R3年度（2021年度） 助成・公募情報一覧
令和4年1月4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。

助成等団体名
（応募先）

件名

学内締切

応募期間・応募先締切

募集要項等 （参照HP）

備考

21047 新着 総合地球環境学研究所

2022年度研究プロジェクトの新規公募について

-

2022）年1月24日（月）10時 電子ファイル必着

クト インキュベーション研究（IS）・予備研究（FS）公募要領 | 公募情報 |

申請書をメール及び郵送により
提出

21046 新着 （一財）茨城県科学技術振興財団

2022年度江崎玲於奈賞候補者の推薦について

令和4年2月22
日（火）

令和3年12月24日～令和4年3月15日（必着）

江崎玲於奈賞｜茨城県科学技術振興財団 (i-step.org)

推薦書を郵送により提出

応募要項｜井上春成賞－いのうえはるしげしょう－ (inouesho.jp)

推薦書を郵送により提出

ンに関する調査研究活動をサポートします - 三鷹の森ジブリ美術館 (ghib

申請書を郵送により提出

NO.

新着

大学共同利用機関法人人間文化研究機構

21045

国立研究開発法人科学技術振興機構
井上春成賞委員会

令和4年度 第47回井上春成賞 候補技術募集について

-

令和3年12月17日（金）～令和4年2月28日（月）まで
なお、郵送の場合には令和4年2月28日（月）の消印有効

21044

（公財）徳間記念アニメーション文化財団 令和3年度アニメーション文化調査研究活動助成制度に
（三鷹の森ジブリ美術館）
ついて

-

2022年1月31日（必着）

21043

（公財）三島海雲記念財団

2022年度学術研究奨励金推薦依頼のご案内

-

2022年1月11日～2月28日17時（必着）

学［アジア地域］研究助成のご紹介 ｜三島海雲記念財団 (mishima-kaiu

Webシステムを通じた応募

21042

（公財）日本生命財団

2022年度児童・少年の健全育成助成（実践的研究助成）
公募開始のご案内

-

2021年12月1日(水)から2022年3月1日(火)[消印有効]

成 児童・少年の健全育成助成｜公益財団法人 日本生命財団 (nihons

申請書を郵送により提出

21041

（公財）文化財保護・芸術研究助成財団

研究者への助成について（令和４年度）

-

令和4年1月10日〜2月末日（必着）

公益財団法人 文化財保護・芸術助成財団 (bunkazai.or.jp)

申請書を郵送により提出

2022年度助成金公募開始のお知らせ

-

自然科学 2022年1月6日～2022年2月3日午後5時
人文科学 2021年12月15日～2022年1月12日午後5時
社会福祉 2021年12月23日～2022年1月20日午後5時
文化財保存 2021年12月15日～2022年1月12日午後5時

三菱財団について：公益財団法人 三菱財団 (mitsubishi-zaidan.jp)

Webシステムを通じた応募

2022年度助成の募集について

-

2021年12月1日～2022年8月末日締切り≪必着≫

天一美術館 (tenichi-museum.com)

応募用紙を郵送により提出

2022年度公募型共同研究について

-

2021年12月1日（水）必着

同研究 - 研究 - 国立情報学研究所 / National Institute of Informatics

申請書をメールにより提出

21040

（公財）三菱財団

21039

（公財）天一美術文化財団

21038

情報・システム研究機構
国立情報学研究所

21037

（公財）食の新潟国際賞財団

第7回 食の新潟国際賞受賞候補者募集

-

2021年９月６日（月）～2021年12月24日（金）

佐野藤三郎記念 食の新潟国際賞 (niigata-award.jp)

推薦書をメールにより提出

21036

（公財）富山県ひとづくり財団

第39回 「とやま賞」候補者募集

-

令和3年11月15日(月)正午 必着

人材育成支援事業：とやま賞｜公益財団法人 富山県ひとづくり財団 (t-h

推薦書をメールにより提出

21035

（公財）中部科学技術センター

第32回 令和3年度 人工知能研究助成のご案内

-

令和３年11月1日～11月30日(必着)

人工知能研究の振興｜中部科学技術センター (cstc.or.jp)

申請書を郵送により提出

21034

（公財）池谷科学技術振興財団

2022年度助成研究募集のご案内

-

2021年10月1日 ～ 2021年11月30日

公益財団法人 池谷科学技術振興財団 募集要領 (iketani-zaidan.or.jp)

Webシステムを通じた応募

21033

（公財）ハーモニック伊藤財団

2022年度助成事業募集期間延長のご案内（11/1(月)ま
で）

-

2021年8月10日（火）午前10時～2021年11月1日（月）午前
10時

募集要項｜助成事業｜ハーモニック伊藤財団 (harmonicito-f.or.jp)

