平成27年度 助成・公募情報一覧
平成27年3月29日 更新

※表中の青字をクリックすればそのウェブサイトへ移動します。

NO.

掲載日

助成等団体名
（応募先）

15055

3/29 日本証券奨学財団

15054

3/29

15053

3/23 研究推進課

15052

3/14

15051

15050

独立行政法人日本学術
振興会

件名

学内締切
（学内推薦
必要時は原
則応募先締
切の10日
前）

平成28年度の研究調査助成及び研究出版助成
6月20日(月)
の募集

日本学術振興会 育志賞候補者の推薦

5月27日(金)

研究推進プロジェクト公募

4月25日(月)

一般社団法人山下太郎
顕彰育英会

山下太郎学術研究奨励賞

3月24日(木)

3/9

竹村和子フェミニズム基
金

2016年度助成事業

3/3

公益財団法人 戸部眞
紀財団

平成28年度 研究助成金給付の募集について

4月5日(火)

応募期間・応募先締切

募集要項等 （参照HP）

平成２８年４月１１日（月）～６月３０日（木）（必着）

http://www.jssf.or.jp

平成２８年６月８日（水）～６月１０日（金）１７：００【必着】

http://www.jsps.go.jp/j-ikushiprize/yoshiki.html

平成２８年３月１日から平成２８年３月３１日（必着）

http://yamaiku.jp

2016年5月20日（当日消印有効）

http://www.takemura-fund.org/

４月１５日（金）必着

www.tobe-maki.or.jp

2016年３月１５日（火）１７時

https://www.ifys.jp/20160321me
xt-sympo/

平成28年4月11日（月）～13日（水）17:00（期間中必着）

http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/

http://www.daigakunoasu.org/se
minar/npoxnpo.html

15049

文部科学省科学技術・学
2/25 術政策局 産業連携・地 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 3月9日(水)
域支援課

15048

独立行政法人 日本学
2/10 術振興会 人材育成事
業部 研究者養成課

第13回（平成28年度）日本学術振興会賞受賞候
4月1日(金)
補者の推薦についてのお知らせ

15047

1/29 大学の明日を考える会

地方創生における課題解決力と人材育成を考え
るー産学官金の連携で、地方創生の実践フェー
ズの推進をー

2016年2月12日（金）開催 各自申し込み

15046

1/19

東北学院大学 地域共
生推進課

シンポジウム「災害復興公営住宅のいまとこれか
らーー生活再建の新しいステージをみんなで考
える」の開催について

2016年1月21日 （木）開催 事前申込不要

「グローバルサイエンスキャンパス」

平成28年1月15日～3月7日 正午

http://www.jst.go.jp/cpse/gsc/

「次世代科学者育成プログラム」

平成28年1月15日～2月15日 正午

http://www.jst.go.jp/cpse/fsp/

「女子中高生の理系進路選択支援」

平成28年1月15日～3月14日 正午

http://www.jst.go.jp/cpse/jyoshi/

「中高生の科学研究実績活動推進プログラム」

平成28年1月15日～2月15日 正午

http://www.jst.go.jp/cpse/jissen/

北海道大学情報基盤センター共同研究

平成２８年１月４日（月）～平成２８年２月５日（金）

http://www.iic.hokudai.ac.jp/kyod
o_kenkyu/kyodo_kenkyu1.html

平成28年1月12月（火）～2月12日（金）

http://www.soumu.go.jp/main_sos
iki/joho_tsusin/scope/

2015年12月18日（金）～2016年2月12日（金）

https://ibarakicampaign.jp/contest/

15045 1/19

国立研究開発法人 科
学技術振興機構（ＪＳＴ）

国立大学法人北海道大
学 情報基盤センター

15044

1/13

15043

総務省 情報通信国際戦
戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）平
1/13 略局 技術政策課
成28年度研究開発課題の公募について
SCOPE事務局

15042 12/25

茨城県知事公室 広報
広聴課

井上春成賞委員会事務
15041 12/24
局

いばらき広告大賞

第41回井上春成賞

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構 統計数理研究所 共同
15040 12/14 情報・システム研究機構
利用 案内
統計数理研究所

15039 12/10

備考

公益財団法人 三島海
雲記念財団

平成28年度 学術研究奨励金応募について

2月15日(月)

平成28年2月1日(月)～平成28年3月31日（火）まで

http://inouesho.jp/

電子申請システムよりの登録締切：平成28年1月12日（火）
承諾書受付締切：平成28年1月18日（月）必着

http://www.ism.ac.jp/kyodo/inde
x_j.html

(電子登録)平成28年1月10日（日）～平成28年2月29日（月）
（申請書）平成28年1月25日（月）～平成28年2月29日（月）

http://www.mishima-kaiun.or.jp

応募要項等詳細につい
ては、H28年2月1日～公
開

NO.

