更新日
受付日

2022年5月18日

タイトル

種類

その他

「STI for SDGs」アワード” の2022年度募集
について

財団名等

2022年5月18日
申請締切日

国立研究開発法人
科学技術振興機構

2022年7月11日

（JST）

科学研究費助成事業「学術変革領域研究（学
2022年5月17日

研究支援

術研究支援基盤形成）」

自然科学研究機構

【先端バイオイメージング支援プラット

生理学研究所

詳細はHPをご覧ください。

フォーム】第2期

【6月3日ハイブリッド開催】令和4年度 文部科学省

2022年5月16日

研究支援

科学研究費 学術変革領域研究「学術研究支援基盤形
成」
生命科学4プラットフォーム 「支援説明会・キッ

生命科学連携推進協議
会

詳細はHPをご覧ください。

クオフシンポジウム」

一般社団法人
2022年5月16日

研究助成

2022年度研究助成活動公募について

カーボンリサイクル
ファンド(CRF)

2022年5月13日

公募

2022年5月11日

その他

2022年5月11日

セミナー

2022年5月9日

公募

2022年5月9日

研究助成

EIG CONCERT-Japan 第9回共同研究課題「原
子レベルでの材料設計」公募開始のお知らせ

安全保障技術研究推進制度 成果の概要（令和
３年度版）H.P.掲載のご案内

【7月19日Web開催】第2回海外留学オンライ
ンセミナー

APEC Healthy Women, Healthy Economies
Research Prize 応募受付開始について

2022年度(第32回)研究助成募集について

2022年6月15日

17：００

郵便物は当日消印有効

国立研究開発法人

2022年7月18日

科学技術振興機構

※申請される際は、お早めに研究推

（JST）

進課まで連絡ください。

防衛装備庁 技術戦略部 詳細はHPをご覧ください。

上原記念生命科学財団

内閣府男女共同参画局

公益財団法人
医療科学研究所

参加には事前申し込みが必要です。
詳細はHPをご覧ください。

2022年5月31日

2022年6月30日

特定非営利活動法人
2022年5月9日

研究助成

2022年度研究費助成の公募について

非営利・協働総合研究

2022年6月20日

消印有効

所いのちとくらし

特定非営利活動法人
2022年5月9日

研究助成

2022年度奨励研究の公募について

非営利・協働総合研究
所いのちとくらし

2022年5月9日

2022年5月2日

研究助成

研究助成

2023年度 研究助成の募集

アジア・オセアニア研究助成（ 調査研究／国
際学術交流／出版）

公益財団法人
お酒の科学財団

通年
詳細はHPをご覧ください。

2022年7月29日

17:00

公益財団法人
りそなアジア・オセア

2022年5月16日～7月29日

ニア財団

公益財団法人
2022年5月2日

研究助成

りそな環境助成

りそなアジア・オセア

2022年5月16日～8月31日

ニア財団

2022年5月31日
2022年4月27日

研究助成

「第9回OKBアグリビジネス助成金」の募集

ＯＫＢ大垣共立銀行

必着

※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください。

2022年4月25日

フォーラム

2022年度海外学術調査フォーラム参加登録、
海外学術調査フェスタ・ポスター発表申込受
付を開始

東京外国語大学
アジア・アフリカ言語

2022年5月27日

正午

2022年6月22日

正午

文化研究所

【6月25日Web開催】「フィールドサイエンス 東京外国語大学
2022年4月25日

フォーラム と共同研究の可能性」

アジア・アフリカ言語
文化研究所

2022年4月21日

公募

2022年度「先進ゲノム支援」支援課題公募

情報・システム研究機
構 国立遺伝学研究所

2022年5月17日 ～ 6月14日 正午

令和5年度 長生きを喜べる長寿社会実現研究

公益財団法人

支援の公募

長寿科学振興財団

2022年4月18日

研究支援

2022年4月18日

その他

第２回（２０２２年度） 懸賞論文制度

2022年4月18日

研究助成

２０２２年度 研究助成募集

2022年4月18日

2022年4月18日

一般財団法人
日本内部監査研究所

一般財団法人
日本内部監査研究所

2022年7月1日～7月29日

2022年9月30日

消印有効

2022年6月30日

消印有効

2022年5月1日～6月30日

フェロ－

2023年度「台湾奨助金」

台北駐大阪経済文化弁

シップ

（TaiwanFellowship）のご案内

事処

研究助成

2022年度 学術研究出版助成

電気通信普及財団

2022年5月31日

電気通信普及財団

2022年5月31日

2022年度募集・2023年度開講

特別講義開設

※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください。

2022年4月18日

研究助成

2022年4月18日

研究助成

2022年度 長期海外研究援助

電気通信普及財団

2022年5月31日

2022年4月18日

研究助成

海外渡航旅費援助 通年募集

電気通信普及財団

詳細はHPをご覧ください。

電気通信普及財団

2022年5月31日

2022年4月18日

援助

シンポジウ 2022年度 5月期 シンポジウム・セミナー等
ム

開催援助(学術分野)