Webシステムを通じた応募

21032

（公財）サントリー文化財団

2021年度「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」の
ご案内

-

2021年11月11日（木）23:59（日本時間）

研究助成 サントリー文化財団 (suntory.co.jp)

Webシステムを通じた応募

21031

（公財）たばこ総合研究センター(TASC)

2022年度助成研究募集のご案内

-

2021年12月1日(水) 郵送の場合は当日消印有効、電子
メールの場合は当日必着

研究助成 | TASC 公益財団法人 たばこ総合研究センター

申請書をメールまたは郵送によ
り提出

21030

（公財）三五ものづくり基金

2021年度（第２回）助成事業の募集について

-

９月１日 ～ １０月３１日まで(事務局必着)

三五ものづくり基金 (sango-mono.or.jp)

Webシステムを通じた応募

21029

（公財）松井角平記念財団

2021年度（第6回）助成金募集について

-

２０２１年１１月１日～２０２１年１２月１３日

研究助成 | 公益財団法人松井角平記念財団 (matsui-ken.co.jp)

申請書をメールまたは郵送によ
り提出

NO.

新着

助成等団体名
（応募先）

件名

学内締切

応募期間・応募先締切

募集要項等 （参照HP）

備考

2021年度物流研究助成について

-

2021年10月1日から2021年11月末日まで

物流研究助成｜SBS鎌田財団 (sbs-kamatazaidan.or.jp)

申請書を郵送により提出

2021年度 海外の文化財維持・修復事業助成募集につい
て

-

2021年11月30日 必着

住友財団 (sumitomo.or.jp)

申請書を郵送により提出

2022年度笹川科学研究助成の募集について

-

2021年9月15日（水）10：00から
2021年10月15日（金）23：59まで

笹川科学研究助成 | 協会の助成活動 | 公益財団法人日本科学協会 (j

Webシステムを通じた応募

21028

（公財）SBS鎌田財団

21027

（公財）住友財団

21026

（公財）日本科学協会

21025

（一財）守谷育英会

2021年度研究助成事業のご案内について

-

＜2021年12月24日（金）＞当日の消印まで有効

守谷育英会 (moritani-scholarship.or.jp)

申請書を郵送により提出

21024

（公財）中山隼雄科学技術文化財団

調査研究並びに助成研究の募集について

-

2021年9月1日～2021年10月15日

研究助成事業：助成研究者の募集｜公益財団法人中山隼雄科学技術

Webシステムを通じた応募

21023

（公信）大木記念美術作家助成基金

2022年度 助成候補者推薦について

-

2021年9月1日（水）～2021年11月19日（金）
（当日の消印有効）

募集案内一覧（奨学金・研究助成金等） | 代表的な公益信託 | 三井住友

申請書を郵送により提出

21022

（公財）平和中島財団

2022（令和4）年度国際学術研究助成の募集について

-

2021年9月1日～10月31日（10月末日の消印有効）

研究等助成について ： 平和中島財団 (hnf.jp)

応募用紙を郵送により提出

21021

（公財）日本教育公務員弘済会

令和4年度日教弘本部奨励金の公募について

-

令和3年6月1日（火）～令和3年9月30日（木）

教育文化事業｜教育振興事業｜日教弘 - 公益財団法人 日本教育公

Webシステムを通じた応募

21020

（一財）高久国際奨学財団

令和4年度研究助成募集

-

令和3年9月1日～9月30日（当日消印有効）

高久国際奨学財団 (takaku-foundation.com)

申請書を請求し、郵送により提
出

21019

住友生命保険相互会社

第15回「未来を強くする子育てプロジェクト」募集開始の
ご案内

-

2021年7月12日（月）～2021年9月10日（金）必着

未来を強くする子育てプロジェクト - トップページ | 住友生命 (sumitomo

応募用紙を郵送により提出

21018

（公財）福武財団

「アートによる地域振興助成」2022年度 公募のお知らせ

-

2021年10月1日（金）～2021年10月29日（金）23時29分
締切厳守

助成公募について｜公益財団法人 福武財団 (fukutake-foundation.jp)

Webシステムを通じた応募

21017

（公財）大林財団

2021年度 研究助成等の募集のご案内

-

2021年10月1日（金）～2021年11月1日（月）15時締切

大林財団 (obayashifoundation.org)

Webシステムを通じた応募

21016

（公財）上廣倫理財団

令和3年度 研究助成公募のご案内

-

令和３年７月１日（木）～９月１５日（水）：必着

上廣倫理財団 (rinri.or.jp)

