平成29年度 助成・公募情報一覧
平成29年7月21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.

助成等団体名
掲載日
（応募先）

学内締切

件名

（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）

公益財団法人
17046 7/21 中山隼雄科学技術文化
財団

平成30年度 「調査研究者」募集

平成29年7月15日（土）～10月15日（日）

http://www.nakayamazaidan.or.jp/activitysp_research01.html

公益財団法人
17045 7/21 中山隼雄科学技術文化
財団

平成 29 年度 「助成研究」募集

平成29年7月15日（土）～10月15日（日）

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

ヤマハ音楽支援制度
研究活動支援

Webエントリー受付
平成29年9月25日（月）11：00～10月16日（月）17：00 ※時間
厳守

http://www.yamahamf.or.jp/shien/kenkyu/

放送文化基金 助成
「技術開発」「人文社会・文化/放送」

平成29年9月1日(金）～平成29年9月30日（土）

http://www.hbf.or.jp/grants/article/
guideline_grants

一般財団法人
17044 7/21 ヤマハ音楽振興会

17043 7/19

公益財団法人
放送文化基金

備考

公益財団法人 旭硝子
17042 7/18
財団

2017年度募集・2018年度採択
自然科学系 「研究奨励」
公募型研究助成

８月２８日
（月）

平成29年7月31日(月）～平成29年9月8日（金）

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

（申請書類には、所属長の捺
印を要します）

公益財団法人 旭硝子
17041 7/18
財団

2017年度募集・2018年度採択
人文･社会科学系 「研究奨励」
公募型研究助成

９月１１日
（月）

平成29年7月31日(月）～平成29年9月22日（金）

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

（申請書類には、所属長の捺
印を要します）

公益財団法人 旭硝子
17040 7/18
財団

2017年度募集・2018年度採択
「環境フィールド研究 近藤記念グラント」
「研究奨励」 公募型研究助成

９月１１日
（月）

平成29年7月31日(月）～平成29年9月22日（金）

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

（申請書類には、所属長の捺
印を要します）

平成29年7月1日～平成29年8月31日（木）

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

平成29年7月1日(月）～平成29年11月10日（金）

http://www.kajimaf.or.jp/promotion/paper.html

要：推薦書・申請者一覧表

要：推薦書・申請者一覧表

17039 7/14

公益財団法人韓昌祐・
哲文化財団

17038 7/10

公益財団法人
鹿島学術振興財団

17037 7/10

公益財団法人
鹿島学術振興財団

２０１７年度研究助成事業に関する助成候補者
（人文・社会科学関係）推薦依頼について

１０月３1日
（火）

平成29年7月1日(月）～平成29年11月10日（金）

http://www.kajimaf.or.jp/promotion/paper.html

17036

7/6

公益財団法人
博報児童教育振興会

第１３回 児童教育実践についての研究助成

１０月２０日
（金）

平成29年7月3日(月）～平成29年10月31日（火）

http://www.hakuhofoundation.or.jp/s
ubsidy/tabid/136/Default.aspx

17035

7/4

公益財団法人沖縄協会

第３９回（平成29年度）沖縄研究奨励賞

平成29年7月15日(土）～平成29年9月30日（土）

http://www.okinawakyoukai.jp/jigyou
/syourei/h28_bosyu.html

17034

7/4

公益財団法人大林財団

公益財団法人大林財団 平成２９年度国際会議
助成募集

平成2９年10月1日（日）～平成29年10月31日（火）

http://www.obayashifoundation.o
rg/urbanstudies

17033

7/4

公益財団法人大林財団

公益財団法人大林財団 平成２９年度国際交流
助成募集

平成2９年10月1日（日）～平成29年10月31日（火）

http://www.obayashifoundation.o
rg/urbanstudies

17032

7/4

公益財団法人大林財団

公益財団法人大林財団 平成２９年度在外実務
研修助成募集

平成2９年10月1日（日）～平成29年10月31日（火）

http://www.obayashifoundation.o
rg/urbanstudies

17031

7/4

公益財団法人大林財団

公益財団法人大林財団 平成２９年度奨励研究
助成募集

平成2９年10月1日（日）～平成29年10月31日（火）

http://www.obayashifoundation.o
rg/urbanstudies

17030

7/4

公益財団法人大林財団

公益財団法人大林財団 平成２９年度研究助成
募集

平成28年10月1日（土）～平成28年10月31日（月）

http://www.obayashifoundation.o
rg/urbanstudies

公益財団法人 科学技術
融合振興財団

平成29年度 助成金・補助金応募のご案内

平成２９年１０月１６日（月）消印有効

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

17029 6/29

公益財団法人韓昌祐・哲文化財団
2017年度 助成申請の募集

２０１７年度研究者交流援助事業に関する助成 １０月３１日
候補者（人文・社会科学関係）推薦依頼について
（火）

NO.

