らの研究助成等のご案内（受付終了分）
タイトル

種類

研究助成
フォーラム
研究助成
研究支援

2022年6月22日
財団名等

2022年度「アジア歴史研究助成」候補研究募集について

申請締切日

公益財団法人ＪＦＥ21世紀2022年4月18日〜2022年6月

【6月25日Web開催】「フィールドサイエンスと共同研究の可能性」
2022年度研究費助成の公募について
【6月3日ハイブリッド開催】令和4年度 文部科学省 科学研究費 学術変革領域研
究「学術研究支援基盤形成」

東京外国語大学アジア・ア2022年6月22日

正午

特定非営利活動法人非営利2022年6月20日

消印有効

生命科学連携推進協議会 詳細はHPをご覧ください。

講習会

【6月28日Web開催】ALAMODE講習会

一般財団法人高度情報科学2022年6月20日

セミナー

【6月24日Web開催】第15回HPCプログラミングWebセミナー

一般財団法人 高度情報科学2022年6月21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
2022年度 ッセイ財団 高齢社会助成「実践的研究助成」公募のご案内

大阪市経済戦略局

研究助成
研究助成

（実践的課題研究・若手実践的課題研究）
DNP文化振興財団

日本生命財団
グラフィック文化に関する学術研究助成 2022年度募集のご 公益財団法人

案内

研究助成

2022年度

研究支援

2022年度 学術研究支援（研究助成）募集について

研究助成

第43回 2022年度環境助成研究の募集について

研究助成

2022度

研究助成

2022年度(第36回) 研究助成の募集

研究助成

第38回（2022年度）研究助成（青少年健全育成関係）の募集

公募

2022年度「先進ゲノム支援」支援課題公募

研究助成

2022年度研究助成活動公募について

補助金

令和4年度

推薦

第１3回令和4年度 日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦について（依頼）

公募

新規モダリティを用いる感染症ワクチンの研究開発

研究助成

2022年度

研究奨励金

公益財団法人

研究費助成公募事業について

6月募集:2022年6月9日～
2022年6月15日
2022年4月1日～

DNP文化振興財団
一般財団法人

2022年6月17日 必着
2022年4月11日〜

中辻創智社
公益財団法人

2022年6月12日
2022年4月15日～

野村マネジメント・ス
公益財団法人

2022年6月30日 17：00

鉄鋼環境基金
一般財団法人

研究助成公募案内

建設物価調査会
公益財団法人
大川情報通信基金
公益財団法人

2022年5月31日 17：00
2022年6月15日
2022年６月10日

大阪市イノベーション創出支援補助金

研究助成の募集

2022年度公益信託エスペック地球環境研究・技術基金（エスペック環境研究奨励
賞） 募集について

国立遺伝学研究所
一般社団法人

日 正午
2022年6月15日

カーボンリサイクルファ

郵便物は当日消印有効

大阪市経済戦略局

2022年6月15日

2022年5月31日 17:00
国立研究開発法人日本医療
※申請される際は、お早
一般財団法人
2022年5月31日 必着
ゆうちょ財団
みずほ信託銀行 株式会社 2022年5月31日 必着

シンポジウム

2022年度

5月期

シンポジウム・セミナー等開催援助(学術分野)

電気通信普及財団

2022年5月31日

シンポジウム

2022年度

5月期

シンポジウム・セミナー等開催援助（社会貢献分野）

電気通信普及財団

2022年5月31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

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

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

研究助成

2022年度募集・2023年度開講

電気通信普及財団

2022年5月31日

研究助成

2022年度

電気通信普及財団

2022年5月31日

研究助成

「第9回OKBアグリビジネス助成金」の募集

研究助成
公募
フォーラム

マツダ財団

長期海外研究援助

ＯＫＢ大垣共立銀行

APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize 応募受付開始につい
て
研究助成 2022

17：00

日本学術振興会

公益財団法人

特別講義開設援助

17：００

独立行政法人

2０２２年度マツダ研究助成（科学技術振興関係）の公募

研究助成

必着

2022年6月15日 必着
マツダ財団
情報・システム研究機構 2022年5月17日 ～ 6月14

研究助成

公募

17：00（1

内閣府男女共同参画局
公益財団法人 永守財団

2022年5月31日

2022年5月31日

必着

必着

※申請される際は、お早
2022年5月31日
2022年2月12日~

2022年5月15日
2022年4月12日～
一般財団法人高度情報科学
2022年5月12日 17：00
国立研究開発法人
2022年4月28日 12:00

スーパーコンピュータ「富岳」を用いる利用研究課題
の定期募集（年二回募集の第二回目：B期）
ワクチン・新規モダリティ研究開発事業（特定領域公募 １次公募）

日本医療研究開発機構
東京外国語大学

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 アジア・アフリカ言語文

研究助成

研究助成 2022

公益財団法人永守財団

研究助成

生命保険に関する諸問題についての調査研究に対する助成のご案内

公益財団法人かんぽ財団

公募

共同研究課題公募について【物質デバイス領域共同研究拠点】

物質・デバイス領域共同
研究拠点

1

※申請される際は、お早
2022年5月27日

正午

2022年5月15日
2022年4月1日～
2022年5月13日 必着
2022年5月12日

らの研究助成等のご案内（受付終了分）
タイトル

種類
その他
その他
その他

2022年6月22日
財団名等

【5/12開催】第5回オンラインサロン「スパコンコロキウム」のお知らせ
【5月13日Web開催】公募説明会
2022年度「先進ゲノム支援」支援課題公募
【5月16日Web開催】「富岳」成果創出加速プログラム「防災・減災に資する新
時代の大アンサンブル気象・大気環境予測」

申請締切日

2022年5月10日 17:00
一般財団法人 高度情報科学技
＊ 締切日前に受付を終了す
情報・システム研究機構 国立2022年5月10日
一般財団法人

正午

高度情報科学2022年5月10日

研究助成

2022年度 生命保険に関する研究助成

公益財団法人生命保険文化セ2022年4月30日

研究助成

2022年研究助成の募集

公益財団法人 ひと・健康・未

重点感染症等に対する感染症ワクチンの開発（コロナウイルス感染症を対象とす

2022年4月28日 17:00
国立研究開発法人日本医療研
※申請される際は、
公益財団法人 牧誠財団
2022年5月6日 必着
(旧メルコ学術振興財団)
公益財団法人
2022年4月25日
中央教育研究所
公益財団法人クリタ水・環 2022年４月1日～

公募

2022年4月1日～

るものに限る）

研究助成

2022年度 第一次 研究助成募集のご案内

公募

令和４年

研究助成

2022年度学術研究助成公募のご案内

研究助成

２０２２年度 放送大学教育振興会助成金公募について

研究助成

2022年度（令和4年度）研究助成金給付の募集について

研究助成

2022年度 調査・研究助成募集

研究助成

【セコム財団】

その他
その他

教科書研究に関する公募について

一般研究助成

研究員（一般）
令和４（２０２２）年度日本学術振興会外国人研究者招へい事業

境科学振興財団
一般財団法人

2022年４月22日10：00
2022年３月25日～

放送大学教育振興会
公益財団法人

2022年４月22日

戸部眞紀財団
一般財団法人 ゆうちょ財団
(ﾎﾟｽﾀﾙ部)
公益財団法人

令和4年度募集のご案内

令和４（２０２２）年度日本学術振興会外国人研究者招へい事業

2022年４月30日

外国人特別
外国人特別

研究員（欧米短期）

セコム科学技術振興財団
日本学術振興会
日本学術振興会

2022年4月20日
2022年4月22日
2022年3月23日
2022年4月20日 15:00
詳細はHPをご覧ください。
※リンク先のとおり応募要
詳細はHPをご覧ください。
※リンク先のとおり応募要

その他

令和４（２０２２）年度日本学術振興会外国人研究者招へい事業

日本学術振興会

詳細はHPをご覧ください。

共同研究

2022年度国立民族博物館共同研究計画の募集について

国立民族学博物館

2022年4月8日

公募

令和4年度 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 2次公募

国立研究開発法人

2022年4月8日

公募
公募
その他
研究助成
公募説明会
公募説明会

日本医療研究開発機構
令和４年度(2022年度)採用分第２回若手研究者海外挑戦プログラムの電子申請シ 独立行政法人

※申請される際は、お早め
2022年4月15日

ステムによる申請受付について（対象：2022年4月1日現在、大学院博士後期課程 日本学術振興会

※申請される際は、お早め

千葉大学環境リモートセン

令和４年度 共同利用研究公募について
奈良先端科学技術大学院大学

文部科学省研究大学強化促進事業シンポジウム

第３８回（2022年度）研究助成等のお知らせ
【3月29日、4月7日Web開催】課題募集説明会
スーパーコンピュータ「富岳」を用いる利用研究課題
【3月25日、29日Web開催】「2023年度稲盛科学研究機構(InaRIS: Inamori
Research Institute for Science)フェローシップ」の公募説明会

研究助成

2022年度 研究助成「学問の未来を拓く」募集開始のお知らせ

その他

【3月27日開催】2021年度第１回県大ICT研究サロン

31日まで
電子申請：2022年4月1日

技術研究機構

17:00

公益財団法人稲盛財団

詳細はHPをご覧ください。

株式会社リバネス

詳細はHPをご覧ください。

公益財団法人
サントリー文化財団
公立大学法人滋賀県立大学

令和４年度「研究＋αの活動支援プログラム -あなたの力で新しい世界をきりひ
らく- 」提案募集開始
令和４年度 高志プロジェクトのご案内
富山県の文学、民俗、歴史など、富山文化の調査・研究を支援

公募

2022年度 北海道大学情報基盤センター萌芽型共同研究の公募について

その他

2022年度（第33回）「経営管理黒澤賞」論文募集

公募

戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）の令和4年度研究開発課題の公募

ワークショップ

学
公益財団法人

村田学術振興財団
書類提出：2022年4月6日
一般財団法人高度情報科学 第1回 2022年3月25日

第56回リバネス研究費

研究助成

2022年4月15日 必着
シング研究センター
奈良先端科学技術大学院大 動画の掲載期間：2022年3月

【2月25日開催の当日映像がアーカイブになりました】

研究助成

研究助成

正午

（懸賞論文）

のご案内
令和4年度 助成事業公募のご案内 (研究開発助成事業)

公募

令和4年度東北大学加齢医学研究所共同研究の公募について

公募

2021年度 第三次 研究助成募集のご案内

その他

第8回永守賞(2022)

