
更新日 2022年11月16日
受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2022年11月14日 その他 【11月26日Web配信】助成成果発表会
公益財団法人
自然保護助成基金

詳細はHPをご覧ください。

2022年11月10日 セミナー
【JST-RISTEX】11/29オンラインセミナー「科学は
デジタルにのまれるのか」開催のご案内

国立研究開発法人科学
技術振興機構（JST）

詳細はHPをご覧ください。

2022年11月8日 公募説明会

令和4年度生研支援センターの研究資金業務に関する
応募について
※生研支援センターウェブサイト上に説明動画・資
料を掲載

生物系特定産業技術研
究支援センター

詳細はHPをご覧ください。

2022年11月7日 公募 2023年度　共同利用・共同研究募集
放射線災害・医科学研
究拠点

2022年12月5日

2022年11月4日
シンポジウ
ム

【12月16日Web開催】Researcher+シンポジウム
2022－世界で活躍できる研究者育成プログラムの開
発と普及－

国立研究開発法人科学
技術振興機構（JST）

詳細はHPをご覧ください。

2022年11月4日 公募
宮地裕日本語研究基金
学術賞・学術奨励賞

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立国語研究所

2023年1月10日　17：00まで

2022年11月4日 公募 2023年度募集について
公益財団法人
藤森科学技術振興財団

2022年12月31日

2022年10月27日 公募 第9回永守賞 公益財団法人 永守財団 2023年1月31日

2022年10月24日 公募 2023年度日本奥山学会研究助成 日本奥山学会 2022年12月26日　消印有効

2022年10月24日 公募
2023年度国立遺伝学研究所共同研究・研究会の公募
について

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機
構

2022年12月1日　正午まで

https://youtu.be/AhONG5G4mqs
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/489.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/489.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/event/154700.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/event/154700.html
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https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/event/154700.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/event/154700.html
https://housai.hiroshima-u.ac.jp/joint/
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/event/sym2022.html
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/event/sym2022.html
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/event/sym2022.html
https://www.ninjal.ac.jp/
https://www.ninjal.ac.jp/
https://www.fujimori-f.or.jp/index.html
https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/awards/applicatioguidelines.html
https://okuyamasociety.jimdofree.com/%E5%8B%9F%E9%9B%86/
https://www.nig.ac.jp/nig/ja/research-infrastructure-collaboration/nig-collaboration-grant
https://www.nig.ac.jp/nig/ja/research-infrastructure-collaboration/nig-collaboration-grant


2022年10月21日 その他

【11月22日Web開催】「研究者のための＋αシリー
ズ」Vol.17
Challenge Interdisciplinary Research Abroad at the
Postdoc Stage -ポスドク時代に海外で新たな研究分
野に挑戦する-

国立研究開発法人
科学技術振興機構
（JST）

詳細はHPをご覧ください。

2022年10月18日 研究助成
第２回　羽ばたく女性研究者賞
（マリア・スクウォドフスカ＝キュリー賞）

国立研究開発法人
科学技術振興機構
（JST）

2022年12月12日　正午まで

2022年10月17日 研究助成 2023年度TASC助成研究募集のお知らせ
公益財団法人
たばこ総合研究セン
ター

2022年12月1日 消印有効

2022年10月17日 公募 令和5年度の研究助成
公益財団法人
 不二科学技術振興財団

2023年年1月31日 消印有効

2022年10月14日 その他

科学技術振興機構：戦略的国際共同研究プログラム
（SICORP）
「Well Beingな高齢化のためのAI技術」における 日
本（JST）－カナダ（NRC）
国際産学連携共同研究課題の募集について

