
 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2022年12月5日 研究助成 2023年 財政・金融・金融法制研究基金研究助成金募集のお知らせ
公益財団法人
日本法制学会

2023年2年21日～3月1日 必
着

2023年2月9日 公募 オープンイノベーション研究・実用化推進事業 農林水産省 2023年3月7日 正午

2023年2月13日 公募 【3月10日Web開催】第6回成果発表シンポジウムの開催について 滋賀県立大学
2023年3月6日
※先着１００名

2022年12月27日 公募 2023年度共同研究・研究集会の募集について
金沢大学環日本海域環境
研究センター

2023年2月24日

2022年12月9日 公募 2023年度　学術研究奨励金
公益財団法人
三島海雲記念財団

2023年1月10日～2月末日

2023年1月20日 公募 2023年度さくらサイエンスプログラム一般公募
JSTさくらサイエンスプロ
グラム推進本部

2023年1月30日~2023年2月2

2023年2月13日 シンポジウム
【アーカイブ動画のご案内】文部科学省研究大学強化促進事業 奈良先端大国際シ
ンポジウム「日本の研究力高度化への挑戦～研究大学強化促進事業による発展と

奈良先端科学技術大学院
大学

※動画の掲載期間は2月24
日(金)17:00まで

2023年1月11日 公募
ArCS II 若手人材海外派遣プログラム
2023年度 第1回 短期派遣支援

北海道大学北極域研究セ
ンター

2023年2月13日　12：00

2023年1月20日 シンポジウム
【2月16日開催】第６回　自動翻訳シンポジウム
　　　～アフターコロナを見据えた今後のAIを活用した多言語翻訳技術の役割に

総務省、国立研究開発法
人情報通信研究機構、グ

2023年2月14日

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12月6日 公募 2023年度 共同利用・共同研究の提案募集 大阪公立大学 2023年2月6日  17:00必着

2022年12月15日 公募 第12回　新化学技術研究奨励賞
公益社団法人
新化学技術推進協会

 2023年2月6日　17時まで

2023年1月18日 研究助成 2022年度 生産性研究助成 募集のお知らせ（2次）
公益社団法人
新化学技術推進協会

2023年2月6日　17：00

2022年12月8日 公募
第59回リバネス研究費
ダイセル賞・Delighotex賞・森林科学賞・incy-be賞

株式会社リバネス 2023年1月31日

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27日 公募 第9回永守賞 公益財団法人 永守財団
2023年年1月31日 消印有効
※郵送時にE-mailにて要連

2022年12月28日 その他
【2月4日Web開催】2022年度ビジネスモデル検証支援Demo Day・シンポジウム
開催

科学技術振興機構 (JST) 詳細はHPをご覧ください。

2023年1月4日 公募 2023年度共同研究課題の公募について
物質・デバイス領域共同
研究拠点

2023年1月11日～2023年
2月2日

2023年1月20日 公募
【2月1日Web開催】2023年度さくらサイエンスプログラム事業・公募説明会のご
案内

JSTさくらサイエンスプロ
グラム推進本部

詳細はHPをご覧ください。

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
【共同開発研究】

自然科学研究機構
 国立天文台 Web申請：2023年1月20日

2022年12月7日 研究助成 2022年度 第三次 研究助成募集のご案内
公益財団法人 牧誠財団
(旧メルコ学術振興財団)

2023年1月26日  必着

2022年12月13日 公募説明会
上記の2023（令和5）年度インキュベーション研究（IS）・予備研究（FS）に応
募をご検討されている方はWeb公募説明会にご参加ください。

総合地球環境学研究所
参加希望の方は所属と氏名
を記載のうえ下記までメー

2022年12月13日 公募
2023（令和５）年度実践プロジェクト インキュベーション研究（IS）・予備研
究（FS） 公募について

総合地球環境学研究所 2023年1月23日  10:00必着

2022年12月26日 シンポジウム
【1月20日開催】文部科学省研究大学強化促進事業 奈良先端大国際シンポジウム
「日本の研究力高度化への挑戦～研究大学強化促進事業による発展と今後の展開

国立大学法人
奈良先端科学技術大学院

詳細はHPをご覧ください。

2023年1月6日 公募 令和5年度労災疾病臨床研究事業費補助金
厚生労働省
労働基準局

2023年1月27日　17：30

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

2023年1月10日　17：00ま
で

2022年11月21日 公募 日本医療研究開発大賞 文部科学省研究振興局
2023年1月18日　23：55

2022年11月24日 公募 令和5年度 プロジェクト研究
自然科学研究機構
アストロバイオジーセン

2022年12月1日
～2022年1月11日 17：00

2022年12月1日 公募 2023年度 核融合科学研究所共同研究公募 核融合科学研究所 2023年1月13日　15:00

2022年12月2日 公募 エクスプロラシオン・フランス 2023 公募 フランス大使館 2023年1月13日　23:59

2022年12月7日 公募 2023 年度 共同利用・共同研究 公募案内 九州大学応用力学研究所 2023年1月15日

2022年12月9日 公募 令和5年度　東北大学加齢医学研究所共同研究の公募について
国立大学法人
東北大学

2023年1月13日  必着

2022年12月28日 その他
【1月13日Web開催】「研究者のための＋αシリーズ」Vol.18
Understanding the Nature of the Editorial Process -Fight or Flight the

科学技術振興機構 (JST) 詳細はHPをご覧ください。

2022年12月28日 その他 令和5年度人物交流派遣・招聘事業のご案内
公益財団法人
国際文化交流事業財団

2023年1月15日

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

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

2022年12月31日　必着

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12月5日 シンポジウム
【12月21日Web開催】スーパーコンピュータ
「富岳」成果創出加速プログラム

一般財団法人
高度情報科学技術研究機

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。

1

https://www.hoseigakkai.jp/info/2022/1129161353.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/open-innovation/offering/koubo/2023.html
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mmr2e9F9TyWC2UaMCOI1cQ
http://www.ki-net.kanazawa-u.ac.jp/coop/research/
https://www.mishima-kaiun.or.jp/virtue/
https://ssp.jst.go.jp/program/application_shohei/
https://youtu.be/W3m1a_u-SsI
https://youtu.be/W3m1a_u-SsI
https://www.nipr.ac.jp/arcs2/info/essential1-2023/
https://www.nipr.ac.jp/arcs2/info/essential1-2023/
https://jido-hon-yaku.nict.go.jp/event/230216/
https://jido-hon-yaku.nict.go.jp/event/230216/
https://www.jaci.or.jp/recruit/page_02_12_2023.html
https://www.omu.ac.jp/orp/ocami/info/news1/entry-19368.html
https://www.jaci.or.jp/recruit/page_02_12_2023.html
https://www.jaci.or.jp/recruit/page_02_12_2023.html
https://r.lne.st/grant/59-delightex/
https://r.lne.st/grant/59-delightex/
http://www.fuji-foundation.or.jp/program.html
https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/awards/applicatioguidelines.html
https://form.jst.go.jp/enquetes/2022biz-model_demoday_symposium
https://form.jst.go.jp/enquetes/2022biz-model_demoday_symposium
https://five-star.sanken.osaka-u.ac.jp/
https://form.jst.go.jp/enquetes/2023sakurajigyosetsumei
https://form.jst.go.jp/enquetes/2023sakurajigyosetsumei
https://www2.nao.ac.jp/%7Eopen-info/kouryuu/koubo/kyodokaihatsu/index.html
https://www2.nao.ac.jp/%7Eopen-info/kouryuu/koubo/kyodokaihatsu/index.html
http://melco-foundation.jp/
https://www.chikyu.ac.jp/rihn/news/careers/detail/22/
https://www.chikyu.ac.jp/rihn/news/careers/detail/22/
https://www.chikyu.ac.jp/rihn/news/careers/detail/22/
https://www.chikyu.ac.jp/rihn/news/careers/detail/22/
https://rusymposium-nara.com/
https://rusymposium-nara.com/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/hojokin.html
http://www.yhmf.jp/
https://www.ninjal.ac.jp/
https://www.ninjal.ac.jp/
https://www.murc.jp/publicity/news/news_221118/
https://exoplanet.mtk.nao.ac.jp/application/
https://www.nifs.ac.jp/collaboration/kobo.html
https://jp.ambafrance.org/article13783
https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/joint/offering.html
https://www.idac.tohoku.ac.jp/site_ja/news/15991/
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/event/event20230113.html
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/event/event20230113.html
https://www.jicef.or.jp/dispatch
https://m-alliance.j-milk.jp/koubo/2023/huh1j4000000druf-att/2023_koubo.pdf
https://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/public_ad/index.html
https://okuyamasociety.jimdofree.com/%E5%8B%9F%E9%9B%86/
https://www.fujimori-f.or.jp/index.html
https://fugaku100kei.jp/events/kasoku/2022/
https://fugaku100kei.jp/events/kasoku/2022/
https://www.taf.or.jp/grant-b/02/


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

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

通年
詳細はHPをご覧ください。

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

第16期募集期間　2022年3
月1日～2022年3月31日

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

2022年12月12日　正午まで

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8日 公募説明会
令和4年度生研支援センタ 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16日 その他
【12月19日ハイブリッド開催】
2022年度第１回県大ICT研究サロン

滋賀県立大学 2022年12月12日

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21日 シンポジウム JSPS男女共同参画推進シンポジウム
独立行政法人
日本学術振興（JSPS）

2022年12月6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

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、

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4日 ワークショップ
【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

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

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

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。

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

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7月5日 研究助成 2022年度　研究助成等の募集のご案内 公益財団法人大林財団
2022年10月1日～10月31日
15:00

2022年7月4日 研究助成 第18回　児童教育実践についての研究助成
公益財団法人
博報堂教育財団

2022年10月31日

2022年6月30日 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
５年度 研究提案募集について（予告）

国立研究開発法人
科学技術振興機構

2022年９月上旬～11月上旬
（予定）

2022年8月29日 研究助成 2022年度研究助成募集のご案内
一般財団法人
第一生命財団

2022年10月31日

2022年8月26日 研究助成
2023(令和5)年度　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

公益財団法人
平和中島財団

2022年10月31日

2022年8月19日 公募 2023年度公募助成
公益財団法人
JR西日本あんしん社会財

2022年10月1日~11月15日

2022年8月17日 研究助成 2022年度 野口遵研究助成金
公益財団法人

2022年9月1日~10月31日
12：00

2022年8月1日 研究助成 2022年度 第3回研究助成
公益財団法人
萩原学術振興財団

2022年10月31日（必着）

2022年8月29日 研究奨励金 日本経済研究センター研究奨励金
公益財団法人
日本経済研究センター

2022年10月31日

2022年9月6日 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5年度 研究提案募集開始

国立研究開発法人 科学技
術振興機構（JST）

 2022年11月7日 12:00
※申請される際は、お早め

2022年9月15日 公募
第16回資生堂 女性研究者サイエンスグラント
募集開始のご案内

資生堂 2022年11月16日 12:00

2022年10月3日 公募
令和4年度挑戦的研究助成
~セコムチャレンジ2022~

公益財団法人
セコム科学技術振興財団

2022年10月24日~11月18日
15:00

2022年10月4日 ワークショップ
【11月23日ハイブリッド開催】
2022年度実践的研究助成ワークショップのご案内

公益財団法人
日本生命財団

会場参加：2022年11月4日
オンライン参加：2022年11

2022年10月6日 研究助成 第18回児童教育実践についての研究助成
公益財団法人
博報堂教育財団

2022年10月31日
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https://www.inhcc.org/jp/research/subsidize/20220425-encourage.html
https://www.nibb.ac.jp/abis/news/page/2/
https://www.nibb.ac.jp/abis/news/page/2/
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
https://textbook-rc.or.jp/wakate/
https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.html
https://www.kansaimiraibank.co.jp/about/newsrelease/detail/20221003_2737.html
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kenkyukeikaku/25koubo.html
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kenkyukeikaku/25koubo.html
https://www.jst.go.jp/diversity/researcher/mscaward/index.html
https://www.jst.go.jp/diversity/researcher/mscaward/index.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.naro.go.jp/laboratory/brain/event/154700.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/event/154700.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/event/154700.html
https://www.ict.usp.ac.jp/posts/salon3.html
https://www.ict.usp.ac.jp/posts/salon3.html
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos/suisen.html
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos/suisen.html
https://www.sbs-kamatazaidan.or.jp/skzd/furtherance/
https://housai.hiroshima-u.ac.jp/joint/
https://r.lne.st/grants/
https://www.minto.or.jp/products/assist2.html#h1
https://phrf.jp/aboutus/gaiyou_jyosei_oubo.php
https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/kyoten/ja/call_for_proposals-1.html
http://takahashi-f.or.jp/entry/index.shtml
https://www.sbs-kamatazaidan.or.jp/skzd/furtherance/
http://nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/03.html#work�
http://nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/03.html#work�
https://www.tasc.or.jp/
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/event/event20221122.html
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/event/event20221122.html
https://www.nig.ac.jp/nig/ja/research-infrastructure-collaboration/nig-collaboration-grant
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/489.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/489.html
https://youtu.be/AhONG5G4mqs
https://www.obayashifoundation.org/urbanstudies/
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/subsidy/
https://www.jst.go.jp/global/koubo.html
https://www.jst.go.jp/global/koubo.html
http://group.dai-ichi-life.co.jp/d-housing/boshu.html
http://hnf.jp/josei/
http://hnf.jp/josei/
https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/activity/
https://www.noguchi.or.jp/subsidy.php
https://hagiwara-foundation.or.jp/program/grant2022/#program
https://www.jcer.or.jp/about-jcer/incentive
https://www.jst.go.jp/global/koubo.html
https://www.jst.go.jp/global/koubo.html
https://corp.shiseido.com/jp/rd/doctor/grants/science/
https://corp.shiseido.com/jp/rd/doctor/grants/science/
https://www.secomzaidan.jp/challenge.html
https://www.secomzaidan.jp/challenge.html
http://nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/pdf/ws_a4.pdf
http://nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/pdf/ws_a4.pdf
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/subsidy/


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2022年10月11日 研究助成 2022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
公益財団法人
サントリー文化財団

2022年11月8日

2022年10月11日 公募 2023年度 河川基金助成募集
公益財団法人
河川財団

2022年11月15日 18:00

2022年10月14日 その他
「Well Beingな高齢化のためのAI技術」における 日本（JST）－カナダ（NRC）
産学連携公募

国立研究開発法人
科学技術振興機構

2022年11月16日まで受付
事前参加登録↓

2022年10月21日 その他  【三菱みらい育成財団】2022年度第２回交流会のご案内（11/9、11/11）
一般財団法人
三菱みらい育成財団

2022年11月3日

2022年10月21日 その他
【11月17日Web開催】「研究者のための＋αシリーズ」Vol.16
Tips for Sharing Your Science News With the World

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。

2022年7月20日
フォーラム・シ
ンポジウム等開

【10月27日-28日開催】『第3回日独仏AIシンポジウム』
人工知能研究開発ネット
ワーク事務局

詳細はHPをご覧ください

2022年8月5日 研究助成 2023年度笹川科学研究助成の募集
公益財団法人
日本科学協会

2022年 9月15日~10月17日
23：59

2022年8月10日 公募 令和5年度の「海外研究者招へい」の公募開始
国立研究開発法人
情報通信研究機構

2022年10月27日 17：00
（必着）

2022年8月17日 公募 環境研究総合推進費　令和5年度新規課題
独立行政法人
環境再生保全機構

2022年9月16日~10月21日
※申請される際は、お早め

2022年9月6日 公募 令和5年度 共同利用研究等の公募
京都大学複合原子力科学
研究所

2022年10月26日
※プロジェクト採択分担者

2022年9月27日 シンポジウム 【10月23日開催】ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2022
独立行政法人
日本学術振興会

