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募集機関名 事業名 金額 受付開始日 公募締切 応募先URL

2019/4/8
人社1
自然1

公益財団法人　日本ユニフォームセンター
「ユニフォーム基礎研究助成」
働きやすく・快適なユニフォーム作りの推進に資する研究を支援
する。（指定テーマ（9テーマ）あり。）

50万円～100万円/件 - 随時受付
http://www.nuc.or.jp/investigatio
n/index.html

2019/4/8 人社2 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構

【国立民俗学博物館　共同研究・一般】
同博物館の研究者と共同で行う、以下課題に関する研究を募集
する。
・カテゴリー１：新領域開拓型
文化人類学・民族学及び関連諸分野における、挑戦的で新領域

共同研究会の開催に要
する交通費、日当、宿 2019/1/21

2019/4/12
メール提出

http://www.minpaku.ac.jp/resear
2019/4/8 人社2 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構 文化人類学・民族学及び関連諸分野における、挑戦的で新領域

開拓につながる研究。基礎的研究や萌芽的研究も含む。
・カテゴリー２：学術資料共同利用型
同博物館の所蔵資料（標本資料，文献資料，映像音響資料等）
に関する研究。

する交通費、日当、宿
泊料

2019/1/21 メール提出
（必着）

http://www.minpaku.ac.jp/resear
ch/activity/project/iurp/offer

2019/4/8 人社3 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構

【国立民俗学博物館　共同研究・若手】
申請時39歳以下の研究者を対象に、同博物館の研究者と共同
で行う、以下課題に関する研究を募集する。
・カテゴリー１：新領域開拓型
文化人類学・民族学及び関連諸分野ににおける、挑戦的で新領
域開拓につながる研究。基礎的研究や萌芽的研究も含む。
・カテゴリー２：学術資料共同利用型
同博物館館の所蔵資料（標本資料，文献資料，映像音響資料
等）に関する研究。

100万円
（上限）

2019/1/21
2019/4/12
メール提出

（必着）

http://www.minpaku.ac.jp/resear
ch/activity/project/iurp/offer

2019/4/8
人社4
自然2

一般財団法人　日本健康開発財団

「第45回　研究助成」
以下の研究課題のうち、先進的、独創的研究で、未発表の事例
を支援する。
① 温泉療法・入浴等に関する研究
② 温泉療法等を導入した保養システム等に関する研究
③ その他、当財団事業に関連し、国民の健康づくりに関する研
究

助成総額
300～500万円程度

－
2019/4/12

メール提出かつ郵送提出
（必着）

http://www.jph-
ri.or.jp/research/index.html#02

2019/4/8
人社5
自然3

一般財団法人　みなと総合研究財団
「未来のみなとづくり助成(調査研究助成)」
環境教育等に係る港や海辺の活動、及び港湾の利用促進や港
湾・海域環境の保全・再生等に関する調査研究を支援する。

40万円
（上限）

2019/3/5
2019/4/12

（必着）
http://www.wave.or.jp/doc/2019
/2019_josei.html

2019/4/8 人社6 公益財団法人　サントリー文化財団
「研究助成　学問の未来を拓く」
人文学、社会科学の分野において、従来の研究や学問を問い直
す知的冒険に満ちた冒険的で意欲ある研究を支援する。

50万円～300万円/件 －
2019/4/15
（消印有効）

https://www.suntory.co.jp/sfnd/r
esearch/application.html#ac1

2019/4/8 人社7 公益財団法人　サントリー文化財団
「研究助成　地域文化活動の継承と発展を考える」
日本の地域文化活動の継承と発展に寄与する研究を支援する。

50万円～300万円/件 －
2019/4/15
（消印有効）

https://www.suntory.co.jp/sfnd/r
esearch/application.html#ac1

2019/4/8
人社8
自然7

一般財団法人　一樹工業技術奨励会
「助成金」
工業技術に関する調査及び研究 (発明及び考案を含む)を支援
する。

100万円
（上限）

2019/2/1
2019/4/15

メール又は郵送提出
（必着）

https://miyazaki-
nikkiso.co.jp/ichiju/

2019/4/8
人社9
自然8

公益財団法人　セコム科学技術振興財団

「一般研究助成」
国民の健康で安全な生活の確保、災害防止等国民生活に密着
した研究を行う、59歳以下（2019年10月1日時点）の研究者を支
援する。
※初年度は準備研究として実施し、1年後の審査で継続可となっ
た場合は本格研究（研究費1,500万円/年）に移行できる。

準備研究期間
500万円 （上限）

2019/3/25
2019/4/16

（必着）
https://www.secomzaidan.jp/ippa
n.html
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2019/4/8
人社10
自然9

公益財団法人　国土地理協会

「学術研究助成」
以下課題に沿う、地理・地図・地名等に関する学術的調査・研究
を支援する。
① 地理学及び関連する分野の学術的調査・研究
② 地図・地名に関する学術的調査・研究
③ 地理・地図・環境等に関する教育・普及を目的とした研究及び
活動

①・② 100万円（上限）
③ 50万円（上限）

2019/4/1
2019/4/19

(必着)
http://www.kokudo.or.jp/grant/in
dex.html

2019/4/8
人社11
自然10

公益財団法人　戸部眞紀財団

「研究助成」
化学、食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/スポーツ科学及
び経営学の各分野における、2019年4月1日現在40歳以下の研

100万円/年 －
2019/4/19

（必着）
http://www.tobe-
maki.or.jp/grant/

2019/4/8
自然10

公益財団法人　戸部眞紀財団
び経営学の各分野における、2019年4月1日現在40歳以下の研
究者を支援する。

100万円/年 －
（必着） maki.or.jp/grant/

2019/4/8
人社12
自然12

公益財団法人　明治安田こころの健康財団

「第55回　研究助成」
乳幼児期から学齢期・思春期の子どもの問題、家族・家庭の諸
問題及び高齢者の問題に関する精神保健・福祉の諸領域につ
いての基礎的、臨床的な研究を支援する。

50万円
（上限）

－

2019/4/20
メール提出

かつ推薦書は押印したも
のを郵送提出

（必着）

http://www.my-kokoro.jp/assist/

2019/4/8 人社13 一般財団法人　林業経済研究所
「研究奨励事業（小瀧奨励金）」
林業経済に関する調査研究を行う、申込時に年齢40歳未満の
研究者を支援する。

20万円/件 2019/2/1
2019/4/20
（消印有効）

http://www.foeri.org/zigyo.html

2019/4/8
人社14
自然14

日本フードサービス学会
「第16回　研究助成」
フードサービス産業が直面する課題解決に繋がる研究を支援す

50 万円
（上限）

2019/2/22
2019/4/22
メール提出

http://www.jfgakkai.jp/news/2_lis
t_detail.html自然14

る。
（上限）

（必着）
t_detail.html

2019/4/8
人社15
自然15

一般財団法人　バイオインダストリー協会

【バイオインダストリー大賞】
バイオサイエンス、バイオテクノロジー及びバイオインダストリー
の各分野における、自然科学及び人文・社会科学分野の研究や
技術開発で、バイオインダストリーの発展に大きな貢献をなし
た、又は今後の発展に貢献しうると期待される業績を上げた研
究者を表彰する。

副賞　300万円 2019/1/10
2019/4/22
メール提出

https://www.jba.or.jp/jba/osirase
/3110-422.php

2019/4/8 人社16 公益財団法人　中央教育研究所

「教科書研究奨励金」
学校等で使用されている教科書に関する研究を支援する。教科
は問わない。教科横断的な研究、外国の教科書研究も対象とす
る。

20万円/件 2019/2/1
2019/4/25

メール、ファクス
又は郵送提出

http://www.chu-
ken.jp/koubo.html

「国内研究助成」

2019/4/8
人社17
自然18

公益財団法人　クリタ水・環境科学振興財団

「国内研究助成」
水に関する下記課題に沿う研究を行う、原則として45歳以下の
研究者を支援する。
① 自然科学・技術（水処理、水域生態系保全）
② 人文・社会科学（文化、教育、歴史、政策、制度等）
③ 特別テーマ　”水を究める研究”
④ 萌芽的研究

①・③ 100万円/件
② 70万円/件
④ 50万円/件

2019/4/1
2019/4/25 17:00

メール提出
（必着）

http://www.kwef.or.jp/josei/josei_
koku.html

2019/4/8
人社18
自然19

公益社団法人　全国老人福祉施設協議会

「調査研究助成」
老人福祉及び介護サービスの質の向上に係る調査研究を支援
する。
・課題研究テーマ：
伴走型介護の概念整理と評価基準の提案等に関する検証・研
究
・自由研究テーマ：
課題研究テーマ以外の老人福祉及び介護事業に関する検証・
研究

500万円/件
又は100万円/件

2019/2/6
2019/4/26

メール又は郵送提出
（消印有効）

http://www.roushikyo.or.jp/conte
nts/research/promotion_services
/detail/14

研究
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2019/4/8 人社19 公益財団法人　産業構造調査研究支援機構
「産業構造調査研究事業助成」
技術革新、情報化、サー ビス経済化の進展等、経済社会の変
化が産業構造に与える影響に関する調査研究を支援する。

300万円
（上限）

2018/12/3
2019/4/30
（消印有効）

http://nsr.t-
zaidan.jp/furtherance/index.html

2019/4/8 人社20 公益財団法人　生命保険文化センター
「生命保険に関する研究助成」
生命保険及び関連分野の研究を行う、助教、講師、准教授、そ
の他これに準ずる研究者を支援する。

50万円（上限） 2019/12/1
2019/4/30

原則、郵送提出
（必着）

http://www.jili.or.jp/research/jos
ei/index.html

2019/4/8
人社21
自然20

公益財団法人　ひと・健康・未来研究財団
「研究助成」
健全な食生活と予防医学又は自然との共生等に関する、食品、
環境、医学及び福祉の各分野の研究を支援する。

20万円～100万円
/件

2020/4/1
2020/4/30
（消印有効）

http://www.jnhf.or.jp/subsidy_1.ht
ml

2019/4/8
人社22
自然21

公益財団法人　一般用医薬品セルフメディ
ケーション振興財団

「助成（調査・研究課題）」
以下テーマに沿う、 一般用医薬品によるセルフメディケーション
の振興に資する調査研究を支援する。
1. 一般用医薬品・要指導医薬品の適正使用・表示方法・その他
の情報提供
2. 一般用医薬品・要指導医薬品の開発・試験
3. 一般用医薬品・要指導医薬品に関する国民のニーズ・意識の
動向その他社会経済的調査・研究
4. セルフメディケーション普及活動に携わる人材育成
5. セルフメディケーションを取り巻く教育・制度・環境
6. セルフメディケーション税制制度の振興

200万円
（上限）

2019/3/1 2019/4/30(必着)
http://www.otc-
spf.jp/application/index.html

6. セルフメディケーション税制制度の振興

2019/4/24 人社23 公益財団法人　租税資料館
「外国税法等調査研究助成」
税法学並びに税法と関連する分野の研究者が、海外の大学等
研究機関において研究に専念できるよう、支援する。