掲載日

15038 12/9

件名

学内締切
（学内推薦
必要時は原
則応募先締
切の10日
前）

応募期間・応募先締切

平成28年度 三菱財団助成金公募のお知らせ
【自然】

1月19日(火)

平成28年1月5日（火）～平成28年2月2日（火）

平成28年度 三菱財団助成金公募のお知らせ
【人文】

1月7日(木)

平成27年12月24日（木）～平成28年1月21日（木）

平成28年度 三菱財団助成金公募のお知らせ
【社会】

12月28日(月)

平成27年12月15日（火）～平成28年1月12日（火）

助成等団体名
（応募先）

公益財団法人 三菱財
団

募集要項等 （参照HP）

http://www.mitsubishi-zaidan

12/9

公益社団法人 私立大
学情報教育協会

未来を切り拓く志を支援する「社会スタディー」参
加者募集

平成28年1月20日（水）

15036 11/26

公益財団法人 天一美
術文化財団

平成２８年度助成の募集

平成27年12月1日～平成28年8月末日締切り≪必着≫

http://tenichi-museum.com/

15035 11/20

日中共同研究「都市における環境問題または
国立研究開発法人 科
都市におけるエネルギー問題に関する研究」
学技術振興機構（ＪＳＴ）
募集

平成27年11月6日（金）～平成27年12月18日（金）午後5時

http://www.jst.go.jp/sicp/announce_
ch_MOST1st.2015.html

15034

10/7

公益財団法人日本文化
藝術財団

平成27年11月1日（日）〜平成27年11月30日（月）【当日消印
有効】

http://jp-artsfdn.org

15033

9/18

公益財団法人 池谷科学 平成28年度 公益財団法人 池谷科学技術振興
技術振興財団
財団助成金募集

平成27年10月1日 ～ 平成27年11月30日

https://iketanizaidan.or.jp/system/?page_id=05

15037

第7回 『創造する伝統賞』

11月16日(月)

http://www.juce.jp/sangaku/syak 全学生に送信したが、対
ai-study/
象は1,2年生。

15032

三井住友信託銀行 リ
9/9 テール受託業務部 公益
信託グループ

平成28年度 公益信託 大木記念美術作家助成
基金

平成27年11月30日（月）

http://www.smtb.jp/personal/entrust
ment/management/public/example/l
ist.html

15031

8/18 公益財団法人トヨタ財団

2015年度研究助成プログラム

2015年9月4日（金）日本時間15時

https://www.toyotafound.or.jp/progr
am/research.html

15030

8/7

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構

2017年度開始・共同研究とそれを組織する客員
教員の公募

平成27年10月30日（金） 必着(郵送）

http://research.nichibun.ac.jp/ja/em
ployment/team.html#kokunai

15029

7/31

国立大学法人東京工業
大学

平成28年度研究助成

平成27年10月30日（金） 必着

http://www.rpd.titech.ac.jp/rpdiv/so
mu/exterior/rikoh/H28/index.html

15028

7/31

金沢大学環日本海域環
境研究センター

平成２７年度 金沢大学環日本海域環境研究セ
ンターとの全国共同利用研究公募

平成27年8月17日(月) (期限厳守)

http://k-inet.w3.kanazawau.ac.jp/inet/jp/co_research/coresearch.html

15027

7/30

公益財団法人日本科学
協会

平成２８年度笹川科学研究助成の公募

【学術研究部門】平成２７年１０月１日～１０月１５日
【実践研究部門】平成２７年１１月１日～１１月１６日

http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa
/

15026

7/27

公益財団法人韓昌祐・哲
文化財団

2015年度助成申請の募集に関するご案内

平成27年7月1日（水）～平成27年9月30日（水）（当日消印有
効）

http://www.hanchangwootetsu.or.jp/recruit/index.php

15025

7/23

公益財団法人関西・大阪 平成２８年度 日本万国博覧会記念基金助成事
２１世紀協会
業募集について

15024

7/21

中山隼雄科学技術文化
財団

15023

7/17 公益財団法人大林財団

15022

7/14

15021

15020

平成２７年度

平成２７年９月１日（火）～平成２７年９月３０日（水）（当日消 http://www.osaka21.or.jp/jecfund/fu
nd_contents/bosyu/index_h28.html
印有効）

調査研究並びに助成研究の募
集についてのご案内

平成27年10月15日

http://www.nakayamazaidan.or.jp/activity-grant01.html

平成27年度研究助成の募集について

平成27年10月1日（木）～平成27年10月31日（土）
（期日厳守・当日消印有効）

http://www.obayashifoundation.org/u
rbanstudies

公益財団法人放送文化
基金

平成27年度助成募集

平成27年9月1日～9月30日

http://www.hbf.or.jp/grants/guideline
.html

7/14

公益財団法人上廣倫理
財団

平成27年度 研究助成公募

平成27年度9月１日（月）必着

http://www.rinri.or.jp/research_supp
ort06.html

7/6

公益財団法人科学技術
融合振興財団

平成27年度 助成金・補助金応募のご案内

平成27年10月15日（木）

http://www.fost.or.jp/

8月21日(金)

備考

NO.