詳細はHPをご覧ください。

2022年8月5日 研究助成 2023年度笹川科学研究助成の募集
公益財団法人
日本科学協会

2022年 9月15日~10月17日
23：59

2022年5月31日 その他 第36回（2022年度）中小企業懸賞論文
一般財団法人
商工総合研究所

2022年8月1日～10月14日

2022年6月27日 研究助成
2022年度　助成金・補助金応募のご案内
（シミュレーション& ゲーミングに関する調査研究　他）

公益財団法人
科学技術融合振興財団

2022年10月15日
電子メールの場合は必着

2022年7月15日 公募 令和4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
一般財団法人
 民間都市開発推進機構

2022年10月11日　12：00

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

2022年10月14日　必着

2022年8月1日 公募
【公募予告】低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事業 2022年度研究提案
募集

国立研究開発法人
科学技術振興機構(JST)

８月下旬～10月上旬

2022年8月10日 公募 令和5・6年度の「国際研究集会開催支援」の公募開始
国立研究開発法人
情報通信研究機構

2022年10月13日 17：00
（必着）

2022年8月17日 公募 令和4年度採択　新たな国際頭脳循環モード促進プログラム　公募のお知らせ
国立研究開発法人
科学技術振興機（JST）

2022年10月11日 12:00
※申請される際は、お早め

2022年8月24日 公募
【公募開始】低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事業2022年度研究提案募
集

国立研究開発法人
科学技術振興機構(JST)

2022年10月11日 12:00
※申請される際は、お早め

2022年8月29日 研究助成 調査研究並びに助成研究の募集
公益財団法人
中山隼雄科学技術文化財

2022年10月15日

2022年9月7日 公募
令和４年度 革新的自殺研究推進プログラム
の公募実施について

厚生労働大臣指定法人・
一般社団法人

2022年10月11日  17:30

2022年9月1日 研究助成 2022年度 第二次 研究助成募集のご案内
公益財団法人 牧誠財団
(旧メルコ学術振興財団)

2022年10月6日  必着

2022年4月4日 公募
第12回「倒産・再生法制研究」に関する懸賞論文の募集について（通称：高木
賞）

公益財団法人
民事紛争処理研究基金

2022年6月1日～
2022年9月30日  (当日消印

2022年4月4日 研究助成 民事紛争処理に関する研究の助成について
公益財団法人
民事紛争処理研究基金

2022年6月1日～
2022年9月30日  (当日消印

2022年3月30日 研究助成 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

2022年9月30日

2022年4月18日 その他 第２回（２０２２年度）　懸賞論文制度
一般財団法人
日本内部監査研究所

2022年9月30日　消印有効

2022年5月26日 公募 「第12回（2023年度）三島海雲学術賞（人文科学部門）」候補者推薦について
公益財団法人
三島海雲記念財団

2022年8月1日～9月30日
　　　　　　　当日消印有

2022年5月26日 公募 「第12回（2023年度）三島海雲学術賞（自然科学部門）」候補者推薦について
公益財団法人
三島海雲記念財団

2022年8月1日～9月30日

2022年5月24日 研究助成
東北大学　知のフォーラム
2024年度開催テーマプログラム募集

東北大学 2022年9月30日

2022年5月31日 その他 第47回（2022年度）中小企業研究奨励賞
一般財団法人
商工総合研究所

2022年8月1日～9月30日
必着

2022年6月23日 公募 2022年度 研究助成事業
公益財団法人
薬力学研究会

2022年9月30日　必着

2022年6月21日 出版助成 第34回名古屋大学出版会学術図書刊行助成
一般財団法人
名古屋大学出版会

2022年9月20日

2022年6月20日 研究助成
2023年度研究助成プログラム
ブループラネット地球環境特別研究助成 【新設プログラム】

公益財団法人
旭硝子財団

2022年9月22日

2022年6月24日 研究助成 令和５年度港湾関係助成対象研究の募集について
公益社団法人
日本港湾協会

2022年8月1日
～2022年9月30日　必着

2022年7月5日 公募
国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム）
日ブラジル（FAPESP）共同研究「バイオテクノロジー／バイオエネルギー」

国立研究開発法人
科学技術振興機構(JST)

2022年9月21日　12:00
※申請される際は、お早め

2022年7月6日 公募 2022年度　経営科学研究奨励金助成研究の公募
一般社団法人
日本経営協会

2022年9月30日　消印有効

2022年7月12日 公募 令和5年度　日教弘本部奨励金の公募について
公益財団法人
日本教育公務員弘済会

2022年9月30日

2022年7月21日 研究助成 2023年度　日本万博博覧会記念基金助成事業募集について
公益財団法人
 関西・大阪 21 世紀協会

2022年9月1日~9月30日

2022年7月20日 研究助成
放送にかかわりのある
①技術の研究・開発

公益財団法人
放送文化基金

2022年9月1日~9月30日

2022年8月5日 その他
戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）
テーマ候補・研究総括候補の募集

国立研究開発法人
科学技術振興機構(JST)

2022年9月18日
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https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/
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 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2022年8月4日 公募説明会 【9月27日WEB開催予定】第2回公募説明会（令和5年度新規課題公募の内容）
独立行政法人
環境再生保全機構

詳細はHPをご覧ください。

2022年8月17日 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5年度新規課題 第2回公募
説明会

独立行政法人
環境再生保全機構

2022年9月20日　17：00

2022年8月22日 公募 2023年度国立天文台NAOJシンポジウムの公募について
自然科学研究機構
国立天文台

 2022年9月 22日 17:00
承諾書(郵送)： 2022年10月

2022年8月24日 シンポジウム
【9月30日会場・オンライン（zoom）併催】
第2回OPERAシンポジウム

東京農工大学 2022年9月26日 17：00

2022年7月22日 公募 第57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5月2日 研究助成 りそな環境助成
公益財団法人
りそなアジア・オセアニ

2022年5月16日～8月31日

2022年6月13日 研究支援
二国間交流事業（共同研究・セミナー）
（令和５(2023)年度）

独立行政法人
日本学術振興会

2022年9 月6 日　17:00
※申請される際は、お早め

2022年6月9日 研究助成 研究助成基金等助成候補者募集のご案内 上原記念生命科学財団 2022年9月2日

2022年6月20日 その他
【2023年2月27日～3月3日開催】
第14 回HOPEミーティング

独立行政法人
日本学術振興会

2022年9月9日　17：00

2022年6月20日 研究助成
2023年度研究助成プログラム
サステイナブルな未来への研究助成

公益財団法人
旭硝子財団

2022年9月9日

2022年7月5日 公募 令和5（2023）年度　国際日本文化研究センター共同研究
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構 2022年9月5日　必着

2022年7月6日 研究奨励金 2022 年度（第 54 回）倉田奨励金
公益財団法人
日立財団

2022年9月15日

2022年7月11日 公募 住友生命　第16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 2022年9月9日　必着

2022年7月15日 研究助成 令和4年度　研究助成募集について
公益財団法人
上廣倫理財団

2022年9月15日　必着

2022年8月1日 公募 令和５年度 「花博自然環境助成」事業の公募について
公益財団法人
国際花と緑の博覧会記念

2022年9月9日（消印有効）

2022年8月8日 公募
高等教育機関における共同講座創造支援事業費補助金（中小企業新事業創出促進
対策事業）の２次公募について

経済産業省
近畿経済産業局

2022年9月2日　17：00

2022年1月7日 研究助成 2022年度 試験研究助成
公益財団法人　関西エネ
ルギー・リサイクル科学

2022年8月31日

2021年9月12日 共同研究 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B） 京都大学数理解析研究所
第3回〆切　2022年8月31日

2022年6月9日 研究助成 2022年度学術研究助成事業
公益財団法人
全国銀行学術研究振興財

2022年7月1日～８月31日

2022年6月13日 その他 2022年度公募委託調査研究募集 全労済協会
2022年8月31日　17：00必
着

2022年6月16日
フォーラム・シ
ンポジウム等開

情報科学に関するフォーラム・シンポジウム等開催
公益財団法人
栢森情報科学振興財団

2022年8月31日

2022年6月16日 研究助成  情報科学に関する研究
公益財団法人
栢森情報科学振興財団

2022年8月31日

2022年6月20日 公募
2023年度研究助成プログラム
研究奨励

公益財団法人
旭硝子財団

2022年8月26日

2022年6月27日 ワークショップ
　【8月30日開催】第11回SPring-8データ科学研究会／第78回SPring-8先端利用
技術ワークショップ「データ駆動型スペクトル解析と「富岳」を活用した計測

　
公益財団法人

2022年8月24日　12:00

2022年6月28日 公募 令和5年度 国立歴史民俗博物館共同研究の公募
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構

2022年8月31日　必着

2022年7月6日 その他 令和5年度　全国発明表彰募集
公益社団法人
発明協会

2022年8月31日　消印有効

2022年7月12日 公募 異分野融合型共同研究の公募について  国立国語研究所 2022年8月29日　17:00

2022年7月29日 研究助成 2022年度 食の文化研究助成
公益財団法人
味の素食の文化センター

2022年8月31日

2022年8月3日 その他
【9月1日Web開催】「研究者のための＋αシリーズ」Vol.15
Beyond Border, Beyond Disciplines －国境を越えた異分野融合研究の魅力－

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5月31日 研究助成 令和 4 年度 ホクト生物科学振興財団助成先公募
公益財団法人
ホクト生物科学振興財団

2022年8月26日　必着

2022年6月3日 公募 令和5(2023)年度 日本人海外留学奨学生
公益財団法人
中島記念国際交流財団 2022年8月1日～８月19日

2022年6月3日 研究助成 令和5(2023)年度 日本人若手研究者研究助成金の募集
公益財団法人
中島記念国際交流財団 2022年8月1日～８月19日

2022年6月2日 共同研究 共同研究公募プログラム「TaNeDS(タネデス)」 第一三共株式会社 2022年8月1日　17：００

2022年6月13日 研究支援
特定国派遣研究者事業（令和５(2023)年度）
（対象国にスイスが新規追加されました）

独立行政法人
日本学術振興会

2022年8月24日～8月31日
17:00

2022年6月16日 その他 令和5（2023）年度日本学術振興会論文博士号取得希望者支援事業
独立行政法人
日本学術振興会

2022年8月15日～8月19日
17:00

2022年6月16日 研究助成
第45回（2023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
学術研究募集

公益財団法人
石本記念デザントスポー

2022年8月5日

2022年6月20日 その他
【2023年6月25日～30日開催】
令和5年度リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業

独立行政法人
日本学術振興会

2022年8月5日　17：00
※申請される際は、お早め

2022年6月23日 公募 武田薬品工業　研究公募COCKPI-T Funding 2022のご案内
武田薬品工業
株式会社

2022年8月17日　17：00

2022年7月4日 公募 2022年度　共同研究公募制度のご案内
東京エレクトロン
株式会社

2022年8月1日～ 8月12日

2022年7月15日
フォーラム・シ
ンポジウム等開

【8月3日開催】未来社会にむかう理研放射光センター・産業界連携シンポジウム
 第1回　カーボンニュートラルにむけた水素利用

理化学研究所
放射光科学研究センター

詳細はHPをご覧ください

2022年7月15日 その他 ABS指針に関するパブリックコメントの募集について  国立遺伝学研究所
2022年8月3日
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https://www.zenrosaikyokai.or.jp/thinktank/research/assistance/
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https://www.jsps.go.jp/j-bilat/tokuteikoku/shinsei_bosyu.html
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https://www.tel.co.jp/rd/jointresearch/
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 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2022年7月19日 公募  「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」第2回公募開始のお知らせ
生物系特定産業技術研究
支援センター

2022年8月22日　12：00

2022年7月22日 シンポジウム
【 8月30日開催】東京農工大学COI-NEXT事業 第2回シンポジウム（弘前大学共
催）

東京農工大学 2022年8月23日

2022年8月3日 その他
【8月25日Web開催】「研究者のための＋αシリーズ」Vol.14
How to Develop Your Diplomacy as a Researcher －「研究者」と「外交」－

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8月4日 公募説明会 【8月22日WEB開催】第1回公募説明会（推進費制度や公募の概要）
独立行政法人
環境再生保全機構

2022年8月17日

2022年4月18日 研究支援 令和5年度 長生きを喜べる長寿社会実現研究支援の公募
公益財団法人
長寿科学振興財団

2022年7月1日～7月29日

2022年5月2日 研究助成 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
りそなアジア・オセアニ

2022年5月16日～7月29日

2022年5月9日 研究助成 2023年度 研究助成の募集
公益財団法人
お酒の科学財団

2022年7月29日　17:00

2022年5月24日 研究助成 2022年度　岸本基金研究助成
公益財団法人
千里ライフサイエンス振

2022年6月1日～7月29日

2022年5月27日 研究助成 生協総研賞第20回助成事業募集のご案内
公益財団法人
生協総合研究所

2022年7月29日

2022年6月2日 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
国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

2022年7月29日　17：００
※申請される際は、お早め

2022年6月2日 研究助成 第57回リバネス研究費の公募 株式会社リバネス 詳細はHPをご覧ください。

2022年6月23日 公募
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

2022年7月29日

2022年6月27日 研究助成 令和4年度ＪＡ研究表彰奨励事業
一般社団法人
日本協同組合連携機構

2022年7月22日

2022年6月28日 その他
「富岳」PRインタビュー動画
「次世代研究者賞」受賞記念：

一般財団法人
高度情報科学技術研究機

詳細はHPをご覧ください

2022年7月5日 その他
【7/28（木）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　2022年度キックオフ

池田泉州銀行
2022年7月25日
応募多数の場合先着順

2022年7月6日 公募
大学発新産業創出プログラム（START）において、プロジェクト推進型
SBIRフェーズ1支援の2022年度公募

国立研究開発法人
科学技術振興機構(JST)

2022年7月20日　12:00

2022年7月11日 その他 小林製薬 青い鳥財団のご案内
公益財団法人
小林製薬 青い鳥財団

2022年7月29日　必着

2022年7月15日 講演会 2022年度ABS講習会の開催  国立遺伝学研究所 詳細はHPをご覧ください

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

詳細はHPをご覧ください。
※申請される際は、お早め

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。

2021年11月8日 シンポジウム 国際学会「ICBIR2022」のご案内 泰日工業大学 詳細はHPをご覧ください。

2021年9月16日 公募 「富岳」Society 5.0推進利用課題の公募開始について
一般財団法人高度情報科
学技術研究機構(RIST)

詳細はHPをご覧ください。

2022年1月27日 その他
スーパーコンピュータ「富岳」 試行課題のファーストタッチオプションの開始に
ついて

一般財団法人高度情報科
学技術研究機構

随時
詳細はHPをご覧ください

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の募集について
独立行政法人

詳細はHPをご覧ください。
※申請される際は、お早め

2022年4月1日 公募
【JSPS】令和5年度（2023年度）採用分特別研究員-PD,　DCの電子申請システ
ムによる受付開始について

独立行政法人
独立行政法人 独立行政法

詳細はHPをご覧ください。
※申請される際は、お早め

2022年4月5日 研究助成
「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
術交流等に対する助成

公益財団法人
金型技術振興財団

詳細はHPをご覧ください

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
外国人特別研究員（一般）

独立行政法人
日本学術振興会

※申請期間延長
詳細はHPをご覧ください。

2022年5月11日 セミナー 【7月19日Web開催】第2回海外留学オンラインセミナー 上原記念生命科学財団
参加には事前申し込みが必
要です。

2022年5月11日 その他 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 防衛装備庁 技術戦略部 詳細はHPをご覧ください。

2022年5月13日 公募
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

国立研究開発法人
科学技術振興機構

2022年7月18日
※申請される際は、お早め

2022年6月2日 その他 第33期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の募集
公益財団法人
自然保護助成基金