その他

令和4年度人物交流派遣・招聘事業のご案内

その他

令和3年度 金型技術等に関する助成事業公募開始のご案内（海外交流助成）

高志の国文学館

2022年３月31日必着

北海道大学情報基盤セン

2022年3月1日 ~2022年4月1

ター
一般社団法人

日

総務省

2022年3月31日
2022年2月7日

17:00

※申請される際は、お早め

公益財団法人日本生命財団 2022年2月15日
G-7奨学財団
東北大学 加齢医学研究所
公益財団法人牧誠財団
(旧

メルコ学術振興財団)

公益財団法人 永守財団
公益財団法人

2

ライブ配信：2022年3月23日
2022年３月31日 17:00

公益財団法人

公募

対面：2022年3月18日

科学技術振興機構（JST）

日本経営管理協会 (JIMA)

【2月23日web開催】第28回ニッセイ財団高齢社会ワークショップの参加者募集

2022年4月7日

国際文化交流事業財団
公益財団法人
金型技術振興財団

2022年1月31日
2022年1月14日
2022年1月31日
2022年1月31日（消印有
効）
2022年1月15日
前期 2021年4月1日~7月30
日

らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類

財団名等

申請締切日

研究助成

公益信託山田学術研究奨励基金

三菱UFJ信託銀行 株式会社 2021年12月17日

研究助成

2021年度「乳の学術連合」学術研究の公募について

乳の学術連合

2021年12月31日

研究助成

2021 年度「関西みらい共同研究助成金」の募集開始について

株式会社 関西みらい銀行

2021年12月17日

研究助成

2022年度（第56次）研究助成募集のご案内

研究助成

「地域共生型社会推進事業助成金」の応募者の募集について

その他

2021年度研究助成募集のご案内

公募

2022年度公募助成

公募

2022(令和4)年度

公益財団法人

国際学術研究助成，アジア地域重点学術研究助成の募集につ

いて
共同利用研究計画の提案募集について

RIMS共同研究（グループ型A、公開

型、長期研究員）
資生堂女性研究者サイエンスグラント第15回募集開始のご案内

公募

2021年度

公募

「令和4年度

研究助成

2021年度第15期調査研究助成の募集

公募

2022年度 国立遺伝学研究所

共同研究・研究会の公募について

公募

2022年度 国立情報学研究所

公募型共同研究について

その他
公募
ワークショップ
ワークショップ
公募
公募
公募
その他
その他

2021年12月1日

平和中島財団

~2021年10月31日

京都大学数理解析研究所

2021年11月30日

スグラント事務局
公益財団法人

物流研究助成の募集について

ＳＢＳ鎌田財団
公益財団法人

推薦応募」のご案内

2021年10月1日

ＪＲ西日本あんしん社会財 ~2021年11月15日
公益財団法人
2021年9月1日

資生堂女性研究者サイエン

2021年11月16日 12:00
2021年11月30日
学外締切：2020年11月30日

高橋産業経済研究財団
公益財団法人

※申請件数に制限があり、
2021年11月1日

医療機器センター
大学共同利用機関法人

~2021年11月30日
2021年12月1日

情報・システム研究機構
大学共同利用機関法人

正午
※機関長の承諾書作成が必

【11月22日Web開催】JST RISTEX ×森ビルICF2021 特別セッション

2021年12月1日
情報・システム研究機構
森記念財団都市戦略研究所 お申し込みはこちらから

『科学と社会の対話の未来－情動優位時代に「合意形成」は可能なのか』
【動画掲載のお知らせ】

森美術館 アカデミーヒル
一般財団法人 高度情報科学

詳細はHPをご覧ください。

スーパーコンピュータ「富岳」共用開始イベント HPCIフォーラム－スーパーコ 技術研究機構
スーパーコンピュータ「富岳」を中核とするHPCIシステム利用研究課題の定期募 一般財団法人高度情報科学 受付開始：2021年10月6日
集
【10月28日Web開催予定】2021年度 第２回 ABSセミナー「国際ABSワーク

技術研究機構
大学共同利用機関法人

情報・システム研究機構
ショップ：ネパール遺伝資源の取得と利用」
【10月28日Web開催予定】2021年度 第６回 ABS講習会「海外遺伝資源の取得と 大学共同利用機関法人

JST締切：2021年11月5日
詳細はHPをご覧ください。

詳細はHPをご覧ください。
情報・システム研究機構
京都大学複合原子力科学研 2021年10月27日

利用における心得」
令和3年度共同利用研究等の公募について

究所
※プロジェクト申請は、10
公益財団法人サントリー文
2021年11月11日
２０２１年度「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」募集のお知らせ
化財団
2022年度 日本原子力研究開発機構 量子科学技術研究開発機構 施設利用共同研究 東京大学大学院工学系研究
2021年11月10日
科
課題公募について
YouTube「富岳チャンネル」のご案内
一般財団法人高度情報科学
詳細はHPをご覧ください。
技術研究機構(RIST)
真鍋先生のノーベル物理学賞受賞を祝して動画を制作しました

【11月12日Web開催予定】

JST「研究者のための＋αシリーズ」Vol.10：Socializing & Networking at

公募

ArCS II 若手人材海外派遣プログラム 2021年度 派遣支援の募集

その他

【11月12日web開催】産から学へのプレゼンテーション in 北陸（産プレin北陸）

その他

【11月12日Web開催】JST北陸ベンチャースペシャルピッチ

その他

HPCIマガジン「富岳百景」Vol.5発行のお知らせ

公募

「官民による若手研究者発掘支援事業（第3回）」の公募について

研究助成

2022年1月11日

一般財団法人 第一生命財団 2021年11月15日

研究助成

セミナー

事業財団
一般財団法人

滋賀県民間社会福祉事業職 ~2021年12月28日
【12月23日Web開催】第3回オンラインサロン「スパコンコロキウム」のお知ら 一般社団法人
詳細はHPをご覧ください。
高度情報科学技術研究機構
せ

研究助成

研究助成

公益財団法人吉田秀雄記念

科学技術振興機構 (JST)
北海道大学北極域研究セン
ター
国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）
国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）
一般財団法人

2021年11月9日
2021年11月10日

15:00迄

2021年11月8日

17:00

2021年11月8日

17:00

詳細はHPをご覧ください。
高度情報科学技術研究機構
国立研究開発法人
2021年10月25日 12：00

2021年度「ニュービジネス助成金」「イノベーション研究開発助成金」公募につ
いて

その他

【10月28日~29日Web開催】第8回 HPCIシステム利用研究課題 成果報告会

研究助成

2022年度 笹川科学研究助成募集について

研究助成

2021年度助成金・補助金応募のご案内

研究助成

2021年度 第二次 研究助成募集のご案内

研究奨励金

令和3 年度信託研究奨励金

公募

第11回「倒産・再生法制研究」に関する懸賞論文募集について（通称：高木賞）

その他

２０２１年度 懸賞論文制度

新エネルギー産業技術総合 ※申請される際は、お早め
株式会社 池田泉州銀行
一般財団法人高度情報科学
技術研究機構(RIST)
公益財団法人
日本科学協会
公益財団法人
科学技術融合振興財団
公益財団法人牧誠財団
(旧 メルコ学術振興財団)
一般社団法人
信託協会 調査部
公益財団法人
民事紛争処理研究基金
一般財団法人
日本内部監査研究所
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2021年10月20日 17:00
2021年10月20日
2021年10月15日
2021年10月15日
2021年10月11日
2021年9月30日
2021年9月30日
2021年9月30日

らの研究助成等のご案内（受付終了分）
タイトル

種類
研究助成
セミナー

2022年6月22日

公募型研究助成

2022年度採択（2021年度募集）

財団名等

サステナブルな未来への研究

公益財団法人旭硝子財団

助成
【9月9日~10日開催】令和3年度 機器・分析技術研究会 in 山口宇部の開催につい 山口大学
て

リサーチファシリティマネ
公益財団法人

研究助成

2022年度

公募

2021年度「中小企業研究奨励賞」の募集について

公募

2021年度学術研究助成（経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究）

研究助成

『2021年度

研究助成

令和４年度港湾関係助成対象研究の募集について

研究助成

2021年度

研究助成

令和4年度 国際日本文化研究センター共同研究

公募

令和4年度日教弘本部奨励金の公募について

研究助成

令和3年度「経営科学研究奨励金」助成研究の公募について

研究支援

住友生命

公募説明会

【9月27日オンライン開催】環境研究総合推進費：令和4年度新規課題 第2回公募説

研究助成

JST 日本-米国研究交流「災害レジリエンス分野」公募開始のお知らせ

シンポジウム

日本万博博覧会記念基金助成事業募集について

第4回

兵庫・関西

キャタピラーSTEM賞』開催のお知らせ

『高齢者福祉助成』『調査・研究助成』の募集

キャタピラー社

2021年9月30日

公益社団法人

2021年8月1日

日本港湾協会
公益財団法人

～2021年9月30日

員弘済会
一般財団法人
日本経営協会

第15回「未来を強くする子育てプロジェクト」

住友生命保険相互会社

【9月22日オンライン開催】東京農工大学OPERA事業 命をつなぐ技術コンソーシ
アムシンポジウムについて

公募

「スタートアップ総合支援プログラム（SBIR支援）」公募開始のお知らせ

振興機構（JST）
東京農工大学

究センター
公益財団法人

※申請される際は、お早め
2021年9月30日
2021年9月30日
2021年9月10日

12:00
2021 年９月 10日
※申し込みはこちらから

~2021年9月30日
2021年9月1日

放送文化基金
~2021年9月30日
生物系特定産業技術研究支 2021年9月30日 12：00

援センター事業推進部ス
※申請される際は、お早め
【9月17日Web開催】理化学研究所計算科学研究センター シンポジウム
国立研究開発法人理化学研
詳細はHPをご覧ください。
究所計算科学研究センター
富岳BEGINS～活躍の場を無数に広げて～
【7月5日（月）10時公募開始】第一三共株式会社の理工医歯薬系研究者向け共同
2021年7月5日
TaNeDS
～2021年8月30日
研究公募プログラム「TaNeDS(タネデス) 2021年度公募ページオープン
公益財団法人
学外〆切：2021年9月3日