120万円
（上限）

-
出入国予定日の4ヶ月前

（期限厳守）
https://www.sozeishiryokan.or.jp/
sub-foreign_tax/index.html

2019/4/24 人社24 一般財団法人　前川ヒトづくり財団

「第2回　生涯現役につながる研究・実践の助成金」
一般枠：生涯発達・生涯学習・生涯現役の場の支援に関わる研
究を支援する。
特別枠：高齢者の就労及び実践事例報告に関する研究を支援
する。

50万円/件
（目安金額、

上限は100万円）
2019/4/2

2019/5/7
17：00

公式HPにて応募
https://grants.mpic21.org/grant/

2019/4/24 人社25 公益財団法人　東京経済研究センター
「個人研究助成」
若手研究者の個人及び相互による経済学に関わる理論・実証
面での萌芽的研究を支援する。

40万円
（上限）

2019/3/22
2019/5/7

9：00
メール提出

http://tcer.or.jp/

2019/4/24 人社26 一般財団法人　ゆうちょ財団
「郵便等に関する研究助成」
郵便局が提供している郵便・宅配便サービスの向上及びその市
場に関する調査・研究を支援する。

60万円
（上限）

2019/3/12
2019/5/7
（必着）

http://www.yu-cho-
f.jp/postal/postreport.html?doing_
wp_cron=1553735879.7857289314
270019531250

2019/4/24 人社27 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「研究助成A（一次募集）」
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は
理論化に関する研究並びにそれらを含む周辺領域に関する研
究を支援する。

30万円～200万円
程度/件

2019/4/1

2019/5/8
書留又はレターパック

による郵送提出
（必着）

http://melco-
foundation.jp/apply/research/498
4/

2019/4/24 人社28 公益財団法人　松下幸之助記念志財団

「研究助成（人文科学・社会科学領域）」
国際相互理解の促進・わが国と諸外国との間に介在する諸問題
の解決又は自然と人間との共生に関する諸施策の提案及び調
査研究を行う、申請書提出時で博士後期課程終了後5年以内の
研究者を支援する。

50万円
（上限）

2019/4/1
2019/5/9　23：59
専用HPにて応募

（必着）

http://matsushita-konosuke-
zaidan.or.jp/works/research/pro
motion_research_01.html

研究者を支援する。
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2019/4/24 人社29 公益財団法人　民事紛争処理研究基金

「民事紛争処理に関する研究助成」
民事紛争処理に関する理論的・実務的又は実証的研究を支援
する。
①民事紛争の処理に関する個人・共同研究の助成
②特定テーマ「高齢化社会と民事法」

①100万円
②200万円

（ともに上限）
2019/4/1

2019/5/10
（消印有効）

http://www.mhk.or.jp/essay/

2019/4/24 人社30 東海村役場

「東海村委託事業」
低線量被ばくや放射性廃棄物処分など原子力をとりまく諸課題
の解決に資する、政治学・政策学・経済学・社会学・法律学・地
域行政学など、多様な社会科学・政策科学分野の研究を行う、

総額 200万円 
（2～3件採択予定）

2019/4/1
2019/5/10

（必着）
http://hse-risk-
c3.or.jp/itaku/instruction.html

域行政学など、多様な社会科学・政策科学分野の研究を行う、
応募時点で45歳以下の研究者を支援する。

（2～3件採択予定） （必着） c3.or.jp/itaku/instruction.html

2019/4/24 人社31 公益財団法人　かんぽ財団
「調査研究に対する助成」
少子高齢 ・人口減少社会における個々人の生活設計支援に資
する、生命保険に関する諸問題に関する調査研究を支援する。

60万円
（上限）

2019/4/1
2019/5/12

（必着）
https://www.kampozaidan.or.jp/C
L01_02/index.html

2019/4/24 人社32 公益財団法人　東京都道路整備保全公社

「提案公募型研究」
路上駐車対策、駐車場、及び同公社が実施した路上駐車実態
調査の結果を活用した駐車対策等に関連し、成果の社会還元を
図る研究を支援する。

400万円以内/件
（消費税別）

2019/3/1
2019/5/15

郵送又は持参提出
（必着）

https://www.tmpc.or.jp/01_news/
news.html?itemid=294&dispmid=7
41

「放送大学教育振興会助成金」
放送等を利用して教育を行う大学の教育研究の実施、またその

150万円 2019/5/17 http://www.ua-
2019/4/24 人社33 一般財団法人　放送大学教育振興会

放送等を利用して教育を行う大学の教育研究の実施、またその
普及及び振興に寄与する研究を支援する。
① 放送等による大学教育の質の向上に関する研究開発
② 放送等による大学教育に関する事業

150万円
（上限）

2019/3/14
2019/5/17

（必着）
http://www.ua-
book.or.jp/about.html

2019/4/24 人社34 一般財団法人　竹村和子フェミニズム基金

「助成金」
フェミニズム/ジェンダー研究、又は女性のエンパワメントや女性
へのサポートの視点で実施される活動に資する研究・調査を支
援する。

50万円（上限） -
2018/5/17

郵送又は持参提出
（消印有効）

http://www.takemura-
fund.org/contents.html

2019/4/26
人社35
自然39

山梨県

「山梨県若手研究者奨励事業」
自然科学分野及び人文・社会科学分野の一人で行う研究で、山
梨県内の高等学校、大学、大学院のいずれかを卒業し平成31年
4月1日現在40歳未満かつ大学院修了者の研究者を支援する。

自然科学分野
100万円（上限）

人文・社会科学分野
50万円（上限）

2019/4/1 2019/5/20
https://www.pref.yamanashi.jp/sh
igaku-
kgk/omura_project/h31.html

2019/5/10 人社36
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（RISTEX）

【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】
「科学技術イノベーション政策のための科学　研究開発プログラ
ム」
客観的根拠に基づく科学技術イノベーション政策形成の実践に
将来的に繋がりうる、提案が期待されるテーマに沿う研究開発を
支援する。
※提案が期待されるテーマの詳細は公募要綱をご確認ください

500万円/年
（直接経費のみ）

2019/4/24
2019/5/23 12：00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/ristex/prop
osal/current/proposal_2019.html

2019/5/10
人社37
自然50

NPO法人　モバイル・コミュニケーション・ファ
ンド

「第18回　ドコモ・モバイル・サイエンス賞」
下記3部門における、満50歳未満（1970年以降生まれ）の研究者
の移動通信に関する研究成果・論文を表彰する。
・先端技術部門：移動通信に関連した先端技術を対象
・基礎科学部門：移動通信に関連した基礎科学を対象
・社会科学部門：情報通信に関連した社会科学において、モバイ
ル・メディアの活用に繋がるものを対象

各部門優秀賞
600万円/件

2019/3/1
2019/5/31

（必着）
http://www.mcfund.or.jp/mobiles
cience/entry.html

ル・メディアの活用に繋がるものを対象
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2019/5/10 人社38 公益信託　高橋信三記念放送文化振興基金
「助成金給付」
放送に関する調査・研究・発表等、国際交流・国際協力等、放送
文化の保存・振興、発展・向上等に資する活動を支援する。

50万円
～200万円/件

2019/4/1
2019/5/31
（消印有効）

https://www.mbs.jp/takahashi/03
.shtml

2019/5/10 人社39 公益財団法人　野村財団
「女性が輝く社会の実現をテーマにした研究助成」
女性が輝く社会の実現をテーマにした研究プロジェクトを支援す
る。

500万円
（上限）

2019/5/7
2019/5/31　17:00
専用HPにて応募

https://www.nomurafoundation.or
.jp/social/so_koubo/wresearch.ht
ml

「第23回　個人研究助成」
30万円 2019/5/31 http://libra.or.jp/grant/individual-

2019/5/10 人社40 公益財団法人　東海ジェンダー研究所 男女共同参画社会実現のために、ジェンダー研究の推進が期待
できる研究を支援する。若手の研究者を優先する。

30万円
（上限）

2019/4/15
2019/5/31
（消印有効）

http://libra.or.jp/grant/individual-
research/

2019/5/10 人社41 公益信託　福原心理教育研究振興基金

「助成」
心理教育の研究、特に人間の精神的健康（メンタルヘルス）及び
ウエルビーイングに目を向ける研究を支援する。心理学系の博
士号保有者もしくは心理学系の常勤研究職（助教相当以上）を
対象とする。

100万円
（上限）

2019/5/1
2019/5/31
（消印有効）

https://www.smtb.jp/personal/en
trustment/management/public/e
xample/list.html

2019/5/10 人社42 公益財団法人　発達科学研究教育センター

「発達科学研究教育奨励賞」
”幼少期の子どもの可能性を引き出し、心身の調和のとれた発
達をはかる”をテーマとする特色ある研究を行う、2019年4月1日
現在40歳以下かつ准教授以下の研究者を支援する。

50万円
（上限）

2019/4/1
2019/5/31

簡易書留にて提出
（必着）

http://www.coder.or.jp/subsidy/i
ndex.html

「研究助成」
金融市場若しくは金融システムに関する調査研究又は郵便局が 60万円/件 2019/5/31

http://www.yu-cho-
2019/5/10 人社43 一般財団法人　ゆうちょ財団

金融市場若しくは金融システムに関する調査研究又は郵便局が
提供する貯金をはじめとする個人金融に関する調査研究を支援
する。

60万円/件
（想定平均額）

2019/4/1
2019/5/31

（必着）

http://www.yu-cho-
f.jp/ar_center/research_aid/aid_re
cruit.html

2019/5/22 人社44 公益財団法人　日本習字教育財団

「第7回　学術研究助成」
以下の研究分野に沿う、書の社会的効用に関する研究を支援す
る。
・幼児から小学校2年生迄を対象にした文字教育
・小学校3年生から中学校3年生迄を対象にした習字・書写書道
教育
・わが国又は東アジアの書学・書道史
・文字を用いた生涯学習に関する研究又は、美術館・博物館等
における習字・書写書道教育（鑑賞・ワークショップ等を含む）
・教育史的立場から論じた習字・書写書道教育又は文房具に関
する研究

個人研究　20万円

2～5名による
グループ研究

50万円

（ともに上限）

-
2019/6/7
（必着）

https://www.nihon-
shuji.or.jp/about/furtherance.html

2019/5/22 人社45 公益財団法人　北野生涯教育振興会
「生涯教育研究助成」
生涯教育の一層の充実に資する調査・研究を支援する。

原則として80万円/件 －
2019/6/7
（必着）

http://www.kitanozaidan.or.jp/res
earch.html

2019/5/22 人社46 公益財団法人　トヨタ財団

「国際助成プログラム」
東アジア及び東南アジアの2カ国・地域以上を対象とし、アジア
の共通課題に取組む協働・共創関係の構築を図るプロジェクトを
支援する。
対象領域（サブテーマ）：
A. 異なる国籍や文化的背景を持つ多様な人々が共に暮らす社
会
本テーマ実現を図る社会における課題解決や状況改善に繋が
る取組み
B. オープン領域（応募者による領域の提案）
上記A.以外のテーマで、同財団の助成趣旨に沿うもの