2022年7月14日　必着

2022年6月13日 公募 「スタートアップ総合支援プログラム(SBIR支援)」の令和4年度研究課題の公募
国立研究開発法人 農業・
食品産業技術総合研究機

2022年7月14日　12:00
※申請される際は、お早め

2022年6月23日 その他
3月29日(火)に開催しました「「富岳」成果創出加速プログラム」公開シンポジウ
ムのアーカイブ動画のご案内

一般財団法人
高度情報科学技術研究機

詳細はHPをご覧ください

2022年6月23日 公募 2022年度（第5期）学術研究助成事業募集のご案内
一般財団法人
日本国土開発未来研究財

2022年7月15日
消印有効

2022年5月18日 その他 「STI for SDGs」アワード” の2022年度募集について
国立研究開発法人
科学技術振興機構

2022年7月11日

2022年5月27日 研究助成 2022年度研究助成募集のおしらせ
公益財団法人
中谷医工計測技術振興財

2022年7月11日

2022年3月25日 公募 2022年度 国際交流助成(後期)公募のご案内
公益財団法人
立石科学技術振興財団

2022年6月30日

2021年3月9日 その他
【電子申請受付開始】「富岳」随時募集課題について
「富岳」試行課題（一般／産業）

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

2020年10月22日 その他
【人工知能研究開発ネットワーク】Facebook　プライベートグループ開設のお知
らせ

人工知能研究開発ネット
ワーク事務局

ご希望の方は研究推進課ま
でご連絡ください。

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

第２回募集期間
   Web申請：2022年4月15

2022年3月10日 研究助成 2022年度研究調査助成及び研究出版助成の募集について
公益財団法人
日本証券奨学財団

2022年4月1日～
2022年６月30日   必着
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https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/r05_koubo_3.html
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https://www.jst.go.jp/start/sbir/call2022.html
https://www.kobayashi-foundation.or.jp/
https://idenshigen.jp/
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
https://icbir.tni.ac.th/
https://www.hpci-office.jp/pages/latest_210913-2
https://www.hpci-office.jp/materials/press_20220127.pdf
https://www.hpci-office.jp/materials/press_20220127.pdf
https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html
http://www.katazaidan.or.jp/application/apply_for_grant/
http://www.katazaidan.or.jp/application/apply_for_grant/
https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/31_boshuyoko_2022.html
https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/31_boshuyoko_2022.html
https://www.mod.go.jp/atla/funding/seika.html#seika_gaiyo
https://www.pronaturajapan.com/foundation/pronatura_fund.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/startup/koubo/R04.html
https://fugaku100kei.jp/events/kasoku/2021/#ancPoint01
https://fugaku100kei.jp/events/kasoku/2021/#ancPoint01
https://www.jdc-miraizaidan.or.jp/guide/gakujutsukenkyu.html
https://www.jst.go.jp/sis/co-creation/sdgs-award/
https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_tech_top/
https://www.tateisi-f.org/research/i_exch/index2.html
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.c
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.c
https://www2.nao.ac.jp/%7Eopen-info/kouryuu/koubo/researchassembly/index.html
https://jssf.or.jp/


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2022年3月25日 公募 2022年度 国際会議開催助成 公募のご案内
公益財団法人
立石科学技術振興財団

2022年6月30日

2022年4月12日 公募 第18回「税に関する論文」募集
公益財団法人
納税協会連合会

2022年6月30日

2022年4月12日 研究助成 ２０２２年度「基礎科学研究助成」及び「環境研究助成」
公益財団法人
住友財団

2022年6月30日

2022年4月18日 フェロ－シップ 2023年度「台湾奨助金」（TaiwanFellowship）のご案内
台北駐大阪経済文化弁事
処

2022年5月1日～6月30日
※申請される際は、お早め

2022年4月18日 研究助成 ２０２２年度　研究助成募集
一般財団法人
日本内部監査研究所

2022年6月30日　消印有効

2022年5月9日 研究助成 2022年度(第32回)研究助成募集について
公益財団法人
医療科学研究所

2022年6月30日

2022年6月1日 研究助成 第14回　住教育授業づくり助成　募集 一般財団法人 住総研 2022年6月30日　必着

2022年6月3日 その他
【6月24日Web開催】「研究者のための＋αシリーズ」Vol.13
Telling Your Story in a Scientific Paper －国際トップジャーナル編集者の目線か

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。

2022年6月10日 その他 第４回輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）
国立研究開発法人
科学技術振興機構

2022年6月30日　正午

2022年3月29日 研究助成 第10回(2023年度)研究助成事業　「研究者育成助成」＜ロッテ重光学術賞＞
公益財団法人
 ロッテ財団

2022年6月24日　正午

2022年4月4日 研究助成 2022年度「アジア歴史研究助成」候補研究募集について 公益財団法人ＪＦＥ21世紀
2022年4月18日～
2022年6月20日

2022年4月25日 フォーラム
【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」

東京外国語大学アジア・ア2022年6月22日　正午

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 特定非営利活動法人非営利2022年6月20日　消印有効

2022年5月16日 研究支援
【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」

生命科学連携推進協議会 詳細はHPをご覧ください。

2022年5月24日 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　17：00

2022年5月27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

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2月24日 研究助成
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
（実践的課題研究・若手実践的課題研究）

公益財団法人
日本生命財団

2022年6月15日

2022年3月4日 研究助成
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　2022年度募集のご
案内

公益財団法人
DNP文化振興財団

2022年4月1日～
2022年6月17日  必着

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
一般財団法人
中辻創智社

2022年4月11日～
2022年6月12日

2022年4月4日 研究支援 2022年度 学術研究支援（研究助成）募集について
公益財団法人
野村マネジメント・ス

2022年4月15日～
2022年6月30日  17：00

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
公益財団法人
鉄鋼環境基金

2022年5月31日  17：00

2022年4月5日 研究助成 2022度　研究助成公募案内
一般財団法人
建設物価調査会

2022年6月15日

2022年4月12日 研究助成 2022年度(第36回)　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10日　必着

2022年4月12日 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
公益財団法人
マツダ財団

2022年6月15日　必着

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

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
一般社団法人
カーボンリサイクルファ

2022年6月15日　17：００
郵便物は当日消印有効

2022年6月3日 補助金 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 2022年6月15日　17：00

2022年3月22日 推薦 第１3回令和4年度 日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦について（依頼）
独立行政法人
日本学術振興会

2022年3月23日 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 国立研究開発法人日本医療
2022年5月31日　17:00
※申請される際は、お早め

2022年4月2日 研究助成 2022年度　 研究助成の募集
一般財団法人
ゆうちょ財団

2022年5月31日 必着

2022年4月5日 研究奨励金
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

みずほ信託銀行 株式会社 2022年5月31日  必着

2022年4月5日 研究助成 2０２２年度マツダ研究助成（科学技術振興関係）の公募
公益財団法人
マツダ財団

2022年5月31日　必着

2022年4月18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(学術分野) 電気通信普及財団 2022年5月31日

2022年4月18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

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18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

2022年4月18日 研究助成 2022年度募集・2023年度開講　特別講義開設援助 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　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
2022年5月31日　必着
※申請される際は、お早め
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https://www.tateisi-f.org/research/i_conf/
https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/34940.html
https://jiarf.org/wp/research-grant/
https://www.iken.org/assist/about.html
http://www.jusoken.or.jp/diffuse/education2.html
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/seika/event20220624.html
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/seika/event20220624.html
https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html
http://www.lotte-isf.or.jp/method.html
http://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/entrance.html
https://gisr-forum.aa-ken.jp/
https://gisr-forum.aa-ken.jp/
https://www.inhcc.org/jp/research/subsidize/20220425-subsidize.html
http://platform.umin.jp/kickoff/
http://platform.umin.jp/kickoff/
https://www.hpci-office.jp/pages/seminar_alamode_220628
https://www.hpci-office.jp/pages/seminar_hpcweb_220624
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000552784.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
https://www.dnpfcp.jp/foundation/grants/
https://www.dnpfcp.jp/foundation/grants/
https://nakatsuji-ff.org/offering/research-grant/
https://system.nsam.or.jp/login/index.html
http://www.sept.or.jp/02jyoseijigyou/02sinnseisyo/sinseisyo.html
https://www.kensetu-bukka.or.jp/trendtopics/subsidy/2022application/
http://www.okawa-foundation.or.jp/application/research_grant.html
https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/human_serach/index.html
https://www.genome-sci.jp/whatsnew/news/news20220419.html
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000552784.html
https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/gaiyo.html
https://www.yu-cho-f.jp/ar_center/research_aid.html?doing_wp_cron=1649037533.8031539916992187500000
https://www.espec.co.jp/sustainability/fund/
https://www.espec.co.jp/sustainability/fund/
https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/human_serach/index.html
https://www.taf.or.jp/grant-c/01/
https://www.taf.or.jp/grant-c/01/
https://www.taf.or.jp/grant-c/02/
https://www.taf.or.jp/grant-c/03/
https://www.taf.or.jp/grant-c/04/
https://www.taf.or.jp/grant-b/03/
https://www.taf.or.jp/grant-b/01/
https://www.okb.co.jp/archive/2022/20220408-01.html


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2022年5月9日 公募
APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize 応募受付開始につい
て

内閣府男女共同参画局 2022年5月31日

2022年1月25日 研究助成 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

2022年3月10日 研究助成
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）

一般財団法人高度情報科学
2022年4月12日～
2022年5月12日 17：00

2022年3月23日 公募 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）
国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

2022年4月28日　12:00
※申請される際は、お早め

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

東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文

2022年5月27日　正午

2022年3月7日 研究助成 研究助成 2022 公益財団法人永守財団 2022年5月15日

2022年3月14日 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
2022年4月1日～
2022年5月13日 必着

2022年4月18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】
物質・デバイス領域共同
研究拠点

2022年5月12日

2022年4月12日 その他 【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 一般財団法人 高度情報科学
2022年5月10日 17:00
＊ 締切日前に受付を終了す

2022年4月21日 その他
【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

情報・システム研究機構 国2022年5月10日　正午

2022年5月2日 その他
【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」

一般財団法人　高度情報科2022年5月10日

2021年12月3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2022年4月30日

2022年2月17日 研究助成 2022年研究助成の募集 公益財団法人 ひと・健康
2022年4月1日～
2022年４月30日

2022年3月23日 公募
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
るものに限る）

国立研究開発法人日本医療
2022年4月28日　17:00
※申請される際は、

2022年4月1日 研究助成 2022年度 第一次 研究助成募集のご案内
公益財団法人 牧誠財団
(旧メルコ学術振興財団)

2022年5月6日  必着

2021年12月1日 公募 令和４年　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

2022年4月25日

2022年2月3日 研究助成 2022年度学術研究助成公募のご案内
公益財団法人クリタ水・
環境科学振興財団

2022年４月1日～
2022年４月22日10：00

2022年2月10日 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
一般財団法人
放送大学教育振興会

2022年３月25日～
2022年４月22日

2022年2月10日 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
公益財団法人
戸部眞紀財団

2022年4月20日

2022年3月10日 研究助成 2022年度 調査・研究助成募集
一般財団法人 ゆうちょ財
団(ﾎﾟｽﾀﾙ部)

2022年4月22日

2022年3月14日 研究助成 【セコム財団】　一般研究助成　令和4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

2022年3月23日
2022年4月20日 15:00

2021年4月15日 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     外国人特別
研究員（一般）

日本学術振興会
詳細はHPをご覧ください。
※リンク先のとおり応募要

2021年4月15日 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     外国人特別
研究員（欧米短期）

日本学術振興会
詳細はHPをご覧ください。
※リンク先のとおり応募要

2021年4月15日 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。

2022年2月9日 共同研究 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。

2022年3月17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
日本医療研究開発機構

2022年4月8日　正午
※申請される際は、お早め

2022年3月17日 公募
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
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

独立行政法人
日本学術振興会

2022年4月15日
※申請される際は、お早め

2022年3月29日 公募 令和４年度 共同利用研究公募について
千葉大学環境リモートセ
ンシング研究センター

2022年4月15日　必着

2022年3月23日 その他
【2月25日開催の当日映像がアーカイブになりました】
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

奈良先端科学技術大学院
大学

動画の掲載期間：2022年3
月31日まで

2022年3月10日 研究助成 第３８回（2022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：2022年4月1日
書類提出：2022年4月6日

2022年3月10日 公募説明会
【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

一般財団法人高度情報科
学技術研究機構

第1回　2022年3月25日
17:00

2022年2月25日 公募説明会
【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

公益財団法人稲盛財団 詳細はHPをご覧ください。

2022年2月25日 研究助成 第56回リバネス研究費 株式会社リバネス 詳細はHPをご覧ください。

2022年2月24日 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
公益財団法人
サントリー文化財団

2022年4月7日

2022年2月10日 その他 【3月27日開催】2021年度第１回県大ICT研究サロン
公立大学法人滋賀県立大
学

対面：2022年3月18日
ライブ配信：2022年3月23

2022年2月9日 研究助成
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

科学技術振興機構
（JST）

2022年３月31日 17:00

2022年1月28日 研究助成
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

高志の国文学館 2022年３月31日必着

2022年1月20日 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
北海道大学情報基盤セン
ター

2022年3月1日 ~2022年4月
1日

2021年11月24日 その他 2022年度（第33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 (JIMA)

2022年3月31日

2022年1月7日 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 総務省
2022年2月7日　17:00
※申請される際は、お早め

2022年1月11日 ワークショップ
【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
のご案内

公益財団法人日本生命財
団

2022年2月15日
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https://www.apec.org/healthywomen/HWHE_Prize%EF%BC%88%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
https://www.apec.org/healthywomen/HWHE_Prize%EF%BC%88%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/subsidy/applicatioguidelines.html
https://www.hpci-office.jp/pages/r04b_boshu
https://www.hpci-office.jp/pages/r04b_boshu
https://www.e-rad.go.jp/eRad/E1031S03/?koboCd=K042227
https://gisr-forum.aa-ken.jp/
https://gisr-forum.aa-ken.jp/
https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/subsidy/applicatioguidelines.html
https://www.kampozaidan.or.jp/grant.html
https://fugaku100kei.jp/events/colloquium/
https://www.genome-sci.jp/info_session
https://www.genome-sci.jp/info_session
https://www.metsoc.jp/2022/04/28/29000
https://www.metsoc.jp/2022/04/28/29000
https://www.jili.or.jp/workshop/josei/index.html
https://www.jnhf.or.jp/
http://melco-foundation.jp/
https://www.jsps.go.jp/j-ippan/boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-ippan/boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/31_boshuyoko_2022.html
https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/31_boshuyoko_2022.html
https://www.jsps.go.jp/j-oubei-s/boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-oubei-s/boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/31_boshuyoko_2022.html
https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/31_boshuyoko_2022.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu.html
https://www.e-rad.go.jp/
https://www.jsps.go.jp/j-abc/data/boshu/kcp_sakuseiyoryo.pdf
https://www.jsps.go.jp/j-abc/data/boshu/kcp_sakuseiyoryo.pdf
https://ceres.chiba-u.jp/collaborative/
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000422.html
https://www.jaswhs.or.jp/news/news_detail.php?@DB_ID@=1267
https://www.jaswhs.or.jp/news/news_detail.php?@DB_ID@=1267


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2021年11月11日 公募 令和4年度 助成事業公募のご案内 (研究開発助成事業)
公益財団法人
G-7奨学財団

2022年1月31日

2021年12月3日 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 東北大学 加齢医学研究所 2022年1月14日