2022年4月18日

シンポジウ 2022年度 5月期 シンポジウム・セミナー等

電気通信普及財団

2022年5月31日

ム

開催援助（社会貢献分野）

2022年4月18日

研究助成

2022年度 国際交流人材育成援助

電気通信普及財団

2022年5月31日

2022年4月18日

研究助成

2022年度 ネット社会課題対応援助

電気通信普及財団

2022年5月31日

2022年4月12日

2022年4月12日

その他

その他

令和５（２０２３）年度日本学術振興会外国

詳細はHPをご覧ください。

人研究者招へい事業

※申請される際は、お早めに研究推

外国人特別研究員（一 日本学術振興会

般）

進課まで連絡ください。

令和5（２０２３）年度日本学術振興会外国人

詳細はHPをご覧ください。

研究者招へい事業

※申請される際は、お早めに研究推

外国人特別研究員（欧米 日本学術振興会

短期）

2022年4月12日

2022年4月12日

2022年4月12日

2022年4月12日

その他

研究助成

研究助成

研究助成

進課まで連絡ください。

令和5（２０２３）年度日本学術振興会外国人
研究者招へい事業

詳細はHPをご覧ください。
日本学術振興会

進課まで連絡ください。

第38回（2022年度）研究助成（青少年健全育 公益財団法人
成関係）の募集

マツダ財団

２０２２年度「基礎科学研究助成」及び「環

公益財団法人

境研究助成」

住友財団

2022年度(第36回)

※申請される際は、お早めに研究推

研究助成の募集

公益財団法人
大川情報通信基金

2022年6月15日

必着

2022年6月30日

2022年６月10日

必着

2022年4月12日

公募

第18回「税に関する論文」募集

2022年4月5日

研究助成

2022度 研究助成公募案内

2022年4月5日

研究助成

第43回 2022年度環境助成研究の募集について

2022年4月5日

研究助成

研究助成

係）の公募

術」などの研究開発活動、海外との技術交流
等に対する助成

2022年度公益信託エスペック地球環境研究・
2022年4月5日

研究奨励金 技術基金（エスペック環境研究奨励賞） 募集
について

2022年4月4日

2022年4月4日

2022年4月4日

研究支援

公募

研究助成

納税協会連合会

一般財団法人
建設物価調査会

公益財団法人
鉄鋼環境基金

2０２２年度マツダ研究助成（科学技術振興関 公益財団法人

「金型技術」及び「金型を利用する成型技
2022年4月5日

公益財団法人

2022年度 学術研究支援（研究助成）募集につ
いて

マツダ財団

公益財団法人
金型技術振興財団

みずほ信託銀行 株式会
社

公益財団法人
野村マネジメント・ス
クール

2022年6月30日

2022年6月15日

2022年5月31日 17：00

2022年5月31日

必着

詳細はHPをご覧ください

2022年5月31日 必着

2022年4月15日～
2022年6月30日 17：00

第12回「倒産・再生法制研究」に関する懸賞

公益財団法人

2022年6月1日〜

論文の募集について（通称：高木賞）

民事紛争処理研究基金

2022年9月30日 (当日消印有効)

公益財団法人

2022年6月1日〜

民事紛争処理研究基金

2022年9月30日 (当日消印有効)

