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18039 ✔
公益財団法人　三島海運記
念財団

2019年度学術研究奨励金 2019年1月10日～2月28日
https://www.mishima-

kaiun.or.jp/assist/humanities-
department.html

18038 ✔
大学共同利用機関法人　自
然科学研究機構

自然科学研究機構分野融合型共同研究事業 2018年11月1日（木）AM10:00～12月10日（月）PM5：00
https://www.nins.jp/site/activity/1

649.html
電子申請のみ

18037
大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構
国立情報研究所

2019年度共同研究公募 ～2018年12月3日（月）当日消印有効
https://www.nii.ac.jp/research/colla

boration/
＊押印済原本を郵送と押印前の

データーをEmailで送付

18036
公益財団法人
たばこ総合研究センター
（TASC)

2019年度助成研究 ～2018年12月3日（月）＊当日消印有効
https://www.tasc.or.jp/assist/index

.html
＊申請は郵送のみ

18035
公団財団法人
サントリー文化財団

2018年度「若手研究者のためのチャレンジ
研究助成」

～2018年11月5日（月）＊消印有効
https://www.suntory.co.jp/sfnd/res

earch/ ＊申請は郵送のみ

18034
公益財団法人
SBS鎌田財団

2018年度　研究助成 11/16 2018年10月1日(月）～11月末日まで http://www.sbs-kamatazaidan.or.jp/
＊教授職以上の推薦が必要

＊部局へ提出

18033
公益財団法人
住友財団

2018年度海外の文化財維持・修復事業助成 ～2018年11月30日（金）必着 http://www.sumitomo.or.jp *申請書は郵送のみ

18032
財団法人
守谷育英会

守谷育英会研究助成事業 ～2018年12月25日(火）当日消印有効 -
＊詳しい要項・申請書類を希
望される方は、社会連携課ま

でご連絡ください。

18031
公益財団法人
石本記念デサントスポーツ
科学振興財団

第41回（2019年度）学術研究 ～2018年11月9日(金）
http://www.descente.co.jp/ishimoto

/index.html

18030
公益財団法人
平和中島財団

2019年（平成31年）研究助成
＊国際学術共同研究

＊アジア地域重点学術研究
～2018年10月31日（水）（10月末日の消印有効） http://hnf.jp/

18029
公益財団法人
サントリー文化財団

2018年　海外出版助成募集 ～2018年11月30日（金）当日消印有効
https://www.suntory.co.jp/sfnd/pub

lication/

＊日本語以外
＊申請の段階で、出版社との
交渉・取り決め等が保証され

ていることが前提

18028

公益信託
大木記念美術作家
助成金基金
受託者：三井住友信託銀行

平成31年度　募集 11/9(金) 2018年9月3日（月）～2018年11月22（木）
http://www.smtb.jp/personal/entru
stment/management/public/exampl

e/list.html

＊山梨県出身、または山梨
県内に住居若しくは活動の

場を有すること
＊山梨県内の小中学校で義
務教育期間を過す等、山梨

県に地縁を有すること。
＊所属長推薦が必要

18027
国立研究開発法人
科学技術振興機構
（JST)

平成31年度研究提案募集
地球規模課題対応国際科学技術協力プログラ

ム
（SATREPS）

2018年9月11日（火）～11月12日（月）正午
http://www.jst.go.jp/kisoken/boshu

u/teian.html

＊公募説明会
9/20　東京
9/27　大阪

18026
公益財団法人
日本科学協会

2019年度笹川科学研究助成 2018年9月18日～2018年10月16日23：59まで
　

https://www.jss.or.jp/ikusei/sasaka
wa/

・Web申請
「学術研究部門」
「実践研究部門」

18025
公益財団法人
科学技術融合振興財団

平成30年度助成金・補助金 2018年10月15日(月）消印有効 http://www.fost.or.jp/ 郵送及び宅配便のみ

18024
一般財団法人
中辻創智社

2018年度　研究費助成 2018年7月1日（日）～8月31日（金）
http://nakatsuji-

ff.org/offering/research-grant/

平成30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。 平成３1年1月9日現在
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18023
公益財団法人
放送文化基金

放送文化基金助成
2018年9月1日～9月30日
（英語による申請受付は

8月1日～8月31日＊郵送のみ＊）

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

18022
公益財団法人
中山隼雄科学技術文化財
団

調査研究及び助成研究 ～2018年10月15日 http://www.nakayama-zaidan.or.jp/

18021
公益財団法人
旭硝子財団

2018年（2019年度採択）研究助成
(1.研究奨励/ 2. 若手継続グランド/3.ステップ

アップ助成/4.環境フィールド研究）

応募〆切はプログラム事に異なるので詳細は
下記を参照下さい（2018年8月～9月）

http://www.af-info.or.jp/subsidy/about.html

http://www.af-
info.or.jp/subsidy/about.html

２．若手継続グランドおよび
３．ステップアップ助成は

旭硝子財団からの助成研究
を終了した研究者が対象で

す

18020
公団財団法人
鹿島学術振興財団

１．2018年度研究助成事業に関する助成
２．2018年度研究者交流援助事業に関する助
成

10/31 ～2018年11月10日（土）
http://www.kajima-

f.or.jp/promotion/paper.html

*所属機関の長（研究科長、
学部長、学校長、教育長等）
からの推薦が必要です
申請者が財団に直接提出す
ることはできません（部局か
ら発送）

18019
東京都財務局主計部
財政課

大学研究者による事業提案制度 9/14 ～2018年9月18日（火）
http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/za

