平成29年度 助成・公募情報一覧
平成30年2月9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）

17085

2/9

国立研究開発法人科学
技術振興機構 総務部
総務課
井上春成賞委員会事務
局

17084

2/9

公益財団法人 戸部眞紀
財団

17083

2/9

公益財団法人 サント
リー文化財団

17082 1/30

北海道大学情報基盤セ
ンター

17081 1/28

一般財団法人
山下太郎顕彰育英会

17080 1/22 一般社団法人 日米協会

17079 1/22

学内締切

件名

平成30年度第４３回井上春成賞

平成30年度 研究助成金募集

（学内推薦必要
時は原則応募先
締切の10日前）

4月10日(火)

①人文科学、社会科学に関する研究助成募集
②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

募集要項等 （参照HP）

平成30年2月1日（木）～平成30年3月31日（土）

http://inouesho.jp/oubo/index.html?
20180201

平成30年4月20日 （金曜日) 本財団必着

http://www.tobe-maki.or.jp/grant/

2018年2月5日（月）～4月10日（火）

https://www.suntory.co.jp/sfnd/res
earch/

平成３０年度
北海道大学情報基盤センター萌芽型共同研究
公募

平成３０年３月１日（木）～平成３０年４月６日（金） 期限厳守

http://www.iic.hokudai.ac.jp/kyodo_k
enkyu/kyodo_kenkyu.html

第29回山下太郎学術研究奨励賞募集

平成30年3月1日から平成30年3月30日（必着）

http://yamaiku.jp/archives/836.html

「米国研究助成プログラム 2018」

平成３０年 2 月 28 日（水）（当日消印有効）

公益財団法人 中山隼雄 国際交流（2回目） 遊び・ゲーム等に関する国
4月4日（水）
科学技術文化財団
際会議等の活動に対する助成

文部科学省科学技術・
17078 1/11 学術政策局産業連携・
地域支援課

応募期間・応募先締切

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム
の平成30年度公募

平成 30 年 1 月 15 日（月）～平成 30 年 4 月 15 日（日）

http://ajstokyo.org/wp/wpcontent/uploads/2018/01/20d358b
45da668fcca11148a45a1ea64.pdf

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

平成30年1月11日（木曜日）～平成30年3月23日（金曜日） http://www.mext.go.jp/a_menu/kaga
ku/chiiki/program/1399985.htm
12時00分まで

http://www.iios.uryukyu.ac.jp/site/jointusage_research-center/

琉球大学国際沖縄研究 平成30年度 琉球大学国際沖縄研究所 個人型
所
共同利用 公募

平成30年1月22日（月）から平成30年1月30日（火）まで

17076 12/22

井上春成賞委員会事務
第43回（平成30年度）井上春成賞候補技術募集
局

平成30年2月1日（木）から平成30年3月31日（土）まで
（当日消印有効）

http://inouesho.jp/

17075 12/22

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国際日本文化研究セ
ンター

平成30年度 国際日本文化研究センター共同研
究の公募

平成30年1月31日（水）必着

http://research.nichibun.ac.jp/ja/e
mployment/team.html

17074 12/20

東京都及びアーツカウン
シル東京
（公益財団法人東京都
歴史文化財団）

Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募

平成30年2月1日（木）～平成30年2月28日（水）

17073 12/15

公益財団法人 三島海
雲記念財団

17077

1/9

神奈川県政策研究・大
17072 12/15 学連携センター

平成28年度 学術研究奨励金応募について

2月16日(金)