2021年12月8日 公募 2021年度 第三次 研究助成募集のご案内
公益財団法人牧誠財団
(旧　メルコ学術振興財

2022年1月31日

2022年1月13日 その他 第8回永守賞(2022)　 公益財団法人 永守財団
 2022年1月31日（消印有
効）

2021年10月19日 その他 令和4年度人物交流派遣・招聘事業のご案内
公益財団法人
国際文化交流事業財団

2022年1月15日

2021年4月5日 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）
公益財団法人
金型技術振興財団

前期 2021年4月1日~7月30
日

2021年10月4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

2021年10月1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

2021年9月17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

2020年11月4日 研究助成 2022年度（第56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1月11日

2021年11月5日 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
一般財団法人
滋賀県民間社会福祉事業

2021年12月1日
~2021年12月28日

2021年11月24日 その他
【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
せ

一般社団法人
高度情報科学技術研究機

詳細はHPをご覧ください。

2021年9月6日 研究助成 2021年度研究助成募集のご案内
一般財団法人 第一生命財
団

2021年11月15日

2021年8月30日 公募 2022年度公募助成
公益財団法人
ＪＲ西日本あんしん社会

2021年10月1日
~2021年11月15日

2021年8月26日 研究助成
2022(令和4)年度　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

公益財団法人
平和中島財団

2021年9月1日
~2021年10月31日

2021年9月12日 公募
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）

京都大学数理解析研究所 2021年11月30日

2021年9月15日 研究助成 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
資生堂女性研究者サイエ
ンスグラント事務局

2021年11月16日 12:00

2021年9月29日 公募 2021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

2021年11月30日

2021年9月30日 公募 「令和4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：2020年11月30日
※申請件数に制限があり、

2021年10月19日 研究助成 2021年度第15期調査研究助成の募集
公益財団法人
医療機器センター

2021年11月1日
~2021年11月30日

2021年10月25日 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
大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

2021年12月1日
※機関長の承諾書作成が必

2021年10月25日 公募 2022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

2021年12月1日

2021年11月9日 セミナー
【11月22日Web開催】JST RISTEX ×森ビルICF2021 特別セッション
『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』

森記念財団都市戦略研究
所　森美術館　アカデ

お申し込みはこちらから

2021年6月2日 その他
【動画掲載のお知らせ】
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

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。

2021年9月7日 公募
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
集

一般財団法人高度情報科
学技術研究機構

受付開始：2021年10月6日
JST締切：2021年11月5日

2021年9月17日 ワークショップ
【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
ショップ：ネパール遺伝資源の取得と利用」

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

詳細はHPをご覧ください。

2021年9月17日 ワークショップ
【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
利用における心得」

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

詳細はHPをご覧ください。

2021年9月17日 公募 令和3年度共同利用研究等の公募について
京都大学複合原子力科学
研究所

2021年10月27日
※プロジェクト申請は、10

2021年10月8日 公募 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
公益財団法人サントリー
文化財団

2021年11月11日

2021年10月6日 公募
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
課題公募について

東京大学大学院工学系研
究科

2021年11月10日

2021年10月13日 その他
YouTube「富岳チャンネル」のご案内
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

一般財団法人高度情報科
学技術研究機構(RIST)

詳細はHPをご覧ください。

2021年10月15日 その他
【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 Global

科学技術振興機構 (JST) 2021年11月9日

2021年10月18日 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
北海道大学北極域研究セ
ンター

 2021年11月10日　15:00迄

2021年10月21日 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）
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

2021年11月8日　17:00

2021年10月21日 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
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

2021年11月8日　17:00

2021年10月19日 その他 HPCIマガジン「富岳百景」Vol.5発行のお知らせ
一般財団法人
高度情報科学技術研究機

詳細はHPをご覧ください。

2021年9月7日 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
国立研究開発法人
新エネルギー産業技術総

2021年10月25日　12：00
※申請される際は、お早め

2021年7月28日 研究助成
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

株式会社 池田泉州銀行 2021年10月20日 17:00

2021年9月17日 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
一般財団法人高度情報科
学技術研究機構(RIST)

2021年10月20日

2021年9月16日 研究助成 2022年度 笹川科学研究助成募集について
公益財団法人
日本科学協会

2021年10月15日

2021年6月28日 研究助成 2021年度助成金・補助金応募のご案内
公益財団法人
科学技術融合振興財団

2021年10月15日

正午
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https://g-7foundation.or.jp/kenkyu.html
http://www.idac.tohoku.ac.jp/site_ja/joint-program/
http://melco-foundation.jp/apply/research/6032/
https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/awards/applicatioguidelines.html
https://www.jicef.or.jp/dispatch
http://www.katazaidan.or.jp/application/apply_for_grant/application_study/
https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.html
http://m-alliance.j-milk.jp/koubo/2021/index.html
https://www.kansaimiraibank.co.jp/about/newsrelease/detail/20211001_2273.html
http://www.yhmf.jp/
https://www.shigakyo.or.jp/pages/40/&amp;anchor_link=page40_93#page40_93
https://fugaku100kei.jp/events/colloquium/
https://fugaku100kei.jp/events/colloquium/
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http://hnf.jp/josei/
http://hnf.jp/josei/
https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/kyoten/ja/call_for_proposals-1.html
https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/kyoten/ja/call_for_proposals-1.html
https://corp.shiseido.com/jp/rd/doctor/grants/science/
https://www.sbs-kamatazaidan.or.jp/skzd/furtherance/
http://takahashi-f.or.jp/entry/index.shtml
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
https://www.nig.ac.jp/nig/ja/research-infrastructure-collaboration/nig-collaboration-grant
https://www.nii.ac.jp/research/collaboration/koubo/
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/469.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/469.html
https://icf.academyhills.com/
https://icf.academyhills.com/
https://www.hpci-office.jp/pages/r04a_boshu
https://www.hpci-office.jp/pages/r04a_boshu
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/09/17/2nd_abs_internationalworkshop2021/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/09/17/2nd_abs_internationalworkshop2021/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/09/17/6th_abs_workshop2021/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/09/17/6th_abs_workshop2021/
https://www.rri.kyoto-u.ac.jp/archives/13632
https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/
http://www.tokai.t.u-tokyo.ac.jp/kaihoken/ippan/koubo/
http://www.tokai.t.u-tokyo.ac.jp/kaihoken/ippan/koubo/
https://www.youtube.com/channel/UCV9Og6X8XVPWo9GJmOSjiHg
https://www.youtube.com/channel/UCV9Og6X8XVPWo9GJmOSjiHg
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/seika/event20211112.html
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/sekai/seika/event20211112.html
https://www.nipr.ac.jp/arcs2/info/essential3-2021/
https://www.jst.go.jp/tt/sanpure/matchinghub2021/index.html
https://www.jst.go.jp/tt/sanpure/matchinghub2021/index.html
https://fugaku100kei.jp/mag/05/
https://www.nedo.go.jp/koubo/SM2_100001_00004.html
https://www.sihd-bk.jp/corporation/collaboration/subsidy/innovation/
https://www.sihd-bk.jp/corporation/collaboration/subsidy/innovation/
https://www.hpci-office.jp/pages/project_report_meeting
https://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/
http://www.fost.or.jp/


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2021年8月27日 研究助成 2021年度 第二次 研究助成募集のご案内
公益財団法人牧誠財団
(旧　メルコ学術振興財

2021年10月11日

2021年4月5日 研究奨励金 令和3 年度信託研究奨励金
一般社団法人
信託協会 調査部

2021年9月30日

2021年4月7日 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）
公益財団法人
民事紛争処理研究基金

2021年9月30日

2021年4月26日 その他 ２０２１年度　懸賞論文制度
一般財団法人
日本内部監査研究所

2021年9月30日

2021年6月15日 研究助成
公募型研究助成　2022年度採択（2021年度募集）　サステナブルな未来への研究
助成

公益財団法人旭硝子財団
2021年8月1日
～2021年9月10日

2021年6月9日 セミナー
【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
て

山口大学
リサーチファシリティマ

詳細はHPをご覧ください。

2021年6月24日 研究助成 2022年度　日本万博博覧会記念基金助成事業募集について
公益財団法人
 関西・大阪 21 世紀協会

2021年9月30日

2021年6月22日 公募 2021年度「中小企業研究奨励賞」の募集について
一般財団法人
商工総合研究所

2021年8月2日～2021年9月
30日

2021年6月18日 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）
（公財）全国銀行学術研
究振興財団

2021年7月1日
～2021年9月21日

2021年6月15日 研究助成 『2021年度　第4回　兵庫・関西　キャタピラーSTEM賞』開催のお知らせ キャタピラー社 2021年9月30日

2021年6月25日 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
公益社団法人
日本港湾協会

2021年8月1日
～2021年9月30日

2021年7月2日 研究助成 2021年度　『高齢者福祉助成』『調査・研究助成』の募集
公益財団法人
大阪ガスグループ福祉財

2021年9月10日

2021年7月7日 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
国際日本文化研究セン
ター

学外〆切　2021年9月21日
※申請される際は、お早め

2021年7月27日 公募 令和4年度日教弘本部奨励金の公募について
公益財団法人日本教育公
務員弘済会

2021年9月30日

2021年7月21日 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
一般財団法人
日本経営協会

2021年9月30日

2021年7月15日 研究支援 住友生命　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 2021年9月10日

2021年8月6日 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
独立行政法人
環境再生保全機構

2021年9月22日 17:00

2021年8月5日 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
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

学外〆切：2021年9月27日
12:00

2021年8月25日 シンポジウム
【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

東京農工大学
2021 年９月 10日
※申し込みはこちらから

2021年8月24日 研究助成 2022年度NAOJシンポジウムの公募について
大学共同利用機関法人
自然科学研究機構

2021 年９月 24日 17:00

2021年8月23日 公募 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
同志社大学　赤ちゃん学
研究センター

2021年9月1日
~2021年9月30日

2021年8月26日 研究助成 放送文化基金助成募集
公益財団法人
放送文化基金

2021年9月1日
~2021年9月30日

2021年9月7日 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
生物系特定産業技術研究
支援センター事業推進部

2021年9月30日　12：00
※申請される際は、お早め

2021年9月7日 シンポジウム
【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
　　　　富岳BEGINS～活躍の場を無数に広げて～

国立研究開発法人理化学
研究所計算科学研究セン

詳細はHPをご覧ください。

2021年6月2日 研究助成
【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
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

TaNeDS
2021年7月5日
～2021年8月30日

2021年6月9日 研究助成 2021年度　各種助成金等助成候補者募集について
公益財団法人
上原記念生命科学財団

学外〆切：2021年9月3日
推薦枠に定数が設けてあ

2021年6月15日 研究助成 公募型研究助成　2022年度採択（2021年度募集）　研究奨励 公益財団法人旭硝子財団
2021年8月1日
～2021年8月27日

2021年6月15日 公募
【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
研究者向け）

内閣官房まち・ひと・し
ごと創生本部事務局

2021年8月31日

2021年6月22日 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
2021/8/31
【審査対象となる著作物】

2021年6月28日 研究助成 2021年度公募委託調査研究募集 全労済協会
学外〆切 2021年8月31日
17：00必着

2021年7月1日 研究助成 2021年度食の文化研究助成
公益財団法人味の素食の
文化センター

2021年8月31日

2021年7月7日 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
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構

2021年8月31日

2021年7月16日 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）
日本学術振興会
国際事業部

学内〆切　2021年8月31日

2021年8月24日 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
一般財団法人 高度情報科
学技術研究機構 (RIST)

2021年9月6日 17:00
 ＊定員になり次第締め切り

2021年5月20日 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
公益財団法人
ホクト生物科学振興財団

2021年8月27日

2021年6月17日 ワークショップ
【8月31日オンラインワークショップ開催】
　「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」

高度情報科学技術研究機
構

詳細はHPをご覧ください。

2021年3月29日 研究助成 小林製薬 青い鳥財団のご案内
公益財団法人
小林製薬 青い鳥財団

詳細はHPをご覧ください。

2021年4月5日 研究助成
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　（研究開発助成、金
型関連の技術者・技能者の教育育成を支援する助成）

公益財団法人
金型技術振興財団

2021年7月30日

2021年5月10日 研究助成 2022年度研究助成の公募開始のご案内
一般財団法人
お酒の科学財団

2021年 7月 30日 17:00

2021年5月14日 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
文部科学省科学技術・学
術政策局

学振最終〆切：2021年12月
13日　17：00

2021年5月14日 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 志賀国際特許事務所 詳細はHPをご覧ください。
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https://www.chisou.go.jp/sousei/about/jinzai-shien/index.html
https://rci.nanzan-u.ac.jp/ISE/ja/award/application/021331.html
https://www.syokubunka.or.jp/research/application.html
https://www.hpci-office.jp/pages/colloquium_210910
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 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2021年5月14日 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
一般財団法人 高度情報科
学技術研究機構

令和3年5月13日より随時受
付

2021年5月20日 研究助成 2021年度　岸本基金研究助成
公益財団法人千里ライフ
サイエンス振興財団

2021年6月1日
～2021年7月31日

2021年6月1日 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
公益財団法人
りそなアジア・オセアニ
ア財団

2021年7月30日

2021年5月21日 研究助成 生協総研賞第19回助成事業募集のご案内
公益財団法人生協総合研
究所

2021年7月31日

2021年6月2日 研究助成 令和4年度　日本人若手研究者研究助成金について
公益財団法人
中島記念国際交流財団

2021年8月2日
～2021年8月20日

2021年6月7日 研究助成
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
学術研究募集

公益財団法人
石本記念デザントスポー

2021年8月6日

2021年6月15日 研究助成 研究公募COCKPI-T Funding 2021のご案内 武田薬品工業 2021年7月29日　17：00

2021年6月18日 ワークショップ
【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
応ーロンドン自然史博物館と日本国内の事例（仮題）」

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

詳細はHPをご覧ください。

2021年6月29日 研究助成 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
公益財団法人
医療機器センター

2021年7月30日

2021年7月1日 その他
【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
議派遣事業

独立行政法人
日本学術振興会

学外〆切 2021年8月6日
17：00必着

2021年7月1日 その他 【2022年3月7日～3月11日 web開催】第13回HOPEミーティング
独立行政法人
日本学術振興会

2021年8月20日 17：00

2021年7月1日 ワークショップ
【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

国立研究開発法人
科学技術振興機構

2021年8月2日

2021年7月2日 研究助成 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）
農林水産省
農林水産政策研究所

2021年8月5日　12：00まで

2021年7月8日 公募説明会
【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

池田泉州銀行
2021年7月28日 15:00
※定員になり次第申込を締

2021年7月8日 公募
【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

国立研究開発法人
科学技術振興機構（JST)

学外〆切　2021年7月31日
1:00

2021年7月8日 講演会 【8月7日web開催】第21回　生態学琵琶湖賞 受賞記念講演
一般社団法人
日本生態学会

詳細はHPをご覧ください。

2021年7月9日 研究助成 令和３年度　研究助成募集について
公益財団法人
上廣倫理財団

詳細はHPをご覧ください。
※今年度用の申請書および

2021年7月9日 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
日本学術振興会
国際交流事業

詳細はHPをご覧ください。

2021年7月9日 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」
国立研究開発法人
科学技術振興機構（JST)

2021年8月2日
※定員に達し次第、申込み

2021年7月14日 その他
【7月29日 web開催】「関西みらい共同研究助成金」

関西みらい銀行
申込期限：2021 年7 月20
日

2021年7月16日 研究支援 2021年度内に募集する助成・援助・表彰について
公益財団法人
電気通信普及財団

詳細はHPをご覧ください。

2021年7月16日 研究支援 特定国派遣研究者事業（令和４(2022)年度）
日本学術振興会
国際事業部

学内〆切　2021年8月20日

2021年5月14日 研究助成 「しがCO₂ネットゼロみらい賞」の募集
滋賀県 総合企画部CO₂
ネットゼロ推進課

2021年7月16日

2021年5月25日 研究助成 2021年度 技術開発研究助成募集のおしらせ
公益財団法人
中谷医工計測技術振興財

2021年6月1日
～2021年7月19日

2021年5月28日 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
NEDO　新領域・ムーン
ショット部

