
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　　

20030 新着 （公財）戸部眞紀財団 2021年度研究助成の募集について - ～2021年4月20日（火）（必着） 研究助成を希望する皆様へ｜公益財団法人 戸部眞紀財団 (tobe-mak 申請書を郵送により提出

20029 新着 （公財）DNP文化振興財団
2021年度グラフィック文化に関する学術研究助成募集に

ついて
- 2021年4月1日～2021年6月19日（必着） グラフィック文化に関する学術研究助成　採択研究 | DNP文化振興財団 郵送と電子メールによる申請

20028 新着 （公財）サントリー文化財団
2021年度「学問の未来を拓く」「地域文化活動の継承と発

展を考える」について
- ～2021年4月8日（木）23：59 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

20027 （公財）三島海雲記念財団 三島海雲記念財団「2021年度学術研究奨励金」について - 2021年1月12日～2021年2月26日（必着） https//:www.mishima-kaiun.or.jp 申請書を郵送により提出

20026 （公財）日本生命財団
2021年度児童・少年の健全育成助成（実践的研究助成）

について
- ～2021年3月10日（水）消印有効 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/02.html 申請書を郵送により提出

20025 金沢大学環日本海域環境研究センター 2021年度 共同研究・研究集会の募集について - ～2021年2月15日（月） http://www.ki-net.kanazawa-u.ac.jp/coop/research/ 電子メールによる申請

20024 （公財）文化財保護・芸術研究助成財団 令和3年度 助成金公募について - 2021年1月10日（日）～2021年2月28日（日） http://www.bunkazai.or.jp/06koubo/index.html 郵送と電子メールによる申請

20023 （公財）三菱財団 2021年度助成金公募について -

自然科学研究助成：2021年1月6日（水）～2021年2月3日（水）17時
人文科学研究助成：2020年12月16日（水）～2021年1月13日（水）17時

文化財保存修復事業研究助成：2020年12月16日（水）～2021年1月13日（水）
17時

社会福祉事業並びに研究助成：2020年12月24日（木）～2021年1月21日17時

https://www.mitsubishi-zaidan.jp/
Webシステムを通じた応募

※文化財保存修復事業助成は郵
送

20022 （公財）サントリー文化財団
2020年度「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」につ

いて」
- ～2020年11月9日（月）23:59 https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/ Webシステムを通じた応募

20021 （公財）中山隼雄科学技術文化財団 助成研究の募集について - ～2020年11月15日（日） http://www.nakayama-zaidan.or.jp Webシステムを通じた応募

20020 （公財）富山県ひとづくり財団 第38回 「とやま賞」候補者推薦について - ～2020年11月16日（月）正午必着 http://www.t-hito.or.jp/zaidan/ 電子メールおよび郵送により提出

20019 （公財）ハーモニック伊藤財団 2021年度 助成事業募集案内について - 2020年10月1日（木）～2020年11月30日（月）午前10時 https://www.harmonicito-f.or.jp/furtherance/requirements/ Webシステムを通じた応募

20018
（公財）石本記念デサントスポーツ科学
振興財団

第43回（2021年度）学術研究募集について - ～2020年11月6日（金） http://www.descente.co.jp/ishimoto/index.html 応募書類を郵送により提出

20017 （公財）住友財団 海外の文化財維持・修復事業助成募集について - ～2020年11月30日（月） http://www.sumitomo.or.jp/ 応募書類を郵送により提出

20016 公益信託 大木記念美術作家助成基金
公益信託 大木記念美術作家助成基金 助成候補者推薦

について
- 2020年9月1日（火）～2020年11月20日（金）

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/exa
mple/list.html

応募書類を郵送により提出

20015
大学共同利用機関法人　自然科学研究
機構

2021年度自然科学研究機構分野融合型共同研究事業に
ついて

- 2020年11月2日（月）10時～2020年12月11日（金）17時 https://www.nins.jp/site/nous/ Webシステムを通じた応募

20014 （一財）守谷育英会
2020年度 一般財団法人守谷育英会研究助成事業につ

いて
- ～2020年12月25日（金） ※社会連携課までご連絡ください 応募書類を郵送により提出

20013 （公財）平和中島財団  2021（令和3年度） 国際学術研究助成の募集について - 　2020年9月1日（火）～2020年10月31日（金） http://hnf.jp/ 応募書類を郵送により提出

20012 （公財）関西・大阪21世紀協会
2021年度日本万国博覧会記念基金助成事業募集につい

て
- 2020 年 10 月 1 日（木）～2020 年 10 月 31 日（土） https://www.osaka21.or.jp/jecfund/information/ 応募書類を郵送により提出
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20011 （公財）日本教育公務員弘済会 令和3年度日教弘本部奨励金の公募について - 2020年6月1日（月）～2020年9月30日（水） http://www.nikkyoko.or.jp/ Webシステムを通じた応募

20010 （公財）鹿島学術振興財団 2021年度外国人研究者招へい・受入援助について 11月13日（金） 2020年7月1日（水）～2020年11月20日(金） https://www.kajima-f.or.jp/grant-projects/invitation-acceptance/
所属の庶務担当係に申請書類

を提出

20009 （公財）鹿島学術振興財団 2021年度研究者海外派遣援助について 11月13日（金） 2020年7月1日（水）～2020年11月20日(金） https://www.kajima-f.or.jp/grant-projects/overseas-dispatch/
所属の庶務担当係に申請書類

を提出

20008 （公財）鹿島学術振興財団 2021年度研究助成事業に関する助成について 11月13日（金） 2020年7月1日（水）～2020年11月20日(金） https://www.kajima-f.or.jp/grant-projects/research-grant/
所属の庶務担当係に申請書類

を提出

20007 （公財）大林財団 2020年度研究助成等の募集について - 2020年10月1日（木）～2020年10月31日（土）15時 https://www.obayashifoundation.org/urbanstudies/ Webシステムを通じた応募

20006 （公財）沖縄協会 第42回（令和2年度）沖縄研究奨励賞推薦応募について - 2020年7月15日（水）～2020年9月30日（水） http://www.okinawakyoukai.jp/publics/index/52/ 応募書類を郵送により提出

20005 (株)リバネス 第49回リバネス研究費Delightex賞 - ～2020年7月31日(金）24時 https://r.lne.st/2020/06/01/49th_delightex/ Webシステムを通じた応募

20004 （財）りそなアジア・オセアニア財団 2021年度りそな環境助成公募について - 2020年6月8日（月）～2020年8月31日(月）  http://www.resona-ao.or.jp/
財団所定の「申込書」をHPから
ダウンロードし、書留便にて郵

送

20003 （財）りそなアジア・オセアニア財団 2021年度調査研究助成公募について - 2020年6月8日（月）～2020年7月31日(金）  http://www.resona-ao.or.jp/
財団所定の「申込書」をHPから
ダウンロードし、書留便にて郵

送

20002 （財）稲盛財団 2021年度稲盛財団研究助成公募について - 2020年5月21日（木）～2020年7月20日（月）
 https://www.inamori-f.or.jp/wp-

content/uploads/2020/04/application_requirements.pdf
Webシステムを通じた応募
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