2021年度

各種助成金等助成候補者募集について

公募型研究助成

2022年度採択（2021年度募集）

上原記念生命科学財団

研究奨励

公益財団法人旭硝子財団

【文部科学省】地方創生人材支援制度による派遣希望人材の募集について（大学 内閣官房まち・ひと・しご
と創生本部事務局

公募

第15回社会倫理研究奨励賞公募のご案内

南山大学社会倫理研究所

研究助成

2021年度公募委託調査研究募集

全労済協会
公益財団法人味の素食の文

研究助成

2021年度食の文化研究助成

研究助成

令和4年度 国立歴史民俗博物館共同研究の公募について

研究支援

二国間交流事業（共同研究・セミナー）（令和４(2022)年度）

セミナー

【9月10日開催】第2回オンラインサロン「スパコンコロキウム」お知らせ

研究助成

令和 3 年度 ホクト生物科学振興財団助成先公募

研究助成

2021年9月21日

2021 年９月 24日 17:00
自然科学研究機構
同志社大学 赤ちゃん学研 2021年9月1日

研究者向け）

研究助成

学外〆切

2021年9月22日 17:00
環境再生保全機構
国立研究開発法人科学技術 学外〆切：2021年9月27日

大学共同利用機関法人

放送文化基金助成募集

ワークショップ

2021年9月10日

独立行政法人

研究助成

公募

～2021年9月21日

公益財団法人日本教育公務

同志社大学赤ちゃん学研究センター 第7回計画共同研究

研究助成

詳細はHPをご覧ください。

振興財団

国際日本文化研究センター

公募

研究助成

～2021年9月10日

商工総合研究所
30日
（公財）全国銀行学術研究 2021年7月1日

大阪ガスグループ福祉財団

2022年度NAOJシンポジウムの公募について

研究助成

2021年8月1日

2021年9月30日
関西・大阪 21 世紀協会 万
一般財団法人
2021年8月2日～2021年9月

研究助成

シンポジウム

申請締切日

化センター
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
日本学術振興会

「計測インフォマティクスの進展と外部計算資源を用いる計測データ処理」
小林製薬 青い鳥財団のご案内
令和3年度 金型技術等に関する助成事業公募開始のご案内

技術研究機構 (RIST)
公益財団法人

研究助成

2022年度研究助成の公募開始のご案内

研究助成

令和3年度卓越研究員事業の公募開始について

セミナー

【Web５月２１日~７月20日随時開催】知財セミナーのご案内

研究助成

「富岳」を有償で利用する課題（随時募集）募集開始のお知らせ

研究助成

2021年度

2021年8月31日
2021/8/31
【審査対象となる著作物】
学外〆切 2021年8月31日
17：00必着
2021年8月31日
2021年8月31日

＊定員になり次第締め切り
2021年8月27日

高度情報科学技術研究機構 詳細はHPをご覧ください。
公益財団法人

小林製薬 青い鳥財団
（研究開発助成、金 公益財団法人

型関連の技術者・技能者の教育育成を支援する助成）

～2021年8月27日

学内〆切 2021年8月31日
国際事業部
一般財団法人 高度情報科学 2021年9月6日 17:00

ホクト生物科学振興財団

【8月31日オンラインワークショップ開催】

推薦枠に定数が設けてあ
2021年8月1日

金型技術振興財団
一般財団法人

詳細はHPをご覧ください。
2021年7月30日

2021年 7月 30日 17:00
お酒の科学財団
文部科学省科学技術・学術 学振最終〆切：2021年12月
政策局

13日

17：00

志賀国際特許事務所

詳細はHPをご覧ください。

一般財団法人 高度情報科学 令和3年5月13日より随時受
技術研究機構
付
公益財団法人千里ライフサ 2021年6月1日

岸本基金研究助成

イエンス振興財団

4

～2021年7月31日

らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類
研究助成

2022年度 調査研究助成／国際学術交流助成／出版助成

研究助成

生協総研賞第19回助成事業募集のご案内

研究助成

令和4年度

研究助成
研究助成
ワークショップ
研究助成
その他
その他
ワークショップ
研究助成
公募説明会
公募

財団名等
公益財団法人
りそなアジア・オセアニア
公益財団法人生協総合研究
所

日本人若手研究者研究助成金について

研究公募COCKPI-T Funding 2021のご案内

武田薬品工業

【7月27日開催予定】「生物遺伝資源国際ワークショップ：分類学分野のABS対

大学共同利用機関法人

応ーロンドン自然史博物館と日本国内の事例（仮題）」

情報・システム研究機構
公益財団法人

医療機器センター
【2022年 6月26日～7月1日 web開催】令和4年度リンダウ・ノーベル賞受賞者会 独立行政法人
日本学術振興会
独立行政法人

【8月29日、9月3日 web開催】第7回JSTワークショップ 公正な研究活動の推進
開催のお知らせ
令和3年度

連携研究スキームによる研究の公募について（委託研究課題）

【7月30日 web開催】ニュービジネス助成金／イノベーション研究開発助成金
キックオフセッション
【JST-台湾MOST共同研究公募】Nano-electronics分野の公募のお知らせ
AIシステム構成に資するナノエレクトロニクス技術

研究助成

令和３年度 研究助成募集について

その他

令和4年度(2022年度)論文博士号取得希望者に対する支援事業

ワークショップ

【8月25日,9月3日 web開催】JSTワークショップ「公正な研究活動の推進」

生態学琵琶湖賞 受賞記念講演

【7月29日 web開催】「関西みらい共同研究助成金」

研究助成

「しがCO₂ネットゼロみらい賞」の募集

研究助成

2021年度 技術開発研究助成募集のおしらせ

公募説明会

【経済産業省（NEDO)2021年度「未踏チャレンジ2050」に係る公募説明

研究助成
シンポジウム
研究集会
セミナー

トゼロ推進課
公益財団法人

第32期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成
【7月15日開催予定】「国際ABSワークショップ：キューバ遺伝資源の取得と利
用」

和3年度)
【7月16日開催】文部科学省地域イノベーション・エコシステム形成プログラム

内
【7月1日web開催】2021年度

株式会社リバネス
公益財団法人自然保護助成
基金
大学共同利用機関法人

17：00

詳細はHPをご覧ください。
2021年7月30日
学外〆切 2021年8月6日17：
00必着
2021年8月20日 17：00
2021年8月2日
2021年8月5日

12：00まで

2021年7月28日 15:00
※定員になり次第申込を締
学外〆切 2021年7月31日
1:00
詳細はHPをご覧ください。
詳細はHPをご覧ください。
※今年度用の申請書および
詳細はHPをご覧ください。
2021年8月2日
※定員に達し次第、申込み
申込期限：2021 年7 月20 日
以下の宛先に1.大学名2.参加
詳細はHPをご覧ください。
学内〆切

2021年8月20日

2021年7月16日
2021年6月1日

詳細はHPをご覧ください。
2021年7月15日

詳細はHPをご覧ください。
情報・システム研究機構
北海道大学北極域研究セン 2021年7月15日 15：00ま
ター
一般社団法人

で

会
国立大学法人山口大学、

17：00
2021年7月9日

株式会社リバネス

公開オンラインセミナー/募集説明会】

「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤立・孤独の予防と

研究助成

令和３年度 水草等対策技術開発支援事業

研究助成

「食と健康」の分野における研究

公募

2021年7月29日

中谷医工計測技術振興財団 ～2021年7月19日
NEDO 新領域・ムーン
詳細はHPをご覧ください。
ショット部

革新的コア医療技術に基づく潜在的 アンメット・メディカル・ニーズ市場の開 山口県
【6/27開催】 研究交流イベント「kenQ-Pitch Osaka」&リバネス研究費のご案

【経済産業省】（NEDO)2021年度「未踏チャレンジ2050」に係る公募について

公募

2021年8月6日

2021年7月16日
日本協同組合連携機構
国際共同研究事業 英国との国際共同研究プログラム（JRP-LEAD with UKRI）(令 独立行政法人 日本学術振興 学振〆切：2021年7月14日

研究助成

研究助成

科学技術振興機構（JST)

国際事業部
滋賀県 総合企画部CO₂ネッ

(コージンバイオ賞・ニッスイ賞・日本ネットワークサポート賞・フォーカスシ

令和３年度ＪＡ研究表彰奨励事業

国際交流事業
国立研究開発法人

電気通信普及財団
日本学術振興会

新規6テーマのリバネス研究費公募のご案内

研究助成

国立研究開発法人

公益財団法人

特定国派遣研究者事業（令和４(2022)年度）

ArCS II 若手人材海外派遣プログラム 2021年度 第2回派遣支援の募集

池田泉州銀行

関西みらい銀行

研究支援

公募

農林水産政策研究所

上廣倫理財団
日本学術振興会

2021年度内に募集する助成・援助・表彰について

ワークショップ

科学技術振興機構
農林水産省

日本生態学会
公益財団法人

研究支援

研究助成

日本学術振興会
国立研究開発法人

科学技術振興機構（JST)
一般社団法人

【8月7日web開催】第21回

研究助成

～2021年8月20日

石本記念デザントスポーツ

講演会

その他

中島記念国際交流財団

学術研究募集

【2022年3月7日～3月11日 web開催】第13回HOPEミーティング

2021年7月31日
2021年8月2日

公益財団法人

議派遣事業

2021年7月30日

公益財団法人

第44回（2022年度）公益財団法人石本記念デザントスポーツ科学技術振興財団

2021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

申請締切日

研究者育成助成＜ロッテ重光学術賞＞

国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）
NEDO 新領域・ムーン

（定員：200名）
詳細はHPをご覧ください。
詳細はHPをご覧ください。
NEDO〆切：2021年6月30日

ショット部
滋賀県企画調整課

正午
2021年6月30日

琵琶湖保全再生課
公益財団法人

9:00~17:00まで
2021/6/25

ロッテ財団

※4月1日時点で原則40歳以

「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」（学術知共創プログラ 独立行政法人 日本学術振興 学振〆切：2021年6月25日
会
ム）の公募について
DNP文化振興財団 グラフィック文化に関する学術研究助成 2021年度募集のご 公益財団法人

17：00
2021年4月1日 ~2021年6月

案内

DNP文化振興財団
公益財団法人

19日
2021年4月19日

JFE21 世紀財団

～2021年6月18日

2021年度「アジア歴史研究助成」候補研究募集のご案内
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らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類

