晶、(2)ガラス、(3)セラミックス、(4)金属材料、(5)層状・層間化合物、(6)イ
オン交換体、(7)イオン伝導体、(8)光触媒、(9)高機能触媒、(10)電気化学材料、(11)
ナノ粒子・量子ドット、(12)多孔体

デバイス関連化学
(1)半導体デバイス、(2)電気・磁気・光デバイス、(3)生体機能応用デバイス、(4)電
池、(5)分子センサー

機械工学
機械材料・材料力学

(1)材料設計・プロセス・物性・評価、(2)連続体力学、(3)構造力学、(4)損傷力学、
(5)破壊、(6)疲労、(7)環境強度、(8)信頼性設計、(9)生体力学、(10)ナノマイクロ材
料力学、(11)バイオ材料力学

生産工学・加工学
(1)生産モデリング、(2)生産システム、(3)生産管理、(4)工程設計、(5)工作機械、
(6)成形加工、(7)切削・研削加工、(8)特殊加工、(9)超精密加工、(10)ナノマイクロ
加工、(11)精密位置決め・加工計測

設計工学・機械機能要素・
トライボロジー

(1)設計工学、(2)形状モデリング、(3)ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡＥ、(4)創造工学、(5)機
構学、(6)機械要素、(7)機能要素、(8)故障診断、(9)安全・安心設計、(10)ライフサ
イクル設計、(11)リサイクル設計、(12)トライボロジー、(13)ナノマイクロトライボ
ロジー

流体工学
(1)数値流体力学、(2)流体計測、(3)圧縮・非圧縮流、(4)乱流、(5)混相流、(6)反応
流、(7)非ニュートン流、(8)マイクロ流、(9)分子流体力学、(10)バイオ流体力学、
(11)環境流体力学、(12)音響、(13)流体機械、(14)油空圧機器

熱工学
(1)熱物性、(2)対流、(3)伝導、(4)輻射、(5)物質輸送、(6)燃焼、(7)ナノマイクロ熱
工学、(8)熱機関、(9)冷凍・空調、(10)伝熱機器、(11)エネルギー工学、(12)バイオ
熱工学

機械力学・制御
(1)運動力学、(2)動的設計、(3)振動学、(4)振動解析・試験、(5)制御機器、(6)モー
ションコントロール、(7)振動制御、(8)機械計測、(9)耐震・免震設計、(10)交通機械
制御、(11)音響情報・制御、(12)音響エネルギー

知能機械学・機械システム
(1)ロボティクス、(2)メカトロニクス、(3)ナノマイクロメカトロニクス、(4)バイオ
メカニクス、(5)ソフトメカニクス、(6)情報機器・知能機械システム、(7)精密機械シ
ステム、(8)人間機械システム、(9)情報システム

電気電子
工学

電力工学・電力変換・電気
機器

(1)電気エネルギー工学(発生・変換・貯蔵、省エネルギーなど)、(2)電力系統工学、
(3)電気機器、(4)パワーエレクトロニクス、(5)電気有効利用、(6)電気・電磁環境、
(7)照明

電子・電気材料工学
(1)電気・電子材料(半導体、誘電体、磁性体、超誘電体、有機物、絶縁体、超伝導体
など)、(2)薄膜・量子構造、(3)厚膜、(4)作成・評価技術

電子デバイス・電子機器

(1)電子デバイス・集積回路、(2)回路設計・ＣＡＤ、(3)光デバイス・光回路、(4)量
子デバイス・スピンデバイス、(5)マイクロ波・ミリ波・テラヘルツ波、(6)波動利用
工学、(7)バイオデバイス、(8)記憶・記録、(9)表示、(10)センシングデバイス、(11)
微細プロセス技術、(12)インターコネクト・パッケージのシステム化・応用

通信・ネットワーク工学

(1)電子回路網、(2)非線形理論・回路、(3)情報理論、(4)信号処理、(5)通信方式(無
線、有線、衛星、光、移動)、(6)変復調、(7)符号化、(8)プロトコル、(9)アンテナ、
(10)中継・交換、(11)ネットワーク・ＬＡＮ、(12)マルチメディア、(13)暗号・セ
キュリティ

計測工学 (1)計測理論、(2)計測機器、(3)計測システム、(4)信号処理、(5)センシング情報処理

制御・システム工学
(1)制御理論、(2)システム理論、(3)知識型制御、(4)制御機器、(5)制御システム、
(6)複雑系、(7)システム情報(知識)処理、(8)社会システム工学、(9)経営システム工
学、(10)環境システム工学、(11)生産システム工学、(12)バイオシステム工学

土木工学
土木材料・施工・建設マネ
ジメント

(1)コンクリート、(2)鋼材、(3)高分子材料、(4)複合材料・新材料、(5)木材、(6)施
工、(7)舗装・瀝青材料、(8)維持・管理、(9)建設事業計画・設計、(10)建設マネジメ
ント、(11)地下空間、(12)土木情報学

構造工学・地震工学・維持
管理工学

(1)応用力学、(2)構造工学、(3)鋼構造、(4)コンクリート構造、(5)複合構造、(6)風
工学、(7)地震工学、(8)耐震構造、(9)地震防災、(10)維持管理工学

地盤工学
(1)土質力学、(2)基礎工学、(3)岩盤工学、(4)土木地質、(5)地盤の挙動、(6)地盤と
構造物、(7)地盤防災、(8)地盤環境工学、(9)トンネル工学

水工学
(1)水理学、(2)環境水理学、(3)水文学、(4)河川工学、(5)水資源工学、(6)海岸工
学、(7)港湾工学、(8)海洋工学

土木計画学・交通工学
(1)土木計画、(2)地域都市計画、(3)国土計画、(4)防災計画・環境計画、(5)交通計
画、(6)交通工学、(7)鉄道工学、(8)測量・リモートセンシング、(9)景観・デザイ
ン、(10)土木史
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土木環境システム
(1)環境計画・管理、(2)環境システム、(3)環境保全、(4)用排水システム、(5)廃棄
物、(6)土壌・水環境、(7)大気循環・騒音振動、(8)環境生態

建築学

建築構造・材料
(1)荷重論、(2)構造解析、(3)構造設計、(4)コンクリート構造、(5)鋼構造、(6)木構
造、(7)合成構造、(8)基礎構造、(9)構造材料、(10)建築工法、(11)保全技術、(12)地
震防災、(13)構造制御、(14)耐震設計、(15)耐風設計

建築環境・設備
(1)音・振動環境、(2)光環境、(3)熱環境、(4)空気環境、(5)環境設備計画、(6)環境
心理生理、(7)建築設備、(8)火災工学、(9)地球・都市環境、(10)環境設計

都市計画・建築計画
(1)計画論、(2)設計論、(3)住宅論、(4)各種建物・地域施設、(5)都市・地域計画、
(6)行政・制度、(7)建築・都市経済、(8)生産管理、(9)防災計画、(10)景観・環境計
画