平成30年1月10日（水）～平成30年2月28日（水）

平成３０年度大学発・政策提案の募集

平成 30 年4月2日（月）から平成 30 年5月15日（火）まで
※5月 15日必着

http://ttf-koubo.jp/

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

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5
902/p715144

17071 12/12

公益財団法人 三菱財
団事務局

第４７回（平成30年度）三菱財団人文科学研究
助成

平成29年12月27日（水）～平成30年1月24日（水）17時
期間内に応募を完了のこと

http://www.mitsubishizaidan.jp/support/cultural.html

17070 12/12

公益財団法人 三菱財
団事務局

第４９回（平成30年度）三菱財団社会福祉事業
並びに研究助成

平成29年12月19日（火）～平成30年1月16日（火）17時
期間内に応募を完了のこと

http://www.mitsubishizaidan.jp/support/welfare.html

17069 12/1

京都工芸繊維大学研究
推進課総務係

平成３０年度京都工芸繊維大学昆虫先端研究
推進拠点 共同研究課題の募集

17068 11/28

国立研究開発法人科学
技術振興機構（JST）

「JST産学連携事業 研究成果最適展開支援プ
ログラム(A-STEP) ステージⅢ：NexTEP-Aタイ
プ 公募」

平成２９年１２月１日（金）～平成３０年１月５日（金） 期限厳 http://research.jim.kit.ac.jp/nc/html
/htdocs/?page_id=114
守

平成29年3月31日（金）～平成30年3月30日（金）正午

http://www.jst.go.jp/astep/koubo/h29nextep-a-1.html

備考

NO.

掲載日

助成等団体名
（応募先）

学内締切

件名

17067 11/27

（公財）文化財保護・芸
術研究助成財団

文化財の保護、芸術研究に係わる助成事業募
集

17066 11/22

自然科学研究機構事
務局

分野融合型共同研究事業 募集

国立情報学研究所 総務
17065 11/22 部企画課 社会連携推進
室 連携支援チーム

（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）

平成30年1月10日〜2月末日（必着）

http://www.bunkazai.or.jp/06koubo/
index.html

備考

平成２９年１２月１日(金)１０時～平成２９年１２月２０日（水）１ https://www.nins.jp/bunya_yuugou/
bunya_yuugou.php
７時まで

〆切 平成29年12月4日(金)
電子データは必着、郵送物は消印有効

平成30年度 公募型共同研究

http://www.nii.ac.jp/research/collab
oration/#02

17064 11/22

公益財団法人長岡市米
百俵財団 事務局
（長岡市教育委員会教
育総務課内）

17063 11/21

公益財団法人
髙梨学術奨励基金

髙梨学術奨励基金
平成３０年度 特定研究助成 募集

平成29年12月1日～平成30年2月5日

http://www.disclokoeki.org/06a/00848/

17062 11/21

公益財団法人
髙梨学術奨励基金

髙梨学術奨励基金
平成３０年度 若手研究助成 募集

平成29年12月1日～平成30年2月5日

http://www.disclokoeki.org/06a/00848/

17061 10/5

公益財団法人
たばこ総合研究セン
ター

平成30年度TASC助成研究 助成事業募集

平成 29 年 12 月 4 日(月)（当日消印有効）

http://www.tasc.or.jp/assist/index.h
tml

17060 9/27

公益財団法人
ＳＢＳ鎌田財団

平成29年10月1日～平成29年11月末

http://www.sbskamatazaidan.or.jp/skzd/furtheranc
e/

17059 9/27

公益財団法人
天一美術文化財団

平成29年12月1日～平成30年8月末

なし

今回は、ワークショップ
のみの募集

17058 9/15

一般財団法人
守谷育英会

2017年度（一財）守谷育英会研究助成候補者推
薦

平成29年12月25日（月）

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。

17057 9/13

国立研究開発法人 科
学技術振興機構

平成30年度 地球規模課題対応国際科学技術
協力プログラム公募

平成29年9月12日（火）～ 10月30日（月）正午（日本時間）

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

17056

9/5

公益財団法人 中山隼雄
科学技術文化財団

研究助成募集

10月4日
（水）

平成 29 年 7 月 15 日～平成 29 年 10 月 15 日(日）

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

17055

9/5

公益財団法人 中山隼雄
科学技術文化財団

「調査研究者」募集

10月4日
（水）

平成 29 年 7 月 15 日～平成 29 年 10 月 15 日(日）

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

17054

9/4

公益財団法人日本科学
協会

２０１８年度笹川科学研究助成募集
【実践研究部門】

10月5日
（木）

・ユーザ登録：2017年 9月 4日 開始
http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakaw
・申請期間 ：2017年 9月15日 から 2017年10月16日 23：59
a/
まで