民事紛争処理に関する研究の助成について

2022年4月4日

研究助成

2022年4月2日

研究助成

2022年度「アジア歴史研究助成」候補研究募 公益財団法人

2022年4月18日〜

集について

2022年6月20日

2022年度

ＪＦＥ21世紀財団

一般財団法人

研究助成の募集

ゆうちょ財団

【JSPS】令和5年度（2023年度）採用分特別
2022年4月1日

公募

研究員-PD, DCの電子申請システムによる受
付開始について

2022年3月30日

2022年3月29日

2022年3月25日

2022年3月25日

2022年3月23日

2022年3月23日

研究助成

研究助成

公募

公募

公募

公募

独立行政法人
日本学術振興会

令和４年度 信託研究奨励金の募集

一般社団法人信託協会

第10回(2023年度)研究助成事業

公益財団法人 ロッテ財

「研究者育

成助成」＜ロッテ重光学術賞＞

2022年度 国際交流助成(後期)公募のご案内

2022年度 国際会議開催助成 公募のご案内

団

公益財団法人
立石科学技術振興財団

公益財団法人
立石科学技術振興財団

新規モダリティを用いる感染症ワクチンの研

国立研究開発法人

究開発

日本医療研究開発機構

ワクチン・新規モダリティ研究開発事業（特

国立研究開発法人

定領域公募 １次公募）

日本医療研究開発機構

2022年5月31日 必着

詳細はHPをご覧ください。
※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください

2022年9月30日

2022年6月24日

正午

2022年6月30日

2022年6月30日

2022年5月31日

17:00

※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください

2022年4月28日

12:00

※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください

2022年5月26日～
2022年3月22日

推薦

第１3回令和4年度 日本学術振興会 育志賞受賞 独立行政法人

2022年5月31日 17:00

候補者の推薦について（依頼）

※推薦される際は、お早めに研究推

日本学術振興会

進課まで連絡ください

2022年3月14日

研究助成

2022年度 研究費助成公募事業について

スーパーコンピュータ「富岳」を用いる利用
2022年3月10日

研究助成

研究課題
の定期募集（年二回募集の第二回目：B期）

2022年3月10日

2022年3月4日

研究助成

研究助成

一般財団法人

2022年4月11日〜

中辻創智社

2022年6月12日

2022年4月12日～
一般財団法人高度情報

2022年5月12日 17：00 (JST)

科学技術研究機構

※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください

2022年度研究調査助成及び研究出版助成の募 公益財団法人

2022年4月1日～

集について

日本証券奨学財団

2022年６月30日 必着

DNP文化振興財団 グラフィック文化に関す

公益財団法人

2022年4月1日～

る学術研究助成 2022年度募集のご案内

DNP文化振興財団

2022年6月17日 必着

2022年度ニッセイ財団 高齢社会助成「実践的
2022年2月24日

研究助成

研究助成」公募のご案内

公益財団法人

（実践的課題研究・若手実践的課題研究）

日本生命財団

2022年6月15日

第16期募集期間
2022年2月21日

研究助成

2022年度 調査研究助成
【公募型リサーチペーパー】募集のご案内

公益財団法人医療機器
センター附属
器産業研究所

医療機

2022年3月1日～

2022年3月31日
第17期募集期間

2022年7月1日～

2022年7月29日
第18期募集期間

2022年11月1日～

2022年11月30日

2022年2月1日

2022年2月1日

公募

公募

令和5年度（2023年度）採用分海外特別研究員 独立行政法人
の募集について

日本学術振興会

令和5年度（2023年度）採用分海外特別研究員 独立行政法人
-RRAの募集について

日本学術振興会

詳細はHPをご覧ください。
※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください

詳細はHPをご覧ください。
※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください

2022年1月27日

その他

2022年1月25日

研究助成

スーパーコンピュータ「富岳」 試行課題の

一般財団法人高度情報

随時

ファーストタッチオプションの開始について

科学技術研究機構

詳細はHPをご覧ください

研究助成 2022

公益財団法人 永守財団

2022年2月12日~
2022年5月15日

第2回 2022年 3月 1日~ 5月 16日
2022年度公募のさくらサイエンスプログラム
2022年1月12日

公募

（さくら招へいプログラムおよびさくらオン
ラインプログラム）募集

JSTさくらサイエンスプ
ログラム推進本部

第3回 2022年 5月 17日~ 8月 31日
第4回 2022年 9月 1日~ 11月 4日
※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください

公益財団法人
2022年1月7日

研究助成

2022年度 試験研究助成

関西エ

ネルギー・リサイクル

2022年8月31日

科学研究振興財団

2022年1月5日

研究助成

令和４年度 大阪市イノベーション創出支援補
助金

大阪市経済戦略局

6月募集:2022年6月9日～
2022年6月15日
第２回募集期間
Web申請：2022年4月15日～2022

2021年12月3日

公募

2022年度国立天文台研究集会の公募について

自然科学研究機構
国立天文台

年6月24日17時
承諾書（郵送）：2022年7月8日
必着

2021年11月8日

2021年9月16日

2021年9月12日

シンポジウ
ム

公募

共同研究

国際学会「ICBIR2022」のご案内

「富岳」Society 5.0推進利用課題の公募開始
について

泰日工業大学

詳細はHPをご覧ください。

一般財団法人高度情報
科学技術研究機構

詳細はHPをご覧ください。

(RIST)

共同利用研究計画の提案募集について

京都大学数理解析研究

第2回〆切 2022年5月6日

RIMS共同研究（グループ型B）

所

第3回〆切 2022年8月31日

国際共同研究事業 欧州との社会科学分野にお
2021年8月16日

共同研究

ける国際共同研究プログラム（ORA）(令和4
年度)

2021年7月9日

その他

JST

研究者力強化のための各種サービスのご

案内

【電子申請受付開始】「富岳」随時募集課題
2021年3月9日

その他

について
「富岳」試行課題（一般／産業）

日本学術振興会
国際事業部

詳細はHPをご覧ください。
※申請される際は、お早めに研究推
進課まで連絡ください

国立研究開発法人
科学技術振興機構

詳細はHPをご覧ください。

（JST)

一般財団法人 高度情報
科学技術研究機構

電子申請締切
初回：2021年3月31日
以降随時受付

人工知能研究開発ネッ
2020年10月22日

その他

【人工知能研究開発ネットワーク】Facebook トワーク事務局

ご希望の方は研究推進課までご連絡

プライベートグループ開設のお知らせ

ください。

国立研究開発法人産業
技術総合研究所