詳細はHPをご覧ください。

2021年6月2日 研究助成
新規6テーマのリバネス研究費公募のご案内
(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

株式会社リバネス 詳細はHPをご覧ください。

2021年6月4日 研究助成 第32期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成
公益財団法人自然保護助
成基金

2021年7月15日

2021年6月18日 ワークショップ
【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」

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

詳細はHPをご覧ください。

2021年6月22日 公募 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
北海道大学北極域研究セ
ンター

2021年7月15日　15：00ま
で

2021年7月2日 研究助成 令和３年度ＪＡ研究表彰奨励事業
一般社団法人
日本協同組合連携機構

2021年7月16日

2021年4月27日 研究助成
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
和3年度)

独立行政法人 日本学術振
興会

学振〆切：2021年7月14日
17：00

2021年6月25日 シンポジウム
【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
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

国立大学法人山口大学、
山口県

2021年7月9日
（定員：200名）

2021年6月15日 研究集会
 【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
内

株式会社リバネス 詳細はHPをご覧ください。

2021年6月16日 セミナー
【7月1日web開催】2021年度　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

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。

2021年5月28日 研究助成 【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
NEDO　新領域・ムーン
ショット部

NEDO〆切：2021年6月30
日　正午

2021年5月28日 研究助成 令和３年度　水草等対策技術開発支援事業
滋賀県企画調整課
琵琶湖保全再生課

2021年6月30日
9:00~17:00まで

2021年3月29日 研究助成 「食と健康」の分野における研究　研究者育成助成＜ロッテ重光学術賞＞
公益財団法人
ロッテ財団

2021/6/25
※4月1日時点で原則40歳以

2021年4月27日 研究助成
「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」（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

学振〆切：2021年6月25日
17：00

2021年2月22日 公募
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
案内

公益財団法人
DNP文化振興財団

2021年4月1日 ~2021年6月
19日

2021年3月26日 公募 2021年度「アジア歴史研究助成」候補研究募集のご案内
公益財団法人
 JFE21 世紀財団

2021年4月19日
～2021年6月18日

2021年2月16日 公募 令和4年度採用分　特別研究員-PD・DC 日本学術振興会
　
学振締切り：2021年6月10
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https://www.hpci-office.jp/pages/fugaku_fee_bsd
http://www.senri-life.or.jp/index.html
https://www.resona-ao.or.jp/project/promotion_application.html
https://ccij.jp/jyosei/ken210510_01.html
http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.html
https://www.descente.co.jp/ishimoto/pdf/des_shinsei44.pdf
https://www.descente.co.jp/ishimoto/pdf/des_shinsei44.pdf
https://www.takeda.com/jp/what-we-do/research-and-development/open-innovation/cockpi-t/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/
https://www.jsps.go.jp/j-lindau/shinsei_boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-lindau/shinsei_boshu.html
https://www.jsps.go.jp/hope/boshu.html
https://www.jst.go.jp/kousei_p/eventreport/er_evinfo.html
https://www.jst.go.jp/kousei_p/eventreport/er_evinfo.html
https://www.maff.go.jp/primaff/kadai_hyoka/renkei/2021/bosyu.html
https://zoom.us/webinar/register/WN_3QMIcIsSQbW2zaSWmSNkZw
https://zoom.us/webinar/register/WN_3QMIcIsSQbW2zaSWmSNkZw
https://www.jst.go.jp/inter/program/kiban/gather/announce_taiwan11th.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/kiban/gather/announce_taiwan11th.html
https://www.esj.ne.jp/esj/
https://www.jsps.go.jp/j-ronpaku/applicationforms.html
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/07/05e946a8273cea7360612acf408088ae.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/07/05e946a8273cea7360612acf408088ae.pdf
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/tokuteikoku/shinsei_bosyu.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/318341.html
https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_tech_top/
https://www.youtube.com/watch?v=W9Kpf18Ggdk
https://r.lne.st/
https://r.lne.st/
https://www.pronaturajapan.com/foundation/pronatura_fund.html
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/06/18/1st_abs_internationalworkshop2021/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/06/18/1st_abs_internationalworkshop2021/
http://www.hitodukuri-zenchu.jp/topics/2012/120626_01.html
https://www.jsps.go.jp/j-bottom/01_i_gaiyo.html
https://www.jsps.go.jp/j-bottom/01_i_gaiyo.html
http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/%7Eken-san/eco/symposium2021
http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/%7Eken-san/eco/symposium2021
https://go.lne.st/e/66312/2021-06-02-kenq-pitch-osaka-/t9829b/1192803389?h=2ZpavA46HWh3mwyRKanJ2h1OeyGB66FL2nzKyFtDw0k
https://go.lne.st/e/66312/2021-06-02-kenq-pitch-osaka-/t9829b/1192803389?h=2ZpavA46HWh3mwyRKanJ2h1OeyGB66FL2nzKyFtDw0k
https://form.jst.go.jp/enquetes/ristex_koritsu_seminar_2021
https://form.jst.go.jp/enquetes/ristex_koritsu_seminar_2021
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100302.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/biwako/318834.html
http://www.lotte-isf.or.jp/
https://www.jsps.go.jp/kadai/index.html
https://www.jsps.go.jp/kadai/index.html
http://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/entrance.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2021年3月1日 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
公益財団法人
日本生命財団

2021年6月15日

2021年3月1日 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
公益財団法人
日本生命財団

2021年6月15日
実践的研究をしている45歳

2021年3月29日 研究助成 2021年度 研究調査助成の募集
公益財団法人
日本証券奨学財団

2021年6月10日

2021年3月29日 出版助成 2021年度 研究出版助成の募集
公益財団法人
日本証券奨学財団

2021年6月10日

2021年3月29日 研究助成 2021年度　ゆうちょ財団 研究助成募集
一般財団法人
ゆうちょ財団

2021年5月31日

2021年3月30日 研究助成 2021年度研究助成公募
一般財団法人
中辻創智社

2021年4月15日
～2021年6月14日

2021年4月5日 研究助成 2021年度（第35回）研究助成の募集
公益財団法人
大川情報通信基金

2021年6月10日

2021年3月26日 公募 第7回（2022年度）立石賞顕彰候補募集
公益財団法人 立石科学技
術振興財団

2021年4月1日
～2021年6月30日

2021年3月26日 公募 2021年度 国際交流助成(後期)公募のご案内
公益財団法人 立石科学技
術振興財団

2021年4月1日
～2021年6月30日

2021年3月26日 公募 2021年度 国際会議開催助成 公募のご案内
公益財団法人 立石科学技
術振興財団

2021年4月1日
～2021年6月30日

2021年4月1日 研究助成 2021 年度 学術研究支援（研究助成）
公益財団法人
野村マネジメント・ス

2021年4月15日
～2021年6月30日(水)

2021年4月7日 研究助成 民事紛争処理に関する研究の助成について
公益財団法人
民事紛争処理研究基金

2021年6月30日

2021年4月8日 公募 第17回「税に関する論文」募集
公益財団法人
納税協会連合会

2021年6月30日

2021年4月26日 研究助成 ２０２１年度　研究助成募集
一般財団法人
日本内部監査研究所

2021年6月30日

2021年5月11日 研究助成 2021年度　研究助成公募のご案内
一般財団法人
建設物価調査会

2021年6月30日

2021年5月14日 公募 2021年度「STI for SDGs」アワード募集
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

2021年6月30日

2021年5月21日 研究助成 2021年度（第25回）研究助成　若手研究者育成研究助成
一般財団法人 医療経済研
究・社会保険福祉協会

2021年6月25日

2021年5月21日 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
公益財団法人ファイザー
ヘルスリサーチ振興財団

2021年6月30日

2021年4月8日 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
一般財団法人
高度情報科学技術研究機

2021年6月9日

2021年4月14日 研究助成 ２０２１年度　基礎科学研究助成
公益財団法人
住友財団

データ送信の締切：2021年
6月9日

2021年4月14日 研究助成 ２０２１年度　環境研究助成
公益財団法人
住友財団

データ送信の締切：2021年
6月9日

2021年4月27日 その他 未来社会創造事業　令和3年度研究開発提案募集
国立研究開発法人科学技
術振興機（JST）

 2021年6月15日 12:00

2021年4月30日 研究助成 令和3年度研究助成の募集について
公益財団法人石井記念証
券研究振興財団

学内〆切：2021/06/8
学外〆切：2021/6/25

2021年4月30日 研究助成 第３７回（2021年度）研究助成―青少年健全育成関係―　募集のご案内 公益財団法人 マツダ財団 2021年6月15日

2021年5月17日 研究助成 2021年度研究助成活動に係る公募
一般社団法人カーボンリ
サイクルファンド(CRF)

2021年 6月 14日 17:00

2021年3月29日 研究助成 「食と健康」の分野における研究　奨励研究助成（Ａ）,（Ｂ）
公益財団法人
ロッテ財団

2021/6/4
※40歳以下

2021年4月2日 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 みずほ信託銀行 株式会社 2021年5月31日

2021年4月1日 研究助成 2021年度環境助成研究の募集について
公益財団法人
鉄鋼環境基金

2021年5月31日

2021年4月5日 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 国立民族学博物館 2021年6月4日

2021年4月6日 研究助成 第4２回（2021年度）環境助成研究の公募について
公益財団法人
鉄鋼環境基金

2021年5月31日

2021年4月14日 その他 2021年度　ネット社会課題対応援助
公益財団法人
電気通信普及財団

2021年5月31日

2021年4月14日 公募 2021年度　国際交流人材育成援助
公益財団法人
電気通信普及財団

2021年5月31日

2021年4月14日 シンポジウム 2021年度　5月期　シンポジウム・セミナー等開催援助
公益財団法人
電気通信普及財団

2021年5月31日

2021年4月14日 研究助成 2021年度　長期海外研究援助
公益財団法人
電気通信普及財団

2021年5月31日

2021年4月14日 その他 2021年度募集・2022年度開講　特別講義開設援助
公益財団法人
電気通信普及財団

2021年5月31日

2021年4月14日 出版助成 2021年度　学術研究出版助成
公益財団法人
電気通信普及財団

2021年5月31日

2021年4月20日 セミナー
【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
（OpenMP編）

一般財団法人
 高度情報科学技術研究機

2021年6月1日

2021年5月13日 セミナー
【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　セ
ミナー事務局

詳細はHPをご覧ください。

2021年5月14日 研究助成 【JST】さきがけ「パンデミック社会基盤」の募集開始について
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

JST〆切：2021年6月1日
正午

2021年3月23日 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
学内〆切：2021年5月25日
学振〆切：2021年5月27日

2021年4月13日 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
2021年5月7日
～　5月27日 正午
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http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/index.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/index.html
https://jssf.or.jp/researchgrant.html
https://jssf.or.jp/researchpublication.html
https://www.yu-cho-f.jp/ar_center/research_aid.html
https://nakatsuji-ff.org/
http://www.okawa-foundation.or.jp/application/research_grant.html
https://www.tateisi-f.org/tateisiprize/
https://www.tateisi-f.org/research/i_exch/index2.html
https://www.tateisi-f.org/research/i_conf/
http://www.mhk.or.jp/
https://www.nouzeikyokai.or.jp/ronbun/
https://jiarf.org/wp/research-grant/
https://www.kensetu-bukka.or.jp/trendtopics/subsidy/
https://www.jst.go.jp/sis/co-creation/sdgs-award/2021/boshu_award_2021.html
https://www.ihep.jp/grant/
https://www.health-research.or.jp/content/index.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00121.html
http://www.sumitomo.or.jp/
http://www.sumitomo.or.jp/
https://www.jst.go.jp/mirai/jp/open-call/research/r03/index.html
http://tachibana.or.jp/PDF/053.pdf
https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/human_serach/index.html
https://carbon-recycling-fund.jp/research_grant_activities/grant_application/%e4%b8%80%e8%88%ac%e7%a4%be%e5%9b%a3%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89-2021%e5%b9%b4%e5%ba%a6
http://www.lotte-isf.or.jp/
https://www.espec.co.jp/sustainability/fund/
http://www.sept.or.jp/02jyoseijigyou/02sinnseisyo/sinseisyo.html
http://diplas.jp/requirements.html
http://www.sept.or.jp/02jyoseijigyou/02sinnseisyo/sinseisyo.html
https://www.taf.or.jp/grant-c/03/
https://www.taf.or.jp/grant-c/02/
https://www.taf.or.jp/grant-c/01/
https://www.taf.or.jp/grant-b/01/
https://www.taf.or.jp/grant-b/03/
https://www.taf.or.jp/grant-c/04/
https://www.hpci-office.jp/pages/seminar_hpcweb_210604
https://www.hpci-office.jp/pages/seminar_hpcweb_210604
https://www.nrc.co.jp/presence/210414.html
https://www.nrc.co.jp/presence/210414.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/ryoiki/ryoiki_p16.html
https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/gaiyo.html
https://www.genome-sci.jp/


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2021年5月6日 研究助成 国立天文台大学支援経費の募集開始について
大学共同利用機関法人自
然科学研究機構

2021年5月28日

2021年3月29日 公募説明会
【4月15日,21日,26日,5月11日　11時～12時及び16時～17時開催】Zoomでの公募
説明会

公益財団法人
ロッテ財団

参加ご希望の方は下記の先
方の連絡先にご一報くださ

2020年7月17日 公募
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
いて

人工知能研究開発ネット
ワーク 事務局

詳細はHPをご覧ください。

2021年1月22日 公募 研究助成 2021 募集要項
公益財団法人
永守財団

2021年2月12日 ~2021年5
月15日

2021年3月23日 研究助成 研究助成 2021 公益財団法人永守財団
2021年5月15日
1 年目の助成対象に関して

2021年3月26日 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

2021年4月15日 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。

2021年4月21日 講習会
【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」
ウェビナー(Zoom)

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

詳細はHPをご覧ください。

2021年5月13日 研究助成 2021年度個人型共同利用の募集を開始しました
琉球大学島嶼地域科学研
究所

2021/5/21（正午）

2021年2月16日 公募 令和4年度採用分　特別研究員-RPD 日本学術振興会
　
学振締切り：2021年5月14

2021年3月10日 研究助成
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
期）の定期募集

一般財団法人 高度情報科
学技術研究機構

受付開始：2021年4月13日
受付締切：2021年5月13日

2021年3月19日 公募 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
応募期間：2021年4月1日～
5月14日(当日消印有効)

2021年3月22日 公募
2021年度　社会還元加速プログラム（SCORE）チーム推進型　公募開始【JST事
業】

国立研究開発法人科学技
術振興機構

学内〆切　2021年4月30日
学外〆切　2021年5月12日

2021年3月31日 研究助成 2021年度研究助成公募
一般社団法人
放送大学教育振興会

学内〆切：2021年5月6日
学外〆切：2021年5月14日

2021年4月27日 公募説明会
【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
催のお知らせ

JSTさくらサイエンスプロ
グラム推進本部

詳細はHPをご覧ください。

2021年4月27日 セミナー
【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
ソナ

株式会社ナイトレイ　セ
ミナー事務局

詳細はHPをご覧ください。

2021年4月27日 公募説明会
【5月12日web開催】未来社会創造事業　令和3年度研究開発提案募集説明会につ
いて

国立研究開発法人科学技
術振興機（JST）

詳細はHPをご覧ください。

2020年12月9日 シンポジウム 国際学会「ICBIR2021」のご案内 泰日工業大学 詳細はHPをご覧ください。

2020年12月2日 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
（公財）生命保険文化セ
ンター

2021年4月30日[必着]