財団名等

公募

令和4年度採用分

研究助成

2021年度ニッセイ財団 高齢社会助成「実践的研究助成」公募のご案内

研究助成

2021年度ニッセイ財団 高齢社会助成「若手実践的研究助成」公募のご案内

研究助成

2021年度 研究調査助成の募集

出版助成

2021年度 研究出版助成の募集

研究助成

2021年度

研究助成

2021年度研究助成公募

研究助成

2021年度（第35回）研究助成の募集

公募

第7回（2022年度）立石賞顕彰候補募集

公募

2021年度 国際交流助成(後期)公募のご案内

公募

2021年度 国際会議開催助成 公募のご案内

研究助成

2021 年度 学術研究支援（研究助成）

研究助成

民事紛争処理に関する研究の助成について

公募

第17回「税に関する論文」募集

研究助成

２０２１年度 研究助成募集

研究助成

2021年度

公募

2021年度「STI for SDGs」アワード募集

研究助成

2021年度（第25回）研究助成

研究助成

2021年度第30回 ヘルスリサーチ研究に関する研究助成公募

研究助成

「富岳」成果創出加速プログラム新規課題公募のお知らせ

研究助成

２０２１年度 基礎科学研究助成

研究助成

２０２１年度 環境研究助成

その他

未来社会創造事業

研究助成

令和3年度研究助成の募集について

研究助成

第３７回（2021年度）研究助成―青少年健全育成関係―

研究助成

2021年度研究助成活動に係る公募

研究助成

「食と健康」の分野における研究

研究助成

公益信託エスペック地球環境研究・技術基金 2021年度助成対象者募集について

研究助成

2021年度環境助成研究の募集について

公募

令和3年度「地域研究画像デジタルライブラリ」の募集

研究助成

第4２回（2021年度）環境助成研究の公募について

研究助成

2021年度研究助成プログラムのご案内

その他

2021年度

ネット社会課題対応援助

公募

2021年度

国際交流人材育成援助

シンポジウム

2021年度

5月期

研究助成

2021年度

長期海外研究援助

その他

2021年度募集・2022年度開講

出版助成

2021年度

セミナー

特別研究員-PD・DC

日本学術振興会
公益財団法人
日本生命財団
公益財団法人
日本生命財団
公益財団法人
日本証券奨学財団
公益財団法人
日本証券奨学財団
一般財団法人

ゆうちょ財団 研究助成募集

ゆうちょ財団
一般財団法人
中辻創智社
公益財団法人

申請締切日
学振締切り：2021年6月10日
2021年6月15日
2021年6月15日
実践的研究をしている45歳
2021年6月10日
2021年6月10日
2021年5月31日
2021年4月15日
～2021年6月14日

2021年6月10日
大川情報通信基金
公益財団法人 立石科学技術 2021年4月1日
振興財団
～2021年6月30日
公益財団法人 立石科学技術 2021年4月1日
振興財団
～2021年6月30日
公益財団法人 立石科学技術 2021年4月1日
振興財団
公益財団法人

～2021年6月30日
2021年4月15日

野村マネジメント・スクー ～2021年6月30日(水) 17：
公益財団法人
2021年6月30日
民事紛争処理研究基金
公益財団法人
2021年6月30日
納税協会連合会
一般財団法人
2021年6月30日
日本内部監査研究所
一般財団法人
2021年6月30日
建設物価調査会
国立研究開発法人科学技術
2021年6月30日
振興機構（JST）
一般財団法人 医療経済研
2021年6月25日
究・社会保険福祉協会
公益財団法人ファイザーヘ
2021年6月30日
ルスリサーチ振興財団
一般財団法人
2021年6月9日
高度情報科学技術研究機構
公益財団法人
データ送信の締切：2021年6

研究助成公募のご案内

若手研究者育成研究助成

住友財団
公益財団法人

月9日
データ送信の締切：2021年6

住友財団
月9日
国立研究開発法人科学技術
2021年6月15日 12:00
振興機（JST）
公益財団法人石井記念証券 学内〆切：2021/06/8

令和3年度研究開発提案募集

募集のご案内

研究振興財団

学外〆切：2021/6/25

公益財団法人 マツダ財団

2021年6月15日

一般社団法人カーボンリサ

奨励研究助成（Ａ）,（Ｂ）

2021/6/4

ロッテ財団

※40歳以下

みずほ信託銀行 株式会社

2021年5月31日

公益財団法人
鉄鋼環境基金
国立民族学博物館
公益財団法人
鉄鋼環境基金
キヤノン財団
公益財団法人
電気通信普及財団
公益財団法人
電気通信普及財団
公益財団法人

シンポジウム・セミナー等開催援助

電気通信普及財団
公益財団法人
電気通信普及財団
公益財団法人

特別講義開設援助

電気通信普及財団
公益財団法人

学術研究出版助成

電気通信普及財団
【6月4日開催】第9回HPCプログラミングWebセミナー: 並列プログラミング入門 一般財団法人

（OpenMP編）

高度情報科学技術研究機構
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2021年 6月 14日 17:00

イクルファンド(CRF)事務
公益財団法人

2021年5月31日
2021年6月4日
2021年5月31日
2021年6月1日10時~2021年6
月30日15時
2021年5月31日
2021年5月31日
2021年5月31日
2021年5月31日
2021年5月31日
2021年5月31日
2021年6月1日

らの研究助成等のご案内（受付終了分）
タイトル

種類
セミナー

2022年6月22日
財団名等

【5月27日ウェビナー開催】頑張れ観光！地域活性のブレークスルーはデータ活
用にあり

株式会社ナイトレイ

【JST】さきがけ「パンデミック社会基盤」の募集開始について

推薦

第１２回令和３年度 日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦について（依頼）

日本学術振興会

研究助成

科研費・学術研究⽀援基盤形成「先進ゲノム⽀援」の⽀援課題の公募開始

国立遺伝学研究所

研究助成

国立天文台大学支援経費の募集開始について

公募

【4月15日,21日,26日,5月11日

セミ

詳細はHPをご覧ください。
ナー事務局
国立研究開発法人科学技術 JST〆切：2021年6月1日

研究助成

公募説明会

申請締切日

振興機構（JST）

正午
学内〆切：2021年5月25日
学振〆切：2021年5月27日～
2021年5月7日

大学共同利用機関法人自然

科学研究機構
11時～12時及び16時～17時開催】Zoomでの公募 公益財団法人

5月27日 正午

2021年5月28日
参加ご希望の方は下記の先

ロッテ財団
説明会
AI等技術を活用したシミュレーション開発「開発テーマ」と「データ」公募につ 人工知能研究開発ネット

いて

～

ワーク 事務局
公益財団法人

方の連絡先にご一報くださ
詳細はHPをご覧ください。
2021年2月12日 ~2021年5月

公募

研究助成 2021 募集要項

研究助成

研究助成 2021

公益財団法人永守財団

公募

戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ACT-X）（第1期）

科学技術振興機構（JST）

2021年5月11日 正午厳守

公募説明会

【5月18日,5月20日開催 オンライン公募説明会】2021年度研究助成プログラム

キヤノン財団

詳細はHPをご覧ください。

【5月20日開催】2021年度ABS講習会(第2回) 「ABSに関する手続きについて」

大学共同利用機関法人

ウェビナー(Zoom)

情報・システム研究機構
琉球大学島嶼地域科学研究

講習会

永守財団

研究助成

2021年度個人型共同利用の募集を開始しました

公募

令和4年度採用分

研究助成
公募
公募
研究助成
公募説明会
セミナー
公募説明会

所

特別研究員-RPD

15日
2021年5月15日
1 年目の助成対象に関して

詳細はHPをご覧ください。
2021/5/21（正午）

日本学術振興会

スーパーコンピュータ「富岳」を用いる利用研究課題の令和3年度第二回目（B

学振締切り：2021年5月14日
一般財団法人 高度情報科学 受付開始：2021年4月13日

期）の定期募集

技術研究機構

竹内和子フェミニズム基金 2021年度助成事業募集

お茶の水学術事業会

2021年度

社会還元加速プログラム（SCORE）チーム推進型

受付締切：2021年5月13日
応募期間：2021年4月1日～5

月14日(当日消印有効)
公募開始【JST事 国立研究開発法人科学技術 学内〆切 2021年4月30日

業】

振興機構
一般社団法人

学外〆切 2021年5月12日
学内〆切：2021年5月6日

【5月12日web開催】さくらサイエンスプログラム2021年度事業・公募説明会開

放送大学教育振興会
JSTさくらサイエンスプロ

学外〆切：2021年5月14日

催のお知らせ
【5月12日ウェビナー開催】位置情報のデータサイエンスで見る駅利用者のペル

グラム推進本部
株式会社ナイトレイ

2021年度研究助成公募

ソナ
【5月12日web開催】未来社会創造事業

ナー事務局
令和3年度研究開発提案募集説明会につ 国立研究開発法人科学技術

いて

振興機（JST）

シンポジウム

国際学会「ICBIR2021」のご案内

泰日工業大学

公募

2021年度生命保険に関する研究助成の公募開始のお知らせ

公募

令和4年度採用分

公募

令和4年度採用分 海外特別研究員-RRA

公募

2021年度 研究助成の公募についてのお知らせ

ター
日本学術振興会

公募

【日本学術振興会】海外特別研究員、海外特別研究員の募集について

研究助成

生命保険に関する諸問題についての調査研究に対する助成のご案内

研究助成

2021年度

講習会

【4月27日開催】2021年度ABS講習会(第1回) 「ABS概論」ウェビナー(Zoom)

公募

『水や水環境』に関する学術研究助成公募

公募

2021年度研究助成金給付の募集について

公募

2021年度

研究助成

第４回（2021年度）公財）前川ヒトづくり財団

研究助成

【セコム財団】

研究助成

文部科学省宇宙航空科学技術推進委託費に関する公募開始のお知らせ

公募説明会

【4月19日(月)web開催】「富岳」成果創出加速プログラム新規課題公募説明会

公募

令和3年度WEC応用生態研究助成の公募について

ひと・健康・未来研究財団 30日
独立行政法人
学振〆切：2021年５月７日
日本学術振興会
独立行政法人

海外派遣 17：00
学振〆切：2021年５月７日

日本学術振興会 海外派遣 17：00
公益財団法人かんぽ財団
受付開始：2021年4月1日
公益財団法人牧誠財団

研究助成募集

2021年4月30日[必着]

学振締切り：2021年5月7日
2021年4月1日 ~2021年4月

公益財団法人

【日本学術振興会】海外特別研究員、海外特別研究員-RRAの募集について

詳細はHPをご覧ください。

学振締切り：2021年5月7日

日本学術振興会

公募

詳細はHPをご覧ください。

詳細はHPをご覧ください。

（公財）生命保険文化セン

海外特別研究員

(旧 メルコ学術振興財団)
大学共同利用機関法人

受付締切：2021年5月7日
2021年5月6日

詳細はHPをご覧ください。
情報・システム研究機構
公益財団法人 クリタ水・ 2021年 4月1日
環境科学振興財団
公益財団法人

～4月22日 17：00
2021/4/20

戸部眞紀財団
2021年４月１日現在で４０
一般財団法人ゆうちょ財団
2021年4月16日
（ポスタル部）
公益財団法人
2021年4月1日 ~2021年4月

調査・研究助成募集要項

一般研究助成

セミ

詳細はHPをご覧ください。

助成金申請要領

令和3年度募集のご案内
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前川ヒトづくり財団
公益財団法人