掲載日

助成等団体名
（応募先）

件名

学内締切
（学内推薦
必要時は原
則応募先締
切の10日
前）

応募期間・応募先締切

募集要項等 （参照HP）

15019

博報財団
7/3 （公益財団法人博報児童
教育振興会）

第11回「児童教育実践についての研究助成」

2015年7月1日～10月31日

http://www.hakuhodo.co.jp/foundatio
n/subsidy/

15018

7/1 公益財団法人発明協会

平成28年度 全国発明表彰募集

平成27年7月1日（水）～8月31日（月）

http://koueki.jiii.or.jp/

15017

住友生命保険相互会社
6/30 「未来を強くする子育てプ
ロジェクト」事務局

「未来を強くする子育てプロジェクト」募集

2015年7月7日（火）～2015年9月9日（水）必着

http://www.sumitomolife.co.jp/about
/csr/community/mirai_child/

15016

6/30

平成27年度 愛知県芸術文化選奨候補者の推
薦受付

平成2７年７月１日（水）～平成27年8月31日（月） 消印有効

http://www.pref.aichi.jp/bunka/

愛知県県民生活部文化
芸術課

備考

（自然科学系）平成2７年8月7日
1. 研究奨励
（人文・社会科学系）平成2７年8月28日

15015

6/29

公益財団法人 旭硝子財
団

2. 若手継続グラント

平成27年7月31日

3. ステップアップ助成

平成27年7月31日

http://www.afinfo.or.jp/subsidy/about.html

各プログラムの締切日ま
でに
リンク（7月21日オープン）
から応募情報の入力と、
申請関係書類のPDFファ
イルのアップロードが必
要

平成27年8月7日

15014

6/16 公益財団法人 倶進会

15013

6/12

公益財団法人日本教育
公務員弘済会

科学技術社会論・柿内賢信記念賞

2015年8月31日（月）当日消印有効

http://www.gushinkai.com

平成28年度 日教弘本部奨励金の公募

平成27年6月1日（月）～平成27年9月30日（水）必着

http://www.nikkyoko.or.jp/business/
education.html#menu-title08

https://www.isij.or.jp/Josei/shinkou2
015.htm

15012 6/10

一般社団法人 日本鉄
鋼協会

第25回（平成28年度助成開始）鉄鋼研究振興助
成

ホームページの申込
フォームから申請をして
下さい。

平成27年7月１日（水）～7月22日（水） １７：００必着
https://www.isij.or.jp/Josei/2015/ind
ex.htm

国土交通省住宅局住宅
生産課

15011

6/8

15010

6/1 公益財団法人稲盛財団

15009

5/26

公益財団法人三島海運
記念財団

15008

5/13 新潟市

15007

4/23 津田塾大学

15006

4/23 日本学術振興会

15005

4/14

15004

4/14 ＤＮＰ文化振興財団

公益財団法人松下幸之
助記念財団

平成2７年6月30日（火）必着

http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kokk
o_hojyo/about/27_koudoka_boshuu.ht
ml

2015年7月25日（土） 消印有効

http://www.inamori-f.or.jp

平成27年8月1日～9月30日（当日消印有効）

http://www.mishima-kaiun.or.jp/

平成２７年度「新潟市里潟学術研究事業」募集案
内

平成27年5月29日（金）必着

http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/
kankyo/seikatukankyo/shizenfureai/
sakata/satogata_kenkyu/H27satogat
a.html

2015年度「津田梅子賞」実施要網

2015年4月22日（水）～2015年7月16日（木）必着

http://www.tsuda.ac.jp/opencollege/umeko-award/2015.html

平成２７年６月１１日（木）１７：００（厳守）

http://www.jsps.go.jp/jissyakai/koub
o.html

２０１５年度「研究助成」（人文科学・社会科学領
域）

平成27年4月1日（水）～平成27年5月15日（金）必着

http://matsushita-konosukezaidan.or.jp/works/research/promoti
on_research_01.html

2015年度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

平成27年5月1日（金）～平成27年7月10日（金）（必着）

http://www.dnp.co.jp/foundation/gra
nts/

平成27年度 住宅・建築物技術高度化事業 技
術開発提案の募集

2016年度 研究助成

学内推薦が
必要

第5回（平成28年度）三島海雲学術賞候補者推
9月18日(金)
薦

H27年度 課題設定による先導的人文・社会科学
6月3日（水）
研究推進事業（グローバル展開プログラム（公募
17:00
型研究テーマ））

NO.

掲載日

助成等団体名
（応募先）

15003

件名

学内締切
（学内推薦
必要時は原
則応募先締
切の10日
前）

平成２７年度の研究調査助成募集
4/13

応募期間・応募先締切

平成27年4月13日（月）～平成27年6月30日（火）

公益財団法人 日本証券
奨学財団

15003

募集要項等 （参照HP）

www.jssf.or.jp

平成２８年度の研究出版助成募集

15002

三井住友信託銀行リテー
ル受託業務部 公益信
平成27年度 公益信託 吉田学記念文化財科学
4/13 託グループ
研究助成基金 助成申請募集
吉田学記念文化財科学
研究助成基金 申請口

15001

4/13 山崎香辛料振興財団

平成２７年度研究助成

平成27年6月1日（月）～平成27年9月30日（水）

平成27年4月1日（水）～平成27年7月17日（金） 必着

5月15日(金)

平成27年5月29日（金）

備考