2021年2月16日 公募 令和4年度採用分　海外特別研究員 日本学術振興会
　
学振締切り：2021年5月7日

2021年2月16日 公募 令和4年度採用分  海外特別研究員-RRA 日本学術振興会
学振締切り：2021年5月7日

2021年2月17日 公募 2021年度 研究助成の公募についてのお知らせ
公益財団法人
 ひと・健康・未来研究財

2021年4月1日 ~2021年4月
30日

2021年3月16日 公募  【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
独立行政法人
 日本学術振興会　海外派

学振〆切：2021年５月７日
17：00

2021年3月16日 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
独立行政法人
 日本学術振興会　海外派

学振〆切：2021年５月７日
17：00

2021年3月25日 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 受付開始：2021年4月1日

受付締切：2021年5月7日

2021年4月5日 研究助成 2021年度　研究助成募集
公益財団法人牧誠財団
(旧　メルコ学術振興財

2021年5月6日

2021年4月21日 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)
大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

詳細はHPをご覧ください。

2021年3月23日 公募 『水や水環境』に関する学術研究助成公募
公益財団法人　クリタ
水・環境科学振興財団

2021年 4月1日
～4月22日 17：00

2021年2月10日 公募 2021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

2021/4/20
2021年４月１日現在で４０

2021年2月17日 公募 2021年度　調査・研究助成募集要項
一般財団法人ゆうちょ財
団（ポスタル部）

2021年4月16日

2021年3月2日 研究助成 第４回（2021年度）公財）前川ヒトづくり財団　助成金申請要領
公益財団法人
前川ヒトづくり財団

2021年4月1日 ~2021年4月
23日 17：00

2021年3月3日 研究助成 【セコム財団】　一般研究助成　令和3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

2021年3月23日～2021年4
月15日

2021年3月5日 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
文部科学省 研究開発局
宇宙開発利用課

学内〆切　2021年4月16日
学外〆切　2021年4月26日

2021年4月8日 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
一般財団法人
高度情報科学技術研究機

参加希望者は以下の宛先
に、e-mailにて、氏名、所

2021年2月10日 公募 令和3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

2021年4月5日

2021年2月8日 公募 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4月9日

2021年2月26日 公募
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考
える」募集開始のお知らせ

公益財団法人
サントリー文化財団

2021年4月8日

2021年3月17日 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
高度情報科学技術研究機
構(RIST)

2021年4月9日 17:00

2021年3月23日 公募 令和3年度CEReS共同利用研究の募集
千葉大学環境リモートセ
ンシング研究センター

学内〆切　2021年4月9日
学外〆切　2021年4月16日

2021年3月9日 公募 在日フランス大使館科学技術部2021年3月 在日フランス大使館
詳細はこちらをご覧くださ
い。

2021年3月13日 研究助成 第３７回（2021年度）　公財）村田学術振興財団　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：4月2日　23:59ま
で
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https://www.nao.ac.jp/contents/recommend/researcher/01_2021DaigakuShienKeihi_Notice.pdf
https://www.covid19-ai.jp/ja-jp/simulation
https://www.covid19-ai.jp/ja-jp/simulation
https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/subsidy/applicatioguidelines.html
https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/subsidy/applicatioguidelines.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
https://www.canon-foundation.jp/news/pdf/info20210518_20_cf_online_po.pdf
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/04/21/2nd_abs_workshop2021/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/04/21/2nd_abs_workshop2021/
http://riis.skr.u-ryukyu.ac.jp/
https://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_sin.html
https://www.hpci-office.jp/pages/r03b_boshu
https://www.hpci-office.jp/pages/r03b_boshu
https://www.takemura-fund.org/contents.html
https://www.jst.go.jp/start/score/r3/index.html
https://www.jst.go.jp/start/score/r3/index.html
http://www.ua-book.or.jp/jyosei.html
https://ssp.jst.go.jp/form/index.html
https://ssp.jst.go.jp/form/index.html
https://cityinsight.nightley.jp/posts/0512LiveWebinar
https://cityinsight.nightley.jp/posts/0512LiveWebinar
https://zoom.us/webinar/register/WN_QAUfTTE6SXy-Cxyth8z9Ag
https://zoom.us/webinar/register/WN_QAUfTTE6SXy-Cxyth8z9Ag
https://icbir.tni.ac.th/
https://www.jili.or.jp/research/josei/
https://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html
http://www.jnhf.or.jp/subsidy_1.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_keiji.html#20210312_2
https://www.kampozaidan.or.jp/grant.html
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/kanpo.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/kanpo.pdf
http://melco-foundation.jp/apply/research/5800/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/04/09/1st_abs_workshop2021/
http://www.kwef.or.jp/josei/josei_koku.html#dl�
https://tobe-maki.or.jp/grant/
http://www.yu-cho-f.jp/postal/postreport.html?doing_wp_cron=1614228264.8141689300537109375000
http://mfh.or.jp/
https://www.secomzaidan.jp/
https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1401208.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00121.html
http://www.wec.or.jp/support/season/
https://www.minpaku.ac.jp/research/activity/project/iurp/offer
https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/
https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/
https://www.hpci-office.jp/pages/colloquium_210414
https://ceres.chiba-u.jp/2077/
https://jp.ambafrance.org/-rubrique2109-
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/Voir-la-version-en-ligne3.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/03/Voir-la-version-en-ligne3.pdf
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/zaidan


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2021年3月16日 公募説明会
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

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。

2021年3月22日 公募説明会
【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】

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。

2020年5月15日 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
非営利・協働総合研究所
いのちとくらし

通年

2020年10月6日 その他 ２０２０年度ニッセイ財団研究助成決定のご連絡
ニッセイ財団
研究助成事業部

2020年10月23日 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
毎週木曜日 17:00～18:00
Zoomにて開催

2021年1月22日 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

2021年2月1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
ター

2021年3月1日 ~2021年4月
2日

2021年2月4日 公募 MMFE ニュースレター vol.2 （2021年度募集開始のお知らせ）
一般財団法人
 三菱みらい育成財団

詳細はこちらをご覧くださ
い。

2021年2月20日 シンポジウム
【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

公益財団法人 全日本科学
技術協会

詳細はHPをご覧ください。

2021年2月25日 公募説明会
2022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

公益財団法人稲盛財団 詳細はHPをご覧ください。

2021年3月3日
フォーラム・シ
ンポジウム等開

【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
ント　HPCIフォーラム

国立研究開発法人理化学
研究所計算科学研究セン

詳細はHPをご覧ください。

2021年3月3日 研究助成 2021年度第13期調査研究助成の募集
公益財団法人医療機器セ
ンター医療機器産業研究

2021年3月31日

2021年3月9日 セミナー
【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）

森ビルアカデミーヒルズ 2021年3月30日　正午

2021年3月11日 研究助成 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
公益財団法人
福島イノベーション・

学内〆切　2021年3月31日
学外〆切　2021年4月7日

2021年3月15日 ワークショップ
【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

東京大学大学院工学系研
究科

詳細はHPをご覧ください。

2021年3月16日 シンポジウム 【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）
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。

2021年3月9日 セミナー
【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）

森ビルアカデミーヒルズ 2021年3月25日　正午

2020年12月2日 公募 12/1公募開始の第51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。

2020年12月24日 公募
令和3年度採択　e-ASIA JRP 「材料」分野、「環境」分野　共同研究課題募集の
お知らせ

国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）　国

（学内締切り）2021年3月
19日

2021年2月4日 公募
在日フランス大使館科学技術部2021年2月 在日フランス大使館

 科学技術部
詳細はこちらをご覧くださ
い。

2021年3月3日
フォーラム・シ
ンポジウム等開

【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 滋賀県立大学
【配信受付】
2021/3/15　10：00~

2021年3月5日 セミナー
【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
お知らせ

一般財団法人 高度情報科
学技術研究機構 (RIST)

2021年3月22日（月）
17:00

2021年3月15日
フォーラム・シ
ンポジウム等開

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
ディスカバリーフォーラム in 神戸

株式会社リバネス
※リバネスIDをお持ちでな
い場合、フォーム入力後に

2020年12月7日 公募 2021年度児童少年の健全育成実践的研究助成 ニッセイ財団 2021年3月10日[消印有効]

2021年1月14日 公募 第二回「みらいを加速するH.U.グループ研究公募」
合同会社H.U.グループ中
央研究所

2021年3月1日～3月15日

2021年2月18日 シンポジウム
【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

東京農工大学・東北大学
共催

2021年3月10日

2021年2月16日 セミナー
2021年3月4日(木) 14時～15時予定
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

ABS学術対策チーム 詳細はHPをご覧ください。

2021年2月24日 シンポジウム
【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）

日本学術振興会 詳細はHPをご覧ください。

2021年3月3日 ワークショップ
【３月１２日】オンライン開催（Webex)
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

一般財団法人高度情報科
学技術研究機構（RIST）

　2021年3月10日 　17:00

2020年11月30日 公募 2021年　財政・金融・金融法制研究基金研究助成金募集のお知らせ
公益財団法人 日本法制学
会

2021年2年22日
～2021年3月2日

2021年2月1日 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
北海道大学北極域研究セ
ンター

2021年2月26日

2021年2月19日 シンポジウム
【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
～」の開催

総務省・NICT 2021年2月26日

2020年9月11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。

2020年10月26日 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。

2021年1月14日 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　1月 在日フランス大使館
詳細はこちらをご覧くださ
い。

2020年10月5日 公募 2020年度海外渡航旅費援助
公益財団法人
電気通信普及財団

通年で募集：10月、12月、
2月の各1日までに、それぞ

2020年12月9日 公募  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
公益財団法人 日本台湾交
流協会

2021年2月19日

2020年12月14日 公募 第59回(2021年度) 学術研究奨励金 応募要項掲出のお知らせ
公益財団法人
三島海雲記念財団

2021年1月 12日~２月26日

2021年1月19日 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
北極域研究共同推進拠点
J-ARC Net

2021年2月19日　必着

2021年1月26日 公募
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　派遣研究
者　募集について

一般財団法人　知的財産
研究教育財団

2021年2月22日

2021年2月16日 セミナー
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

ABS学術対策チーム 詳細はHPをご覧ください。

2020年11月30日 公募 令和3年度人物交流派遣・招聘事業のご案内
公益財団法人
国際文化交流事業財団

2021年2月15日
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https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/setsumeikai.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/setsumeikai.html
https://form.jst.go.jp/enquetes/SCORE-t2021
https://form.jst.go.jp/enquetes/SCORE-t2021
https://www.inhcc.org/jp/research/subsidize/20200420-encourage.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef5bmyIef8NQrddhOhr40tJezunb6IrzKj4aXYVVpg9b4ayA/viewform
http://www.koshibun.jp/file_upload/100185/_main/100185_01.pdf
https://www.iic.hokudai.ac.jp/jr/joint-research/
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/NewsLetter_20210205_vol2.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/NewsLetter_20210205_vol2.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/NewsLetter_20210205_vol2.pdf
https://www.jarec.or.jp/28th_jarec_symposium/
https://www.jarec.or.jp/28th_jarec_symposium/
https://www.inamori-f.or.jp/2021/02/2022inaris_briefing
https://www.inamori-f.or.jp/2021/02/2022inaris_briefing
https://fugaku100kei.jp/events/20210309/
https://fugaku100kei.jp/events/20210309/
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/452.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/452.html
https://www.fipo.or.jp/recruitment/14185
https://postk6.t.u-tokyo.ac.jp/event/img/202103/workshop_20210331.pdf
https://postk6.t.u-tokyo.ac.jp/event/img/202103/workshop_20210331.pdf
https://www.nims.go.jp/fugaku-denchi/events/2020/20210320.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/453.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/453.html
https://r.lne.st/grants/
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_easia_jrp_10th.htmlhttps:/
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_easia_jrp_10th.htmlhttps:/
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/Voir-la-version-en-ligne.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/Voir-la-version-en-ligne.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/Voir-la-version-en-ligne.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/Voir-la-version-en-ligne.pdf
https://www.ict.usp.ac.jp/posts/news49.html
https://www.hpci-office.jp/pages/seminar_qe_210330
https://www.hpci-office.jp/pages/seminar_qe_210330
https://cdf.lne.st/program210123kobe/
https://cdf.lne.st/program210123kobe/
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/02.html
https://www.hugp.com/research_grant/
https://sites.google.com/go.tuat.ac.jp/tamago2021
https://sites.google.com/go.tuat.ac.jp/tamago2021
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/01/20/12th_abs_workshop2020/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/01/20/12th_abs_workshop2020/
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos_open/01.html
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos_open/01.html
https://www.hpci-office.jp/pages/ws_cae_210312
https://www.hpci-office.jp/pages/ws_cae_210312
https://www.hoseigakkai.jp/info/2020/1127100226.html
https://www.nipr.ac.jp/arcs2/priority/capacity/essential3.html
https://sites.google.com/go.tuat.ac.jp/tamago2021
https://sites.google.com/go.tuat.ac.jp/tamago2021
https://r.lne.st/grants/
https://jp.ambafrance.org/-rubrique2109-
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/01/Voir-la-version-en-ligne01.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/01/Voir-la-version-en-ligne01.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/01/Voir-la-version-en-ligne01.pdf
https://www.taf.or.jp/grant-b/02/
https://www.koryu.or.jp/business/exchange/joint/application/
https://www.mishima-kaiun.or.jp/news/2021.html
https://j-arcnet.arc.hokudai.ac.jp/joint_research/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/02/04/13h_abs_workshop2020-2/
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/02/04/13h_abs_workshop2020-2/
https://www.jicef.or.jp/dispatch


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2020年12月2日 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））
大阪市経済戦略局 立地交
流推進部

2021年2月 6日~12日

2020年12月9日 公募 2021年度共同研究・研究集会の公募について
金沢大学環日本海域環境
研究センター

2021年2月15日

2021年1月6日 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 総合地球環境学研究所 2021年2月5日　10時必着

2020年12月24日 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

公立大学法人滋賀県立大
学

 2021年2月8日～12日

2021年1月14日 フォーラム・シン
【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]

独立行政法人 日本学術振
興会

 2月15日（月）
オンラインでの参加登録

2021年1月14日 セミナー
(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
とリモート技術の融合 －」開催

人工知能研究開発ネット
ワーク事務局

2021年2月10日　13：00

2021年1月15日 公募 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
 2021年2月４日9時～2021
年2月10日

2021年2月4日 公募 2021年2月15日（月）日本時間16:00 ウェビナーの開催案内
イスラエル大使館
科学技術部

詳細はHPをご覧ください。

2021年2月4日 公募 2月17日（水）14：00～18：00 第13回政策研究レビューセミナー
文部科学省科学技術
・学術政策研究所

詳細はHPをご覧ください。

2020年12月7日 公募
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
いて

神戸大学海事科学研究科
令和3年1月末日
※ 乗船1ヶ月前までに、乗

2020年10月20日 公募 第7回永守賞募集のご案内　 公益財団法人永守財団 2021年1月31日

2020年11月10日 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)
公益財団法人　G-7奨学
財団

2021年1月31日

2020年12月2日 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
情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所

2021年１月８日
～　１月28日 正午

2020年12月8日 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
公益財団法人 メルコ学術
振興財団

2021年01月28日 必着

2020年12月9日 シンポジウム
【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）

長崎大学生命医科学域 2021年1月29日

2020年12月14日 公募 第１０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

2021年2月1日 17:00
※対象者：2020年４月１日

2020年11月25日 公募 藤森科学技術振興財団 2021年度募集について 藤森科学技術振興財団 2021年1月20日

2020年11月18日 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）
自然科学研究機構
国立天文台