建築史・意匠
(1)建築史、(2)都市史、(3)建築論、(4)意匠、(5)様式、(6)景観・環境、(7)保存・再
生

材料工学

金属物性・材料

(1)電子・磁気物性、(2)力学・熱・光物性、(3)表界面・薄膜物性、(4)磁性・電子・
情報材料、(5)超伝導・半導体材料、(6)アモルファス・金属ガラス・準結晶、(7)第一
原理計算・材料設計シミュレーション、(8)原子・電子構造評価、(9)拡散・相変態・
状態図

無機材料・物性
(1)結晶構造・組織制御、(2)力学・電子・電磁・光・熱物性、(3)表界面制御、(4)機
能性セラミックス材料、(5)機能性ガラス材料、(6)構造用セラミックス材料、(7)カー
ボン材料、(8)誘電体、(9)無機材料創成・合成プロセス

複合材料・表界面工学

(1)機能性複合材料、(2)構造用複合材料、(3)ハイブリッド・スマート・生体材料、
(4)表界面・粒界制御、(5)プラズマ処理・レーザー加工・表面処理、(6)耐久性・環境
劣化・モニタリング・評価、(7)接合・接着・溶接、(8)易リサイクル接合・複合、(9)
設計・作製プロセス・加工、(10)複合高分子

構造・機能材料
(1)強度・破壊靭性、(2)信頼性、(3)エネルギー材料、(4)燃料電池・電池材料、(5)セ
ンサー・光機能材料、(6)生体・医療・福祉材料、(7)多機能材料、(8)社会基盤構造材
料、(9)機能性高分子材料

材料加工・組織制御工学
(1)塑性加工・成形、(2)加工・熱処理、(3)精密・特殊加工プロセス、(4)結晶・組織
制御、(5)電気化学プロセス、(6)粉末プロセス・粉末冶金、(7)薄膜プロセス・めっ
き・配線、(8)電極触媒・作用

金属・資源生産工学

(1)反応・分離・精製、(2)融体・凝固、(3)鋳造、(4)結晶育成・成長、(5)各種製造プ
ロセス、(6)エコマテリアル化・省エネルギープロセス、(7)希少資源代替プロセス・
ユビキタス化、(8)環境浄化・低負荷・環境調和、(9)リサイクル・循環・再利用・変
換、(10)資源分離・保障・確保

プロセ
ス・化学
工学

化工物性・移動操作・単位
操作

(1)平衡・輸送物性、(2)流動・伝熱・物質移動操作、(3)蒸留、(4)抽出、(5)吸収、
(6)吸着、(7)イオン交換、(8)膜分離、(9)異相分離、(10)超高度分離、(11)攪拌・混
合操作、(12)粉粒体操作、(13)晶析操作、(14)薄膜・微粒子形成操作、(15)高分子成
形加工操作

反応工学・プロセスシステ
ム

(1)気・液・固・超臨界流体反応操作、(2)新規反応場、(3)反応速度、(4)反応機構、
(5)反応装置、(6)材料合成プロセス、(7)重合プロセス、(8)計測、(9)センサー、(10)
プロセス制御、(11)プロセスシステム設計、(12)プロセス情報処理、(13)プロセス運
転・設備管理

触媒・資源化学プロセス
(1)触媒反応、(2)触媒調製化学、(3)触媒機能解析、(4)エネルギー変換プロセス、(5)
化石燃料有効利用技術、(6)資源・エネルギー有効利用技術、(7)省資源・省エネル
ギー技術、(8)燃焼技術

生物機能・バイオプロセス

(1)生体触媒工学、(2)生物機能工学、(3)食品工学、(4)医用化学工学、(5)バイオ生産
プロセス、(6)生物環境プロセス、(7)マイクロ・ナノバイオプロセス、(8)応用生物電
気化学、(9)バイオリアクター、(10)バイオセンサー、(11)バイオセパレーション、
(12)バイオリファイナリー、(13)生物情報工学

総合工学
航空宇宙工学

(1)航空宇宙流体力学、(2)構造・材料、(3)振動・強度、(4)誘導・航法・制御、(5)推
進・エンジン、(6)飛行力学、(7)航空宇宙システム、(8)設計・計装、(9)特殊航空
機、(10)宇宙利用・探査、(11)航空宇宙環境

船舶海洋工学

(1)推進・運動性能、(2)材料・構造力学、(3)船舶海洋流体力学、(4)計画・設計・生
産システム、(5)建造・艤装、(6)海上輸送システム、(7)舶用機関・燃料、(8)海洋環
境、(9)海洋資源・エネルギー、(10)海洋探査・機器、(11)海中・海底工学、(12)極地
工学、(13)海事システム

地球・資源システム工学

(1)応用地質、(2)地殻工学、(3)リモートセンシング、(4)地球計測、(5)地球システ
ム、(6)資源探査、(7)資源開発、(8)資源評価、(9)資源処理、(10)廃棄物地下保存・
処分、(11)地層汚染修復、(12)深地層開発、(13)素材資源、(14)再生可能資源・エネ
ルギー、(15)資源経済

核融合学

(1)炉心プラズマ、(2)周辺・ダイバータプラズマ、(3)プラズマ計測、(4)核融合理
論・シミュレーション、(5)プラズマ・壁相互作用、(6)プラズマ対向機器・加熱機
器、(7)燃料・ブランケット、(8)低放射化材料、(9)電磁・マグネット、(10)慣性核融
合、(11)核融合システム工学、(12)安全・生物影響・社会環境

原子力学

(1)放射線工学・ビーム科学、(2)炉物理・核データ、(3)原子力計測・放射線物理、
(4)熱流動、(5)構造、(6)システム設計・安全工学、(7)原子力材料・核燃料、(8)同位
体・放射線化学、(9)燃料サイクル、(10)バックエンド、(11)新型原子炉、(12)保健物
理・環境安全、(13)原子力社会環境
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エネルギー学
(1)エネルギー生成・変換、(2)エネルギー輸送・貯蔵、(3)エネルギー節約・効率利
用、(4)エネルギーシステム、(5)環境調和、(6)自然エネルギーの利用

神経科学
神経生理学・神経科学一般

(1)分子・細胞神経科学、(2)発生・発達・再生神経科学、(3)神経内分泌学、(4)臨床
神経科学、(5)神経情報処理、(6)行動神経科学、(7)計算論的神経科学、(8)システム
神経生理学、(9)体性・内臓・特殊感覚

〔神経解剖学〕

(1)神経回路網、(2)神経組織学、(3)分子神経生物学、(4)神経微細形態学、(5)神経組
織細胞化学、(6)神経発生・分化・異常、(7)神経再生・神経可塑性、(8)神経実験形態
学、(9)脳画像解剖学、(10)神経細胞学

〔神経病理学〕

(11)神経細胞病理学、(12)分子神経病理学、(13)神経変性疾患、(14)脳発達障害・代
謝性疾患、(15)認知症疾患、(16)脳循環障害、(17)脳腫瘍、(18)脊髄・末梢神経・筋
肉疾患

神経化学・神経薬理学

(1)分子・細胞・神経生物学、(2)発生・分化・老化、(3)神経伝達物質・受容体、(4)
細胞内情報伝達、(5)グリア細胞、(6)精神・神経疾患の病態と治療、(7)幹細胞生物
学・再生・修復、(8)神経可塑性、(9)中枢・末梢神経薬理学、(10)神経創薬、(11)神
経ゲノム科学