助成等団体名
掲載日
（応募先）

住友生命保険相互会社
17028 6/26 「未来を強くする子育て
プロジェクト」事務局

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）

第１１回 未来を強くする子育てプロジェクト
・子育て支援活動の表彰
・女性研究者への支援

8/28（月）

2017年7月7日（金）～9月8日（金）必着

http://www.sumitomolife.co.jp/about
/csr/community/mirai_child/child/b
osyu.html

件名

17027 6/26

公益社団法人 発明協
会

平成30年度 全国発明表彰 募集

8/21(月）

平成29年７月3日（月）～８月31日（木）

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

17026 6/21

公益財団法人上廣倫理
財団

研究助成（平成29年度）公募

8/21(月)

平成２９年６月１日（木）～９月１日（金）：必着

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

第27回（平成30年度助成開始）
鉄鋼研究振興助成（含む石原・浅田研究助成）
募集

7/7(金）

平成29年7月3日（月）〜7月20日（木）17:00（必着）

https://www.isij.or.jp/Josei/shinkou
2017.htm

17025 6/15 (一社)日本鉄鋼協会

17024 6/14

公益財団法人 中島記
念国際交流財団

17023

6/9

積水化学 自然に学ぶも
のづくり 研究助成プログ
「積水化学 自然に学ぶものづくり研究助成」募
ラム事務局
集（2017年度）
研究事業部 研究助成
企画課

17021

6/8

秋田県

6/7

科学技術振興機構
（JST)産学連携展開部
START事業グループ
国際科学技術部

「社会還元加速プログラム（SCORE）」公募

17019

6/6

JST 国立研究開発法人
科学技術振興機構
国際科学技術部

地球規模課題対応国際科学技術協力プログラ
ム

17018

6/2

稲盛財団研究助成

17020

平成30年度「日本人海外留学奨学金」及び
「日本人若手研究者研究助成金」募集

7/21（金）

6/20(火）

平成 29 年 8月 1日(月) ～ 8月 25日(金）
期間内必着

2017年5月8日（月）より6月30日(金)

2018年度稲盛財団研究助成募集

http://www.nakajimafound.or.jp/kou 郵送以外での応募は無
bo.htm
効

https://www.sekisui.co.jp/news/201
7/1302775_29186.html

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/ar
chive/9290

県外大学地域貢献活動誘致事業

7/3（月）

平成29年5月29日（月）公募開始
エントリー締切 7月12日（水）正午
修正提出締切 8月30日（水）正午

平成29年9月中旬～平成29年10月下旬予定
※最新情報は、随時ウェブサイトにて掲載

https://www.jst.go.jp/start/score/jig
yo/index.html

http://www.jst.go.jp/global/koubo.ht
ml

７/１４（金）

2017年7月25日（火） 17：00 〆切

https://inamori.yoshida-p.net/

6/12（月）

2017年5月22日（月）～6月22日（木）必着

http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kok
ko_hojyo/about/29_koudoka_boshuu.
html

「平成30年度 調査研究助成/
国際学術交流助成/出版助成」

7/21（金）

2017年6月12日（月）～7月28日（金）

http://www.resonaao.or.jp/project/promotion_applicatio
n.html

17017 5/23

国土交通省 住宅局 住 「平成２９年度住宅・建築物技術高度化事業」の
宅生産課
提案募集

17016 5/22

公益財団法人 りそなア
ジア・オセアニア財団

17015 5/22

公益財団法人味の素食
の文化センター

２０１７年度食の文化研究助成事業

8月4日（金）

2017 年 7 月 1 日 ～ 2017 年 8 月 15 日

http://www.syokubunka.or.jp/resear
ch/

17014 5/12

公益財団法人 松下幸
之助記念財団

2017年度 松下幸之助国際スカラシップ留学生
募集

7月10日
（月）

2017年6月1日（木）～7月21日（金）

http://matsushita-konosukezaidan.or.jp/works/jpn/promotion_jp
n_01.html

申請随時

（連携支援制度）
http://www.newtohoku.org/works_re
nkei
（連携セミナー制度）
http://www.newtohoku.org/works_se
minar