isei/teian/31daigaku.html

*所属機関の長（研究科長、
学部長、学校長、教育長等）
からの推薦が必要です

18018
公益財団法人
博報児童教育振興会

第14回児童教育実践についての研究助成 9/22 ～2018年10月31日（水）
https://www.hakuhofoundation.or.jp

/subsidy/

*所属機関の長（研究科長、学
部長、学校長、教育長等）から
の推薦が必要です

18017
公益財団法人
大林財団

2018年度研究助成等 2018年10月1日（月）～2018年10月31日（水）
http://www.obayashifoundation.org/

urbanstudies

2018年度研究助成募集
2018年度奨励研究助成募集
2018年度在外実務研修助成
2018年度国際交流助成
2018年度国際会議助成
と数種類ありますので各応募要項
を
HPにてご確認ください

18016
公益財団法人　韓昌祐・哲
文化財団

2018年度助成金 2018年7月1日（日）～8月31日（金）
http://www.hanchangwoo-

tetsu.or.jp/

18015
一般社団法人
日本鉄鋼協会

第28回鉄鋼研究振興助成 2018年7月2日（月）～20日（金）17：00必着
https://www.isij.or.jp/Josei/shinkou

2018.htm

18014
公益財団法人
上廣倫理財団

平成30年度研究助成公募 平成30年6月1日（金）～9月1日（土）必着
http://rinri.or.jp/research_support06

.html

18013
公益財団法人
中島記念国際交流財団

平成31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

平成30年8月1日（水）～8月24日（金）
http://nakajimafound.or.jp/koubo.ht

m

18012
公益財団法人
稲盛財団

2019年度稲盛財団研究助成
2018年7月20日（金）17：00

(webシステムより応募）

https://www.inamori-
f.or.jp/news/inamori_grants/2018/0

5/22/3597/

18011
公益財団法人
りそなアジア・オセアニア財
団

平成31年度　環境プロジェクト助成 平成30年6月１１日～平成30年7月31日（必着）
http://www.resona-

ao.or.jp/project/promotion_applicati
on.html

18010
公益財団法人
DNP文化振興財団

「2018年度　グラフィック文化関する学術研究助
成」

2018年5月1日～7月１7日（必着）
http://www.dnp.co.jp/foundation/gr

ants/

18009 科学技術振興機構
「H30年度社会還元加速プログラム（SCORE)」

研究開発課題募集

１次申請（セミナー・ワークショップ参加申込）：
平成30年6月5日（月）正午

２次申請（審査申込）：平成30年6月25日（月）正午

https://www.jst.go.jp/start/score/ji
gyo/index.html

https://www.jst.go.jp/start/infor
mation/20180416.html

18008 科学技術振興機構
「人と情報のエコシステム（HITE)」研究開発領
域
の平成30年度新規研究提案の募集

平成30年4月13日（金）正午 ～ 平成30年6月13日（水）
正午

http://ristex.jst.go.jp/hite/ http://ristex.jst.go.jp/hite/

18007 日本学術振興会
「課題設定による先導的人文学・社会科学研究

推進事業」（実社会対応プログラム）
～平成30年6月15日（金）17：00　（e-Rad）にて申請

http://ristex.jst.go.jp/hite/topics/3
06.html

18006 科学技術振興機構
戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・

ACT-I）平成３０年度研究提案募集
さきがけ・ACT-I 平成３０年５月２９日（火）正午

CREST 平成３０年６月５日（火）正午
http://www.jst.go.jp/kisoken/boshu

u/teian.html

18005
山梨県庁県民生活部　私
学・科学振興課

平成３０年度山梨県若手研究者奨励事業 ２０１８年４月２日～５月２１日（月）
http://www.pref.yamanashi.jp/shiga

ku-kgk/omura_project/h30.html

18004
公益財団法人　倶進会
科学技術社会論学会

柿内賢信記念賞 ２０１８年６月３０日（土）当日消印有効 http://jssts.jp/
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18003
公益財団法人 JFE2１世紀
財団

２０１８年度技術研究助成 ２０１８年４月２３日（月）～６月２２日（金） http://www.jfe-21st-cf.or.jp/

18002
公益財団法人　日本証券奨
学財団

2018年度の研究調査助成及び研究出版助成
金

２０１８年４月１日～６月３０日必着（研究調査助成金）
２０１８年６月１日～９月３０日必着（研究出版助成金）

http://www.jssf.or.jp/

18001
一般財団法人　竹村和子
フェミニズム基金

竹村和子フェミニズム基金第７回助成事業 ２０１８年４月１日～５月１８日 http://www.takemura-fund.oｒｇ

http://www.jfe-21st-cf.or.jp/
http://www.jssf.or.jp/
http://www.takemura-fund.org/