2021年1月22日（金）17:00

2020年12月9日 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　12月 在日フランス大使館 詳細はHPをご覧ください。

2020年12月11日 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 国立歴史民俗博物館 2021年01月22日 必着

2020年12月24日 公募 2021年度統計数理研究所共同利用公募案内について
大学共同利用機関法人 情
報・システム研究機構 2021年1月 15日（電子シス

2020年12月18日 公募
「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」
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

国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）国際

（学内締切り）2021年1月
22日

2021年1月7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】
物質・デバイス領域共同
研究拠点

2021年1月27日

2021年1月7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
国際イノベーション会議
Hack Osaka実行委員会

2021年1月20日　12時まで

2021年1月8日 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
公益財団法人日本生産性
本部　経営アカデミー

【２次募集　応募締め切
り】

2020年10月2日 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

2020年9月24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

2020年10月15日 公募 2021年度（第55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

2020年12年1日
～2021年1月12日

2020年11月20日 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 東北大学 加齢医学研究所 2021年1月15日

2020年11月30日 公募
【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
研究者向け）

内閣官房まち・ひと・し
ごと創生本部事務局

学内締切　2021年１月８日
※希望市町村一覧はこちら

2020年11月30日 公募
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

国立研究開発法人　科学
技術振興機構（JST）

学内締切　2021年１月15日

2020年12月7日 公募 2021 年度 共同利用研究 公募案内 九州大学応用力学研究所 2021年1月15日

2021年1月5日 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」
株式会社リバネス
 地域開発事業部

2021年1月14日　16:00

2021年1月7日 その他
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

株式会社リバネス 2021年1月15日

2021年1月7日 その他
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】

株式会社リバネス 2021年1月15日　10時まで

2020年11月25日 公募 令和3年度 プロジェクト研究
自然科学研究機関アスト
ロバイオジーセンター

2021年1月6日　17:00

2020年11月25日 公募 令和3年度 サテライト研究
自然科学研究機関アスト
ロバイオジーセンター

2021年1月6日　17:00

2020年11月25日 公募 令和3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

2021年4月25日

2020年3月6日 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
日本学術振興会研究者養
成課卓越研究員事業担当

一次締切2020年2月17日
二次締切2020年4月3日　最

2020年8月24日 公募 2021年度　分野融合型共同研究事業　公募情報 自然科学研究機構
2020年11月2日 10:00
~12月11日 17:00
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https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000491867.html
http://www.ki-net.kanazawa-u.ac.jp/coop/research/
https://www.hosei.ac.jp/kenkyu/info/article-20210107145517/
http://www.ict.usp.ac.jp/custom.html
http://www.ict.usp.ac.jp/custom.html
https://www.jsps.go.jp/kadai/symposium/20210216-1.html
https://www.jsps.go.jp/kadai/symposium/20210216-1.html
https://www.nedo.go.jp/events/NA_100061.html
https://www.nedo.go.jp/events/NA_100061.html
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000525209.html
https://coi-drive.net/coi-news/japan-israel-webinar-2021/
https://www.nistep.go.jp/archives/46487
https://www.maritime.kobe-u.ac.jp/joint_usage/fukaemaru/joint_usage_fukaemaru_edu.html
https://www.maritime.kobe-u.ac.jp/joint_usage/fukaemaru/joint_usage_fukaemaru_edu.html
https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/
https://g-7foundation.or.jp/kenkyu.html
https://www.genome-sci.jp/whatsnew/news/news20201202.html
http://melco-foundation.jp/
https://housai.hiroshima-u.ac.jp/
https://housai.hiroshima-u.ac.jp/
http://www.jaci.or.jp/recruit/page_02_10_2021.html
https://www.fujimori-f.or.jp/index.html
https://www2.nao.ac.jp/%7Eopen-info/kouryuu/koubo/index.html
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/12/Newslettre22.pdf
https://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/public_ad/index.html#b
https://www.ism.ac.jp/kyodo/index_j.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_covid19.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_covid19.html
http://five-star.tagen.tohoku.ac.jp/
https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/tech-entry.php
https://www.k-academy.jp/researchgrant2020/
http://m-alliance.j-milk.jp/koubo/2021/index.html
https://www.kmfg.co.jp/news/kmfg_c/download_c/files/20201001_1km.pdf
http://www.yhmf.jp/
http://www.idac.tohoku.ac.jp/site_ja/joint-program/
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/12/chihousouseibetuten2.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/12/chihousouseibetuten2.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/12/chihousouseibetuten1.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/12/chihousouseibetuten1.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/12/chihousouseibetuten2.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/12/chihousouseibetuten2.pdf
https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/joint/offering.html
https://lne.st/2020/12/25/20210114daicel-seminar/
https://cdf.lne.st/2020/11/27/koube2020/
https://cdf.lne.st/2020/11/27/koube2020/
https://lne.st/2020/12/18/13vco/
https://lne.st/2020/12/18/13vco/
http://abc-nins.jp/application/
http://abc-nins.jp/application/
https://chu-ken.jp/koubo.html
https://www.jsps.go.jp/j-le/koubo_kenkyu.html
https://www.nins.jp/site/activity/1650.html


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2020年7月27日 公募 2021年度 前期国際交流助成公募のご案内
公益財団法人 立石科学技
術振興財団

2020年10月1日
～ 12月20日

2020年10月5日 公募 公益信託山田学術研究奨励基金 三菱UFJ信託銀行 2020年12月18日

2020年11月25日 セミナー
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
本・ギリシアの哲学から考える機械と身体

森ビルアカデミーヒルズ
共催

2020年12月11日　10:00

2020年12月9日 公募 2020年度「生産性研究助成」募集のご案内 （財）日本生産性本部 2020年12月24日 17:00

2020年11月12日 その他
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

 公立大学法人滋賀県立大
学

詳細はHPをご覧ください。

2020年7月21日 公募 第14回（令和２年度）＜風土研究奨励賞＞公募のご案内
公益財団法人 風土研究奨
励会事務局

2020年12月4日

2020年10月14日 公募
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
支援事業）係る公募について

国立研究開発法人新エネ
ルギー・産業技術総合開

2020年12月3日

2020年11月10日 その他 JST 産連事業広聴会  の開催 のご案内　関西地区１２月２２日（火）
国立研究開発法人科学技
術振興機構構（JST）

2020年12月8日

2020年11月17日 ワークショップ 2020年度生物遺伝資源 国際ワークショップ(2020.12.9Web開催)
国立遺伝学研究所
 ABS学術対策チーム

2020年12月3日（木）17:00
申込期限前に受付を締切る

2020年4月24日 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。

2020年3月11日 公募 SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラムについて
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）「科

HPをご確認ください

2020年7月7日 公募 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)
公益財団法人　交通エコ
ロジー・モビリティ財団

2020年11月1日
～ 11月30日

2020年7月1日 公募 2020年度第12期調査研究助成の募集
公益財団法人医療機器セ
ンター附属　医療機器産

2020年11月2日
～11月30日

2020年8月18日 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)
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構

•令和2年度研究開始 : 2020
年8月3日～2020年11月30日

2020年7月29日 公募 令和2年度の「挑戦的研究助成」の公募について
公益財団法人　セコム科
学技術振興財団　事務局

公募時期は10月を予定

2020年9月4日 公募 2020年度　みずほ証券寄附講座　研究奨励賞
京都大学経営管理大学院
みずほ証券寄附講座

2020年11月30日

2020年9月29日 公募 2020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

2020年11月30日

2020年10月6日 公募 2021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

2020年12月1日

2020年10月5日 公募 2020年度研究調査助成(通常枠）
公益財団法人
電気通信普及財団

2020年11月30日

2020年10月5日 公募 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）
公益財団法人
電気通信普及財団

2020年11月30日

2020年10月19日 公募
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
共同研究・研究会「NIG-JOINT」募集のお知らせ

情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所

2020年12月1日

2020年10月16日 公募 第4回　研究開発助成
公益財団法人I-O DATA
（アイ・オー・データ）

2020年11月24日　17：00
※応募にはweb説明会の録

2020年11月8日 セミナー
滋賀県立大学　研究シーズ発表会の開催について
                                 ～ 企業・関係団体等との連携をめざして ～

公立大学法人滋賀県立大
学 産学連携センター

2020年11月25日

2020年11月8日 その他
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
来情報研究センター】

滋賀県立大学
地域ひと・モノ・未来情

2020年11年2日
～2020年11月16日

2020年11月6日 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」
独立行政法人
日本学術振興会

2020年11月30日18：00
要事前登録・定員（70名）

2020年11月2日 公募 2020年度第12期調査研究助成の募集
公益財団法人
医療機器センター

2020年11月30日

2020年11月2日 公募 河川美化・緑化事業の募集
公益財団法人
河川財団

2020年11月30日

2020年11月2日 公募 河川財団賞および河川財団奨励賞の募集
公益財団法人
河川財団

2020年11月30日

2020年10月26日 公募 【JST】ワークショップ　公正な研究活動の推進　－効果的な研究倫理教育の実践
国立研究開発法人　科学
技術振興機構（JST）

2020年11月26日
Zoomにて開催

2020年7月27日 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 
同志社大学　赤ちゃん学
研究センター

2020年9月1日
～ 11月16日

2020年8月18日 公募 令和3年度共同利用型共同研究
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構

2020年11月13日 17:00

2020年9月2日 公募 2020年度研究助成募集のご案内
一般財団法人 第一生命財
団

2020年11月13日

2020年9月8日 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  
国立研究開発法人　科学
技術振興機構（JST）

2020年11月9日(正午)
※ODA要請書提出期限

2020年9月9日 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 資生堂女性研究者サイエン
2020年9月15日 9：00
~11月16日（正午）

2020年9月10日 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　学術
公益財団法人
石本記念デサントスポー

2020年11月6日

2020年9月15日 公募 「外部有識者を活用した委託研究」の募集について      
全国健康保険協会
 

2020年11月10日

2020年9月17日 公募 2021年度公募助成
公益財団法人
ＪＲ西日本あんしん社会

2020年11月16日

2020年10月1日 公募 「令和3年度推薦応募」のご案内 高橋産業経済研究財団
学内締切
2020年11月13日

2020年10月5日 公募 令和2年度 挑戦的研究助成～セコムチャレンジ2020～
公益財団法人
セコム科学技術振興財団

2020年10月12日～11月6日
 但し、応募に必要なアップ

2020年10月8日 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
公益財団法人中山隼雄科
学技術文化財団

2020年11月15日

2020年10月13日 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
独立行政法人
日本芸術文化振興会基金

【学内締切り】
2020年11月13日
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https://www.tateisi-f.org/research/i_exch/index1.html
https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/449.html
https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/449.html
https://www.k-academy.jp/researchgrant2020/
https://www.usp.ac.jp/info/x112/
https://www.usp.ac.jp/info/x112/
http://www.kazato.org/application/kazato_research_prize.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100277.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100277.html
https://form.jst.go.jp/enquetes/sanren_kochoukai
http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2020/11/06/international_bioresource_workshop2020/
https://3w3ke.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/EA4fL6XgcYJLE24WWDGRuaGOcnh538ao8MXTDI5coPABjVSjgNnI0VWTG7f3QohC0t6a4Vvb7hENfnv-KUH5Ns2eYt7acMEIRdOO6_Cce5HG
https://www.jst.go.jp/ristex/examin/sdgs/solve.html
http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/bfjyosei/bfjyosei_top1.html
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
https://www.ninjal.ac.jp/research/project-3/collaborative-use-register/
https://www.secomzaidan.jp/josei.html
http://mizuho-sc.gsm.kyoto-u.ac.jp/award_2020/
https://www.sbs-kamatazaidan.or.jp/skzd/furtherance/
https://www.tasc.or.jp/
https://www.taf.or.jp/grant-a/
https://www.taf.or.jp/grant-c/01/
http://www.nig.ac.jp/nig/ja/research-infrastructure-collaboration/nig-collaboration-grant
http://www.nig.ac.jp/nig/ja/research-infrastructure-collaboration/nig-collaboration-grant
https://iodata-foundation.or.jp/
https://www.usp.ac.jp/info/x112/
https://www.usp.ac.jp/info/x112/
http://www.ict.usp.ac.jp/posts/salon.html
http://www.ict.usp.ac.jp/posts/salon.html
https://www.jsps.go.jp/j-kousei/seminar2020.html
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
https://www.kasen.or.jp/jyosei/tabid59.html
https://www.kasen.or.jp/kikin/tabid305.html
https://www.jst.go.jp/kousei_p/event_info.html
https://akachan.doshisha.ac.jp/forresearcher/kyo/kyo-about
https://www.ninjal.ac.jp/research/project-3/collaborative-use/
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dai-ichi-life-foundation/
https://www.jst.go.jp/global/koubo.html
https://corp.shiseido.com/jp/rd/doctor/grants/science/
https://www.descente.co.jp/ishimoto/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat740/sb7210/20200909/
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/10/kenposetumeisho.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/10/kenposetumeisho.pdf
https://www.westjr.co.jp/press/article/items/200901_00_koubojyosei.pdf
http://takahashi-f.or.jp/entry/index.shtml
https://www.secomzaidan.jp/
http://www.nakayama-zaidan.or.jp/
https://www.ntj.jac.go.jp/kikin.html


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2020年10月14日 公募 2020年度「NEDO Entrepreneurs Program（NEP）」に係る公募について
国立研究開発法人新エネ
ルギー・産業技術総合開

2020年11月20日

2020年10月14日 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
公益財団法人サントリー
文化財団

2020年11月9日

2020年10月20日 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
北海道大学北極域研究セ
ンター ArCS II

2020年11月4日

2020年10月21日 公募 【JST】RISTEXオンラインセミナー「カオスを生きる」開催
科学技術振興機構社会技
術研究開発センター「人

2020年11月12日（木）
20:00～22:00

2020年10月21日 公募 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
鹿児島県企画部離島振興
課離島振興係

2020年11月13日

2020年11月2日 公募 2021年度河川基金助成の募集
公益財団法人
河川財団

2020年11月16日

2020年10月9日 シンポジウム 人間中心のAI:第２回仏独日シンポジウム DWIH Tokyo 2020年10月25日

2020年10月14日 公募 令和3年度共同利用研究等の公募について
京都大学複合原子力科学
研究共同利用掛

2020年11月6日

2020年10月29日 その他 京都大学アカデミック2020
京都大学アカデミックデ
イ事務局

2020年11月6日

2020年9月16日 公募
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
のお知らせ

公益財団法人ヤマハ発動
機スポーツ振興財団

2020年10月31日

2020年6月24日 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

2020年6月24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

2020年7月6日 公募 第16回児童教育実践についての研究助成
公益財団法人　博報堂教
育財団

2020年10月31日

2020年7月27日 公募 2021年度 研究助成（A）（B）（C）公募のご案内
公益財団法人 立石科学技
術振興財団

2020年9月1日
～ 10月31日

2020年8月6日 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
独立行政法人
環境再生保全機構

2020年9月25日
~10月28日

2020年9月2日 公募 YMFSスポーツチャレンジ助成　 第15期生(2021年度) 助成対象者 募集
公益財団法人 ヤマハ発動
機スポーツ振興財団

2020年10月30日

2020年8月27日 公募 2021年度 国際学術共同研究助成
公益財団法人 平和中島財
団

2020年10月31日

2020年8月27日 公募 2021年度 アジア地域重点学術研究助成
公益財団法人 平和中島財
団

学内締切
2020年10月23日

2020年9月8日 公募 2021年度万博基金助成金募集
公益財団法人 関西・大阪
21 世紀協会

学内締切
2020年10月23日

2020年9月10日 公募
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））
の

国立研究開発法人
科学技術振興機構

9月下旬～10月下旬

2020年9月24日 公募 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
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