23日 17：00
2021年3月23日～2021年4月

セコム科学技術振興財団
文部科学省 研究開発局

15日
学内〆切

宇宙開発利用課
一般財団法人

学外〆切 2021年4月26日
参加希望者は以下の宛先

2021年4月16日

高度情報科学技術研究機構 に、e-mailにて、氏名、所
一般財団法人
2021年4月5日
水源地環境センター

らの研究助成等のご案内（受付終了分）
タイトル

種類
公募
公募

2022年6月22日
財団名等

2021年度国立民族学博物館共同研究計画の募集について

国立民族学博物館

２０２１年度 研究助成「学問の未来を拓く」、「地域文化活動の継承と発展を

公益財団法人

考える」募集開始のお知らせ

サントリー文化財団
高度情報科学技術研究機構

セミナー

第1回オンラインサロン「スパコンコロキウム」（4/14）開催のお知らせ

公募

令和3年度CEReS共同利用研究の募集

公募

在日フランス大使館科学技術部2021年3月

研究助成

第３７回（2021年度）

公募説明会
公募説明会

公財）村田学術振興財団

在日フランス大使館

戦略的創造研究推進事業における2021年度戦略目標決定、および、2021年度
CREST・さきがけ・ACT-X募集説明会について
【公募説明会4月6日開催】2021年度 社会還元加速プログラム（SCORE）チー
ム推進型

【JST事業】

2021年4月9日
2021年4月8日

2021年4月9日 17:00
(RIST)
千葉大学環境リモートセン 学内〆切 2021年4月9日
シング研究センター

研究助成等のお知らせ

申請締切日

公益財団法人

学外〆切 2021年4月16日
詳細はこちらをご覧くださ
い。
電子申請：4月2日

23:59ま

村田学術振興財団
で
国立研究開発法人科学技術
詳細はHPをご覧ください。
振興機構
国立研究開発法人科学技術
詳細はHPをご覧ください。
振興機構
非営利・協働総合研究所い
通年
のちとくらし
ニッセイ財団

公募

「非営利・協働」および「いのちとくらし」に関わる実践や調査・研究支援

その他

２０２０年度ニッセイ財団研究助成決定のご連絡

その他

学術系クラウドファンディング説明会のお知らせ

アカデミスト運営事務局

公募

令和3年度高志プロジェクトのご案内

高志の国文学館

2021年3月31日

公募

2021年度北海道大学情報基盤センター萌芽型共同研究の公募について

北海道大学情報基盤セン

2021年3月1日 ~2021年4月2

公募

MMFE ニュースレター vol.2 （2021年度募集開始のお知らせ）

ター
一般財団法人

日
詳細はこちらをご覧くださ

シンポジウム
公募説明会

研究助成事業部

【開催案内3/19(金)】JARECシンポジウム「新型 コロナウイルス と 社会のあり
方」オンライン開催
2022年度 稲盛科学研究機構(InaRIS: Inamori Research Institute for Science)

公益財団法人稲盛財団

フォーラム・シ
ンポジウム等開

ント

研究助成

2021年度第13期調査研究助成の募集

セミナー
研究助成
ワークショップ
シンポジウム
セミナー
公募
公募
公募
フォーラム・シ
ンポジウム等開
セミナー

究所計算科学研究センター
公益財団法人医療機器セン

【JST】【ご案内】RISTEXオンラインセミナー「カオスを生きる」第6回開催
（3/31）
2021年度 大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業の公募について
【３月３１日開催】クリーンエネルギー「富岳」プロジェクト 洋上風力ワーク
ショップ
【３月２１日開催】富岳電池課題の第1回公開シンポジウム（成果報告会）
【JST】【ご案内】RISTEXオンラインセミナー「カオスを生きる」第5回開催
（3/26）
12/1公募開始の第51回リバネス研究費のご案内
令和3年度採択

e-ASIA JRP 「材料」分野、「環境」分野

お知らせ
在日フランス大使館科学技術部2021年2月
【オンデマンド配信】第４回成果発表シンポジウム開催のお知らせ

公募

2021年度児童少年の健全育成実践的研究助成

公募

第⼆回「みらいを加速するH.U.グループ研究公募」

公益財団法人

学内〆切

正午

2021年3月31日

福島イノベーション・コー 学外〆切 2021年4月7日
東京大学大学院工学系研究
詳細はHPをご覧ください。
科
一般財団法人 高度情報科学
詳細はHPをご覧ください。
技術研究機構
森ビルアカデミーヒルズ

2021年3月25日

正午

振興機構（JST） 国際部
在日フランス大使館

日
詳細はこちらをご覧くださ

科学技術部

い。
【配信受付】

技術研究機構 (RIST)
株式会社リバネス
ニッセイ財団
合同会社H.U.グループ中央

【開催案内3/16(火)】東京農工大学・東北大学共催「農工融合研究シンポジウ
ム」について
2021年3月4日(木) 14時～15時予定

研究所
東京農工大学・東北大学共
催

2020年度第14回ABSオンラインセミナー「名古屋議定書の国内措置(ABS指針)へ
【開催案内 3月３日（水)】先端科学（FoS）シンポジウム 第１回公開シンポ
ジウム（Open FoS）
【３月１２日】オンライン開催（Webex)

2021/3/15 10：00~

2021年

公募

ArCS II 若手人材海外派遣プログラム 2021年度 派遣支援の募集

2021年3⽉1⽇〜3⽉15⽇
2021年3月10日

詳細はHPをご覧ください。

北海道大学北極域研究セン

～」の開催

2021年3月10日[消印有効]

日本学術振興会

公益財団法人 日本法制学会

【開催案内3/16(火)】「第４回自動翻訳シンポジウム～自動翻訳と翻訳バンク

い場合、フォーム入力後に

詳細はHPをご覧ください。

一般財団法人高度情報科学

財政・金融・金融法制研究基金研究助成金募集のお知らせ

※ 12名程度（先着順）
※リバネスIDをお持ちでな

ABS学術対策チーム

第４回CAEワークショップのおしらせ～CAEシミュレーションと「富岳」への期 技術研究機構（RIST）

公募

シンポジウム

2021年3月30日

【3月30日開催】オンラインによる第4回Quantum ESPRESSO入門講習会開催の 一般財団法人 高度情報科学 2021年3月22日（月） 17:00
ディスカバリーフォーラム in 神戸

ワークショップ

2021年3月31日

森ビルアカデミーヒルズ

滋賀県立大学

ンポジウム等開

シンポジウム

詳細はHPをご覧ください。

詳細はHPをご覧ください。
研究開発事業部
共同研究課題募集の 国立研究開発法人科学技術 （学内締切り）2021年3月19

お知らせ
3月２７日 同時開催！リバネス研究費incu・be賞採択者発表会およびキャリア

セミナー

ター医療機器産業研究所

詳細はHPをご覧ください。

株式会社リバネス

フォーラム・シ

シンポジウム

Zoomにて開催

三菱みらい育成財団
い。
公益財団法人 全日本科学技
詳細はHPをご覧ください。
術協会

フェローシップの公募説明会
【開催案内 3月９日（火)】スーパーコンピューター「富岳」供用開始記念イベ 国立研究開発法人理化学研
HPCIフォーラム

毎週木曜日 17:00〜18:00

ター

2021年3月10日

17:00

2021年2年22日
～2021年3月2日
2021年2月26日

総務省・NICT

2021年2月26日

公募

第５０回リバネス研究費募集

株式会社リバネス

詳細はHPをご覧ください。

公募

在日フランス大使館科学技術部からの公募について

在日フランス大使館

詳細はHPをご覧ください。
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らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類
その他

在日フランス大使館科学技術部からの公募について

公募

2020年度海外渡航旅費援助

公募

財団名等

1月

2021年度共同研究助成事業（人文・社会科学分野）公募のお知らせ
第59回(2021年度) 学術研究奨励金 応募要項掲出のお知らせ

公募

2021年度 北極域研究共同推進拠点共同研究の公募のご案内

セミナー

特許庁委託 産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業

2021年度

者 募集について
2021年2月25日(木) 14時～15時30分予定

2020年度第13回ABSオンラインセミナー「国際ABSワークショップ：東ティ
令和3年度人物交流派遣・招聘事業のご案内

公募

大阪市イノベーション創出支援補助金（令和2年度２月募集（第１回））

公募

2021年度共同研究・研究集会の公募について

公募

2021年度実践・コアプロジェクト予備研究（FS・コアFS）公募について

フォーラム・シン
セミナー
公募

【滋賀県立大学 地域ひと・モノ・未来情報研究センター】ICT実践学座e-PICT社
会人コース募集のご案内
【オンライン開催（2月16日(火)】日本学術振興会主催－課題設定による先導的
人文学・社会科学研究事業シンポジウム－[Unzip]

国際文化交流事業財団
大阪市経済戦略局 立地交流
推進部
金沢大学環日本海域環境研

2021年2月8日～12日

オンラインでの参加登録

令和３年度大阪市イノベーション創出支援補助金２月募集を開始しました！

大阪市経済戦略局

公募

令和３年度 助成事業公募のご案内 (研究開発助成事業)