17013

5/9

「新しい東北」官民連携
推進協議会事務局（み
ずほ総合研究所）

「新しい東北」官民連携推進協議会 連携支援制
度

備考

助成等団体名
掲載日
（応募先）

学内締切

件名

（学内推薦必要
時は原則応募先
締切の10日前）

5/8

東北大学研究推進・支
援機構 知の創出セン
ター

東北大学 知のフォーラム
２０１９年度 開催テーマプログラム募集

17011 4/25

公益財団法人 三島海
雲記念財団

第7回（平成30年度）三島海雲学術賞

NO.

17012

津田塾大学 企画広報
17010 4/25 課 「津田梅子賞」事務
局

一般財団法人 医療経
済研究・社会保険福祉
17009 4/21
協会 医療経済研究機
構

募集要項等 （参照HP）

8月18日
（金）

２０１７年８月３１日（必着）

http://www.tfc.tohoku.ac.jp/

7月20日
（木）

2017年8月1日（火）～2017年９月３０日（土） （当日消印有
効）

http://www.mishimakaiun.or.jp/virtue/

2017年4月21日（金）～2017年7月14日（金） （必着）

http://www.tsuda.ac.jp/opencollege/umeko-award/2017.html

6月20日
（火）

２０１７年６月３０日（必着）

http://www.ihep.jp/business/grant/

5月26日
（金）

平成２９年４月１４日（金） ～ 平成２９年６月８日（木）正午

http://ristex.jst.go.jp/proposal/curre
nt/proposal_2017.html

2017年度津田梅子賞

2017年度「医療経済研究機構 研究助成」
Ａ）指定課題研究助成

国立研究開発法人科学
技術振興機構
平成29年度戦略的創造研究推進事業(社会技
17008 4/19 社会技術研究開発セン 術研究開発)新規プロジェクトの提案募集につい
ター 企画運営室 募集
て
担当

国立研究開発法人科学
17007 4/18 技術振興機構（JST）戦
略研究推進部

応募期間・応募先締切

戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ、
ACT-I）平成29年度研究提案の募集

CREST
5月25日
（木）
さきがけ・
ACT-I
5月19日

CREST :平成29年6月6日（火）正午 厳守
さきがけ・ACT-I :平成29年5月30日（火）正午 厳守

http://www.senryaku.jst.go.jp/teian.
html

柿内賢信記念賞事務局
（公益財団法人 倶進会 柿内賢信記念賞（特別賞・奨励賞・実践賞）2017
17006 4/13
科学技術社会論学会事
務局が兼務）

6月21日
（水）

2017年7月1日（日）当日消印有効

5月26日
（金）

平成29年6月2日（金曜日）～ 平成29年6月6日（火曜日）

http://www.mext.go.jp/a_menu/kout
ou/kaikaku/enpit/1383644.htm

5月19日
（金）

平成29年5月31日（水）必着

http://www.okawafoundation.or.jp/activities/research_
grant/index.html

http://jssts.jp/content/category/9/
81/34/

17005

4/6

文部科学省高等教育局 平成29年度「成長分野を支える情報技術人材の
専門教育課 情報教育 育成拠点の形成（enPiT）」の公募（enPiT-Proの
推進係
公募）

17004

4/4

公益財団法人
大川情報通信基金

17003

4/3

DNP文化振興財団

17002

4/3

公益財団法人
日本文化藝術財団

「日本文化藝術奨学金」

6月2日（金）

平成29年6月１日（木）～平成29年6月11日（日）当日消印有
効

http://www.jpartsfdn.org/scholarship/jpartsfdn/

17005

4/3

公益財団法人
日本文化藝術財団

第９回「創造する伝統賞」

6月20日
（火）

平成29年6月１日（木）～平成29年6月30日（金）当日消印有
効

http://www.jp-artsfdn.org/award/

公益財団法人大川情報通信基金
2017年度 研究助成の募集

備考

2017年度 グラフィック文化に関する学術研究助
平成29年５月１日（月）～平成29年7月14日（金）当日消印有 http://www.dnp.co.jp/foundation/gra
7月4日（火）
nts/
成
効

郵送のみ
E-mailの受付不可