500万円/年
又は

1,000万円/2年
（ともに上限）

2019/4/15
2019/6/8 23：59
専用HPにて応募

https://www.toyotafound.or.jp/int
ernational/2019/

上記A.以外のテーマで、同財団の助成趣旨に沿うもの
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2019/5/22
人社47
自然62

公益財団法人　住友財団

「環境研究助成」
環境問題の解決・改善に資する研究を支援する。
①一般研究：環境に関する研究
環境問題の解決・改善に向け、多面的アプローチ（人文科学・社
会科学・自然科学）からの研究を支援する。東日本大震災等震
災関連の研究や放射能汚染などの原発事故に関わる研究も歓
迎する。
②課題研究：
”深刻化する環境問題の理解および解決のための学際研究また
は国際共同研究”

①　500万円
②　1,000万円
（ともに上限）

-

2019/6/10
メール提出（必着）

かつ
2019/6/30

郵送提出（必着）

http://www.sumitomo.or.jp/html/
kankyo/kankyou.htm

は国際共同研究”

2019/5/22 人社48 公益財団法人　ロッテ財団

「第7回　奨励研究助成(A) ・(B)」
自然科学から人文・社会科学にわたる食と健康に関する下記分
野の研究を行う、本年4月1日時点で原則40歳以下の研究者を
支援する。
①食料の生産・加工・流通・保存・備蓄・廃棄に関わる技術、
②食品のマーケティング、 ③食文化、 ④嗜好性(おいしさ・味覚) 
⑤栄養・機能性、 ⑥食品安全・衛生、 ⑦香気、
⑧情報科学の食・健康への活用 、 ⑨その他分野横断的領域

奨励研究助成(A)
300万円/最長3年

奨励研究助成(B)
100万円/年
（ともに上限）

2019/4/1

2019/6/14　24：00
専用HPにて応募

かつ
  2019/6/17　12：00

申請書郵送
（必着）

http://www.lotte-
isf.or.jp/applicants2.html

2019/5/22 人社49 公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）

「高齢社会助成　実践的課題研究助成」
高齢化社会の課題解決に資する下記テーマに沿う研究を支援
する。
実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、保健
師、臨床心理士等現場の職員）の参画を要件とする。

400万円/2年
（ともに上限）

2019/3/4
2019/6/15
（消印有効）

http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/kourei/02.html

2019/5/22 人社49 公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団） 師、臨床心理士等現場の職員）の参画を要件とする。
・いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるまちづくり
（地域包括ケアシステム）の推進
・人生100年時代の高齢者の生きがい・自己実現・就業支援
・認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづくり

（ともに上限）
2019/3/4

（消印有効） zaidan.or.jp/kourei/02.html

2019/5/22 人社50 公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）

「高齢社会助成　若手実践的課題研究助成」
高齢化社会の課題解決に資する下記テーマに沿う研究を行う、
2019年4月1日現在45才未満の研究者を支援する。
実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、保健
師、臨床心理士等現場の職員）の参画を要件とする。
・いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるまちづくり
（地域包括ケアシステム）の推進
・人生100年時代の高齢者の生きがい・自己実現・就業支援
・認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづくり

100万円
（上限）

2019/3/4
2019/6/15
（消印有効）

http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/kourei/02.html

2019/6/4 人社51 公益財団法人　JFE21世紀財団
「アジア歴史研究助成」
21 世紀アジアと共存共栄するための、日本の産業と文化の
Vision 構築に資するアジア歴史研究を支援する。

150万円/件 2019/4/22
2019/6/21

専用HPにて応募

http://www.jfe-21st-
cf.or.jp/furtherance/entrance.htm
l

2019/6/4 人社52 公益財団法人　石井記念証券研究振興財団
「研究助成　募集（Ⅰ）研究者への助成」
金融・証券及びその関連分野(法学系も含む)に関する研究調査
を行う55歳未満の研究者を支援する。

70万円 （上限）
（但し、特に必要と認め
られる場合は、130万円
の範囲内で助成する。）

- 2019/6/25 http://www.tachibana.or.jp/

2019/6/4 人社53 公益財団法人　野村財団

「金融・証券のフロンティアを拓く研究助成」
国内外の金融・証券分野に関する経済学・法学等の理論的研
究、データ分析に基づく実証的研究、幅広い学問分野にまたが
る学際的研究、海外の研究者も加えた国際的研究等、金融・証
券分野の発展に資する研究プロジェクトを支援する。

2,000万円
（上限）

2019/5/7
2019/6/28 17:00
専用HPにて応募

https://www.nomurafoundation.or
.jp/social/so_koubo/frontier.html
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2019/6/4 人社54 一般社団法人　日本内部監査協会
「研究助成」
内部監査及び関連諸分野に関する調査研究を支援する。

50万円
（上限）

-
2019/6/28

簡易書留にて提出
（消印有効）

http://www.iiajapan.com/system/
josei/

「新産業を生む科学技術」
2019/7/12 15:00

2019/6/4
人社55
自然82

一般財団法人　キヤノン財団

「新産業を生む科学技術」
これまでにない新しい産業の創出を目指した科学技術への挑
戦、従来の発想によらず、未知の分野や未開発の技術を切り拓
く、挑戦的な研究を支援する。

2,000万円
（上限）

 2019/6/3

2019/7/12 15:00
専用HPにて応募かつ

2019/7/17 12:00
メール提出及び郵送提出

（必着）

https://www.canon-
foundation.jp/aid_industrial_base/i
nformation.html

2019/6/4
人社56
自然83

公益財団法人　ロッテ財団

「第7回　研究者育成助成・ロッテ重光学術賞」
食と健康に関する下記分野の研究を行う、本年4月1日時点で40
歳以下の博士号取得者に対し、テニュア職の獲得を目標する生
活費及び研究費を支援する。
①食料の生産・加工・流通・保存・備蓄・廃棄に関わる技術、
②食品のマーケティング、 ③食文化、 ④嗜好性(おいしさ・味覚) 
⑤栄養・機能性、 ⑥食品安全・衛生、 ⑦香気、
⑧情報科学の食・健康への活用 、 ⑨その他分野横断的領域

1,500万円/年
（最長5年間）

2019/4/1

2019/6/28　24：00
専用HPにて応募

かつ
  2019/7/1　12：00

申請書郵送
（必着）

http://www.lotte-
isf.or.jp/applicants1.html

2019/6/4
人社57
自然84

一般財団法人　武田計測先端知財団
「ヤング武田賞」
生活者を豊かにする製品・サービスの創出に取り組む、2019年4
月1日時点で40歳未満の者の取組みを表彰する。

最優秀賞　100万円
優秀賞　20万円

2019/4/1
2019/6/28

同財団の指示メールに
従って応募

http://www.takeda-
foundation.jp/ytaward/yta2019_in
fo.html

2019/6/4
人社58
自然95

公益財団法人　日本健康アカデミー
「健康知識・教育に係る公募助成」
病気の予防、早期の適切な診断、そして快癒等の実現に寄与す
る調査研究・啓発・教育の促進を支援する。

30万円～60万円/件

応募予約
2019/4/1

応募
2019/7/1

応募予約　2019/6/30
メール提出

応募　2019/7/31
簡易書留にて提出

（消印有効）

http://www.jp-
kenko.org/josei.html

2019/6/4
人社59
自然96

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

「第23回　研究助成　若手研究者育成研究助成」
医療経済及び医療・介護政策分野における医療経済研究を行
う、40歳以下（2019年4月1日現在）の研究者を支援する。

50～100万円/件 -
2019/6/30
メール提出

（必着）

https://www.ihep.jp/business/gra
nt/

う、40歳以下（2019年4月1日現在）の研究者を支援する。 （必着）

2019/6/4
人社60
自然97

公益財団法人　日本証券奨学財団
「研究調査助成」
証券、金融、財務・会計、企業・経営、法律、経済、社会の各研
究を行う、55歳以下（2019年4月1日現在）の研究者を支援する。

100万円程度/件 2019/4/1
2019/6/30
メール提出

（必着）

https://jssf.or.jp/researchgrant.ht
ml

2019/6/4
人社61
自然98

公益財団法人　野村マネジメントスクール

「学術研究支援（研究助成）」
経営者教育、経営学、ファイナンス、ＩＴマネジメント等に関する調
査・研究プロジェクトを支援する。企業経営との関連においてより
実際的・実務的な研究を優先する。

100万円
（上限）

2019/4/15

2019/6/30　
17：00

専用HPにて応募
（必着）

https://system.nsam.or.jp/login/i
ndex.html
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2019/6/4
人社62
自然99

公益財団法人　ファイザーヘルスリサーチ振
興財団

「第28回　ヘルスリサーチ研究に関する研究助成」
国内におけるヘルスリサーチ領域の問題解決型の共同研究を
支援する。
① 国際共同研究：海外研究者を1名以上含めること
② 国内共同研究（年齢制限無し）助成：共同研究者を1名以上
定めること
③ 国内共同研究（満39歳以下）助成：共同研究者を1名以上定
め、応募者は生年月日が1979年4月2日以降、かつ全ての共同
研究者は満45歳以下（生年月日が1973年4月2日以降）とする

① 300万円
② 130万円
③ 100万円

（いずれも上限）

2019/4/1

2019/6/30
配達記録が残る郵便
又は宅配便にて提出

（消印有効）

https://www.health-
research.or.jp/content/index.html

「研究助成」

2019/6/4
人社63
自然100

公益財団法人　太陽生命厚生財団

「研究助成」
社会福祉法人又は民間機関等が実施する高齢者保健・医療、
生活習慣病に関する研究、又は高齢者福祉に関する研究・調査
に必要な費用に対し助成する。

　30万円～50万円/件 -
2019/6/30 

（必着）

http://www.taiyolife-
zaidan.or.jp/promotion_recruitmen
t/index.html

2019/6/4
人社64
自然101

公益財団法人　医療科学研究所

「研究助成」
医療及び医薬品に関する経済学的調査・研究、医薬品等の研究
開発・生産・流通等に関する調査・研究、医療とその関連諸領域
の学際的調査・研究を支援する。
主たる研究者は、2019年4月1日現在で40歳以下であることが望
ましい。

100万円以内/件
又は

50万円以内/件
2019/5/10

2019/6/30
メール提出かつ郵送提出

（消印有効）

http://www.iken.org/assist/about
.html

2019/6/4
人社65
自然102

　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

「第1回　輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）」
持続的な社会と未来に貢献する研究等を行う、原則40歳未満の
女性研究者を表彰する。

副賞　100万円 2019/4/1
2019/6/30

専用HPにて応募
https://www.jst.go.jp/diversity/ab
out/award/index.html

2019/6/20 人社66
特定非営利活動法人　非営利・協同総合研究
所いのちとくらし

「研究助成」
下記課題に沿う、社会保障、医療、経営管理労働問題等、人々
のいのちとくらしに関わる調査研究を支援する。
①21世紀の日本の医療、福祉の施策や制度の現状分析と新世
紀への提言
②新自由主義と市場経済論の打破への理論構築
③協同の「まちづくり」と非営利・協同セクターの拡大の実践・理
論研究
④非営利・協同の実践・理論探求