詳細はHPをご覧ください。

公募

「先進ゲノム支援」2021年度第1回支援課題の公募のお知らせ

公募

２０２０年度 第三次研究助成・国際研究交流助成・出版助成募集のお知らせ

詳細はHPをご覧ください。

・学術政策研究所
神戸大学海事科学研究科
公益財団法人永守財団
公益財団法人

令和3年1月末日
※ 乗船1ヶ月前までに、乗船
2021年1月31日

G-7奨学財

2021年1月31日
団
情報・システム研究機構 国 2021年１月８日

【2021年２月８日(月) 開催・要申込 】第５回 放射線災害・医科学研究拠点 国際
シンポジウム（オンライン）

公募

第１０回新化学技術研究奨励賞募集について

公募

藤森科学技術振興財団 2021年度募集について

公募

共同開発研究2021年度国立天文台共同開発研究の公募について（通知）

その他

在日フランス大使館科学技術部からの公募について

公募

令和3年度 国立歴史民俗博物館 共同利用型共同研究の公募について

公募

2021年度統計数理研究所共同利用公募案内について

12月

立遺伝学研究所
～ １月28日 正午
公益財団法人 メルコ学術振
2021年01月28日 必着
興財団
長崎大学生命医科学域

2021年1月29日

公益財団法人

2021年2月1日 17:00

新化学技術推進協会

※対象者：2020年４月１日

藤森科学技術振興財団

2021年1月20日

自然科学研究機構

2021年1月22日（金）17:00

国立天文台
在日フランス大使館

詳細はHPをご覧ください。

国立歴史民俗博物館

2021年01月22日 必着

大学共同利用機関法人 情

「非医療分野における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連研究」

報・システム研究機構
2021年1月 15日（電子シス
国立研究開発法人科学技術 （学内締切り）2021年1月22

領域において米国、英国、仏国およびカナダを相手国とし、このうち一ヶ国と日 振興機構（JST）国際部

日

公募

共同研究課題公募について【物質デバイス領域共同研究拠点】

2021年1月27日

その他

【大阪市経済戦略局】HackOsakaテックミーティング シーズ募集のお知らせ

公募

2020年度 生産性研究助成 ２次募集のお知らせ - 経営アカデミー

公募

2021年度「乳の学術連合」学術研究の公募について

乳の学術連合

2020年12月31日

公募

2020 年度「関西みらい共同研究助成金」の募集開始について

関西みらい銀行

2021年1月15日

公募

2021年度（第55次）研究助成募集のご案内

公募

令和3年度東北大学加齢医学研究所共同研究の公募について

公募
公募

13：00

2月10日

科学技術部
文部科学省科学技術

第7回永守賞募集のご案内

2021年2月10日

2021年2月４日9時～2021年

イスラエル大使館

公募

10時必着

独立行政法人 日本学術振興 2月15日（月）

ワーク事務局

いて

2021年2月15日

公立大学法人滋賀県立大学

とリモート技術の融合 －」開催

令和3年度神戸大学大学院海事科学部研究科附属練習船深江丸共同利用公募につ

2021年2月 6日~12日

2021年2月5日

人工知能研究開発ネット

2月17日（水）14：00～18：00 第13回政策研究レビューセミナー

2021年2月15日

総合地球環境学研究所

(2021/2/10)オンラインセミナー「アフターコロナ社会変革のカギ！－ 人 × AI

公募

公募

公益財団法人

会

2021年2月15日（月）日本時間16:00 ウェビナーの開催案内

シンポジウム

詳細はHPをご覧ください。

ABS学術対策チーム

究センター

公募

公募

い。
通年で募集：10月、12月、2

電気通信普及財団
月の各1日までに、それぞれ
公益財団法人 日本台湾交流
2021年2月19日
協会
公益財団法人
2021年1月 12日~２月26日
三島海雲記念財団
北極域研究共同推進拠点
2021年2月19日 必着
J-ARC Net
派遣研究 一般財団法人 知的財産研
2021年2月22日
究教育財団

公募

公募

詳細はこちらをご覧くださ

在日フランス大使館
公益財団法⼈

公募

公募

申請締切日

物質・デバイス領域共同研
究拠点
国際イノベーション会議

2021年1月20日 12時まで
Hack Osaka実行委員会
公益財団法人日本生産性本 【２次募集 応募締め切
部

経営アカデミー

り】

公益財団法人吉田秀雄記念 2020年12年1日
事業財団

～2021年1月12日

東北大学 加齢医学研究所

2021年1月15日

【文部科学省】地方創生人材支援制度による派遣希望人材の募集について（大学 内閣官房まち・ひと・しご 学内締切 2021年１月８日
研究者向け）
令和3年度採択予定

戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）日本-米国

（NSF）共同研究課題募集のお知らせ

と創生本部事務局
国立研究開発法人
術振興機構（JST）
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科学技

※希望市町村一覧はこちら
学内締切

2021年１月15日

らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類

財団名等

公募

2021 年度 共同利用研究 公募案内

セミナー

オンラインセミナー１/１４開催「食と腸内環境から人の健康を考える」

その他

その他

九州大学応用力学研究所

2021年1月23日（土）若手研究者の新たな活躍の場を発見するキャリアプログラ
ム
2021年1月17日（日）リバネスの役員・社員との交流イベント【第13回
Visionary Cafe Osaka】
令和3年度 プロジェクト研究

公募

令和3年度 サテライト研究

公募

令和3年度 教科書研究に関する公募について

公募

【文部科学省令和２年度卓越研究員事業】卓越研究員募集

公募

2021年度

公募

2021年度 前期国際交流助成公募のご案内

公募
セミナー
公募
その他
公募
公募

公募情報

17:00

二

次締切2020年4月3日 最終
2020年11月2日 10:00

三菱UFJ信託銀行

2020年12月18日

12/13 (日) 「カオスを生きる」第3回 サイボーグと魂のつながり：インド・日

森ビルアカデミーヒルズ共

本・ギリシアの哲学から考える機械と身体

催

2020年度「生産性研究助成」募集のご案内

（財）日本生産性本部

滋賀県立大学 研究シーズ発表会 ～ 企業・関係団体等との連携をめざして ～の
開催について

会事務局
2020年度「研究開発型スタートアップ支援事業STS（旧：研究開発型ベンチャー 国立研究開発法人新エネル

支援事業）係る公募について
関西地区１２月２２日（火）

公募

2020年度第12期調査研究助成の募集

公募

令和2年度及び令和3年度共同利用型共同研究 (登録型)

2020年12月11日

10:00

2020年12月24日 17:00

公立大学法人滋賀県立大学 詳細はHPをご覧ください。
公益財団法人 風土研究奨励

第14回（令和２年度）＜風土研究奨励賞＞公募のご案内

ECOMO交通バリアフリー研究・活動助成(若手研究・一般・研究活動)

その他

2021年1月6日

公益信託山田学術研究奨励基金

公募

セミナー

17:00

～ 12月20日

SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラムについて

公募

2021年1月6日

振興財団

公募

公募

10時まで

~12月11日 17:00
公益財団法人 立石科学技術 2020年10月1日

在日フランス大使館科学技術部からの公募について

公募

2021年1月15日

自然科学研究機構

公募

公募

株式会社リバネス

課卓越研究員事業担当

2020年度生物遺伝資源 国際ワークショップ(2020.12.9Web開催)

公募

2021年1月15日

16:00

2021年4月25日
中央教育研究所
日本学術振興会研究者養成 一次締切2020年2月17日

ワークショップ

公募

株式会社リバネス

バイオジーセンター
公益財団法人

JST 産連事業広聴会 の開催 のご案内

公募

2021年1月15日
2021年1月14日

地域開発事業部

バイオジーセンター
自然科学研究機関アストロ

その他

公募

株式会社リバネス

自然科学研究機関アストロ

公募

分野融合型共同研究事業

申請締切日

ギー・産業技術総合開発機
国立研究開発法人科学技術
振興機構構（JST）
国立遺伝学研究所

2020年12月4日
2020年12月3日
2020年12月8日
2020年12月3日（木）17:00

ABS学術対策チーム

申込期限前に受付を締切る

在日フランス大使館

詳細はHPをご覧ください。

国立研究開発法人科学技術

HPをご確認ください
振興機構（JST）「科学と
公益財団法人 交通エコロ 2020年11月1日
ジー・モビリティ財団
～ 11月30日
公益財団法人医療機器セン 2020年11月2日
ター附属 医療機器産業研 ～11月30日
大学共同利用機関法人
•令和2年度研究開始 : 2020

人間文化研究機構
年8月3日～2020年11月30日
公益財団法人 セコム科学
公募時期は10月を予定
令和2年度の「挑戦的研究助成」の公募について
技術振興財団 事務局
京都大学経営管理大学院
2020年11月30日
2020年度 みずほ証券寄附講座 研究奨励賞
みずほ証券寄附講座
公益財団法人ＳＢＳ
2020年11月30日
2020年度 物流研究助成の募集について
鎌田財団
公益財団法人
2020年12月1日
2021年度TASC助成研究募集のお知らせ
たばこ総合研究センター
公益財団法⼈
2020年11月30日
2020年度研究調査助成(通常枠）
電気通信普及財団
公益財団法⼈
2020年11月30日
シンポジウム・セミナー等開催援助（学術分野）（2020年度11月期）
電気通信普及財団
２０２１年度大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 情報・システム研究機構 国
2020年12月1日
立遺伝学研究所
共同研究・研究会「NIG-JOINT」募集のお知らせ
公益財団法人I-O DATA（ア 2020年11月24日 17：00

第4回

研究開発助成

イ・オー・データ）財団
※応募にはweb説明会の録画
滋賀県立大学 研究シーズ発表会の開催について
公立大学法人滋賀県立大学
2020年11月25日
産学連携センター
～ 企業・関係団体等との連携をめざして ～
2020年度第１回県大ICT研究サロンのご案内【滋賀県立大学 地域ひと・モノ・未 滋賀県立大学
2020年11年2日

来情報研究センター】

セミナー

第３回JSPS研究倫理セミナー「研究者倫理教育にグループワークを導入する」

公募

2020年度第12期調査研究助成の募集

公募

河川美化・緑化事業の募集

公募

河川財団賞および河川財団奨励賞の募集

公募

【JST】ワークショップ

公正な研究活動の推進

地域ひと・モノ・未来情報 ～2020年11月16日
独立行政法人
2020年11月30日18：00
要事前登録・定員（70名）

日本学術振興会
公益財団法人

2020年11月30日

医療機器センター
公益財団法人

2020年11月30日

河川財団
公益財団法人
河川財団
国立研究開発法人

－効果的な研究倫理教育の実践

術振興機構（JST）
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2020年11月30日
科学技 2020年11月26日
監

Zoomにて開催

らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類

財団名等
同志社大学

公募

同志社大学赤ちゃん学研究センター 第６回計画共同研究

公募

令和3年度共同利用型共同研究

公募

2020年度研究助成募集のご案内

公募

［JST／JICA］ 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS） 令和

公募

資生堂 女性研究者サイエンスグラント」第１４回募集開始のご案内

公募

第43回（2021年度）公益財団法人 石本記念デサントスポーツ科学振興財団

公募

「外部有識者を活用した委託研究」の募集について

公募

2021年度公募助成

公募

「令和3年度推薦応募」のご案内

公募

令和2年度 挑戦的研究助成～セコムチャレンジ2020～

公募

公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団助成研究の募集について

公募

令和3年度芸術文化振興会基金助成の助成対象活動の募集について

公募

2020年度「NEDO Entrepreneurs Program（NEP）」に係る公募について

公募

２０２０年度「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」募集のお知らせ

公募

ArCS II 若手人材海外派遣プログラム 2020年度 派遣支援の募集について

公募

【JST】RISTEXオンラインセミナー「カオスを生きる」開催

公募
公募

赤ちゃん学研 2020年9月1日

究センター
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構

～ 11月16日
2020年11月13日 17:00

一般財団法人 第一生命財団 2020年11月13日
国立研究開発法人

科学技 2020年11月9日(正午)

