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16064 3/23
和歌山県企画部企画制
作局　企画総務課　調査
調整班

和歌山県データを利活用した公募型研究
2017/5/5

（参加表明）
参加表明：　平成29年5月15日（月）必着
研究提案書：　平成29年5月22日必着

http://www.pref.wakayama.lg.jp/pref
g/020100/data/kenkyu.html

16063 3/23
NPO法人 芸術・文化若
い芽を育てる会

CREST・さきがけ・ACT-I平成29年度研究提案募
集の予告

4月10日(月) 平成29年３月1日～平成29年４月20日（必着） http://ymat2010.org/?page_id=12

16062 3/14
科学技術振興機構
（JST）

CREST・さきがけ・ACT-I平成29年度研究提案募
集の予告

平成29年４月中旬～平成29年６月上旬まで
http://www.senryaku.jst.go.jp/teian.

html

予告（申請準備）のため
の情報・詳細は後日改め

てJSTよりあり

16061 3/13
小田原市 環境政策課
環境政策係

平成29及び30年度 小田原森里川海インキュ
ベーション事業”寄気”共同研究大学募集

3月14日(火) 平成29年2月24日（金）～平成29年3月24日（金）まで（必着）
http://www.city.odawara.kanagawa.j
p/field/envi/environ/environmental-

network/yosegiinc.html

小田原の自然資源を活
かした地域づくりの共同

事業

16060 3/3

国立研究開発法人科学
技術振興機構 理数学習
推進部能力伸長グルー
プ

平成29年度「ジュニアドクター育成塾」募集 4月4日(火) 平成29年２月２４日（金）～４月 1４日（金）
http://www.jst.go.jp/cpse/fsp/kikan

/index.html

16059 3/3
公益財団法人
戸部眞紀財団

一般財団法人 竹村和子フェミニズム基金の募
集について

5月9日(火) 平成29年４月１日（土）～5月 19日（金）
http://www.takemura-
fund.org/contents.html

16058 2/27
公益財団法人
戸部眞紀財団

平成29年度　研究助成金給付の募集について 4月10日(月) 平成29年４月１９日（水）～１２日（水） http://www.tobe-maki.or.jp/grant/
代表者の年齢を、平成２
９年４月１日現在で、４０
歳以下といたします。

16057 2/22 日本学術振興会
第14回(平成29年度)日本学術振興会賞候補者

の推薦
4月3日(月) 平成29年４月７日（金）～１２日（水）（期間中必着） https://www.jsps.go.jp/jsps-prize/

申請は学内でとりまとめ
の上行います。学内締切
までに所属部局の庶務

担当係を通じて社会連携
課へ必要書類を提出して

ください。

16056 2/22
金沢大学環日本海域環
境研究センター

平成２９年度金沢大学環日本海域環境研究セン
ター共同研究・研究集会の募集

平成２９年３月１７日（金）※例外あり
http://www.ki-net.kanazawa-

u.ac.jp/coop/coop_index/

16055 2/3

国立研究開発法人科学
技術振興機構
科学コミュニケーションセ
ンター 対話グループ

平成29年度科学技術コミュニケーション推進事
業 未来共創イノベーション活動支援募集

3月24日(金) 平成29年4月3日正午（必着）
http://www.jst.go.jp/csc/support/pu

blic/h29detail.html

16054 2/8
公益財団法人サントリー
文化財団

2017年度「人文科学、社会科学に関する学際的
グループ研究助成」

　　　　　「地域文化活動の実践者と研究者による
グループ研究助成」募集

3月31日(金) 平成29年4月3０日（必着）
http://www.suntory.co.jp/news/artic

le/12833.html

16053 1/24
一般財団法人山下太郎
顕彰育英会

第28回山下太郎学術研究奨励賞について（ご案
内）

3月23日(木) 平成29年３月1日～平成29年3月31日（必着） http://yamaiku.jp/archives/722.html

申請には所属機関代表
者の推薦書が必要です。
学内締切までに所属部
局の庶務担当係へ必要
書類を提出してください。

16052 12/22
公益財団法人スペイン
舞踊振興MARUWA財団

平成29年度 スペイン舞踊、音楽に関する創作活
動への助成

2月10日(金） 平成29年1月10日～2月10日必着
http://www.mwf.or.jp/fomento/index

.html

16051 12/14
公益財団法人
三島海雲記念財団

平成２９年度　学術研究奨励金（人文科学部門） 2月15日(月) 平成29年1月10日（火）～平成29年２月25日（土）（必着）
http://www.mishima-