Webシステムを通じた応募

21015

（公財）科学技術融合振興財団

2021年度 助成金・補助金応募のご案内

-

2021年10月15日（金）
・郵送及び宅配便は消印有効・申請書名を朱書
・メールの場合は2021年10月15日(金)24:00までに着信

SUBSIDIES 助成事業 | FOST 公益財団法人 科学技術融合振興財団

申請書を郵送またはメールによ
り提出

21014

（公財）博報堂教育財団

第17回児童教育実践についての研究助成募集

-

2021年10月31日（日）

児童教育研究助成｜博報堂教育財団 (hakuhodofoundation.or.jp)

Webシステムを通じた応募

21013

（公財）関西・大阪21世紀協会

2022年度日本万国博覧会記念基金助成事業の募集

-

2021年9月1日(水)～2021年9月30日(木)(当日消印有効)

募集情報 | 日本万国博覧会記念基金事業 (osaka21.or.jp)

申請書を郵送により提出

21012

（公財）鹿島学術振興財団

2022年度国際共同研究援助・国際研究集会援助 公募案
内

-

2021年7月1日(木)～11月20日(土)

鹿島学術振興財団 (kajima-f.or.jp)

Webシステムを通じた応募

21011

（公財）中島記念国際交流財団

令和4年度日本人海外留学奨学生及び日本人若手研究
者研究助成金の募集

-

令和３年８月２日（月） ～ ８月２０日（金）
締切日の１７時

公募 - (nakajimafound.or.jp)

申請書を郵送により提出

21010

（公財）旭硝子財団

国内研究助成 2022年度採択（2021年度募集）

-

①2021 年8 月1 日(日)～2021 年8 月27 日(金)
②2021 年8 月1 日(日)～2021 年9 月10 日(金)

研究助成プログラムの構成 | 研究助成 | 公益財団法人 旭硝子財団 (a

Webシステムを通じた応募

21009

（公財）石本記念デサントスポーツ科学
振興財団

第44回（2022年度）学術研究募集

-

2021年8月6日（当日消印有効）

財団法人 石本記念 デサントスポーツ科学振興財団 (descente.co.jp)

申請書を郵送により提出

21008

太田記念美術館

第38回（2021年）浮世絵研究助成募集

-

2021年10月31日【必着】

研究助成金 | 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (ukiyoe-o

申請書を郵送により提出

21007

（一財）熊谷正寿文化財団

現代アート作家助成制度 2021年度募集

-

2021年5月1日～2021年6月30日

一般財団法人 熊谷正寿文化財団 (kumagai.art)

申請書を郵送により提出

NO.

新着

助成等団体名
（応募先）

21006

（公財）りそなアジア・オセアニア財団

21005

（公財）マツダ財団

21004

（一財）乃村文化財団

21003

（公財）稲盛財団

21002

（公財）大川情報通信基金

21001

（公財）日本生命財団

件名

学内締切

応募期間・応募先締切

募集要項等 （参照HP）

備考

アジア・オセアニア研究助成
りそな環境助成

-

・研究助成 2021年6月7日～2020年7月30日【必着】
・りそな環境助成 2021年6月7日～2021年8月31日【必
着】

公益財団法人 りそなアジア・オセアニア財団 (resona-ao.or.jp)

申請書を電子メールにより提出

第37回（2021年度）研究助成（青少年健全育成関係）

-

2021年4月15日（木）～2021年6月15日（火）＜必着＞

https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/human_serach/index.html

申請書を電子メールにより提出

2021年度助成事業の募集について

-

メール申請は、2021年4月1日午前9時～5月20日午後2時

助成金事業 | 乃村文化財団 (nomura-cf.jp)

申請書を郵送により提出

2022年度研究助成事業の募集について

-

2021年7月1日（木）9:00～2021年9月13日（月）17：00

稲盛研究助成 | 公益財団法人 稲盛財団 (inamori-f.or.jp)

Webシステムを通じた応募

2021年度研究助成の募集について

-

2021年6月10日（木）必着

公益財団法人 大川情報通信基金：［顕彰・助成事業］ 研究助成 ： 研
究助成の概要 (okawa-foundation.or.jp)

申請書を郵送により提出

2021年度高齢社会助成「実践的研究助成」の募集につい
て

-

Ⅰ：2021年5月31日（月）消印有効
Ⅱ：2021年6月15日（火）消印有効

研究・地域活動助成 高齢社会助成｜公益財団法人 日本生命財団
(nihonseimei-zaidan.or.jp)

申請書を郵送により提出