術振興機構（JST）

※ODA要請書提出期限
2020年9月15日 9：00
資生堂女性研究者サイエンス
~11月16日（正午）
公益財団法人
2020年11月6日
学術
石本記念デサントスポーツ
全国健康保険協会
2020年11月10日
公益財団法人
ＪＲ西日本あんしん社会財

2020年11月16日
学内締切

高橋産業経済研究財団

2020年11月13日

公益財団法人

2020年10月12日～11月6日

セコム科学技術振興財団
公益財団法人中山隼雄科学

但し、応募に必要なアップ

技術文化財団
独立行政法人

2020年11月15日
【学内締切り】

日本芸術文化振興会基金部 2020年11月13日
国立研究開発法人新エネル
2020年11月20日
ギー・産業技術総合開発機
公益財団法人サントリー文
2020年11月9日
化財団
北海道大学北極域研究セン
2020年11月4日
ター ArCS II
科学技術振興機構社会技術 2020年11月12日（木）

研究開発センター「人と情 20:00～22:00
鹿児島県企画部離島振興課
2020年11月13日
令和２年度アイランドキャンパス事業の助成先（大学・短大等）の募集について
離島振興係
公益財団法人
2020年11月16日
2021年度河川基金助成の募集
河川財団

シンポジウム

人間中心のAI:第２回仏独日シンポジウム

公募

令和3年度共同利用研究等の公募について

その他

京都大学アカデミック2020

公募

申請締切日

DWIH Tokyo

2020年10月25日

京都大学複合原子力科学研
究共同利用掛
京都大学アカデミックデイ

第 13 回ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞候補者

推薦募集

事務局
公益財団法人ヤマハ発動機

2020年11月6日
2020年11月6日
2020年10月31日

のお知らせ

スポーツ振興財団

公募

「第10回（2021年度）三島海雲学術賞（人文科学部門）」候補者推薦について

（公財）三島海雲記念財団 2020年10月31日

公募

「第10回（2021年度）三島海雲学術賞（自然科学部門）」候補者推薦について

（公財）三島海雲記念財団 2020年10月31日

公募

第16回児童教育実践についての研究助成

公募

2021年度 研究助成（A）（B）（C）公募のご案内

公募

令和3年度環境研究総合推進費の新規課題を公募について

公募

YMFSスポーツチャレンジ助成

公募

2021年度 国際学術共同研究助成

公募

2021年度 アジア地域重点学術研究助成

公募
公募
公募
公募

博報堂教育

2020年10月31日
財団
公益財団法人 立石科学技術 2020年9月1日
振興財団
独立行政法人

第15期生(2021年度) 助成対象者 募集

～ 10月31日
2020年9月25日

環境再生保全機構
~10月28日
公益財団法人 ヤマハ発動機
2020年10月30日
スポーツ振興財団
公益財団法人 平和中島財団 2020年10月31日
学内締切

公益財団法人 平和中島財団 2020年10月23日
学内締切
公益財団法人 関西・大阪
2020年10月23日
2021年度万博基金助成金募集
21 世紀協会
2020年度 CREST研究提案臨時募集（コロナ対策臨時特別プロジェクト（仮）） 国立研究開発法人
9月下旬～10月下旬
科学技術振興機構
の
国立研究開発法人科学技術
2020年10月22日
令和2年度採択 e-ASIA JRP 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の感染防
振興機構（JST）
国立研究開発法人科学技術
2020年10月27日 正午
戦略的創造研究推進事業（CREST）コロナ対策臨時特別プロジェクトの2020年度研
振興機構（JST）戦略研究

公募

日本経済研究センター研究奨励金

公募

第１６回

公募

公益財団法人

日本経済研究センター
公益財団法人博報堂教育財

児童教育実践についての研究助成

2021年度 日本原子力研究開発機構 量子科学技術研究開発機構 施設利用共同研究
課題公募について

団

2020年10月31日
2020年10月31日

日本原子力研究開発機構

2020年10月30日

滋賀県商工政策課

2020年10月26日

公募

滋賀県近未来等社会実装推進事業補助金の募集

セミナー

国際湖沼環境委員会（ILEC）と国連環境計画（UNEP）の国際ウェブセミナーのお

公益財団法人国際湖沼環境 日
委員会（ILEC）
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時：

10月27日

（火）日本時間午後５時か

らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類

財団名等

申請締切日

公益財団法人

科学技術融

合振興財団
公益財団法人

科学技術融

公募

2020年度の助成金.補助金のご案内（1.研究助成）

公募

2020年度の助成金.補助金のご案内（2.補助金）

公募

第14回（令和２年度）＜風土賞＞公募のご案内

公募

2020年度

公募

2020年度 第二次研究助成募集のご案内

公募

信託研究分野

（一財）信託協会

2020年9月30日

公募

第42回（令和2年度）沖縄研究奨励賞推薦応募

公益財団法人沖縄協会

2020年9月30日

2020年度学術研究助成（経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究、民

（公財）全国銀行学術研究

法・商法・経済法・その他の金融・経済に関する法律）
2020年度学術研究助成（経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究、民

振興財団
（公財）全国銀行学術研究

法・商法・経済法・その他の金融・経済に関する法律）

振興財団

公募

第32回名古屋大学出版会学術図書刊行助成

（一財）名古屋大学出版会 2020年9月30日

公募

2020年度「中小企業研究奨励賞」の募集について

（一財）商工総合研究所

公募

大学改革推進等補助金「大学保有検査機器活用促進事業」の公募について

公募

2020年度

公募

経営科学研究奨励金

公募

2021年度 特別助成「研究助成（S）」公募のご案内

公募

令和2年度の「特定領域研究助成」の公募について

公募

令和3年度環境研究総合推進費の新規課題を公募説明会の案内

公募

放送文化基金助成募集

公募

令和3年度日教弘本部奨励金の公募について

公募

令和2年度特定領域研究助成（社会技術分野、先端医学分野）

公募

2021年度国立天文台NAOJシンポジウムの公募について

公募

2020-2021リオ ティント日豪共同研究助成金プログラム

公募

戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO） テーマ候補・研究総括候補の

公募

第９回 技術経営・イノベーション大賞 応募受付

科学技術と経済の会（JATES2020年6月15日 ～ 9月17日

公募

サステイナブルな未来への研究助成＜発展研究コース＞

（公財）旭硝子財団

2020年9月11日

公募

サステイナブルな未来への研究助成＜提案研究コース＞

（公財）旭硝子財団

2020年9月11日

公募

公益財団法人 上廣倫理財団 令和２年度研究助成公募

公益財団法人 上廣倫理財団

公募

令和２年度都市再生研究助成事業の対象となる研究の公募について

公募

令和３年度（２０２１年度）花博自然環境助成事業の公募について

公募説明会

［JST／JICA］ 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS） 公募

公募

令和3年度採用分若手研究者海外挑戦プログラムの募集について

公募

2021年度

公募

2020年度「中小企業研究奨励賞」の募集について

公募
公募

公募
公募
公募

東京エレクトロン株式会社

第3回

兵庫・関西

合振興財団
公益財団法人 風土研究奨励
会事務局

共同研究公募制度

2020年10月15日
2020年10月15日
2020年10月16日

東京エレクトロン株式会社 2020年10月1日～10月16日
公益財団法人

2020年10月12日

メルコ学術振興財団

キャタピラーSTEM賞

2020年9月23日
2020年9月23日

2020年9月30日

文部科学省研究振興局学術 学内締切
機関課
キャタピラー

第一次公募：2020年7月15日
明石

2020年9月30日

一般社団法人 日本経営協会 2020年9月30日
公益財団法人 立石科学技術 2020年8月1日
振興財団
公益財団法人

技術振興財団 事務局
独立行政法人
環境再生保全機構
放送文化基金
員弘済会
セコム科学技術振興財団
自然科学研究機構 国立天文
台

共同利用研究計画の提案募集について

行依頼受付期間
2020年9月25日

募集期間：通年

科学技術振興機構

（ただし、2021年度（令和3

2020年7月1日
～ 9月15日

博覧会記念協会
国立研究開発法人

～ 9月11日
科学技 2020年9月14日 14:00～

16:00
術振興機構（JST）
独立行政法人日本学術振興 学内締切
会(JSPS)
第1回募集：2020年9月9日
（公財）りそなアジア・オ
2020年8月31日
セアニア財団

わる技術研究

公募

~9月30日
アップロード用アカウント発

2020年9月16日（正午）
推進機構
公益財団法人 国際花と緑の 2020年8月3日

料学など）
TaNeDS（タネデス）※創薬研究、及び創薬を促進するもしくは医薬品製造に関

令和３（2021）年度

2020年9月1日

国立研究開発法人

一般財団法人 民間都市開発

料学など）
新領域4.0 生命科学と他分野との融合領域（生体情報学、生体医工学、生体材

公募

詳細はHPをご覧ください。

日豪研究交流基金（FAJS） 2020年9月30日

新領域4.0 生命科学と他分野との融合領域（生体情報学、生体医工学、生体材

吉野家賞

助成係

～ 9月30日

～ 9月30日
公益財団法人日本教育公務 2020年6月1日

りそな環境助成

公募

～ 9月30日
セコム科学 2020年9月1日

国際日本文化研究センター共同研究の公募について

（一財）商工総合研究所

2020年9月30日

上原記念生命科学財団

2020年9月3日

上原記念生命科学財団

2020年9月3日

第一三共株式会社

2020年9月7日

株式会社リバネス

2020年8月31日

国際日本文化研究センター 2020年8月31日
京都大学数理解析研究所
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2020年8月31日

らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類

財団名等

申請締切日

公募

特定国派遣研究者（令和３年度）

日本学術振興会

2020年9月2日

公募

二国間交流事業（共同研究・セミナー）（令和３年度）

日本学術振興会

2020年9月2日

公募

東北大学

公募

2020年度食の文化研究助成

公募

知のフォーラム

2022年度

東北大学研究推進・支援機

開催テーマプログラム募集

構知の創出センター
（公財）味の素食の文化セ

2020年度公募委託調査研究募集/メインテーマ：「ともに助けあい、支えあう社
会をめざして」

共済振興協会
公益財団法人

韓昌祐・哲

公募

【公益財団法人

公募

令和３年度 国立民族学博物館共同研究の公募について

研究助成

バイオテクノロジーを主体とする生物科学に関する調査・研究・技術開発

研究助成

日本人若手研究者研究助成金の募集について

研究奨励金

2021年度採択

研究助成

2021年度お酒の科学財団研究助成

公募

「官民による若手研究者発掘支援事業」に係る公募について

公募

「先進ゲノム支援」2020年度第２回支援課題公募のお知らせ

先進ゲノム支援事務局

公募

総合地球環境学研究所‗研究プロジェクトの新規公募（後期）について

総合地球環境学研究所

公募

赤ちゃん学に関する 新型コロナウィルス感染症に関する特別研究課題

その他

2019年度第１回県大ICT研究サロン

公募

韓昌祐・哲文化財団】～財団創立30周年 助成申請のご案内～

ンター
（一財）全国勤労者福祉・

（公財）ホクト生物科学振
興財団
（公財）中島記念国際交流
財団

研究助成

2021年度稲森財団助成事業（自然科学、人文・社会科学の分野）

同志社大学

研究助成

情報通信に関する研究調査への表彰・助成・援助について

研究助成

2021年度

2020年8月25日
2020年8月21日

2020年8月17日
2020年7月15日
～ 8月18日（正午）
2020年8月17日（10時）

赤ちゃん学研 2020年8月1日

究センター
滋賀県立大学

地域ひと・

振興機構 産学連携展開部
（公財）稲森財団

術交流等に対する助成

2020年8月28日

2020年8月28日

振興機構（JST）
国立研究開発法人科学技術

「金型技術」及び「金型を利用する成型技術」などの研究開発活動、海外との技

2020年8月31日

（一財）お酒の科学財団
ギー・産業技術総合開発機

社会還元加速プログラム（SCORE）について

2020年8月31日

2020年8月28日

国立大学法人新エネル

提案募集

2020年8月31日

（公財）旭硝子財団

モノ・未来情報研究セン
戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ACT-X）における2020年度の研究 国立研究開発法人科学技術

2020年度

公募

国立民族学博物館

公募型研究助成プログラム「研究奨励」

公募

研究助成

文化財団（ハンチャンウ・

2020年8月31日

～ 8月17日

HPをご確認ください
HPをご確認ください
2020年7月20日

（公財）金型技術振興財団 詳細はHPをご覧ください。
（公財）電気通信普及財団 詳細はHPをご覧ください。
（公財）りそなアジア・オ

調査研究助成/国際学術交流助成/出版助成

「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」（領域開拓プログラ
ム）

セアニア財団

2020年7月31日

日本学術振興会

2020年7月27日

研究助成

フォーカスシステムズ賞

株式会社リバネス

2020年7月31日

研究助成

ニップン

株式会社リバネス

2020年7月31日

研究助成

ダスキン開発研究所賞

株式会社リバネス

2020年7月31日

活動助成

在日フランス大使館科学技術部からの公募について

在日フランス大使館

詳細はHPをご覧ください。

研究助成

Delightex賞

株式会社リバネス

2020年7月31日

研究助成

日本の研究.ｃｏｍ賞

株式会社リバネス

2020年7月31日

研究助成

特定研究助成金：ＡＩ.ビッグデータ駆動型生命科学

上原記念生命科学財団

2020年7月31日

研究助成

第18回生協総研賞「助成事業」

（公財）生協総合研究所

2020年7月31日

公募

産学融合拠点創出事業（産学融合先導モデル拠点創出プログラム）

公募

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金

公募

ＪＡ研究奨励費助成

公募

2020年度第11期調査研究助成の募集

セミナー
セミナー
公募
研究助成

食のイノベーション賞

2020年7月28日
経済産業省 産業技術環境局
大学連携推進室
（一社）日本協同組合連携
機構 協同組合連携部
公益財団法人医療機器セン

7/31Webセミナー「アフターコロナ時代に人の感性はどう変わるのか」開催のご
案内
7/22『NEDO Webinar』 オンラインイベント開催「危機はチャンス！コロナ禍
のスタートアップ成長術」
第11回（令和２（2020）年度）日本学術振興会育志賞受賞候補者推薦について
食料の生産・加工・流通等に関する技術、食品のマーケティング、食文化、嗜好
性、栄養・機能性、食品安全・衛生、食の未来
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ター附属

医療機器産業研

2020年7月22日
2020年7月22日
2020年7月1日～7月31日

株式会社リバネス

2020年7月30日

NEDO Webinar

2020年7月21日 （9：00）

日本学術振興会

2020年7月8日

（公財）ロッテ財団

HPをご確認ください

らの研究助成等のご案内（受付終了分）

2022年6月22日

タイトル

種類

財団名等
国立研究開発法人科学技術

公募

第１期募集：戦略的創造研究推進事業「CREST」「さきがけ」「ACT-X」

フォーラム・シ

6月21日（日）開催：超異分野学会 関西フォーラム2020：持続可能な社会の実現

ンポジウム等開
フォーラム・シ

を目指す知識の環〜アフターコロナの医療と生活環境〜（@神戸）
6月20日（土）開催：キャリアディスカバリーフォーラム：研究者の新しい生き

ンポジウム等開

方を発見したい人が集まる場（@東京市ヶ谷/オンライン参加型）

その他

2020年度キヤノン財団研究助成プログラムオンライン公募説明会開催のお知らせ （一財）キヤノン財団

研究助成

医療経済、医療制度、医療政策、社会保障政策、医薬品産業政策に関する研究助
成

振興機構(JST)

申請締切日
HPをご確認ください

株式会社リバネス

詳細はHPをご覧ください。

株式会社リバネス

詳細はHPをご覧ください。

（公財）医療科学研究所

詳細はHPをご覧ください。
2020年6月30日

研究助成

2020年度研究調査助成及び研究出版助成

（公財）日本証券奨学財団 2020年6月10日

研究助成

高齢社会助成「実践的研究助成」

（公財）日本生命財団

研究助成

グラフィック文化に関する学術研究について

（公財）DNP文化振興財団 2020年6月17日

研究助成

経営者教育、経営学、ファイナンス、ＩＴマネジメントをはじめとする内外の企 （公財）野村マネジメン

2020年6月15日

2020年6月30日

業経営に関する学術研究

ト・スクール

研究助成

アジア地域を対象とする人文、社会、経済、政治等の分野

（公財）ＪＦＥ世紀財団

2020年6月19日

研究助成

分類学、生態学、自然保護など生物多様性や環境保全に関連する分野

（一財）中辻創智社

2020年6月12日

研究助成

①「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成➁「金融・証券のフロン
ティアを拓く研究助成」

（公財）野村財団

研究助成

内部監査及び関連諸分野

（一財）日本内部監査協会

研究助成

①「善き未来をひらく科学技術」➁「新産業を生む科学技術」

（一財）キヤノン財団

公募

「地域研究画像デジタルライブラリ」公募プロジェクト

その他

「税に関する論文」募集

公募

「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム」

研究助成

研究助成

研究助成

課研究協力係
（公財）納税協会連合会

【日本学術振興会】海外特別研究員

国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）

RRAの募集について

日本学術振興会

【日本学術振興会】海外特別研究員の募集について

【日本学術振興会】特別研究員

日本学術振興会

RPDの募集について

研究助成

【日本学術振興会】特別研究員

公募

2020年度国立天文台研究集会の公募

研究助成

研究助成金受給者の推薦依頼について

研究助成

国立民族学博物館研究協力

日本学術振興会

PD・DCの募集について

日本学術振興会
大学共同利用機関法人自然
科学研究機構

（公財）石井記念証券研究
振興財団

非営利・協働セクターおよび、社会保障、慰労、経営管理労働問題など、人々の 非営利・協働総合研究所い
「いのちとくらし」に関わる社会的・経済的・政治的分析調査研究支援

公募

研究成果最適展開支援プログラム

Ａ－ＳＴＥＰ（産学共同：本格型）

公募

研究成果最適展開支援プログラム

Ａ－ＳＴＥＰ（産学共同：育成型）

公募

研究成果最適展開支援プログラム

Ａ－ＳＴＥＰ（トライアウト型）

公募

特別研究員-CPD（国際競争力強化研究員）の募集について

のちとくらし
国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）
国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）
国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）

日本学術振興会
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①2020年5月29日

➁2020

年６月30日
2020年5月29日
※延長

2020年6月30日

2020年6月30日
2020年6月5日
2020年6月30日
2020年6月3日
2020年5月7日
※延長

2020年6月4日

2020年5月7日
※延長

2020年6月4日

2020年5月7日
※延長

2020年6月4日

2020年6月3日
※延長

2020年6月15日

2020年6月26日

2020年6月25日

2020年6月20日

2020年6月25日

2020年6月25日

2020年6月18日

2020年6月26日

らの研究助成等のご案内（受付終了分）
タイトル

種類

研究助成

2022年6月22日
財団名等

共同利用研究「先端的リモートセンシング」「地球表層情報統合」「衛星利用高 千葉大学環境リモートセン
度化」

シング研究センター

1.自然科学分野：エレクトロニクスを中心とする研究分野に関する研究
研究助成

申請締切日

2020年4月17日

2.人

文・社会科学分野：国際化にともなう法律、経済、社会、文化等の諸問題に関す （公財）村田学術振興財団 HPをご確認ください
る研究

研究助成

研究助成
フォーラム・シ
ンポジウム等開
催助成
研究助成

講演会

国民の健康で安全な生活の確保、災害防止等国民生活に密着した研究
2020年度

（公財）セコム財団

研究助成「学問の未来を拓く」、「地域文化活動の継承と発展を考え （公財）サントリー文化財

る」

団

3月9日（月）開催：「知財教育シンポジウムin田町2020～知財戦略を社会実装す 山口大学 大学研究推進機
る人材育成～」

構

「郵便局がお客様に提供している〒・宅配便に関するサービス向上及びその市場
に関する調査・研究」

知的財産センター

（一財）ゆうちょ財団

3月21日（土）開催：「AI戦略の地方への展開－大学におけるデータサイエンス

山口大学学術研究部研究推

教育と地域連携」

進課

その他

【文部科学省】令和２年度卓越研究員事業若手研究者向け公募説明会

共同研究

令和2年度国立民族学博物館共同研究計画（一般・若手）の募集について

公募

2020年度北海道大学情報基盤センター萌芽型共同研究の公募について

研究助成

2020年度（第34回）研究助成の募集について

活動助成

国際交流助成

日本学術振興会研究者養成
課卓越研究員事業担当
国立民族学博物館
北海道大学情報基盤セン
ター

2020年4月14日

2020年4月10日

2020年3月6日

2020年4月17日

HPをご確認ください
HPをご確認ください
2020年4月10日
2020年4月3日

（公財）大川情報通信基金 2020年4月10日
（公財）中山隼雄科学技術
文化財団
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2020年4月15日