個人研究　50万円
共同研究　100万円

（ともに上限）
2019/6/1

2019/6/25
（消印有効）

http://www.inhcc.org/jp/research
/subsidize/20190601-
subsidize.html

2019/6/20 人社67 一般財団法人　仏教学術振興会

「研究助成　a、b」
下記課題に該当する、広く新鮮な仏教研究を支援する。
a. SAT大蔵経データベースを直接の資料として用いた研究
b. 世界の思想・宗教状況を未来に向けて建設的に開いていく気

原則として30万円/件 2019/6/1
2019/7/1

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://butsugakushin.org/p4_josei
_1.html

b. 世界の思想・宗教状況を未来に向けて建設的に開いていく気
鋭の論考

（必着）
_1.html

2019/6/20 人社68 公益財団法人　樫山奨学財団

「第14回　樫山純三賞」
現代アジアに関する独創的かつ優れた図書を表彰する。
① 学術書：社会科学の分野の現代アジア研究に関する研究書
② 一般書：現代アジアに関する社会有益な一般書
対象：①、②ともに2018年4月1日～2019年6月30日迄に日本国
内で発行された図書

副賞　100万円 2019/4/3
2019/7/1
（必着）

http://www.kashiyama-
sf.com/menu05_0.php

2019/6/20 人社69 公益財団法人　みずほ福祉助成財団
「社会福祉助成金」
障がい児者の福祉向上を目的とする研究を支援する。構成員が
5人以上の研究グループを要件とする。

100万円
（上限）

-
2019/7/5

（消印有効）
http://mizuhofukushi.la.coocan.jp
/bosyu/bosyu01.html

5人以上の研究グループを要件とする。
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2019/6/20
人社70
自然106

公益財団法人　KDDI財団
「調査研究助成」
ICT（情報通信技術）の普及・発展、グローバル化、ICT利活用に
よる社会的課題解決に資する調査、研究を支援する。

300万円（上限） 2019/7/1
2019/7/5

メール提出
（必着）

http://www.kddi-
foundation.or.jp/support/

「コスメトロジー研究助成」
200万円又は 2019/7/8

http://www.cosmetology.or.jp/res
2019/6/20

人社71
自然110

公益財団法人　コスメトロジー研究振興財団
「コスメトロジー研究助成」
素材・物性、生体作用・安全性及び精神・文化に関する分野の、
化粧品学及びそれに関連する基礎的分野の研究を支援する。

200万円又は
100万円、50万円/件

（金額は選考委員会の
裁定による）

2019/5/7

2019/7/8
専用HPにて応募
かつ郵送提出

（必着）

http://www.cosmetology.or.jp/res
earch_support/researchSupport3.
html

2019/6/20 人社72 公益財団法人　倶進会

「科学技術社会論・柿内賢信記念賞」
科学技術社会論に関する研究者を表彰する。
① 特別賞：研究又は実践における科学技術社会論に対する貢
献の実績をを行う個人に授与する。
② 奨励賞・実践賞：科学・技術と社会の問題に関する研究（奨励
賞）及び実践活動（実践賞）、を行う個人に授与する。

①　賞金 70万円

②　研究助成金
原則として30万円

～50万円/件

-
2019/7/10

書留にて郵送提出
（消印有効）

http://jssts.jp/content/category/
9/86/34/

「社会的・文化的諸活動助成」

2019/6/20
人社73
自然112

公益財団法人　KDDI財団

「社会的・文化的諸活動助成」
ICT（情報通信技術）を通じての地域社会の国際化促進、開発途
上国における教育・文化・生活支援等に関する活動、ICTの普
及・発展あるいは国際間の相互理解促進に寄与する活動を支援
する。
対象：2020年4月～2021年6月末日迄に実施される活動

100万円
（上限）

2019/7/8
2019/7/11
メール提出

（必着）

http://www.kddi-
foundation.or.jp/support/

2019/6/20
人社74
自然113

公益財団法人　森村豊明会

「助成」
下記テーマに沿う、公益性かつ実効性の高い事業を行う団体
（大学も含む）を支援する。
① 学術及び科学技術の振興、② 文化及び芸術の振興
③ 就労支援、公衆衛生の向上、④ 児童又は青少年の健全な育
成
⑤ 教育・スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与又
は豊かな人間性の涵養

約160万円/件
（平均助成額、
2018年度実績）

前期2019/5/1
後期2019/10/1

前期　2019/7/11
後期　2019/12/12

（必着）

http://morimura-
houmeikai.jp/support/

は豊かな人間性の涵養

2019/6/20
人社75
自然114

一般財団法人　キヤノン財団

「善き未来をひらく科学技術」
直面する社会的課題に対して、独創的な視点や特異な発想に基
づいて新たな価値創出や課題解決の核心に迫る研究を支援す
る。

3,000万円
（上限）

 2019/6/3

2019/7/12 15:00
専用HPにて応募、かつ

2019/7/17
メール提出及び郵送提出

（必着）

https://www.canon-
foundation.jp/aid_ideal/informatio
n.html

2019/6/20
人社76
自然117

公益財団法人　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 」
下記テーマに沿う、人文社会科学、自然科学を問わず幅広い学
問領域のグラフィックデザイン、グラフィックアートに関する研究
を支援する。
A部門：グラフィックデザイン、グラフィックアート全般
B部門：グラフィック文化に関するアーカイブ

50万円/年
（上限）

2019/5/1

2019/7/17
メール提出及び簡易書留

にて提出
（必着）

http://www.dnp.co.jp/foundation/
grants/
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【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】

2019/6/20
人社77
自然118

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（RISTEX）

「人と情報のエコシステム」
下記テーマに関連する、人間の行動の自律性等における西洋近
代主義と日本の伝統に基づく考え方の違いに関する比較研究を
日英共同プロジェクトで実施する。日英両国の研究チームの参
画を要件とする。
・Impacts on humans and society‐ Future happiness, wellbeing 
and the individual
・Economic implications, skills, work and education
・Transparency, responsibility, governance and ethics

1,000万円/年
（間接経費含む）

2019/5/8
2019/7/17 12：00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/ristex/prop
osal/current/proposal_2019.html

2019/6/20
人社78
自然120

公益財団法人　稲盛財団

「研究助成」
自然科学系及び人文・社会科学系で独創的な研究を行う、、助
教相当以上の常勤研究者を支援する。自然科学系では40歳以
下の研究者の応募を期待する。

100万円/件 2019/5/21
2019/7/20  17：00
専用HP上にて応募

https://www.inamori-
f.or.jp/inamori_grants/about/

2019/7/2
人社79
自然129

　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【未来社会創造事業】
社会・産業ニーズを踏まえ、経済・社会的にインパクトある出口
を見据え、実用化を見極める段階を目指す研究開発を実施す
る。
「探索加速型」
① 超スマート社会の実現領域
② 持続可能な社会の実現領域（2課題）
③ 世界一の安全・安心社会の実現領域（2課題）
④ 地球規模課題である低炭素社会の実現領域
⑤ 共通基盤領域
「大規模プロジェクト型」
　センサ用独立電源として活用可能な革新的熱電変換技術

探索加速型
（探索研究のみ）
① 3,500万円/件

② 1,000万円
～4,000万円/件
③ 3,000万円/件
④ 1.3億円/件

⑤ 3,500万円/件
大規模プロジェクト型

10億円程度/件（総額）
（いずれも上限、
直接経費のみ）

2019/5/15
2019/7/24 12:00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/mirai/jp/op
en-call/research/r01/index.html

2019/7/2
人社80
自然130

一般財団法人　新技術振興渡辺記念会

「科学技術調査研究助成（下期）」
下記テーマに沿う、科学技術の発展に資する調査研究を支援す
る。
① 政策の立案・推進、　② 社会経済との関連
③ コミュニケーション、　④ 人材育成、　⑤ 発展動向
⑥ ①～⑤に類する又は複数に関わるもの

原則として150万円
（上限）

-
2019/7/26

（必着）

http://www.watanabe-
found.or.jp/activities/subsidy/ind
ex.html
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人社81 　国立研究開発法人　科学技術振興機構

【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】
「SDGs の達成に向けた共創的研究開発プログラム」
SDGs 達成に向けて、地域における社会課題に対するソリュー
ションを創出するため、既に得られている技術シーズを活用し、
研究者と社会課題に取り組む当事者（協働実施者）が一緒に研
究開発を行う。
① シナリオ創出フェーズ
社会課題の特徴を抽出してボトルネックを分析・明確化し、技術

① 600万円程度/年

② 2,300万円程度/年 2019/7/29 12：00 https://www.jst.go.jp/ristex/exam
2019/7/2

人社81
自然131

　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

社会課題の特徴を抽出してボトルネックを分析・明確化し、技術
シーズを活用した解決策を検討し、可能性試験を実施してロード
マップを作成し、2030 年度迄にSDGs を達成する構想（シナリ
オ）を創出する。
② ソリューション創出フェーズ
シナリオに基づき研究開発を行い、地域での実証試験を経て社
会課題の解決策の有効性、及び他地域展開への適用可能条件
や環境設定を提示する。並行して、プロジェクト終了後の自立的
継続計画（事業計画）の策定及び計画実行の準備を行う。

② 2,300万円程度/年

（ともに上限、
直接経費のみ）

2019/6/3
2019/7/29 12：00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/ristex/exam
in/sdgs/solve.html

「研究助成」
下記テーマに沿う、福祉の発展を支える調査研究を支援する。
① 社会保障制度を育てる：新しい社会保障制度を展望する研究 2019/7/31 17：00

2019/7/2 人社82 公益財団法人　ユニベール財団

① 社会保障制度を育てる：新しい社会保障制度を展望する研究
② 高齢者の健康と子ども・若者支援：高齢者の心と健康、並び
に子ども・若者支援や子育て支援の実践を踏まえた研究（基礎
研究は対象外）
③ コミュニティの役割：安心して生きられる社会に関する市民活
動や、新しいコミュニティづくりの関連領域の研究

原則として100万円
（上限）

-

2019/7/31 17：00
（必着）

※書留又は宅配便の
利用推奨

http://www.univers.or.jp/index.ph
p?researchgrant

2019/7/2 人社83 公益財団法人　医療機器センター

「調査研究助成（第8期・第9期）　公募型リサーチペーパー」
医療機器産業界の振興・発展に寄与する経済学・経営学・法
学、レギュラトリーサイエンス、歴史学、政治学等の幅広い社会
科学系の研究を支援する。

50万円/件
（基準額）

第8期2019/7/1
第9期

2019/11/1

第8期 2019/7/31
第9期 2019/11/29

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.jaame.or.jp/mdsi/acti
vity/researchgrant.html