実験動物
学 実験動物学

(1)環境・施設、(2)感染症、(3)凍結保存、(4)安全性、(5)疾患モデル、(6)育種遺
伝、(7)発生工学、(8)実験動物福祉、(9)動物実験技術、(10)リサーチバイオリソー
ス、(11)評価技術

腫瘍学
(1)ゲノム不安定性、(2)エピジェネティクス、(3)がんゲノム解析、(4)発がん、(5)炎
症とがん、(6)実験動物モデル、(7)遺伝子改変動物、(8)がん遺伝子、(9)がん制御遺
伝子、(10)シグナル伝達、(11)ＤＮＡ複製、(12)細胞周期、(13)がんと遺伝、(14)ア
ポトーシス、(15)細胞極性、(16)細胞接着・運動、(17)浸潤・転移、(18)がん細胞の
特性、(19)がん微小環境、(20)血管新生、(21)リンパ管新生、(22)幹細胞、(23)細胞
老化、(24)細胞不死化

(25)疫学研究、(26)バイオバンク、(27)遺伝子環境交互作用、(28)予防介入研究、
(29)化学予防、(30)がん研究と社会の接点

腫瘍診断学
(1)ゲノム解析、(2)プロテオミクス解析、(3)発現解析、(4)がんの個性診断、(5)オー
ダーメイド治療、(6)薬効評価と予測、(7)バイオマーカー、(8)腫瘍マーカー、(9)分
子イメージング、(10)エピゲノム、(11)ｍｉＲＮＡ、(12)機能性ＲＮＡ

腫瘍治療学

(1)抗がん物質探索・ケミカルバイオロジー、(2)化学療法、(3)分子標的治療、(4)内
分泌療法、(5)ドラッグデリバリー、(6)物理療法、(7)遺伝子治療、(8)核酸治療、(9)
細胞療法、(10)液性免疫、(11)細胞免疫、(12)抗体療法、(13)免疫療法、(14)ワクチ
ン療法、(15)細胞免疫療法、(16)サイトカイン、(17)免疫抑制、(18)免疫活性化

ゲノム科
学

ゲノム生物学

(1)ゲノム構造多様性、(2)動物ゲノム、(3)植物ゲノム、(4)微生物ゲノム、(5)メタゲ
ノム、(6)オルガネラゲノム、(7)ゲノム進化、(8)ゲノム構築、(9)ゲノム維持修復、
(10)ゲノム機能発現、(11)遺伝子発現調節、(12)トランスクリプトーム、(13)プロテ
オーム、(14)メタボローム、(15)エピゲノム、(16)比較ゲノム、(17)生物多様性

ゲノム医科学

(1)疾患関連遺伝子、(2)個別化医療、(3)遺伝子診断、(4)ヒトゲノム構造多様性、(5)
ゲノム創薬、(6)再生医療、(7)ゲノムワイド関連解析、(8)ヒトゲノム配列再解析、
(9)疾患モデル生物ゲノム、(10)疾患エピゲノミクス、(11)ヒト集団遺伝学、(12)遺伝
統計学、(13)メディカルインフォマティクス、(14)ヒト・動物細菌叢

システムゲノム科学

(1)遺伝子ネットワーク、(2)蛋白質ネットワーク、(3)代謝ネットワーク、(4)発生分
化、(5)合成生物学、(6)データベース生物学、(7)バイオデータベース、(8)モデル化
とシミュレーション、(9)バイオインフォマティクス、(10)ゲノム解析技術、(11)機能
性ＲＮＡ、(12)エピゲノム制御、(13)ゲノム生物工学、(14)遺伝子資源

生物資源
保全学 生物資源保全学

(1)保全生物、(2)生物多様性保全、(3)系統生物保全、(4)遺伝子資源保全、(5)生態系
保全、(6)在来種保全、(7)微生物保全、(8)細胞・組織・種子保存

生物科学

分子生物学
(1)染色体構築・機能・分配、(2)エピジェネティクス、(3)クロマチン動態、(4)ＤＮ
Ａ複製、(5)ＤＮＡ損傷・修復、(6)組換え、(7)転写・転写調節、(8)転写後調節、(9)
ＲＮＡ、(10)翻訳、(11)翻訳後修飾、(12)超分子複合体

構造生物化学

(1)糖質、(2)脂質、(3)核酸、(4)タンパク質、(5)酵素、(6)遺伝子及び染色体、(7)生
体膜及び受容体、(8)細胞間マトリックス、(9)細胞小器官、(10)翻訳後修飾、(11)分
子認識及び相互作用、(12)変性とフォールディング、(13)立体構造解析及び予測、
(14)ＮＭＲ、(15)質量分析、(16)Ｘ線結晶解析、(17)高分解能電子顕微鏡解析

機能生物化学

(1)酵素の触媒機構、(2)酵素の調節、(3)遺伝子の情報発現と複製、(4)生体エネル
ギー変換、(5)金属タンパク質、(6)生体微量元素、(7)ホルモンと生理活性物質、(8)
細胞情報伝達機構、(9)膜輸送と輸送タンパク質、(10)細胞内タンパク質分解、(11)細
胞骨格、(12)免疫生化学、(13)糖鎖生物学、(14)生物電気化学

神経解剖学・神経病理学

腫瘍生物学
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生物物理学

(1)タンパク質・核酸の構造・動態・機能、(2)運動・輸送、(3)生体膜・受容体・チャ
ンネル、(4)光生物、(5)細胞情報・動態、(6)脳・神経系の情報処理、(7)理論生物
学・バイオインフォマティクス、(8)構造生物学、(9)フォールディング、(10)構造・
機能予測、(11)１分子計測・操作、(12)バイオイメージング、(13)非平衡・複雑系

細胞生物学

(1)細胞構造・機能、(2)生体膜、(3)細胞骨格・運動、(4)細胞内情報伝達、(5)細胞間
情報伝達、(6)細胞周期、(7)細胞質分裂、(8)核構造・機能、(9)細胞間相互作用・細
胞外マトリックス、(10)タンパク質分解、(11)クロマチン、(12)オルガネラ形成・動
態

発生生物学
(1)細胞分化、(2)幹細胞、(3)胚葉形成・原腸形成、(4)器官形成、(5)受精、(6)生殖
細胞、(7)遺伝子発現調節、(8)発生遺伝、(9)進化発生

基礎生物
学 植物分子・生理科学

(1)色素体機能・光合成、(2)植物ホルモン・成長生理・全能性、(3)オルガネラ・細胞
壁、(4)環境応答、(5)植物微生物相互作用・共生、(6)代謝生理、(7)植物分子機能

形態・構造
(1)動物形態、(2)植物形態、(3)微生物・藻類形態、(4)比較内分泌、(5)分子形態学、
(6)形態形成・シミュレーション、(7)組織構築、(8)微細構造、(9)顕微鏡技術・イ
メージング