kaiun.or.jp/assist/post.html

平成２９年度助成金公募（自然科学研究） 1月24日(火) 平成29年1月10日（火）～平成29年２月７日（火）

平成２９年度助成金公募（人文科学研究） 1月10日(火) 平成28年12月27日（火）～平成29年1月24日（火）

平成29年3月24日 更新

平成28年度　助成・公募情報一覧

※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。

公益財団法人三菱財団12/7 http://www.mitsubishi-zaidan.jp/16050

申請には所属部局長の
承認が必要です。

学内締切までに所属部
局の庶務担当係へ必要
書類を提出してください。
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平成２９年度助成金公募（社会福祉事業並びに
研究）

12月28日(水) 平成28年12月16日（金）～平成29年1月13日（金）

16049 12/5 京都大学
平成２９年度京都大学生存圏研究所生存圏

データベース(材鑑調査室)共同利用研究課題の
公募について

平成２９年１月１３日（金）必着
　　http://www.rish.kyoto-

u.ac.jp/applications/zaikan2017/

16048 11/10 国立情報学研究所
平成29年度国立情報学研究所公募型共同研究

について
平成28年12月19日（月）必着

http://www.nii.ac.jp/research/collab
oration/

16047 11/2
株式会社三菱総合研究
所（MRI）

内閣府「クールジャパン拠点連携実証プロジェク
ト」　公募開始

2016年10月28日～11月11日（金）必着
http://www.mri.co.jp/news/press/p
ublic_offering/recruit/022043.html

16046 10/17
公益財団法人サントリー
文化財団

2016年度　若手研究者のためのチャレンジ研究
助成

～平成28年11月10日（木）（当日消印有効） http://www.suntory.co.jp/sfnd/

16045 9/27 資生堂
第10回　資生堂 女性研究者サイエンスグラント

募集
～平成28年11月15日（火）必着

http://www.shiseidogroup.jp/rd/doct
or/grants/science/

16044 9/23
公益財団法人 天一美術
文化財団

平成29年度助成の募集 平成28年12月1日～平成29年8月末日締切り≪必着≫ http://tenichi-museum.com/

全ての芸術に関連した
ワークショップ並びに講
演〈天一美術館に於いて

発表〉に対する助成

16043 9/8
一般財団法人守谷育英
会

一般財団法人守谷育英会研究助成候補者推薦 ～平成28年12月26日(月）（当日消印有効） なし

学部長、研究所長、担当
主任教授の推薦が必要
申請書類は社会連携課
（050-5525-2034）へお問

い合わせください。

16042 9/8
琉球大学国際沖縄研究
所

琉球大学国際沖縄研究所　平成28年度共同利
用・共同研究

平成28年9月5日（月）～9月23日（金）

http://www.iios.u-
ryukyu.ac.jp/news/2016/08/post

-7.html

16041 8/23
三井住友信託銀行 リ
テール受託業務部 公益
信託グループ

平成29年度 公益信託 大木記念美術作家助成
基金

平成28年9月5日（月）～平成28年11月25日（金）

http://www.smtb.jp/personal/ent
rustment/management/public/ex

ample/list.html#Education-
Sport-Art-Culture

http://www.jst.go.jp/global/koubo
.html

http://www.amed.go.jp/koubo/03
0120160620.html

16039 8/1 公益財団法人福武財団
（公財）福武財団　文化と芸術による地域振興の

助成
平成28年10月1日（土）～平成28年10月28日（金）

http://www.fukutake.or.jp/art/ko
ubo/index.shtml

16038 7/26
公益財団法人　放送文
化基金

（公財）放送文化基金　平成28年度助成要項 平成28年9月1日～9月30日
http://www.hbf.or.jp/grants/artic

le/guideline_grants

16037 7/25
公益財団法人関西・大
阪21世紀協会

（公財）関西・大阪21世紀協会　　日本万国博覧
会記念基金助成事業

平成28年9月1日～9月30日
http://www.osaka21.or.jp/jecfund
/fund_contents/bosyu/index_h29.
html