国立研究開発法人
科学技術振興機構
（JST）

2023年4月3日　17：00

2022年10月17日 公募 第12回新化学技術研究奨励賞募集について
公益財団法人
新化学技術推進協会

2022年12月9日
～2023年2月6日

2022年10月13日 研究助成 2023年度（第57次）研究助成募集のご案内
公益財団法人
吉田秀雄記念事業財団

2022年11年1日
～2023年1月10日

2022年10月11日 公募
2023年度 国立情報学研究所　公募型共同研究につい
て

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機
構

2022年12月1日

2022年10月6日 その他
2023年度（第34回）「経営管理黒澤賞」論文募集
（懸賞論文）

一般社団法人
日本経営管理協会

2023年3月31日 消印有効

2022年10月4日 公募 2023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 2022年12月31日

https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/event/event20221122.html
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http://www.fuji-foundation.or.jp/program.html
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http://www.yhmf.jp/
https://www.nii.ac.jp/research/collaboration/koubo/
https://www.nii.ac.jp/research/collaboration/koubo/
https://www.seikei.ac.jp/university/research/2022/13557.html
https://www.seikei.ac.jp/university/research/2022/13557.html
https://m-alliance.j-milk.jp/koubo/2023/huh1j4000000druf-att/2023_koubo.pdf


2022年10月4日 研究奨励金
2022年「公益信託山田学術研究奨励基金」助成対象
者募集

三菱UFJ信託銀行
株式会社

2022年12月16日

2022年10月4日 ワークショッ

【12月2日ハイブリッド開催】
第29回ニッセイ財団高齢社会ワークショップの参加
者募集のご案内
　ー高齢社会実践的研究助成成果発表ー

公益財団法人
日本生命財団

会場参加：2022年11月16日
オンライン参加：2022年11月24日

2022年10月4日 研究助成 2022年度　 物流研究助成の募集について
公益財団法人
ＳＢＳ鎌田財団

2022年11月30日

2022年10月3日 研究助成 「令和5年度推薦応募」のご案内
公益財団法人
高橋産業経済研究財団

学外締切：2022年11月30日
※申請件数に制限があり、応募が
複数あった場合、学内選考となり
ます。申請される際は、11月15日
までに研究推進課まで連絡くださ
い。

2022年10月3日 公募
日米独先端科学（FoS）シンポジウム
令和5(2023)年度開催分参加研究者を募集について

独立行政法人
日本学術振興会

2022年12月５日～12月７日 17:00

2022年9月27日 研究助成
2022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

2022年12月16日

2022年9月27日 研究助成 2023年度パブリックヘルス科学研究助成金
公益財団法人
パブリックヘルスリ
サーチセンター

2022年11月30日

2022年9月6日 公募 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
所

2022年11月30日

2022年9月2日 公募 第58回リバネス研究費のご案内
株式会社リバネス
研究開発事業部

詳細はHPをご覧ください。

2022年7月19日 研究奨励金 第16回（令和4年度）風戸奨励賞公募の案内
公益財団法人
風戸研究奨励会

2022年12月2日　必着

2022年7月5日 公募
「未来の学術振興構想」の策定に向けた「学術の中
長期研究戦略」の公募開始について

日本学術会議 科学者委
員会 学術研究振興分科
会

2022年12月16日

2022年6月28日 公募
令和5年度 国立歴史民俗博物館共同利用型共同研究
の公募

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

2022年12月31日　必着

2022年6月16日 研究助成 令和4 年度若⼿研究者に対する教科書研究助成事業
公益財団法人教科書研
究センター

2022年7月1日～12月15日

2022年5月17日 研究支援

科学研究費助成事業「学術変革領域研究（学術研究
支援基盤形成）」
【先端バイオイメージング支援プラットフォーム】
第2期

自然科学研究機構
生理学研究所

詳細はHPをご覧ください。

2022年5月9日 研究助成 2022年度奨励研究の公募について
特定非営利活動法人
非営利・協働総合研究
所いのちとくらし

通年
詳細はHPをご覧ください。

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。
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2022年4月12日 その他
令和5（２０２３）年度独立行政法人 日本学術振興
会外国人研究者招へい事業     外国人特別研究員（欧
米短期）

独立行政法人
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。

2022年4月12日 その他
令和5（２０２３）年度独立行政法人 日本学術振興
会外国人研究者招へい事業

独立行政法人
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。

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　医療機
器産業研究所

第16期募集期間　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 公募
令和5年度（2023年度）採用分海外特別研究員-RRA
の募集について

独立行政法人
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

2021年8月16日 共同研究
国際共同研究事業 欧州との社会科学分野における国
際共同研究プログラム（ORA）(令和4年度)

独立行政法人
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

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
国立研究開発法人
科学技術振興機構
（JST)

詳細はHPをご覧ください。
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