動物生理・行動 (1)代謝生理、(2)神経生物、(3)神経行動、(4)行動生理、(5)動物生理化学

遺伝・染色体動態
(1)細胞遺伝、(2)集団遺伝、(3)進化遺伝、(4)人類遺伝、(5)遺伝的多様性、(6)発生
遺伝、(7)行動遺伝、(8)変異誘発、(9)染色体再編・維持、(10)モデル生物開発、(11)
トランスポゾン、(12)ＱＴＬ解析、(13)エピジェネティクス

進化生物学
(1)生命起源、(2)真核生物起源、(3)オルガネラ起源、(4)多細胞起源、(5)分子進化、
(6)形態進化、(7)機能進化、(8)遺伝子進化、(9)進化生物学一般、(10)比較ゲノム、
(11)実験進化学

生物多様性・分類
(1)分類群、(2)分類体系、(3)進化、(4)遺伝的多様性、(5)集団・種多様性、(6)群
集・生態系多様性、(7)分類形質、(8)系統、(9)種分化、(10)自然史、(11)博物館

生態・環境
(1)個体群、(2)生物社会、(3)種間関係、(4)群集、(5)生態系、(6)進化生態、(7)行動
生態、(8)自然環境、(9)生理生態、(10)分子生態、(11)保全生態学

人類学
自然人類学

(1)形態、(2)先史・年代測定、(3)生体機構、(4)分子・遺伝、(5)生態、(6)霊長類、
(7)進化、(8)成長・老化、(9)社会、(10)行動・認知、(11)生殖・発生、(12)骨考古
学、(13)地理的多様性

応用人類学
(1)生理人類学、(2)人間工学、(3)生理的多型性、(4)環境適応能、(5)全身的協関、
(6)機能的潜在性、(7)テクノ・アダプタビリティー、(8)ソマトメトリー、(9)被服、
(10)生体・適応、(11)体質・健康、(12)法医人類学、(13)医療人類学

生産環境
農学

遺伝育種科学

(1)遺伝子発現制御・エピゲノム、(2)遺伝子ネットワーク、(3)オミクス解析、(4)ト
ランスポゾン、(5)オルガネラ、(6)生長・発生遺伝、(7)ゲノム・染色体解析、(8)生
殖・雑種・倍数性、(9)環境ストレス、(10)生物的ストレス、(11)収量・バイオマス、
(12)加工適性・成分育種、(13)遺伝育種リソース・多様性、(14)遺伝子地図・ＱＴＬ
解析、(15)遺伝子導入・変異作出、(16)ゲノム育種・マーカー育種、(17)育種理論・
インフォマティックス、(18)有用遺伝子組換え植物作出・アセスメント

作物生産科学

(1)食用作物、(2)工芸作物、(3)飼料・草地利用作物、(4)バイオ燃料植物、(5)資源植
物、(6)栽培・作付体系、(7)農作業体系、(8)作物品質・食味、(9)雑草科学、(10)雑
草制御、(11)アレロケミカル、(12)有機農業、(13)環境調和型作物生産、(14)ファイ
トレメディエーション、(15)休耕地管理、（16）地力維持・増強、(17)ストレス応答
反応、(18)生育環境・気候変動、(19)生育予測・モデル

園芸科学

(1)果樹、(2)野菜、(3)観賞・景観環境植物、(4)植物生産管理技術、(5)組換え遺伝
子・遺伝子解析技術、(6)園芸ゲノム科学・バイオインフォマティクス、(7)受粉受
精・胚発生、(8)果実発育・成熟、(9)生育障害・生理障害、(10)植物成長調節物質、
(11)色素芳香成分・機能性成分、(12)環境応答・環境調節、(13)施設園芸・植物工
場、(14)ポストハーベスト・青果物加工技術、(15)種苗種子生産・繁殖、(16)資源植
物開発利用、(17)生体計測・園芸ロボティクス、(18)園芸福祉・園芸療法

(1)植物病原体、(2)線虫・寄生性高等植物、(3)ゲノム、(4)系統分類・進化、(5)病原
性、(6)抵抗性、(7)病害発生、(8)病害診断、(9)同定、(10)病害防除・治療、(11)伝
染・生態・媒介、(12)宿主特異性、(13) 植物感染生理、(14)植物-病原体相互作用、
(15)植物生理病、(16)ポストハーベスト病害、(17)抵抗性育種、(18)ＲＮＡサイレン
シング、(19)内生菌・共生菌

(20)化学農薬・生物農薬、(21)薬剤耐性・除草剤耐性、(22)農薬障害、(23)植物成長
調整剤・プラントアクチベーター、(24)天然生理活性物質、(25)病害虫管理、(26)ダ
ニ・線虫管理、(27)雑草管理、(28)外来植物、(29)アレロパシー、(30)総合的病害虫
管理（ＩＰＭ）、(31)媒介昆虫、(32)害虫個体群、(33)天敵、(34)侵入病害虫、(35)
昆虫分類、(36)発生予察、(37)鳥獣管理、(38)環境ストレス応答・耐性、(39)植物生
育環境、(40)耕種的防除・物理的防除、(41)病害虫抵抗性作物、(42)植物傷害応答、
(43)植物-昆虫相互作用

植物保護科学
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農芸化学

植物栄養学・土壌学
(1)植物成長・生理、(2)植物栄養代謝、(3)植物代謝調節、(4)植物分子生理学、(5)肥
料、(6)土壌生成・分類、(7)土壌物理、(8)土壌化学、(9)土壌生物、(10)土壌環境、
(11)土壌生態学、(12)土壌肥沃度、(13)土壌汚染防除

応用微生物学

(1)微生物分類、(2)発酵生産、(3)微生物生理、(4)微生物遺伝・育種、(5)微生物酵
素、(6)微生物代謝、(7)微生物機能、(8)微生物利用学、(9)環境微生物、(10)二次代
謝産物生産、(11)微生物生態学、(12)微生物制御学、(13)遺伝子資源、(14)遺伝子発
現、(15)代謝制御、(16)環境・細胞応答、(17)微生物ゲノム

応用生物化学

(1)動物生化学、(2)植物生化学、(3)酵素利用学、(4)遺伝子工学、(5)タンパク質工
学、(6)構造生物学、(7)生物工学、(8)代謝工学、(9)酵素化学、(10)糖質・脂質科
学、(11)細胞・組織培養、(12)代謝生理、(13)遺伝子発現、(14)物質生産、(15)細胞
応答、(16)情報伝達、(17)微量元素

生物有機化学
(1)生物活性物質、(2)細胞機能調節物質、(3)農薬科学、(4)植物成長調節物質、(5)情
報分子、(6)生合成、(7)天然物化学、(8)ケミカルバイオロジー、(9)物理化学、(10)
分析化学、(11)有機合成化学、(12)生物制御化学、(13)分子認識、(14)構造活性相関

(1)食品化学、(2)食品生化学、(3)食品機能、(4)栄養化学、(5)栄養生化学、(6)分子
栄養学、(7)ニュートリゲノミクス

(8)食品物理学、(9)食品分析、(10)食品工学、(11)食品製造・加工、(12)食品貯蔵、
(13)食品安全性

森林圏科
学

森林科学

(1)生態・生物多様性、(2)遺伝・育種、(3)生理、(4)分類、(5)立地・気象、(6)造
林、(7)病理・微生物、(8)昆虫・動物、(9)計画・管理、(10)政策・経済、(11)持続的
林業、(12)作業システム・林道・機械、(13)治山・砂防・緑化、(14)水資源・水循
環、(15)物質循環・フラックス、(16)気候変動・炭素収支、(17)バイオマス、(18)景
観生態・風致・緑地管理、(19)環境教育・森林教育