「調査研究助成」 
アジア・オセアニア諸国・地域に関する社会・文化・歴史・政治・

個人研究
50万円～100万円/件

2019/7/31 http://www.resona-
2019/7/2 人社84 公益財団法人　りそなアジア・オセアニア財団

アジア・オセアニア諸国・地域に関する社会・文化・歴史・政治・
経済等の調査研究を行う、原則として2020年4月1日現在で39歳
以下の研究者（申込者）を支援する。

50万円～100万円/件
共同研究

50万円～200万円/件

2019/6/11
2019/7/31

書留にて郵送提出
（必着）

http://www.resona-
ao.or.jp/project/promotion_applic
ation.html

2019/7/2 人社85 一般社団法人　不動産流通経営協会

「研究助成」
テーマに該当する、不動産流通に関する調査研究を支援する。
1. 協会設定テーマ
・直面している課題、今後目指すべき方向性
・情報技術、人工知能等の活用方法、実用化に向けた課題
・新たな住居ニーズの動向、今後の対応方策
・人口・世帯の構成や分布の変化が与える長期的影響
・不動産情報の公開と個人情報保護との関係
2. 自由テーマ(以下のいずれかに該当する調査研究)
市場動向、法制度、金融・経済・税務、消費者行動

原則として100万円
（上限）

2019/5/1
2019/7/31
（消印有効）

https://www.frk.or.jp/kenkyu_jyos
ei/index.html
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2019/7/2 人社86 公益財団法人　音楽鑑賞振興財団

「第52回 音楽鑑賞教育振興　論文・作文募集　教員・研究者対
象部門　研究助成の部」
鑑賞領域の学びを中心とした音楽科教育に資する実践的な研
究を支援する。

50万円
（上限）

2019/7/1

応募用紙提出
2019/7/31（必着）
その他提出物提出

2019/9/30（メール提出又
は郵送提出、必着）

http://onkan-
web.net/document/general/onka
n_event/ronsaku52/ronsaku52_inv
ite.php

「第17回　生協総研賞　助成事業」
下記テーマに沿う、人々のくらしをめぐる研究及び生活協同組合

2019/7/2
人社87
自然132

公益財団法人　生協総合研究所

下記テーマに沿う、人々のくらしをめぐる研究及び生活協同組合
運動に関するを支援する。
・生活協同組合の今日的な課題及び事業・組合員活動に関する
実践的な研究
・くらしの実態に関する経済的、社会的、歴史的視点等からの研
究
・消費社会及び消費者組織、社会運動に関する研究
・地域社会、社会政策、福祉政策・事業、地球環境等に関する研
究
・大規模災害後の被災地域が直面している課題に関する研究

個人研究 30万円
共同研究 50万円

（ともに上限）
2019/5/22

2019/7/31
メール提出

（必着）

http://ccij.jp/jyosei/ken190517_0
1.html

2019/7/2
人社88
自然133

公益信託　大成建設自然・歴史環境基金

「助成金」
国内並びに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用に関わる
活動や研究を支援する。大学については、地域社会等と連携し
た活動を要件とする。

50万円/件
（想定平均額）

-
2019/7/31

（必着）
http://www.taisei.co.jp/about_us/
society/kikin/html/gist.html

た活動を要件とする。

2019/7/2
人社89
自然134

公益財団法人　日野自動車グリーンファンド
「助成事業」
自然環境保全に資する調査研究・活動、教育・諸啓発活動を行
う団体・グループ等を支援する。

900万円
（助成金総額）

2019/5/15
2019/7/31
（消印有効）

https://www.hino.co.jp/corp/csr/
greenfund/promotion.html

2019/7/19 人社90 公益財団法人　未来教育研究所

「第9回　未来教育研究所研究助成」
教育が直面する課題解決に取組む若手研究者（准教授クラス未
満）を支援する。
①政策提言型研究
政策提言を目的とし、下記2課題の探究を図る。
　・公立・私立の協調関係を発展させる在り方
　・主体的・対話的で深い学びの実現について
②実践事例型研究
下記テーマに関する教育方法等の有効性や在り方等を明らかに

優秀　30万円
優良　20万円
奨励　15万円

2019/6/25
2019/8/23
メール提出

http://www.mirai-kyoiku.or.jp/第8
回（平成30年度）未来教育研究所
研究助成-募集/

下記テーマに関する教育方法等の有効性や在り方等を明らかに
する。
　学校経営、教科指導、生徒指導、倫理・道徳、その他

2019/7/19
人社91
自然168

公益財団法人　中島記念国際交流財団

「日本人若手研究者研究助成金」
情報科学及び生命科学分野の2020年4月1日現在37歳以下の
研究者で、主として日本学術振興会の特別研究員経験者を支援
する。
（特別研究員経験者でなくても応募可能。）

500万円
（上限）

2019/8/1
2019/8/23 17:00

（必着）
http://www.nakajimafound.or.jp/k
oubo.htm

2019/7/30 人社92 公益財団法人　アメリカ研究振興会
「一般助成（日本におけるアメリカ研究の振興を目的とする助
成）」
国内におけるアメリカ研究関連の研究機関を支援する。

申請内容による - 通年 http://www.amsf.or.jp/josei.html
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2019/7/30 人社93 独立行政法人　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】
「グローバル展開プログラム（研究テーマ公募型）」
人文学・社会科学の様々な分野を対象とした国際共同研究を推
進し、国際的なネットワークの構築による海外の研究者との対話
やグローバルな成果発信を目指す下記課題に沿う研究テーマに
ついて、研究機関による提案を公募する。（研究機関に対して研
究を委託する。）
A. グローバル化する世界における社会的分断の研究 
B. 情報化やAIなどの技術革新および環境問題などに直面する
新たな人文学・社会科学の展開
C. グローバル時代における国境を越えた秩序の形成と国家

2,000万円/件
（直接経費上限）

2019/7/16

2019/8/19 17:00
e-Rad申請

※研究代表者の所属機関
を通じて提出する。

https://www.jsps.go.jp/global/kou
bo.html

C. グローバル時代における国境を越えた秩序の形成と国家
D. 人類の文化遺産継承のための国際共同研究

2019/7/30 人社94 　農林水産省

【農林水産政策科学研究委託事業】
「日本の食品産業の海外展開に関する研究」
農水省の行政部局の政策研究ニーズに基づき、農林水産政策
の推進上、重要性・緊急性が高く、研究成果が同政策の企画立
案に資する、本テーマの委託研究を募集する。
社会科学系研究を主体的に行い、政策の企画立案等に活用で
きる水準の成果創出が見込まれる研究を対象とする。

850万円
（上限、間接経費含む）

2019/7/10
2019/8/21 12：00

e-Rad申請
（厳守）

http://www.maff.go.jp/primaff/ka
dai_hyoka/itaku/2019/bosyu.html

2019/7/30
人社95
自然176

公益財団法人　味の素食の文化センター
「食の文化研究助成事業」
食の文化に関わる研究を行う、原則として2020年4月1日時点で
40歳前後迄の研究者を支援する。

100万円程度/件 2019/7/1
2019/8/30

郵送提出及びメール提出
（必着）

https://www.syokubunka.or.jp/re
search/application.html

2019/7/30 人社96 公益財団法人　トラスト未来フォーラム
「公募助成」
信託法制/信託事業及び関連する金融･経済・法学の調査研究
を支援する（関連するシンポジウム等も対象とする）。

100万円
（上限）

2019/7/1
2019/8/30

（必着）
http://www.trust-
mf.or.jp/support/index.html

2019/7/30 人社97
一般財団法人　全国労働者福祉･共済振興協
会

「公募委託調査研究」
勤労者の生活向上に資する、ともに支えあう社会をめざす施策・
方策を、共済・保険、共同組合・相互扶助組織、社会保障等の視
点で考察する調査研究を公募する。

100万円
（上限）

2019/6/1
2019/8/30 17:00

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.zenrosaikyokai.or.jp/t
hinktank/research/assistance/

2019/7/30 人社98 公益財団法人　前川財団
「家庭・地域社会教育助成」
日本の家庭・地域社会の教育、とりわけ伝統的・文化的な教育
に関する研究を支援する。

100万円
（上限）

2019/8/1
2019/8/30　17:00

専用HP上にて応募
https://www.mayekawafoundation
.org/grant/youkou.html

2019/7/30 人社99 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構

【国立歴史民俗博物館 共同研究】
下記課題に関して、歴史学、考古学、民俗学及び分析科学を含
む関連諸学との学際協業によって日本の歴史と文化について実
証的な研究を行う。
１．基幹研究
基幹研究II　「水と人間の日本列島史」に関する研究課題
２．基盤研究
2-1. 課題設定型
考古・歴史・民俗資料の研究資源化、高度情報化を主要な目的
として実施する学際的研究
2-2. 館蔵資料型
①正倉院文書（複製）の活用に関する研究
②浅川伯教収集朝鮮半島窯跡出土陶磁器コレクション
③廣橋家本所収古記録・典籍類
④聆涛閣集古帖にもとづく研究
⑤京都町方文書（長刀鉾町文書）をはじめとする近世都市史関

１． 270万円/年

２． 225万円/年
（いずれも上限）

-
2019/8/30
メール提出

（必着）

https://www.rekihaku.ac.jp/resea
rch/list/joint/public_ad/index.htm
l

⑤京都町方文書（長刀鉾町文書）をはじめとする近世都市史関
係史料
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2019/7/30
人社100
自然180

公益財団法人　韓昌祐・哲文化財団
「助成金」
日韓に関わる、文化・芸術・歴史・社会・スポーツ・国際交流に関
する活動・研究を支援する。

20万円～200万円/件 2019/7/1

2019/8/31　
郵送提出（消印有効）又は
公式HP上にて応募（18時

迄）

https://www.hanchangwoo-
tetsu.or.jp/appli/appli/

2019/8/9
人社101
自然194

一般財団法人　日本産業科学研究所
「研究助成事業」
自然、人間、社会におけるあらゆる分野の発展的な研究を支援
する。

10万円～100万円/件 2019/8/1
2019/8/31
（消印有効）

http://www.nissanken.org/grants_
in_aid/exp.html

2019/8/9
人社102
自然195

独立行政法人　国際交流基金日米センター

「安倍フェローシップ・プログラム」
下記テーマに沿う、社会科学並びにその関連学問領域におい
て、現代の地球的な政策課題で、かつ緊要な取り組みが必要と
される問題に関する学際的、国際的な調査研究を支援する。
①個人・社会・国際的な安全保障に対する脅威
②成長と持続的な発展
③社会・科学・文化のトレンドと変容
④ガバナンス、エンパワーメントと市民参加

研究者のニーズに基づ
き柔軟に配分する

-
2019/9/1

専用HP上にて応募
http://www.jpf.go.jp/cgp/fellow/a
be/guide/index.html

【大学研究者による事業提案制度】
下記7分野の行政課題の解決に向け、研究者が都に研究成果
等の活用による連携事業を提案する。
① 防災力の向上、都市インフラの整備
② まちの元気創出、安全・安心の確保