2020年10月22日

2020年9月30日 公募 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
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）戦略

2020年10月27日　正午

2020年9月28日 公募 日本経済研究センター研究奨励金 日本経済研究センター 2020年10月31日

2020年10月2日 公募 第１６回　児童教育実践についての研究助成
公益財団法人博報堂教育
財団

2020年10月31日

2020年10月5日 公募
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

日本原子力研究開発機構 2020年10月30日

2020年10月5日 公募 滋賀県近未来等社会実装推進事業補助金の募集 滋賀県商工政策課 2020年10月26日

2020年10月20日 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
境委員会（ILEC）

日　　時：　10月27日
（火）日本時間午後５時か

2020年6月29日 公募 2020年度の助成金.補助金のご案内（1.研究助成）
公益財団法人　科学技術
融合振興財団

2020年10月15日

2020年6月29日 公募 2020年度の助成金.補助金のご案内（2.補助金）
公益財団法人　科学技術
融合振興財団

2020年10月15日

2020年7月21日 公募 第14回（令和２年度）＜風土賞＞公募のご案内
公益財団法人 風土研究奨
励会事務局

2020年10月16日

2020年9月2日 公募 2020年度　東京エレクトロン株式会社　共同研究公募制度
東京エレクトロン株式会
社

2020年10月1日～10月16日

2020年9月1日 公募 2020年度 第二次研究助成募集のご案内
公益財団法人
メルコ学術振興財団

2020年10月12日

2020年3月30日 公募 信託研究分野 （一財）信託協会 2020年9月30日

2020年6月29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6月24日 公募
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
法・商法・経済法・その他の金融・経済に関する法律）

（公財）全国銀行学術研
究振興財団

2020年9月23日

2020年6月24日 公募
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
法・商法・経済法・その他の金融・経済に関する法律）

（公財）全国銀行学術研
究振興財団

2020年9月23日

2020年6月23日 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

2020年5月22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 2020年9月30日

2020年6月29日 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
文部科学省研究振興局学
術機関課

学内締切
第一次公募：2020年7月15

2020年7月1日 公募 2020年度　第3回　兵庫・関西　キャタピラーSTEM賞 キャタピラー　明石 2020年9月30日

2020年7月6日 公募 経営科学研究奨励金
一般社団法人 日本経営協
会

2020年9月30日
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https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100280.html
https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/
https://www.nipr.ac.jp/arcs2/priority/capacity/essential2.html
https://www.academyhills.com/note/report/2020/201020.html
http://www.shima-supporter.com/topics/news/post-591.html
https://www.kasen.or.jp/
https://www.dwih-tokyo.org/ja/event/ai_frgejp/
https://www.rri.kyoto-u.ac.jp/archives/13632
http://research.kyoto-u.ac.jp/academic-day/2020/
https://www.ymfs.jp/project/culture/prize/
https://www.ymfs.jp/project/culture/prize/
https://www.mishima-kaiun.or.jp/virtue/
https://www.mishima-kaiun.or.jp/virtue/
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/subsidy/
https://www.tateisi-f.org/research/abc/
https://www.erca.go.jp/suishinhi/book/pdf/pamph_koubo2020.pdf
https://www.ymfs.jp/project/assist/15th/
http://hnf.jp/josei/
http://hnf.jp/josei/
http://www.osaka21.or.jp/jecfund/information/
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_easia_jrp_covid19.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/ryoiki/ryoiki_corona.html
https://www.jcer.or.jp/about-jcer/incentive
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/subsidy/
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/314627.html
https://www.ilec.or.jp/
http://www.fost.or.jp/subsidies.html
http://www.fost.or.jp/subsidies.html
http://www.kazato.org/application/kazato_prize.html
https://www.tel.co.jp/rd/jointresearch/
http://melco-foundation.jp/
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/business/research.html#promotionbusiness
http://www.okinawakyoukai.jp/
http://www.jade.dti.ne.jp/bankfund/
http://www.jade.dti.ne.jp/bankfund/
http://www.jade.dti.ne.jp/bankfund/
http://www.jade.dti.ne.jp/bankfund/
https://www.unp.or.jp/
https://www.shokosoken.or.jp/commendation/
https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/hoyukiki-katuyo.html
https://www.caterpillar.com/ja/company/caterpillar-in-japan/stem-awards.html
https://www.noma.or.jp/keiei/tabid/257/Default.aspx


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2020年7月27日 公募 2021年度 特別助成「研究助成（S）」公募のご案内
公益財団法人 立石科学技
術振興財団

2020年8月1日
～ 9月30日

2020年7月29日 公募 令和2年度の「特定領域研究助成」の公募について
公益財団法人　セコム科
学技術振興財団　事務局

2020年9月1日
～ 9月30日

2020年8月6日 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
独立行政法人
環境再生保全機構

詳細はHPをご覧ください。

2020年7月31日 公募 放送文化基金助成募集 放送文化基金　助成係
2020年9月1日
～ 9月30日

2020年8月17日 公募 令和3年度日教弘本部奨励金の公募について
公益財団法人日本教育公
務員弘済会

2020年6月1日
~9月30日

2020年8月6日 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） セコム科学技術振興財団
アップロード用アカウント
発行依頼受付期間

2020年8月28日 公募 2021年度国立天文台NAOJシンポジウムの公募について
自然科学研究機構 国立天
文台 

2020年9月25日

2020年9月3日 公募 2020-2021リオ ティント日豪共同研究助成金プログラム
日豪研究交流基金
（FAJS）

2020年9月30日

2020年9月10日 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
国立研究開発法人
科学技術振興機構

募集期間：通年
（ただし、2021年度（令和

2020年7月17日 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（JAT 2020年6月15日 ～ 9月17日

2020年6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

2020年6月17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

2020年7月17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

2020年7月1日
～ 9月15日

2020年7月22日 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
一般財団法人 民間都市開
発推進機構

2020年9月16日（正午）

2020年7月29日 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
公益財団法人 国際花と緑
の博覧会記念協会

2020年8月3日
～ 9月11日

2020年9月8日 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
国立研究開発法人　科学
技術振興機構（JST）

2020年9月14日 14:00～
16:00

2020年8月6日 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
独立行政法人日本学術振
興会(JSPS)

学内締切
第1回募集：2020年9月9日

2020年6月2日 公募 2021年度　りそな環境助成
（公財）りそなアジア・
オセアニア財団

2020年8月31日

2020年5月22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 2020年9月30日

2020年6月11日 公募
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
料学など）

上原記念生命科学財団 2020年9月3日

2020年6月11日 公募
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
料学など）

上原記念生命科学財団 2020年9月3日

2020年6月10日 公募
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
わる技術研究

第一三共株式会社 2020年9月7日

2020年6月9日 公募 吉野家賞 株式会社リバネス 2020年8月31日

2020年6月23日 公募 令和３（2021）年度　国際日本文化研究センター共同研究の公募について
国際日本文化研究セン
ター

2020年8月31日

2020年4月27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 2020年8月31日

2020年6月17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

2020年6月17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

2020年6月12日 公募 東北大学　知のフォーラム　2022年度　開催テーマプログラム募集
東北大学研究推進・支援
機構知の創出センター

2020年8月31日

2020年6月22日 公募 2020年度食の文化研究助成
（公財）味の素食の文化
センター

2020年8月31日

2020年6月19日 公募
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」

（一財）全国勤労者福
祉・共済振興協会

2020年8月31日

2020年7月2日 公募 【公益財団法人　韓昌祐・哲文化財団】～財団創立30周年　助成申請のご案内～
公益財団法人　韓昌祐・
哲文化財団（ハンチャン

2020年8月31日

2020年7月15日 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 国立民族学博物館 2020年8月28日

2020年5月15日 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
（公財）ホクト生物科学
振興財団

2020年8月25日

2020年6月2日 研究助成 日本人若手研究者研究助成金の募集について
（公財）中島記念国際交
流財団

2020年8月21日

2020年6月17日 研究奨励金 2021年度採択　公募型研究助成プログラム「研究奨励」 （公財）旭硝子財団 2020年8月28日

2020年6月17日 研究助成 2021年度お酒の科学財団研究助成 （一財）お酒の科学財団 2020年8月28日

2020年6月26日 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
国立大学法人新エネル
ギー・産業技術総合開発

2020年8月17日

2020年7月1日 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
2020年7月15日
～ 8月18日（正午）

2020年7月17日 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 2020年8月17日（10時）

2020年7月27日 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 
同志社大学　赤ちゃん学
研究センター

2020年8月1日
～ 8月17日

2019年11月18日 その他 2019年度第１回県大ICT研究サロン
滋賀県立大学　地域ひ
と・モノ・未来情報研究
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 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

2020年2月9日 公募
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
提案募集

国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

HPをご確認ください

2020年3月11日 公募 2020年度　社会還元加速プログラム（SCORE）について
国立研究開発法人科学技
術振興機構 産学連携展開

HPをご確認ください

2020年4月16日 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） （公財）稲森財団 2020年7月20日

2020年4月3日 研究助成
「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
術交流等に対する助成

（公財）金型技術振興財
団

詳細はHPをご覧ください。

2020年5月12日 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
（公財）電気通信普及財
団

詳細はHPをご覧ください。

2020年6月2日 研究助成 2021年度　調査研究助成/国際学術交流助成/出版助成
（公財）りそなアジア・
オセアニア財団

2020年7月31日

2020年5月26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」（領域開拓プログラ
ム）

日本学術振興会 2020年7月27日

2020年6月9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

2020年6月9日 研究助成 ニップン　食のイノベーション賞 株式会社リバネス 2020年7月31日

2020年6月9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

2020年6月2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。

2020年6月9日 研究助成 Delightex賞 株式会社リバネス 2020年7月31日

2020年6月9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

2020年6月11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

2020年6月12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

2020年6月22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） 2020年7月28日

2020年6月22日 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
経済産業省 産業技術環境
局 大学連携推進室

2020年7月22日

2020年6月29日 公募 ＪＡ研究奨励費助成
（一社）日本協同組合連
携機構　協同組合連携部

2020年7月22日

2020年7月1日 公募 2020年度第11期調査研究助成の募集
公益財団法人医療機器セ
ンター附属　医療機器産

2020年7月1日～7月31日

2020年7月15日 セミナー
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

株式会社リバネス 2020年7月30日

2020年7月17日 セミナー
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」

NEDO Webinar 2020年7月21日 （9：00）

2020年5月22日 公募 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 日本学術振興会 2020年7月8日

2020年3月26日 研究助成
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

（公財）ロッテ財団 HPをご確認ください

2020年3月27日 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」
国立研究開発法人科学技
術振興機構(JST)

HPをご確認ください

2020年6月17日
フォーラム・シ
ンポジウム等開

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
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）

株式会社リバネス 詳細はHPをご覧ください。

2020年6月17日
フォーラム・シ
ンポジウム等開

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
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）

株式会社リバネス 詳細はHPをご覧ください。

2020年5月12日 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 詳細はHPをご覧ください。

2020年5月12日 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

（公財）医療科学研究所 2020年6月30日

2020年3月2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

2020年1月27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 2020年6月15日

2020年3月9日 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

2020年3月26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
業経営に関する学術研究

（公財）野村マネジメン
ト・スクール

2020年6月30日

2020年3月26日 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

2020年3月24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

2020年4月3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
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4月1日 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 2020年6月30日

2020年4月10日 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
国立民族学博物館研究協
力課研究協力係

2020年6月5日

2020年4月7日 その他 「税に関する論文」募集 （公財）納税協会連合会 2020年6月30日

2020年4月3日 公募 「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム」
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

2020年6月3日

2020年4月2日 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
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https://www.nomurafoundation.or.jp/category/social
https://www.nomurafoundation.or.jp/category/social
http://www.iiajapan.com/system/josei/
https://www.canon-foundation.jp/aid_common/index.html#gaiyou2020
http://diplas.jp/requirements.html
https://www.nouzeikyokai.or.jp/ronbun/
https://www.jst.go.jp/ristex/examin/sdgs/solve.html
http://www.iiajapan.com/system/josei/


 外部団体からの研究助成等のご案内（受付終了分） 2023年3月10日

受付日 種類 タイトル 財団名等 申請締切日

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4月17日 公募 2020年度国立天文台研究集会の公募
大学共同利用機関法人自
然科学研究機構

2020年6月26日

2020年5月15日 研究助成
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
「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

非営利・協働総合研究所
いのちとくらし

2020年6月20日

2020年5月29日 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）
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

2020年6月25日

2020年5月29日 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）
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

2020年6月25日

2020年5月29日 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）
国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）

2020年6月18日

2020年6月2日 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 日本学術振興会 2020年6月26日

2020年3月31日 研究助成
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
度化」

千葉大学環境リモートセ
ンシング研究センター

2020年4月17日

2020年3月9日 研究助成
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　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
る研究

（公財）村田学術振興財
団

HPをご確認ください

2020年3月5日 研究助成 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 （公財）セコム財団 2020年4月14日

2020年2月27日 研究助成
2020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考え
る」

（公財）サントリー文化
財団

2020年4月10日

2020年2月20日
フォーラム・シ
ンポジウム等開
催助成

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
る人材育成～」

山口大学　大学研究推進
機構　知的財産センター

2020年3月6日

2020年2月20日 研究助成
「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」

（一財）ゆうちょ財団 2020年4月17日

2020年2月19日 講演会
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
教育と地域連携」

山口大学学術研究部研究
推進課

HPをご確認ください

2020年2月5日 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
日本学術振興会研究者養
成課卓越研究員事業担当

HPをご確認ください

2020年2月5日 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 国立民族学博物館 2020年4月10日

2020年1月27日 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
北海道大学情報基盤セン
ター

2020年4月3日

2020年1月21日 研究助成 2020年度（第34回）研究助成の募集について （公財）大川情報通信基金2020年4月10日

2020年1月20日 活動助成 国際交流助成
（公財）中山隼雄科学技
術文化財団

2020年4月15日

2020年4月22日 研究助成 【日本学術振興会】海外特別研究員　RRAの募集について 日本学術振興会

2020年4月22日 研究助成 【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

2020年4月22日 研究助成 【日本学術振興会】特別研究員　RPDの募集について 日本学術振興会

2020年6月25日

2020年4月22日 研究助成 【日本学術振興会】特別研究員　PD・DCの募集について 日本学術振興会

2020年4月24日 研究助成 研究助成金受給者の推薦依頼について
（公財）石井記念証券研
究振興財団
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https://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html
https://www2.nao.ac.jp/%7Eopen-info/kouryuu/koubo/researchassembly/index.html
http://tachibana.or.jp/
https://www.inhcc.org/jp/research/subsidize/20200420-subsidize.html
https://www.inhcc.org/jp/research/subsidize/20200420-subsidize.html
https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/2020_honkaku.html
https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/2020_ikusei.html
https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/2020_tryout.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/cpd_sin.html
http://www.cr.chiba-u.jp/japanese/collaborative.html
http://www.cr.chiba-u.jp/japanese/collaborative.html
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/zaidan/requirement
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/zaidan/requirement
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/zaidan/requirement
https://www.secomzaidan.jp/ippan.html
https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/application.html
https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/application.html
http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=3316
http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=3316
https://www.yu-cho-f.jp/postal/postreport.html
https://www.yu-cho-f.jp/postal/postreport.html
http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/%7Eken-san/SCJ/
http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/%7Eken-san/SCJ/
https://www.jsps.go.jp/j-le/setumeikai.html
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/project/iurp/offer
https://www.iic.hokudai.ac.jp/jr/joint-research/
http://www.okawa-foundation.or.jp/application/research_grant.html
http://www.nakayama-zaidan.or.jp/activity-grant01.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html
http://tachibana.or.jp/
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