木質科学

(1)組織構造、(2)材質・物性、(3)セルロース・ヘミセルロース、(4)リグニン、(5)抽
出成分・生理活性成分、(6)微生物、(7)きのこ・木材腐朽菌、(8)化学加工・接着、
(9)保存・文化財、(10)乾燥、(11)機械加工、(12)木質材料、(13)強度・木質構造、
(14)居住性、(15)林産教育、(16)木質バイオマス、(17)紙パルプ

水圏応用
科学

(1)水圏環境、(2)生物環境、(3)環境保全、(4)水質・底質、(5)海洋・物質循環、(6)
藻場・干潟、(7)修復・再生、(8)環境微生物、(9)プランクトン、(10)ネクトン、(11)
ベントス、(12)赤潮、(13)環境毒性、(14)水圏生態システム、(15)温暖化、(16)生物
多様性、(17)リモートセンシング

(18)分類・形態、(19)生態・行動、(20)バイオロギング、(21)資源・資源管理、(22)
漁業、(23)増養殖、(24)水産動物、(25)水産植物、(26)遺伝・育種、(27)魚病・水族
病理、(28)水産工学、(29)漁村社会・水産政策、(30)水産経済・経営・流通、(31)水
産教育、(32)水産開発

水圏生命科学

(1)発生、(2)生理、(3)免疫・生体防御、(4)代謝・酵素、(5)水族栄養、(6)生化学、
(7)分子生物学、(8)マリンゲノム、(9)遺伝子資源、(10)生物工学、(11)微生物機能、
(12)糖鎖生物学、(13)ケミカルバイオロジー、(14)バイオミメティクス、(15)生物活
性物質、(16)天然物化学、(17)生体高分子、(18)分析化学、(19)水産食品化学、(20)
機能性食品、(21)水産食品加工・貯蔵、(22)食品微生物、(23)食品衛生、(24)自然
毒、(25)食品安全性、(26)ゼロエミッション、(27)水圏バイオマス利用、(28)バイオ
エネルギー

社会経済
農学

経営・経済農学

(1)食料自給・食料安全保障、(2)食料経済、(3)農漁村経済・計画、(4)農業関連産
業、(5)食農環境経済、(6)食料政策、(7)農林水産業政策、(8)国際食料経済・貿易、
(9)農林水産投資・金融、(10)農畜水産物・食品流通、(11)フードシステム、(12)食の
安全・リスク管理、(13)農林水産業経営、(14)農林水産技術・知識評価、(15)経営管
理・診断・計画、(16)土地利用、(17)農の付加価値化、(18)マーケティング、(19)経
営倫理・ＣＳＲ、(20)集落営農、(21)農林水産業支援組織、(22)経営主体、(23)食農
情報システム、(24)企業の農業参入、(25)農業普及

社会・開発農学

(1)農村社会、(2)農村生活、(3)地産地消、(4)食農教育、(5)農村リーダー・ＮＰＯ、
(6)都市農村交流、(7)女性の農業・社会参画、(8)農社会と文化、(9)農業・農村の多
面的機能、(10)農史・農法比較、(11)農思想・倫理、(12)国際農業、(13)国際農漁村
開発、(14)開発プロジェクトマネジメント、(15)技術の普及と移転、(16)食遷移、
(17)コモンズ

農業工学

地域環境工学・計画学

(1)農業水利・灌漑排水、(2)農地整備・保全、(3)農村計画、(4)農村環境、(5)地域景
観・生態系、(6)地域振興・持続可能性、(7)物質エネルギー循環・管理、(8)水資源、
(9)自然エネルギー、(10)地域ガバナンス、(11)地域防災、(12)土壌環境保全、(13)農
業施設・ストックマネジメント、(14)農村道路、(15)集落排水、(16)国際農業農村開
発、(17)水理、(18)水文・気象、(19)水・水環境、(20)土壌物理、(21)土質力学、
(22)応用力学、(23)材料・設計・施工

食品科学

水圏生産科学
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(1)生物生産システム、(2)生物生産機械、(3)施設園芸・植物工場、(4)生物環境調
節、(5)バイオプロセシング、(6)農業生産環境、(7)農業気象・微気象、(8)気象災
害、(9)地球環境・温暖化影響、(10)環境改善・緑化、(11)再生可能エネルギー、(12)
農作業技術管理、(13)農業労働科学、(14)ポストハーベスト工学、(15)流通管理

(16)生体計測、(17)細胞計測、(18)非破壊計測、(19)画像計測、(20)環境ストレス応
答、(21)バイオセンシング、(22)画像情報処理・画像認識、(23)アグリバイオイン
フォマティクス、(24)リモートセンシング、(25)地理情報システム、(26)モデリン
グ・シミュレーション、(27)コンピュータネットワーク・ＩＣＴ、(28)農業ロボティ
クス、(29)精密農業、(30)生物環境情報、(31)農業情報、(32)農作業情報

動物生命
科学 (1)育種、(2)繁殖、(3)栄養・飼養、(4)飼料、(5)代謝・内分泌制御

(6)家畜衛生、(7)動物管理・福祉、(8)環境、(9)施設・生産システム、(10)草地、
(11)放牧、(12)畜産物、(13)糞尿処理、(14)畜産バイオマス、(15)畜産経営、(16)畜
産物流通

(1)病理、(2)病態、(3)薬理、(4)トキシコロジー、(5)病原微生物、(6)人獣共通感染
症、(7)寄生虫、(8)獣医公衆衛生、(9)防疫、(10)疫学

(11)内科、(12)外科、(13)臨床繁殖・産科、(14)診断・検査、(15)臨床病理、(16)治
療・看護、(17)疾病予防・制御、(18)麻酔・鎮痛、(19)放射線科学、(20)動物福祉・
倫理

(1)生理、(2)組織、(3)解剖、(4)内分泌、(5)細胞機能、(6)免疫、(7)生体防御、(8)
遺伝、(9)エピジェネティクス、(10)ゲノム、(11)発生・分化、(12)生体情報、(13)生
態、(14)行動、(15)心理

(16)遺伝子工学、(17)細胞工学、(18)発生工学、(19)幹細胞、(20)再生医療、(21)イ
メージング、(22)野生動物、(23)実験動物、(24)疾患モデル動物、(25)コンパニオン
アニマル、(26)動物介在療法、(27)バイオリソース、(28)生物多様性

境界農学

昆虫科学

(1)昆虫機能利用・有用物質生産、(2)養蚕・蚕糸、(3)昆虫病理、(4)昆虫病原微生
物・ウイルス、(5)昆虫生態、(6)昆虫生理生化学、(7)昆虫分子生物学、(8)昆虫行
動、(9)昆虫個体群・群集、(10)昆虫進化・系統分類、(11)昆虫遺伝・ゲノム、(12)昆
虫発生・生殖、(13)生活史・季節適応、(14)化学生態学、(15)化学的・物理的交信、
(16)寄生・共生、(17)クモ・ダニ・線虫、(18)養蜂、(19)ポリネーション、(20)社会
性昆虫、(21)昆虫ミメティクス