調査研究/連携調整
3,000万円/年

2019/8/9
人社103
自然198

東京都

② まちの元気創出、安全・安心の確保
③ 少子・高齢化等を見据えた東京のまちづくり
④ 医療が充実し健康に暮らせるまちづくり
⑤ 環境先進都市・東京の実現
⑥ 東京の経済活動、農林水産業の活性化
⑦ 国際観光都市・東京の実現
※申請を希望する場合は、研究支援センターに事前に申し出く
ださい。

都連携事業
2億円/年

（ともに上限）

2019/5/31
【学内締切】
2019/9/2

http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/
zaisei/teian/2daigaku.html

2019/8/9 人社104 公益財団法人　上廣倫理財団

「研究助成」
哲学・倫理学・教育学・心理学等の分野で、人間の生命や生き
方、社会における共生、現代の倫理的課題に関する実態研究や
調査、及び倫理教育・道徳教育に関する研究に取組む研究者
（概ね45歳迄）を支援する。

100万円/件
又は60万円/件
（ともに上限）

2019/6/1
2019/9/2
（必着）

http://www.rinri.or.jp/research_su
pport_kenkyujosei01.html

「第13回 未来を強くする子育てプロジェクト 女性研究者への支

2019/8/9 人社105 住友生命保険相互会社

「第13回 未来を強くする子育てプロジェクト 女性研究者への支
援（スミセイ女性研究者奨励賞）」
人文・社会科学分野の領域で、育児のため研究継続が困難又
は子育てをしながら研究を続けている女性研究者を支援する。

100万円/年
（上限）

2019/7/8
2019/9/6
（必着）

http://www.sumitomolife.co.jp/ab
out/csr/community/mirai_child/w
omen/bosyu.html

2019/8/9 人社106 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

【国際共同研究事業】
「欧州との社会科学分野における国際共同研究プログラム（ORA
プログラム）」
仏、独、英及びカナダ各国の学術振興機関が連携して実施する
社会科学分野の国際共同研究プログラムに参画する日本側研
究者を支援する。
仏、独、英及びカナダ各国のうち3か国以上の研究代表者で構
成されるコンソーシアムと日本側研究代表者が共同申請する。
※日本側は、欧州予備審査を通過した課題のみ申請できる。
※申請を希望する場合は、研究支援センターに事前に申し出く
ださい。

1,000万円/年
（直接経費上限）

2019/5/30

欧州予備申請
2019/9/11 16:00

専用HP上にて応募
（英国時間、必着）

※日本側申請
【学内締切】
2020/1/26

https://www.jsps.go.jp/j-
bottom/02_f_sinsei.html

ださい。
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2019/8/9
人社107
自然201

公益財団法人　トヨタ財団

「研究助成プログラム　社会の新たな価値の創出をめざして」
研究者自身が社会とのかかわりを意識し、自らの研究における
社会的意義を自問しながら、課題を発掘し未来の創造に資する
研究を支援する。原則3名以上のチーム研究、かつ代表者が年
齢45歳以下（助成開始時）を要件とする。

800万円/件 2019/7/16
2019/9/13 15:00

専用HP上にて応募
https://www.toyotafound.or.jp/re
search/2019/

「第51回 倉田奨励金　人文・社会科学研究分野」
科学技術の進歩やグローバル化がもたらす社会の変容、その背
景に潜む複合的な諸問題を人文・社会科学の視点（社会、文 80万円～100万円程度 2019/9/13 24：00

http://www.hitachi-
2019/8/9 人社108 公益財団法人　日立財団

景に潜む複合的な諸問題を人文・社会科学の視点（社会、文
化、文学、歴史、哲学、倫理、法律、経済等）から読み解き、科学
技術発展の意味や価値と、社会のあり方を探求する研究を支援
する。

80万円～100万円程度
/件

2019/7/1
2019/9/13 24：00

専用HP上にて応募
zaidan.org/works/environment/k
urata/index.html

2019/8/9
人社109
自然202

公益財団法人　旭硝子財団

「サステイナブルな未来への研究助成」
次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究を、下記①～
③の3分野及びA・Bの2コースで支援する。
① 建築・都市分野：人間生活の歴史と現状、将来を視野に置い
た建築･都市空間に関わる研究
② 人文・社会科学分野：持続可能な社会の実現に向けた人文・
社会科学的な研究
③ 環境フィールド研究：自然と人との良好な関係の維持・構築に
資するフィールド調査を中心とする研究
A．提案研究コース：基礎的・萌芽的研究を中心として広く研究者
のアイデア提案を支援する。45歳以下（1974年1月1日以降生ま

A.
① 50万円～150万円/

件
②・③ 50万円～100万

円/件

B.
①・③ 200万円～400万

円/件

2019/8/1
2019/9/13

専用HP上にて応募
http://www.af-
info.or.jp/subsidy/about.html

のアイデア提案を支援する。45歳以下（1974年1月1日以降生ま
れ）の研究者を対象とする。
B．発展研究コース：基礎的な研究成果をもとに、さらに発展させ
る研究を支援する。年齢制限なし。

円/件
② 200万円～300万円/

件

2019/8/9
人社110
自然210

キヤノンヨーロッパ財団

「欧州・日本研究奨学金」
研究分野を問わず、ヨーロッパに3ヶ月～1年間滞在して研究を
行う、過去10年以内に修士号以上の学位を取得した日本人研究
者を支援する。
※要、受入機関の受入証明書

22,500ユーロ～
27,500ユーロ/件

-
2019/9/15

専用HP上にて応募

https://www.canonfoundation.org
/
https://jp.ambafrance.org/article
3532　（参考：仏大使館HPの和文
案内）

2019/8/9
人社111
自然211

公益財団法人　高橋産業経済研究財団

「研究助成（一般公募）」
以下7分野に関する、産業経済発展のための調査研究・科学技
術開発を支援する。
① 災害対策、　② 環境問題、　③ 資源

100万円～200万円/年 2019/7/21
2019/9/16

郵送提出及びメール提出
http://takahashi-
f.or.jp/entry/index.shtml

2019/8/9
自然211

公益財団法人　高橋産業経済研究財団
① 災害対策、　② 環境問題、　③ 資源
④ 医学・医療、　⑤ 地域社会対策
⑥ 国際交流・人材育成、　⑦ 科学技術・産業開発

100万円～200万円/年 2019/7/21 郵送提出及びメール提出
（必着）

f.or.jp/entry/index.shtml

2019/8/23
人社111
自然214

カナダ大使館

「バンティング博士研究員奨励金」
保健研究、自然科学、工学及び社会・人文学の各分野で、将来
的に高い実績を挙げ、カナダの経済、社会、研究の発展に貢献
しうる研究を支援する。

年間7万カナダドル/年
（2年間）

2019/4/17
2019/9/18 20:00

専用HP上にて応募
（米国東部夏時間）

http://www.canadainternational.g
c.ca/japan-
japon/academic_relations_academ
iques/banting.aspx?lang=jpn

2019/8/23 人社112 公益財団法人　全国銀行学術研究振興財団
「学術研究助成事業・研究活動に対する助成」
経済・金融、民法、商法、関連法制に係る研究を行う、60歳未満
（2019年12月末現在）の研究者を支援する。

単独研究：100 万円
共同研究：150 万円

（ともに上限）
2019/7/1

2019/9/20
（必着）

http://www.jade.dti.ne.jp/bankfun
d/
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2019/8/23
人社113
自然222

公益財団法人　沖縄協会

「沖縄研究奨励賞」
沖縄の地域振興及び学術振興に資する、沖縄を研究対象とする
50歳以下（2019年7月15日現在、グループ研究はメンバー全員）
の研究者を支援する。

50万円/件 2019/7/15
2019/9/30
（消印有効）

http://www.okinawakyoukai.jp/pu
blics/index/52/

2019/8/23
人社114
自然223

大和日英基金

「奨励助成」
日英間の相互交流促進・支援に繋がる、学術研究調査等のプロ
ジェクトを支援する。
新規プロジェクトを歓迎する。

2,000ポンド～
7,000ポンド/件

-
2019/9/30

及び
2020/3/31

http://dajf.org.uk/ja/grants-
awards-and-prizes/daiwa-
foundation-small-grants

2019/8/23
人社115
自然224

大和日英基金
「重点助成」
学術、芸術、文化、教育等の分野で、日英の組織・団体による長
期的な視野に立つ提携プロジェクトを支援する。

7,000ポンド～
15,000ポンド/件

-

2019/9/30
及び

2020/3/31
専用HP上にて応募

http://dajf.org.uk/ja/grants-
awards-and-prizes/daiwa-
foundation-awards

2019/8/23
人社116
自然225

公益財団法人　放送文化基金
「助成」
放送技術に関する研究・開発、及び放送に関する人文・社会科
学的な調査・研究を支援する。

500万円
（上限）

2019/9/1
2019/9/30

専用HP上にて申請
http://www.hbf.or.jp/grants/articl
e/guideline_grants

2019/8/23 人社117 一般社団法人　日本経営協会
「経営科学研究奨励金」
下記テーマに関わる経営科学分野の研究を支援する。 50万円～100万円/件 -

2019/9/30
（消印有効）

http://www.noma.or.jp/keiei/tabi
d/257/Default.aspx

2019/8/23 人社117 一般社団法人　日本経営協会 下記テーマに関わる経営科学分野の研究を支援する。
・AI人材の育成、　・SDGsと企業経営、　・働き方の多様化

50万円～100万円/件 -
（消印有効） d/257/Default.aspx

2019/8/23 人社118 一般財団法人　商工総合研究所

「第44回　中小企業研究奨励賞」
経済及び経営に関するテーマで、2018年8月1日～2019年7月31
日迄に刊行・発表された、中小企業に関する図書又は論文を表
彰する。

賞金　40万円 2019/8/1
2019/9/30

（必着）
http://www.shokosoken.or.jp/co
mmendation/index.html

「信託研究奨励金」
信託に関する法律学的または経済学的研究を支援する。
1. 自由研究
2. 課題研究
・信託制度の社会的意義
・信託制度の経済効果

2019/8/23 人社119 一般社団法人　信託協会

・信託の新たな活用方法
・海外における業態別規制から機能別規制への改正の動向とそ
の考え方
・海外における、他人財産を管理運用する者に課せられる義務
・海外の信託兼営金融機関における利益相反管理とその考え方
・FinTech の進展と信託の活用
・仮想通貨（暗号資産）の顧客保護のための信託の活用
・民事信託における課題とその解決策
・受益権を複層化した場合の課税のあり方
・海外における信託制度と課税の方法

1,000万円以内
（総額）

-
2019/9/30

原則、メール提出

https://www.shintaku-
kyokai.or.jp/profile/business/rese
arch.html#promotionbusiness

2019/8/23 人社120 公益財団法人　三島海雲記念財団

「第9回　三島海雲学術賞　人文科学部門」
アジア地域の歴史を中心とする人文科学に関する研究を行う、
45歳未満（2020年4月1日現在）かつ2017年8月～2019年9月迄
に刊行した著書（単著）を有する研究者を顕彰する。