16036 7/21
公益財団法人韓昌祐・
哲文化財団

公益財団法人韓昌祐・哲文化財団　2016年度
助成申請の募集

募集中～平成28年8月31日（当日消印有効）
http://www.hanchangwoo-

tetsu.or.jp/recruit/index.php

16035 7/20 公益財団法人大林財団
公益財団法人大林財団　平成28年度国際会議

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

平成28年9月13日（火）～平成28年10月31日（月）正午16040 8/22

国立研究開発法人科学
技術振興機構（JST）
日本医療研究開発機構
（AMED）

「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラ
ム（SATREPS）」

公益財団法人三菱財団12/7 http://www.mitsubishi-zaidan.jp/16050

申請には所属部局長の
承認が必要です。

学内締切までに所属部
局の庶務担当係へ必要
書類を提出してください。
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16034 7/20 公益財団法人大林財団
公益財団法人大林財団　平成28年度国際交流

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

16033 7/20 公益財団法人大林財団
公益財団法人大林財団　平成28年度在外実務

研修助成募集
平成28年10月1日（土）～平成28年10月31日（月）

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

16032 7/20 公益財団法人大林財団
公益財団法人大林財団　平成28年度奨励研究

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

16031 7/20 公益財団法人大林財団
公益財団法人大林財団　平成28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

16030 7/19
公益財団法人　中山隼
雄科学技術文化財団

調査研究並びに研究助成　の募集 募集中～平成28年10月1日
http://www.nakayama-

zaidan.or.jp/

16029 7/19
公益財団法人　日本科
学技術協会

平成29年度笹川研究助成募集
学術研究部門：平成28年10月1日～10月14日　17時　必着
実践研究部門：平成28年11月1日～11月15日　17時　必着

 
http://www.jss.or.jp/ikusei/sasak

awa/

16028 7/11 公益財団法人　博報児童教育振興会｢第12回　児童教育実践の研究助成｣ 2016年7月1日（金）～2016年10 月31日（月）

　
http://www.hakuhofoundation.or.j
p/subsidy/tabid/136/Default.asp

x

16027 7/7
公益財団法人　科学技
術融合振興財団

平成28年度助成金・補助金応募 ～平成28年10月15日 　http://www.fost.or.jp/services/

16026 7/7
公益財団法人　鹿島学
術振興財団

　2016年度研究者交流援助事業（人文・社会科
学関係）

10/31 2016年7月1日（金）～2016年11月10日（木）
http://www.kajima-

f.or.jp/promotion/paper.html

16025 7/7 公益財団法人　沖縄協会 第38回沖縄研究奨励賞 平成28年7月15日～9月30日（当日消印有効）
　

http://www.okinawakyoukai.jp/jig
you/syourei/h28_bosyu.html

16024 7/7
公益財団法人　鹿島学
術振興財団

2016年度研究助成事業（人文・社会科学関係） 10/31 2016年7月1日（金）～2016年11月10日（木）
http://www.kajima-

f.or.jp/promotion/paper.html

16023 7/5 三井住友信託銀行
公益信託　小貫英教育学研究助成記念基金

平成28年度｢小貫英教育賞｣及び懸賞論文　募
集

平成28年8月1日（月）～10月31日（月）
http://www.smtb.jp/personal/ent
rustment/management/public/ex

ample/list.html

16022 7/5 住友生命保険相互会社 第10回｢未来を強くする子育てプロジェクト｣募集 平成28年7月7日（木）～9月5日(月)
http://www.sumitomolife.co.jp/ab
out/csr/community/mirai_child/