本年度よりWeb申請

17053

9/4

公益財団法人日本科学
協会

２０１８年度笹川科学研究助成募集
【学術研究部門】

10月5日
（木）

・ユーザ登録：2017年 9月 4日 開始
http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakaw
・申請期間 ：2017年 9月15日 から 2017年10月16日 23：59
a/
まで

本年度よりWeb申請

17052 8/30

公益財団法人サントリー
文化財団

2017年度海外出版助成募集

17051 8/30

公益信託 大木記念美
術作家助成基金
三井住友信託銀行 リ
テール

平成 29 年度 大木記念美術作家助成基金 助
成候補者の推薦募集

17050 8/28

公益財団法人
平和中島財団

17049 8/28

公益財団法人
平和中島財団

平成29年10月1日（日曜日）～平成30年1月12日（金曜日）ま http://www.city.nagaoka.niigata.jp/k
urashi/cate12/kome100zaidan/zout
で
ei.html

第22回米百俵賞候補者の募集

ＳＢＳ鎌田財団 助成事業募集

11月20日
（月）

平成30年度助成募集 天一美術文化財団

12月15日
（金）

平成29年11月30日(木）当日消印有効

http://www.suntory.co.jp/sfnd/publi
cation/

平成29年9月4日（月）～平成29年11月24日(金）

http://www.smtb.jp/personal/entrus
tment/management/public/example
/pdf/OkiKinen_a.pdf

外国人研究者等招致助成

平成29年9月1日～10月31日（火）（消印有効）

http://www.hnf.jp/josei/

アジア地域重点学術研究助成

平成29年9月1日～10月31日（火）（消印有効）

http://www.hnf.jp/josei/

11月13日
（月）

NO.

掲載日

17048 8/28

助成等団体名
（応募先）

公益財団法人
平和中島財団

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）

国際学術共同研究助成

小貫英教育学研究助成
記念基金
平成 29 年度 「小貫英教育賞」及び懸賞論文募
三井住友信託銀行 リ
17047 8/23
集
テール受託業務部 公益
信託グループ

応募期間・応募先締切

募集要項等 （参照HP）

平成29年9月1日～10月31日（火）（消印有効）

http://www.hnf.jp/josei/

平成29年8月1日（火）～平成29年10月31日(火）

http://www.smtb.jp/personal/entrus
tment/management/public/example
/list.html

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

備考

17043 7/19

公益財団法人
放送文化基金

17042 7/18

公益財団法人 旭硝子
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）

17041 7/18

公益財団法人 旭硝子
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）

17040 7/18

公益財団法人 旭硝子
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）

17039 7/14

公益財団法人韓昌祐・
哲文化財団

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

17038 7/10

公益財団法人
鹿島学術振興財団

２０１７年度研究者交流援助事業に関する助成
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

要：推薦書・申請者一覧表

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

要：推薦書・申請者一覧表

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/
subsidy/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

公益財団法人韓昌祐・哲文化財団
2017年度 助成申請の募集

NO.

掲載日

17029 6/29

助成等団体名
（応募先）

公益財団法人 科学技術
融合振興財団

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

件名

（学内推薦必要
時は原則応募先
締切の10日前）

平成29年度 助成金・補助金応募のご案内

応募期間・応募先締切

募集要項等 （参照HP）

平成２９年１０月１６日（月）消印有効

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

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/abou
t/csr/community/mirai_child/child/
bosyu.html

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

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）

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

17020

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

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

備考

https://www.jst.go.jp/start/score/ji
gyo/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_applicati
on.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

NO.

掲載日

助成等団体名
（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）

募集要項等 （参照HP）

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_s
eminar

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）

17012

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

8月18日
（金）

２０１７年８月３１日（必着）

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

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

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/curr
ent/proposal_2017.html

津田塾大学 企画広報
17010 4/25 課 「津田梅子賞」事務
局

17009 4/21

一般財団法人 医療経
済研究・社会保険福祉
協会 医療経済研究機
構

「新しい東北」官民連携推進協議会 連携支援制
度

応募期間・応募先締切

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

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

17006 4/13

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
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

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）

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

17004

4/4

公益財団法人
大川情報通信基金

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

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

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

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/gr
7月4日（火）
ants/
成
効

郵送のみ
E-mailの受付不可