副賞　200万円 2019/8/1
2019/9/30
（消印有効）

https://www.mishima-
kaiun.or.jp/virtue/

に刊行した著書（単著）を有する研究者を顕彰する。
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2019/8/23 人社121 公益財団法人　日本教育公務員弘済会
「日教弘本部奨励金」
初等中等教育及び幼児教育の向上発展に寄与する全国規模の
研究・活動等を支援する。

100万円
（上限）

2019/6/1
2019/9/30 24:00

専用HP上にて応募
http://www.nikkyoko.or.jp/busine
ss/education.html#menu-title08

2019/8/23 人社122 一般財団法人　司法協会
「研究助成」
司法に関する民事、刑事、家事及び少年の各分野における理論
的、実務的又は実証的研究を支援する。

個人研究　50万円
共同研究　100万円

（ともに上限）
2019/7/1

2019/9/30
（消印有効）

http://www.jaj.or.jp/support/
的、実務的又は実証的研究を支援する。 （ともに上限）

（消印有効）

2019/8/23 人社123 一般財団法人　地域生活研究所

「一般研究助成」
消費者の暮らし、まちづくり、地域福祉、地球環境、市民社会や
市民運動、社会運動、消費者運動、及び協同組合の事業や活
動に関する研究を支援する。 若手研究者の応募、及び協同組
合の事業・活動や様々な市民活動に資する内容の応募を歓迎
する。

50万円
（上限）

2019/7/16
2019/9/30

メール提出（必着）又は
郵送提出（消印有効）

http://www.chiikiseikatsu.org/kkj
s.html

2019/8/23 人社124 福岡アジア文化賞委員会

「第31回及び第32回　福岡アジア文化賞」
アジアの学術・芸術・文化に貢献し、今後さらに活躍が期待され
る者を表彰する。
・学術研究賞：アジアを対象とした人文科学・社会科学等の学術
研究における優れた成果により、アジアの理解に貢献し、今後さ
らに活躍が期待される者

賞金　 300万円
※大賞 500万円

-

2019/9/30
専用HP、郵送、FAX、メー

ルいずれかにて提出
（必着）

http://fukuoka-
prize.org/nomination/guide/

らに活躍が期待される者
・芸術・文化賞：アジアの固有かつ多様な芸術・文化の育成又は
発展に貢献し、今後さらに活躍が期待される者
※大賞は上記の両賞の推薦者の中から選考される。

（必着）

2019/9/11
人社125
自然249

三井物産株式会社

「三井物産環境基金　研究助成」
地球環境問題の解決と持続可能な社会構築に貢献する、具体
的提言を含む学際的な問題解決型研究を支援する。
下記①～③の研究分類、及び対象4領域（地球環境、資源循
環、生態系・共生社会、人間と社会のつながり）に合致するもの
とする。
① [必須条件] 学際・総合/政策研究：複数分野・包括的な視点
等を有している研究、又はその成果が政策、制度設計等に資す
る研究。
② 国際共同研究：海外研究機関等との国際的な環境問題の解
決に資する共同研究。
③ 未来指向研究：中長期的視野で目指すべき将来性、及びそ

申請内容による
（上限の設定なし）

※一般管理費は直接経
費の10%を上限

2019/8/6
2019/9/24 24:00

メール提出

https://www.mitsui.com/jp/ja/su
stainability/contribution/environ
ment/fund/application/1229278_7
661.html

③ 未来指向研究：中長期的視野で目指すべき将来性、及びそ
の実現戦略・シナリオ等を提示しうる研究。

2019/9/11
人社126
自然250

公益財団法人　関西・大阪21世紀協会

「日本万国博覧会記念基金　助成事業」
国際相互理解の促進に資する下記の活動を、①重点助成事業
又は②一般助成事業として支援する。
・国際文化交流、親善に寄与する活動
・教育・学術・学術に関する国際的な活動

① 50万円～1,000万円
/件

② 50万円～300万円/
件

※かつ、総事業経費の
3/4迄を上限とする

2019/9/2
2019/9/30

書留にて提出
（消印有効）

http://www.osaka21.or.jp/jecfund
/information/

2019/9/11
人社127
自然251

公益財団法人　トヨタ財団

「国内助成プログラム　A. しらべる助成」
持続可能なコミュニティの創造に資する、地域や人々を取り巻く
環境や生じている課題を明らかにし、具体の方策に繋げる調査
活動を支援する40代迄のメンバー1名を含むチームを対象とす
る。

100万円 （上限） 2019/8/19
2019/9/30 15：00

専用HP上にて応募
https://www.toyotafound.or.jp/co
mmunity/2019/
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2019/9/11
人社128
自然252

公益財団法人　電気通信普及財団

「第35回 電気通信普及財団賞」
情報通信の普及、振興、発展に貢献する研究論文・著作等を表
彰する。
・テレコム社会科学賞：人文・社会科学的観点での研究
・テレコムシステム技術賞：技術的・工学的観点での研究

入賞　50万円
奨励賞　30万円

-
2019/9/30

専用HP上にて応募
及び郵送提出

https://www.taf.or.jp/award/2019
-35th-application.html

2019/9/11 人社129 公益社団法人　程ヶ谷基金

「男女共同参画・少子化関連顕彰事業」
男女共同参画社会の推進及び少子化対策に取組む、原則満45
歳未満の研究者を下記2部門で顕彰する。
・論文部門：2018年1月以降発表の研究論文

顕彰金 50万円（上限） -
2019/9/30

（必着）
https://hodogaya-
foundation.or.jp/equality/req/

・論文部門：2018年1月以降発表の研究論文
・活動部門：過去から継続的に行っている活動

2019/9/11
人社130
自然256

独立行政法人　日本学術振興会

【研究拠点形成事業】
諸外国の研究教育拠点機関との協力関係の確立により、当該
分野における世界的水準又は当該地域の中核的な研究交流拠
点の構築、及び若手研究者の育成を図る。
A　先端拠点形成型
先端的かつ国際的に重要な研究課題を対象とする
B　アジア・アフリカ学術基盤形成型
アジア・アフリカ地域に特有、又は同地域で特に重要と認められ
る研究課題、かつ我が国が重点的に研究することが有意義と認
められる課題を対象とする

A
1,800万円/年度

B
800万円/年

（ともに上限）

2019/9/4
2019/10/1 17:00

専用HP上にて応募
(厳守)

https://www.jsps.go.jp/j-
c2c/boshuu_shinsei.html

2019/9/11
人社131

公益財団法人　ダイオーズ記念財団

「助成金」
快適な職場環境の提供（労働環境、労働関連法規、人事制度・ 100万円

2019/7/1
2019/10/4

http://www.daiohs-zaidan.or.jp/2019/9/11
人社131
自然257

公益財団法人　ダイオーズ記念財団
快適な職場環境の提供（労働環境、労働関連法規、人事制度・
人材育成、室内環境、及びオフィス空間デザイン等）に関する調
査研究を支援する。

100万円
（上限）

2019/7/1
2019/10/4
（消印有効）

http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

2019/9/11
人社132
自然266

公益財団法人　日本科学協会

「笹川科学研究助成」
新規性、独創性又は萌芽性を持つ研究を支援する。海に関係す
る研究を重点テーマとする。
① 学術研究部門：他からの助成を受け難い研究を行う2020年4
月1日現在35歳以下の非常勤又は任期付雇用の研究者を支援
する。
② 実践研究部門：教員・ＮＰＯ職員等が行う（社会的）問題解決
型研究、又は学芸員・司書等が行う生涯学習施設の活性化に資
する調査研究を支援する。

①　100万円
②　50万円

（ともに上限）
2019/9/17

2019/10/16
23：59

専用HP上にて応募

https://www.jss.or.jp/ikusei/sasa
kawa/

「調査研究助成」
東海地域の冠婚葬祭産業等の振興に関する、下記テーマに沿う

2019/9/24 人社133
一般財団法人　東海冠婚葬祭産業振興セン
ター

東海地域の冠婚葬祭産業等の振興に関する、下記テーマに沿う
調査及び研究を支援する。
・冠婚葬祭儀式の歴史的意義、価値
・新時代に相応しい儀式の在り方
・冠婚葬祭関連の伝統的工芸品の工芸技術・技法の保存及び
伝承、新分野開拓等

100万円/件（上限）
※研究費総額の80％未

満迄の額とする
2019/7/1

2019/9/30
（必着）

http://www.tcoic.or.jp/subsidy/

2019/9/24 人社134 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「研究助成A（二次募集）」
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は
理論化に関する研究並びにそれらを含む周辺領域に関する研
究を支援する。

30万円～200万円
程度/件

2019/9/2

2019/10/10
書留又はレターパック

による郵送提出
（必着）

http://melco-
foundation.jp/apply/research/520
4/

2019/9/24 人社135 一般財団法人　ヤマハ音楽振興会
「研究活動支援」
音楽を教育学的視点又は科学的視点（医学系や工学系も含む）

100万円
（上限）

2019/9/26
2019/10/17 17：00
専用HP上にて応募

http://www.yamaha-
mf.or.jp/shien/kenkyu/

から考察した研究を支援する。
（上限）

（書類提出は郵送も可）
mf.or.jp/shien/kenkyu/
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2019/9/24
人社136
自然276

公益財団法人　セコム科学技術振興財団

「挑戦的研究助成　セコムチャレンジ2019」
安全安心な社会の実現に貢献しうる下記テーマに沿う研究を行
う、39歳以下（2020年4月1日時点）の研究者を支援する。
・情報技術と社会（サイバーフィジカルシステム、セキュリティ、人
工知能）
・階層性を超えた生命基本原理：統合的アプローチ
・最先端科学の ELSI（社会・倫理・法的側面）

300万円/年
（上限）

2019/9/17
2019/10/18

（必着）
https://www.secomzaidan.jp/chal
lenge.html

人社137
「アジア地域重点学術研究助成」
日本及びアジア地域の大学・研究機関等の研究者からなる、ア 150万円 2019/10/31

2019/9/24
人社137
自然277

公益財団法人　平和中島財団
日本及びアジア地域の大学・研究機関等の研究者からなる、ア
ジア地域（中近東・シベリア含む、対象分野は限定しない）に関
する共同研究を支援する。

150万円
（上限）

2019/9/1
2019/10/31
（消印有効）

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

2019/9/24
人社138
自然278

公益財団法人　平和中島財団

「国際学術共同研究助成」
国際的に優れた研究（対象分野は限定しない）を国際共同研究
として推進するものを支援する。日本及び海外の研究者からな
る共同研究グループでの研究実施を要件とする。

500万円
（上限）

2019/9/1
2019/10/31
（消印有効）

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

2019/9/24
人社139
自然279

公益財団法人　食生活研究会

「研究助成」
健康で豊かな食生活の向上に資する、食料及び食生活に関す
る調査研究を支援する。
・自然科学系：穀物科学、食品加工、食品安全、食品機能、栄養
学、その他の生命科学等に関する研究