(1)バイオマス、(2)生物環境、(3)遺伝資源、(4)生物多様性、 (5)環境分析、(6)環境
修復、(7)環境浄化、(8)水域汚染、(9)環境適応、(10)生態系サービス、(11)資源環境
バランス、(12)資源循環システム、(13)環境価値評価、(14)低炭素社会、(15)ＬＣ
Ａ、(16)環境調和型農業、(17)流域管理、(18)陸海域の統合農学、(19)地域農学

(20)ランドスケープデザイン、(21)造園、(22)緑地計画、(23)景観形成・保全、(24)
文化的景観、(25)自然環境保全・自然再生、(26)都市環境デザイン、(27)自然環境影
響評価、(28)生物生息空間、(29)生態系機能、(30)景観生態、(31)都市農地、(32)公
園管理・緑地環境管理、(33)都市公園・防災公園、(34)自然公園、(35)環境緑化工
学、(36)都市緑化植物、(37)観光・グリーンツーリズム・レクリエーション、(38)参
加型まちづくり、(39)ＣＳＲと緑化

応用分子細胞生物学

(1)細胞生物学、(2)染色体工学、(3)糖鎖工学、(4)オルガネラ工学、(5)細胞・組織工
学、(6)エピジェネティクス、(7)発現制御、(8)発生・分化制御、(9)細胞間相互作
用、(10)分子間相互作用、(11)生物間相互作用、(12)バイオセンサー、(13)細胞機
能、(14)分子情報、(15)機能分子設計、(16)プロテオーム、(17)メタボローム、(18)
物質生産、(19)培養工学、(20)バイオロジクス

薬学
化学系薬学

(1)有機化学、(2)合成化学、(3)生体関連物質、(4)天然物化学、(5)有機反応学、(6)
ヘテロ環化学、(7)不斉合成

物理系薬学
(1)物理化学、(2)分析化学、(3)製剤学、(4)生物物理化学、(5)同位体薬品化学、(6)
生命錯体化学、(7)分子構造学、(8)構造生物学、(9)イメージング、(10)ドラッグデリ
バリー、(11)情報科学

生物系薬学
(1)生化学、(2)分子生物学、(3)免疫学、(4)細胞生物学、(5)発生生物学、(6)ゲノム
機能学、(7)生理化学、(8)内分泌学

薬理系薬学
(1)薬理学、(2)薬効解析学、(3)神経生物学、(4)薬物治療学、(5)細胞情報伝達学、
(6)毒性・医薬品安全性学、(7)システム薬理学、(8)ゲノム薬理学

天然資源系薬学
(1)生薬学、(2)薬用資源学、(3)天然薬物学、(4)漢方・和漢薬、(5)伝統医薬、(6)生
合成、(7)抗生物質・微生物薬品学、(8)天然活性物質、(9)薬用食品学

創薬化学
(1)医薬品化学、(2)医薬分子設計、(3)医薬品探索、(4)医薬分子機能学、(5)ゲノム創
薬、(6)レギュラトリーサイエンス、(7)ケミカルバイオロジー、(8)バイオ医薬品

環境・衛生系薬学
(1)環境衛生学、(2)環境化学、(3)環境動態学、(4)食品衛生学、(5)栄養化学、(6)微
生物・感染症学、(7)中毒学、(8)環境毒性学、(9)香粧品科学、(10)衛生試験

統合動物科学

環境農学（含ランドスケープ
科学）

農業環境・情報工学

動物生産科学

獣医学
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(1)薬物動態学、(2)薬物代謝学、(3)薬物輸送担体、(4)薬物動態・代謝スクリーニン
グ系、(5)ヒトの薬物動態・代謝予測系、(6)臨床化学、(7)個別医療

(8)臨床薬学、(9)医療薬剤学、(10)医薬品情報・安全性学、(11)薬剤経済学、(12)社
会薬学、(13)病院薬学・保険薬局管理学、(14)医療薬学教育学

基礎医学
(1)肉眼解剖学、(2)機能解剖学、(3)臨床解剖学、(4)比較解剖学、(5)画像解剖学、
(6)発生学・形態形成学、(7)先天異常学・奇形学、(8)実験形態学、(9)解剖学教育

(10)細胞学、(11)組織学、(12)細胞分化・組織形成、(13)細胞機能形態学、(14)細胞
微細形態学、(15)分子形態学、(16)細胞組織化学、(17)顕微鏡技術

生理学一般

(1)分子・細胞生理学、(2)生体膜・チャネル・トランスポーター・能動輸送、(3)受容
体・細胞内シグナル伝達、(4)刺激分泌連関、(5)上皮機能、(6)遺伝・受精・発生・分
化、(7)細胞増殖・細胞死、(8)細胞運動・形態形成・細胞間相互作用、(9)微小循環・
末梢循環・循環力学・循環調節、(10)換気力学・血液ガス・呼吸調節、(11)消化管運
動・消化吸収、(12)腎・体液・酸塩基平衡、(13)血液凝固・血液レオロジー、(14)病
態生理、(15)システム生理・フィジオーム、(16)比較生理学・発達生理学・ゲノム生
理学、(17)筋肉生理学

環境生理学（含体力医学・
栄養生理学）

(1)環境生理学、(2)体力医学、(3)栄養生理学、(4)適応・協関生理学、(5)生体リズ
ム、(6)発達・成長・老化、(7)ストレス、(8)宇宙医学、(9)行動生理学、(10)生物時
計、(11)温熱生理学、(12)摂食調節、(13)睡眠・覚醒、(14)生殖生理学

薬理学一般

(1)腎臓、(2)骨格筋・平滑筋、(3)消化器、(4)炎症・免疫、(5)生理活性物質、(6)中
枢・末梢神経、(7)脊髄・痛み、(8)受容体・チャネル・輸送系・シグナル情報伝達
系、(9)心血管・血液、(10)創薬・ゲノム薬理学、(11)薬物治療・トキシコロジー、
(12)生薬・天然物薬理学

医化学一般
(1)生体分子医学、(2)細胞医化学、(3)ゲノム医化学、(4)発生医学、(5)再生医学、
(6)加齢医学、(7)高次生命医学、(8)細胞内シグナル伝達

病態医化学
(1)代謝異常学、(2)分子病態学、(3)分子遺伝子診断学、(4)分子腫瘍学、(5)分子病態
栄養学

人類遺伝学
(1)ゲノム医科学、(2)分子遺伝学、(3)細胞遺伝学、(4)遺伝生化学、(5)遺伝疫学、
(6)遺伝診断学、(7)遺伝子治療学、(8)社会遺伝学、(9)エピジェネティクス

