
更新日 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2023年3月10日 シンポジウム

第12回JACI/GSCシンポジウム 『「シン・化学」－新

たな価値を実現する化学－』

6月13日：オンライン開催

6月14日：フィジカル開催（一橋講堂：東京都千代田区

一ツ橋2-1-2）

公益財団法人

新化学技術推進協会
詳細はHPをご覧ください。

2023年3月9日 研究助成 第３9回（2023年度）研究助成等のお知らせ
公益財団法人

村田学術振興財団

電子申請：2023年4月7日

書類提出：2023年4月12日　必着

2023年3月7日 研究助成 一般研究助成　令和5年度募集のご案内
公益財団法人セコム科

学技術振興財団
2023年3月20日～4月10日　15：00

2023年3月7日 その他

【3/16 研究者向けオンラインイベント開催】「研究者

がクラウドファンディングをするということ」 -

academist Newsletter 2023年3月7日号

アカデミスト 詳細はHPをご覧ください。

2023年3月7日 ワークショップ

【3/29ハイブリッド開催】2023年度提案募集に向けた

ワークショップ

「どのような時に人は孤立・孤独に陥るの？その一次

予防の仕組みを考える」

国立研究開発法人科学

技術振興機構（JST）

社会技術研究開発セン

ター(RISTEX)

詳細はHPをご覧ください。

2023年3月6日 研究助成 2023年度グラフィック文化に関する学術研究助成
公益財団法人

DNP文化振興財団
2023年4月1日～6月16日  必着

2023年3月2日 研究助成
2023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

医療機器センター医療

機器産業研究所

第19期公募：2023年 3月1日～ 3月31日

第20期公募予定：2023年 7月1日～ 7月31日

第21期公募予定：2023年11月1日～11月30日

2023年2月27日 公募
2023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

公益財団法人

日本生命財団
2023年6月15日 消印有効

2023年2月27日 推薦 第22回（2023年）ドコモ・モバイル・サイエンス賞
株式会社

情報通信総合研究所
2023年5月31日 必着

2023年2月24日 研究助成 2023年度 研究助成金給付の募集について
公益財団法人

戸部眞紀財団
2023年4月20日

2023年2月24日 研究助成
2023年度 研究助成「学問の未来を拓く」募集開始のお

知らせ

公益財団法人

サントリー文化財団
2023年4月6日 23：59
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2023年2月24日 セミナー
【3月15日Web開催】国際政策セミナー「格差、分

配、経済成長」
国立国会図書館 2023年3月14日 17：00

2023年2月17日 公募 令和5年度WEC応用生態研究助成の公募について
一般財団法人

水源地環境センター
2023年4月5日

2023年2月10日 公募
「次世代科学技術チャレンジプログラム」令和5年度企

画提案募集の開始について

国立研究開発法人

科学技術振興機構

（JST）

2023年3月29日 正午

2023年2月9日 公募
【公募予告】「スタートアップ総合支援プログラム

(SBIR支援)」令和5年度研究課題の公募について
農林水産省 ○公募開始（予定）： 2 月下旬～３月上旬

2023年2月7日 公募
令和5年度 「ワクチン・新規モダリティ研究開発事業

（一般公募）」に係る公募について

国立研究開発法人

日本医療研究開発機構

公募開始は令和5年4月中旬予定。詳細は、公募

開始時にHPに掲載する公募要領をご覧くださ

い。

2023年2月3日 研究助成
2023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 2023年4月14日必着

2023年2月3日 研究支援

令和5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

高志の国文学館 2023年３月31日必着

2023年2月2日 公募 2023年度　放送大学教育振興会助成金の公募について
一般財団法人

放送大学教育振興会

2023年4月18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。

2023年2月1日 公募
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ム)の公募について

独立行政法人

日本学術振興会

2023年3月30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。

2023年1月30日 その他
令和５年度採択　e-ASIA JRP 「環境」分野

共同研究課題募集

国立研究開発法人

科学技術振興機構

（JST）

2023年4月28日

2023年1月30日 ワークショップ
環境分野「Low Carbon Society（低炭素社会）」領域

ワークショップ開催

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。

2023年1月24日 研究助成
２０２３年度北海道大学情報基盤センター萌芽型研究

の公募について

 国立大学法人

北海道大学
2023年3月1日～2023年4月7日
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2023年1月24日 研究助成 研究助成2023 公益財団法人 永守財団
2023年2月12日～

2023年5月15日 消印有効

2023年1月10日 研究助成 2023年度 研究助成

公益財団法人　関西エ

ネルギー・リサイクル

科学研究振興財団

詳細はHPをご覧ください。

2022年12月28日 公募 第４６回日税研究賞
公益財団法人

日本税務研究センター
2023年2月1日～3月31日　必着

2022年12月28日 公募 令和5年度 教科書研究に関する公募について
公益財団法人

中央教育研究所
2023年4月25日

2022年12月7日 公募 2023年度　実践的研究助成
公益財団法人

日本生命財団
2023年3月31日

2022年12月1日 公募

2023年度 国立天文台研究集会の公募について

【研究集会】 自然科学研究機構

 国立天文台

第1回募集期間

　Web申請：2023年1月20日 17:00

　承諾書(郵送)：2023年2月3日 必着

第２回募集期間

   Web申請：2023年4月14日～

　　　　　　　　　 6月23日 17:00

　承諾書(郵送)：2023年7月7日 必着

2022年12月1日 研究助成 2023年度 生命保険に関する研究助成
公益財団法人

生命保険文化センター
2023年4月30日 必着

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。

https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/subsidy/applicatioguidelines.html
https://www.krf.or.jp/
https://www.jtri.or.jp/award/application/
https://chu-ken.jp/koubo.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/02.html
https://www2.nao.ac.jp/~open-info/kouryuu/koubo/researchassembly/index.html
https://www2.nao.ac.jp/~open-info/kouryuu/koubo/researchassembly/index.html
https://www2.nao.ac.jp/~open-info/kouryuu/koubo/researchassembly/index.html
https://www.jili.or.jp/workshop/josei/index.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_ca_ai2022.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_ca_ai2022.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_ca_ai2022.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_ca_ai2022.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_ca_ai2022.html
https://www.seikei.ac.jp/university/research/2022/13557.html
https://www.seikei.ac.jp/university/research/2022/13557.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu/2023boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu/2023boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu/2023boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-bottom/01_f_gaiyo.html
https://www.jsps.go.jp/j-bottom/01_f_gaiyo.html
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/index.html