16021 7/5
公益財団法人　日本教
育公務員弘済会

平成29年度日教弘本部奨励金の公募 平成28年6月1日（水）～9月30日（金） http://www.nikkyoko.or.jp/

16020 7/5
公益財団法人上廣倫理
財団

平成28年度　公益財団法人上廣倫理財団　研
究助成公募

8/22 平成28年6月1日（水）～9月1日（木） http://www.rinri.or.jp/
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http://www.fost.or.jp/services/
http://www.kajima-f.or.jp/promotion/paper.html
http://www.kajima-f.or.jp/promotion/paper.html
http://www.okinawakyoukai.jp/jigyou/syourei/h28_bosyu.html
http://www.okinawakyoukai.jp/jigyou/syourei/h28_bosyu.html
http://www.okinawakyoukai.jp/jigyou/syourei/h28_bosyu.html
http://www.kajima-f.or.jp/promotion/paper.html
http://www.kajima-f.or.jp/promotion/paper.html
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html
http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
http://www.nikkyoko.or.jp/
http://www.rinri.or.jp/
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16019 7/5 公益社団法人発明協会 平成29年度全国発明表彰募集 平成28年7月1日（金）～8月31日（水） http://koueki.jiii.or.jp/

16018 7/5
公益財団法人　中島記
念国際交流財団

平成29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

平成28年8月1日（月）～8月31日（水）
http://www.nakajimafound.or.jp/k

oubo.htm

16017 7/1

国立研究開発法人科学
技術振興機構
社会技術研究開発セン
ター

「平成28年度　戦略的創造研究推進事業（社会
技術研究開発）

「人と情報のエコシステム」研究開発領域　提案
募集」

2016年8月5日（金）正午（厳守）
　※ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）での受付期限

日時

https://www.ristex.jp/examin/ec
osystem/index.html

16016 6/29 公益財団法人　倶進会 科学技術社会論・柿内賢信記念賞 2016年8月1日（月）当日消印有効  http://jssts.jp/

16015 6/14
公益財団法人　稲盛財
団

2017年度　稲盛財団研究助成募集要項 2016年7月25日（月）17：00 http://www.inamori-f.or.jp/

16014 6/9
一般社団法人　日本鉄
鋼協会

第26回（平成29年度助成開始）鉄鋼研究振興助
成

（含む石原・浅田研究助成）
平成28年7月1日（金）〜7月21日（木）17:00（必着）

 
https://www.isij.or.jp/Josei/shink

ou2016.htm

16013 6/8 国立大学法人金沢大学
平成28年度金沢大学環日本海域環境研究セン

ター共同研究・研究集会
平成28年6月30日（木）（期限厳守）

http://k-inet.w3.kanazawa-
u.ac.jp/inet/jp/co_research/co-

research.html

16012 6/6
国立研究開発法人　科
学技術振興機構（JST）

戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ、
ACT-I）

平成28年度研究提案の募集開始（第２期）
平成28年7月27日（水）正午　　厳守

http://www.senryaku.jst.go.jp/tei
an.html

16011 6/3
国土政策関係研究支援
事業 事務局　株式会社
オーエムシー

平成28年度国土政策関係研究支援事業 平成28年6月20日（月）（必着）
http://www.omc.co.jp/kokudojos

ei2016/

16010 5/31
国土交通省住宅局住宅
生産課

「平成28年度　住宅・建築物技術高度化事業」 平成28年5月23日（月）～平成28年6月23日（木）（必着）
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/k
okko_hojyo/about/28_koudoka_bo