(1)消化器・唾液腺、(2)泌尿生殖器・内分泌

(3)脳・神経、(4)呼吸器・縦隔、(5)循環器、(6)骨・関節・筋肉・皮膚・感覚器、(7)
血液

(8)診断病理学、(9)細胞診断学、(10)遺伝子病理診断学、(11)免疫病理診断学、(12)
環境病理、(13)移植病理

(1)細胞傷害、(2)腫瘍、(3)遺伝性疾患、(4)環境、(5)再生医学

(6)炎症、(7)循環障害、(8)免疫、(9)感染症、(10)代謝異常、(11)小児病理、(12)疾
患モデル動物

寄生虫学（含衛生動物学）
(1)蠕虫、(2)原虫、(3)媒介節足動物、(4)病害動物、(5)国際医療、(6)分子・細胞、
(7)発生・遺伝、(8)疫学、(9)診断・治療、(10)感染防御・制御

細菌学（含真菌学）
(1)遺伝・ゲノム情報、(2)構造・生理、(3)分類、(4)病原性、(5)毒素・エフェク
ター、(6)薬剤耐性、(7)疫学、(8)診断・治療、(9)感染防御・制御

ウイルス学
(1)分子・構造、(2)細胞・複製、(3)個体・病態、(4)疫学、(5)診断・治療、(6)感染
防御・制御、(7)プリオン

免疫学

(1)サイトカイン、(2)免疫シグナル伝達、(3)抗体・補体、(4)自然免疫、(5)獲得免
疫、(6)粘膜免疫、(7)免疫記憶、(8)免疫寛容・自己免疫、(9)免疫監視・腫瘍免疫、
(10)免疫不全、(11)アレルギー・免疫関連疾患、(12)感染免疫、(13)炎症、(14)免疫
制御・移植免疫

境界医学
医療社会学 (1)バイオエシックス、(2)医歯薬学教育、(3)医学史、(4)医療経済学、(5)医療行動学

応用薬理学

(1)臨床薬理学、(2)臨床試験・倫理、(3)薬物治療学、(4)医薬品副作用・薬物相互作
用、(5)薬物輸送学、(6)ファーマコゲノミックス、(7)同位体医療薬学、(8)機器医療
薬学、(9)薬物代謝酵素・トランスポーター、(10)イメージング、(11)ヒト組織利用研
究、(12)薬物依存・薬剤感受性、(13)遺伝子診断・治療、(14)ドラッグデリバリー、
(15)薬剤疫学

(1)臨床検査医学、(2)臨床病理学、(3)臨床化学、(4)免疫血清学、(5)臨床検査システ
ム

(6)遺伝子検査学、(7)臨床微生物学、(8)腫瘍検査学、(9)臨床血液学、(10)生理機能
検査学

疼痛学

(1)疼痛の評価法、(2)疼痛の疫学、(3)鎮痛薬、(4)疼痛の非薬物治療、(5)発痛物質、
(6)疼痛の発生・増強機序、(7)疼痛の神経機構、(8)痛覚過敏、(9)疼痛の遺伝的要
因、(10)疼痛の発達・加齢要因、(11)疼痛の性差、(12)疼痛反射、(13)しびれ、(14)
侵害受容器、(15)組織障害性疼痛、(16)神経障害性疼痛、(17)精神・心理的疼痛、
(18)痒み評価法、(19)痒みの疫学、(20)鎮痒薬、(21)起痒物質、(22)痒みの発生・増
強機序、(23)痒みの神経機構、(24)掻破行動、(25)痒み過敏、(26)精神・心理的痒

病態検査学

解剖学一般（含組織学・発
生学）

人体病理学

実験病理学

医療系薬学
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医学物理学・放射線技術学
(1)医用物理学、(2)放射線技術科学、(3)放射線技術工学、(4)放射線診断技術学、(5)
放射線治療技術学、(6)核医学物理学、(7)医用画像物理工学、(8)医用画像情報学、
(9)放射線測定学、(10)粒子線治療学、(11)加速器工学、(12)放射線防護学

社会医学
(1)臨床疫学、(2)臨床試験、(3)環境疫学、(4)分子遺伝疫学

(5)疫学、(6)予防医学、(7)健康診断、(8)検診、(9)臨床統計学、(10)集団検診、(11)
健康管理、(12)健康増進

(1)分子予防、(2)分子疫学、(3)食品衛生、(4)環境保健、(5)産業保健、(6)環境毒性
学

(7)地域保健、(8)地域医療、(9)母子保健、(10)成人保健、(11)高齢者保健、(12)国際
保健、(13)保健医療行政、(14)保健医療政策、(15)介護福祉

病院・医療管理学
(1)病院管理学、(2)医療管理学、(3)医療情報学、(4)医療の質、(5)診療録管理、(6)
リスクマネジメント、(7)院内感染管理、(8)クリティカルパス

法医学
(1)法医学、(2)法医鑑定学、(3)アルコール医学、(4)法歯学、(5)ＤＮＡ多型医学、
(6)法医病理学

内科系臨
床医学 内科学一般（含心身医学）

(1)心療内科学、(2)ストレス科学、(3)東洋医学、(4)代替医療、(5)緩和医療、(6)総
合診療、(7)プライマリーケア、(8)老年医学

(1)上部消化管学(食道、胃、十二指腸)

(2)下部消化管学(小腸、大腸)

(3)肝臓学

(4)胆道学、膵臓学

(5)消化器内視鏡学

(1)臨床心臓学

(2)臨床血管学

(3)分子心臓学

(4)分子血管学

(1)臨床呼吸器学

(2)分子細胞呼吸器学

(1)腎臓学

(2)高血圧学、(3)水・電解質代謝学、(4)人工透析学

内科系臨
床医学 (1)神経分子病態学

(2)神経病態免疫学、(3)臨床神経分子遺伝学

(4)臨床神経生理学、(5)臨床神経形態学、(6)臨床神経心理学、(7)神経機能画像学

(1)エネルギー・糖質代謝異常

(2)メタボリックシンドローム、(3)脂質代謝異常、(4)プリン代謝異常、(5)骨・カル
シウム代謝異常、(6)電解質代謝異常

内分泌学 (1)内分泌学、(2)生殖内分泌学

(1)血液内科学、(2)血栓・止血学、(3)輸血学

腎臓内科学

神経内科学

代謝学

消化器内科学

循環器内科学

呼吸器内科学

疫学・予防医学

衛生学・公衆衛生学
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(4)血液腫瘍学

(5)造血幹細胞移植学、(6)血液免疫学、(7)免疫制御学

(1)膠原病学、(2)リウマチ学

(3)アレルギー学、(4)臨床免疫学、(5)炎症学

感染症内科学
(1)感染症診断学、(2)感染症治療学、(3)感染症防御学、(4)国際感染症学、(5)感染疫
学、(6)日和見感染症

(1)発達小児科学、(2)成育医学、(3)小児代謝・栄養学、(4)遺伝・先天異常学、(5)小
児保健学、(6)小児社会医学

(7)小児神経学、(8)小児内分泌学、

(9)小児血液学、(10)小児腫瘍学、(11)小児免疫・アレルギー・膠原病学、(12)小児感
染症学

(13)小児循環器学、(14)小児呼吸器学、(15)小児腎・泌尿器学、(16)小児消化器病学

胎児・新生児医学 (1)出生前診断、(2)胎児医学、(3)先天異常学、(4)新生児医学、(5)未熟児医学

(1)皮膚診断学、(2)皮膚病態学、(3)皮膚生理・生物学、(4)レーザー・光生物学

(5)皮膚腫瘍学、(6)色素細胞学、(7)皮膚免疫・炎症学、(8)皮膚感染症、(9)皮膚再生
学、(10)皮膚遺伝学

(1)精神薬理学、(2)臨床精神分子遺伝学

(3)精神生理学、(4)精神病理学、(5)老年精神医学

(6)社会精神医学、(7)児童・思春期精神医学、(8)司法精神医学、(9)神経心理学、
(10)リエゾン精神医学、(11)精神科リハビリテーション医学

(1)画像診断学(含放射線診断学)、(2)エックス線・ＣＴ、(3)超音波診断学、(4)放射
性医薬品・造影剤

(5)核磁気共鳴画像(ＭＲＩ)、(6)放射線防護・管理学、(7)医用画像工学

(8)核医学(ＰＥＴを含む)、(9)インターベンショナルラジオロジー(ＩＶＲ)、(10)血
管形成術・骨形成術・血管塞栓術、(11)ラジオ波治療・ステント治療・リザーバー治
療、(12)温熱治療学、(13)超音波治療学、(14)被ばく医療、(15)医学放射線生物学

(16)放射線治療学、(17)放射線腫瘍学、(18)放射線治療物理学、(19)放射線治療生物
学、(20)粒子線治療

(1)外科総論、(2)移植外科学、(3)人工臓器学、(4)内視鏡外科学、(5)ロボット外科学

(6)実験外科学、(7)内分泌外科学、(8)乳腺外科学、(9)代謝栄養外科学

(1)食道外科学、(2)胃十二指腸外科学

(3)小腸大腸肛門外科学

(4)肝臓外科学、(5)脾門脈外科学

(6)胆道外科学、(7)膵臓外科学

(1)冠動脈外科学、(2)弁膜疾患外科学、(3)心筋疾患外科学、(4)先天性心臓血管外科
学

(5)大血管外科学、(6)末梢動脈外科学、 (7)末梢静脈外科学、(8)リンパ管学

外科系臨
床医学

外科学一般

消化器外科学

心臓血管外科学

皮膚科学

精神神経科学

放射線科学

血液内科学

膠原病・アレルギー内科学

小児科学
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(1)肺外科

(2)気管外科、(3)縦隔外科、(4)胸膜外科、(5)胸壁外科

(1)頭部外傷学、(2)脳血管障害学、(3)脳血管内外科学、(4)実験脳外科学

(5)脳腫瘍学

(6)神経画像診断学、(7)機能脳神経外科学、(8)小児脳神経外科学、(9)脊髄・脊椎疾
患学、(10)脳外科手術機器学、(11)放射線脳外科学

(1)脊椎脊髄病学、(2)筋・神経病学、(3)理学療法・リハビリテーション学

(4)骨・軟部腫瘍学、(5)四肢機能再建学、(6)小児運動器学、(7)運動器外傷学

(8)関節病学、(9)リウマチ病学、(10)骨・軟骨代謝学、(11)スポーツ医学

(1)麻酔学、(2)麻酔蘇生学

(3)周術期管理学

(4)疼痛管理学

(1)腫瘍学

(2)排尿機能学、(3)結石症学、(4)感染症学、(5)再生医学、(6)奇形学

(7)副腎外科学、(8)腎移植、(9)アンドロロジー

(1)産科学、(2)生殖医学

(3)婦人科学、(4)婦人科腫瘍学、(5)更年期医学

(1)耳科学、(2)平衡科学、(3)聴覚医学

(4)鼻科学、(5)アレルギー学、(6)頭蓋底外科学

(7)口腔咽頭科学、(8)喉頭科学、(9)気管食道科学、(10)頭頸部外科学

(1)臨床研究、(2)疫学研究、(3)社会医学

(4)眼生化学・分子生物学、(5)眼細胞生物学、(6)眼遺伝学、(7)眼組織学、(8)眼病理
学

(9)眼薬理学、(10)眼生理学、(11)眼発生・再生医学、(12)眼免疫学、(13)眼微生物
学・感染症学、(14)視能矯正学、(15)眼光学、(16)眼医工学

小児外科学
(1)小児消化器疾患学、(2)胎児手術学、(3)小児泌尿器科学、(4)小児呼吸器外科学、
(5)小児腫瘍学

形成外科学
(1)再建外科学、(2)創傷治癒学、(3)マイクロサージェリー学、(4)組織培養・移植
学、(5)再生医学

救急医学 (1)集中治療医学、(2)外傷外科学、(3)救急蘇生学、(4)急性中毒学、(5)災害医学

歯学
形態系基礎歯科学 (1)口腔解剖学(含組織学・発生学)、(2)口腔病理学、(3)口腔細菌学

機能系基礎歯科学 (1)口腔生理学、(2)口腔生化学、(3)歯科薬理学

病態科学系歯学・歯科放射
線学

(1)実験腫瘍学、(2)免疫・感染・炎症、(3)歯科放射線学一般、(4)歯科放射線診断学

保存治療系歯学 (1)保存修復学、(2)歯内治療学

(1)歯科補綴学一般、(2)有床義歯補綴学、(3)冠橋義歯補綴学、(4)顎顔面補綴学

(5)顎口腔機能学、(6)歯科理工学、(7)歯科材料学

歯科医用工学・再生歯学 (1)生体材料学、(2)再生歯学、(3)歯科インプラント学

(1)口腔外科学一般

耳鼻咽喉科学

眼科学

補綴・理工系歯学

麻酔科学

泌尿器科学

産婦人科学

呼吸器外科学

脳神経外科学

整形外科学
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(2)臨床腫瘍学

(3)歯科麻酔学、(4)病態検査学、(5)口腔顎顔面再建外科学

(1)歯科矯正学

(2)小児歯科学、(3)小児口腔保健学、(4)顎口腔機能機構学

歯周治療系歯学 (1)歯周病態・診断学、(2)歯周治療学、(3)歯周再生医学、(4)歯周予防学

(1)口腔衛生学(含公衆衛生学・栄養学)、(2)予防歯科学、(3)歯科医療管理学

(4)歯科法医学、(5)老年歯科学、(6)歯科心身医学、(7)歯学教育学

看護学
(1)看護哲学、(2)看護倫理学、(3)看護技術、(4)看護の歴史

(5)看護教育学

(6)看護管理学、(7)看護政策・行政、(8)災害看護

(1)重篤・救急看護学、(2)周手術期看護学、(3)慢性病看護学

(4)リハビリテーション看護学、(5)ターミナルケア、(6)がん看護学

(1)家族看護学、(2)母性・女性看護学

(3)助産学、(4)小児看護学

(1)老年看護学、(2)リハビリテーション看護学

(3)精神看護学、(4)在宅看護、(5)訪問看護、(6)家族看護学

(1)地域看護学、(2)産業看護

(3)公衆衛生看護学、(4)学校看護

高齢看護学

地域看護学

基礎看護学

臨床看護学

生涯発達看護学

外科系歯学

矯正・小児系歯学

社会系歯学