shuu.html

16009 5/19
国立研究開発法人　科
学技術振興機構

「大学発ベンチャー表彰2016」の募集 平成28年5月9日（月）～平成28年6月20日（月）  http://www.jst.go.jp/aas/

16008 5/17
公益財団法人りそなアジ
ア・オセアニア財団

平成28年度りそなアジア・オセアニア財団「助成
事業　環境事業」

【助成事業】平成28年6月13日（月）～平成28年7月29日（金）
（必着）

【環境事業】平成28年6月13日（月）～平成28年8月31日（水）
（必着）

 http://www.resona-ao.or.jp/

16007 5/11
公益財団法人　大川情
報通信基金

2016年度大川賞・大川出版賞（第２５回）候補の
推薦募集

2016年6月30日（木）（必着）
http://www.okawa-

foundation.or.jp/

16006 4/15
公益財団法人東京都歴
史文化財団

平成２８年度「東京アートポイント計画」新規共済
団体募集

平成28年4月11日（月）～平成28年5月10日（火）
https://www.artscouncil-

tokyo.jp/ja/what-we-
do/artpoint-concept/

16005 4/14
文部科学省高等教育局
専門教育課情報教育推
進係

「成長分野を支える情報技術人災の育成拠点の
形成（enPiT）」

平成28年5月27日（金）～31日（火）
http://www.mext.go.jp/a_menu/k
outou/kaikaku/enpit/index.htm

http://koueki.jiii.or.jp/
http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.htm
http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.htm
https://www.ristex.jp/examin/ecosystem/index.html
https://www.ristex.jp/examin/ecosystem/index.html
http://jssts.jp/
http://www.inamori-f.or.jp/
https://www.isij.or.jp/Josei/shinkou2016.htm
https://www.isij.or.jp/Josei/shinkou2016.htm
https://www.isij.or.jp/Josei/shinkou2016.htm
http://k-inet.w3.kanazawa-u.ac.jp/inet/jp/co_research/co-research.html
http://k-inet.w3.kanazawa-u.ac.jp/inet/jp/co_research/co-research.html
http://k-inet.w3.kanazawa-u.ac.jp/inet/jp/co_research/co-research.html
http://www.senryaku.jst.go.jp/teian.html
http://www.senryaku.jst.go.jp/teian.html
http://www.omc.co.jp/kokudojosei2016/
http://www.omc.co.jp/kokudojosei2016/
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kokko_hojyo/about/28_koudoka_boshuu.html
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kokko_hojyo/about/28_koudoka_boshuu.html
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kokko_hojyo/about/28_koudoka_boshuu.html
http://www.jst.go.jp/aas/
http://www.resona-ao.or.jp/
http://www.okawa-foundation.or.jp/
http://www.okawa-foundation.or.jp/
https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/artpoint-concept/
https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/artpoint-concept/
https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/artpoint-concept/
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/enpit/index.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/enpit/index.htm
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16004 4/13
公益財団法人DNP文化
振興財団

2016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28年5月1日（日）～平成28年7月10日（日）（必着）
http://www.dnp.co.jp/foundation

/grants/

16003 4/13
公益財団法人日本文化
藝術財団

平成28年度　第8回　『創造する伝統賞』 平成28年6月1日（水）～平成28年6月30日（木）必着【当日消
印有効】

http://jp-artsfdn.org/

16002 4/7 芳泉文化財団
平成２８年度「文化財保存学（日本画）研究助

成」、「映像研究助成」

【文化財保存学（日本画）研究助成】
平成28年4月1日～平成28年5月6日（必着）

【映像研究助成】
平成28年4月1日～平成28年5月31日（必着）

https://www.housen.or.jp/

16001 4/7 新潟市
平成２８年度「新潟市里潟学術研究事業」募集

案内
平成28年5月2日（月）必着

http://www.city.niigata.lg.jp/kura
shi/kankyo/seikatukankyo/shizen
fureai/manifesto_top/satogata_ke

nkyu/H28_satogata.html

http://www.dnp.co.jp/foundation/grants/
http://www.dnp.co.jp/foundation/grants/
http://jp-artsfdn.org/
https://www.housen.or.jp/
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/seikatukankyo/shizenfureai/manifesto_top/satogata_kenkyu/H28_satogata.html
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/seikatukankyo/shizenfureai/manifesto_top/satogata_kenkyu/H28_satogata.html
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/seikatukankyo/shizenfureai/manifesto_top/satogata_kenkyu/H28_satogata.html
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/seikatukankyo/shizenfureai/manifesto_top/satogata_kenkyu/H28_satogata.html