原則として100万円/件 －
2019/10/31

専用HP上にて応募
http://www.z-
ssk.org/about/guideline.html

学、その他の生命科学等に関する研究
・人文科学系：食料・農業政策、法制度、市場動向・消費動向、
消費者とのコミュニケーション等に関する研究

2019/9/24
人社140
自然280

公益財団法人　園芸振興松島財団
「第46回研究助成」
青果物の生産、流通及び消費に関する研究活動で、近い将来、
その成果が利用されうるものを支援する。

70万円
（上限）

－
2019/10/31

（必着）
http://www.matsushima-
foundation.or.jp/josei/josei.html

「第21回　研究開発助成」
住宅・社会資本整備に係わる下記課題に該当する研究開発を
支援する。
１．応用研究課題
　① 安全に安心して暮らせる国土の実現
　② 人・もの・情報が効率的に通いあえる国土の実現
　③ 心豊かに暮らせる快適で美しい国土の実現 2019/10/31

2019/9/24
人社141
自然281

一般財団法人　国土技術研究センター
　③ 心豊かに暮らせる快適で美しい国土の実現
２．重点研究課題
　④ 水災害リスクと防災・減災
　⑤ 河川堤防等の信頼性評価
　⑥ 社会潮流の変化に対応した幹線道路ネットワークのあり方
　⑦ 人中心や賑わい創出等を目的とした道路空間再構築
　⑧ 人口減少社会における持続可能な都市の構築
　⑨ 今後のあるべき建設生産システム
　⑩ 社会資本の戦略的な維持管理

200万円/年
（上限）

2019/8/1
2019/10/31

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.jice.or.jp/review/assi
stances

2019/9/24
人社142
自然282

公益財団法人　大林財団

「研究助成」
都市に関する下記分野に関する独創的な研究を支援する。
1. 都市計画、都市景観　2. 都市環境工学
3. 都市交通システム、エネルギー計画　4. 建築技術
5. 都市建築史、都市と文化　6. 都市政策、都市経済

150万円
（上限）

2019/10/1
2019/10/31 24:00
専用HP上にて応募

https://www.obayashifoundation.
org/urbanstudies/research/

5. 都市建築史、都市と文化　6. 都市政策、都市経済
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2019/9/24
人社143
自然283

公益財団法人　ヤマハ発動機スポーツ振興
財団

「スポーツチャレンジ助成（第14期生）　研究分野」
スポーツの普及・振興や競技水準向上に資する研究を行う、応
募時満40歳未満かつ助成金・補助金を受けていない教授職以
外の研究者を支援する。

120万円
（上限）

2019/9/1
2019/10/31 12:00
専用HP上にて応募

http://www.ymfs.jp/project/assis
t/13th/study/

2019/9/24
人社144
自然284

公益財団法人　ヤマハ発動機スポーツ振興
財団

「第12回　スポーツチャレンジ賞（功労賞・奨励賞）」
競技、指導、研究、普及、ジャーナリズム等、スポーツにおける
功績を上げた者を表彰する。
・功労賞：スポーツ振興への貢献、先駆者として実績をあげた者

賞金 100万円 2019/9/13
2019/10/31

推薦状をFAX提出

https://www.ymfs.jp/project/cult
ure/prize/about/
※推薦状の書面は研究支援セン
ター迄お申し出ください。

・功労賞：スポーツ振興への貢献、先駆者として実績をあげた者
・奨励賞：その年、極めて高い成果をあげた者

ター迄お申し出ください。

2019/9/24
人社145
自然285

公益財団法人　鹿島学術振興財団

「研究助成」
工学を含む自然科学、人文・社会科学、学際融合的な下記の分
野・領域等における、国民生活向上に寄与しうる研究を支援す
る。人文・社会分野は本学学長の、自然科学分野は指定学会の
それぞれ推薦による応募とする。
① 都市・居住環境の向上、　② 国土・資源の有効利用、
③ 防災・危機管理の推進、　④ 文化・自然環境の保全、
※①～④に関連する社会システム等を含む

300万円
（上限）

2019/7/1
2019/10/31

※推薦者による提出期限
http://www.kajima-f.or.jp/grant-
projects/research-grant/

2019/9/24
人社146

公益財団法人　鹿島学術振興財団

「国際共同研究援助」
工学を含む自然科学、人文・社会科学、学際融合的な下記の領
域における、独創的、先駆的な国際共同研究を支援する。
① 都市・居住環境の向上、　② 国土・資源の有効利用、

1,000万円
2019/7/1

2019/11/15 http://www.kajima-f.or.jp/grant-
2019/9/24

人社146
自然286

公益財団法人　鹿島学術振興財団 ① 都市・居住環境の向上、　② 国土・資源の有効利用、
③ 防災・危機管理の推進、　④ 文化・自然環境の保全、
※①～④に関連する社会システム、情報技術等先端技術の活
用に関するものを含む

1,000万円
（上限）

2019/7/1
2019/11/15

（必着）
http://www.kajima-f.or.jp/grant-
projects/research-assistance/

2019/9/24 人社147 公益信託　福原記念英米文学研究助成基金
「研究助成」
英米文学の振興発展に寄与する研究を支援する。
（リンクは大学英語教科書協会HPになります。）

40万円/件 －
2019/10/31
（消印有効）

http://daieikyo.jp/aetp/modules/
bulletin/index.php?page=article&s
toryid=6

2019/9/24 人社148 公益財団法人　出光文化福祉財団
「調査・研究助成」
近代以前の日本美術史における新知見の獲得、作品の発掘に
貢献する調査・研究を支援する。

原則100万円
（上限）

2019/7/1
2019/10/31
（消印有効）

http://www.sif.or.jp/culture/rese
arch.html

「小貫英教育賞」 http://www.smtb.jp/personal/ent

2019/9/24 人社149 公益信託　小貫英教育学研究助成記念基金

「小貫英教育賞」
教育学分野におけるオリジナリティーを持った新規の研究で、学
位(博士)論文または学位(博士)論文を構成する研究として進め
ている、40才以下の研究者を支援する。

40万円/件 2019/8/1
2019/10/31

（必着）

http://www.smtb.jp/personal/ent
rustment/management/public/ex
ample/list.html#NaturalScience-
Humanities

2019/9/24 人社150 公益財団法人　博報児童教育振興会
「第15回　児童教育実践についての研究助成」
子どもたちのあらゆる成長の礎となる”ことばの力”を育む研究
や、教育実践の質を向上させる研究を支援する。

200万円/1年又は
300万円/2年

（上限）
2019/7/1

2019/10/31
専用HP上にて応募

https://www.hakuhofoundation.or.
jp/subsidy/

2019/9/24 人社151 公益財団法人　日本漢字能力検定協会

「第14回　漢検漢字文化研究奨励賞」
漢字研究又は広く漢字に関わる日本語研究で、研究・調査の深
化、発展が期待できる応募締切日時点で45歳未満の研究者を、
懸賞論文形式で表彰する（過去3年以内に公開した論文での応
募も可）。

最優秀賞 100万円
優秀賞 50万円
佳作 30万円

-
2019/10/31

メール提出又は郵送提出
（必着）

https://www.kanken.or.jp/project
/investigation/incentive_award/2
019.html
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2019/9/24 人社152 公益財団法人　太田記念美術館
「第36回　浮世絵研究助成」
浮世絵に関する学術的な調査・研究を行う、研究者を支援する。

総額100万円以下 -
2019/10/31

書留での郵送提出
（必着）

http://www.ukiyoe-ota-
muse.jp/josei

2019/9/24 人社153 公益社団法人　日本経済研究センター
「研究奨励金」
経済及び関連分野（社会学等）の研究を支援する。現在の重要
な経済問題や政策に関する理論的・実証的研究を優先する。

100万円
（上限）

2019/9/1
2019/10/31

メール提出及び郵送提出
https://www.jcer.or.jp/about-
jcer/incentive

2019/9/24 人社154 一般財団法人　新日本法規財団

「奨励賞」
会計・税制分野及び会社法制分野における、法律学の発展に顕
著な貢献が認められる若手研究者や実務家の調査研究を表彰
する。（既発表論稿での応募も可）

 最優秀　50万円
 優　秀　30万円

2019/9/1
2019/10/31

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.sn-
hoki.co.jp/zaidan/shou.html

2019/10/8
人社155
自然302

公益財団法人　国際科学技術財団

「日本国際賞平成記念研究助成」
社会的課題の解決に資する知識統合・連携型研究を支援する。
45歳程度までの人材発掘を考えている。応募者自らが考える”
目指したい世界とその実現に向けた課題”の提示を求める。

500万円～1,000万円/
件

2019/9/1
2019/10/31
メール提出

https://www.japanprize.jp/subsid
y_yoko.html

2019/10/8 人社156
公益財団法人　ロームミュージックファンデー
ション

「音楽に関する研究への助成」
音楽文化の普及と発展に貢献する、音楽に関する研究を支援す
る。

250万円
（上限）

-
2019/11/8 23:59

専用HP上にて応募
※郵送提出も可（必着）

https://micro.rohm.com/jp/rmf/r
ecruitment/subsidy/index.html#d
etails_area

2019/10/8 人社157 公益財団法人　花王芸術・科学財団
「音楽の研究への助成」
音楽を対象とする専門的研究活動を支援する。

100万円
（上限）

2019/10/1
2019/11/11

（必着）

http://www.kao-
foundation.or.jp/assist/art/music_
research.html

2019/10/8
人社158
自然309

一般財団法人　第一生命財団

「研究助成」
わが国の住宅、都市、土地に関し、経済、社会、法律、歴史、制
度、計画およびこれらの複合的視点から、住生活の改善向上を
図る研究を支援する。
①一般研究
②奨励研究　（申請時で40歳未満の研究者対象）

 ① 150万円
 ② 80万円

（ともに上限）
-

2019/11/15
（消印有効）

http://group.dai-ichi-life.co.jp/d-
housing/boshu.html

2019/10/8
人社159

公益財団法人　I-O　DATA財団

「研究開発助成」
情報通信技術を活用した新事業・新用途の創出、又は音楽・映
像コンテンツの保護・活用に繋がる、下記テーマに沿う早期に社
会実装の可能性が高い研究開発を支援する。40歳以下の研究

(A)  (B) 　300万円
(C) 　150万円 2019/9/20

2019/11/18 17:00 https://iodata-
2019/10/8

人社159
自然312

公益財団法人　I-O　DATA財団
会実装の可能性が高い研究開発を支援する。40歳以下の研究
開発を優先する。
(A)  IT による社会的課題解決 ・文化貢献
(B)  IT によるビジネスモデル実現
(C)  IT 教育・普及

(C) 　150万円
（いずれも上限）

2019/9/20
2019/11/18 17:00
専用HP上にて応募

https://iodata-
foundation.or.jp/development.html

2019/11/6 人社160 公益財団法人　サントリー文化財団

「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」
2020年4月1日時点で35歳以下の研究者による人文学、社会科
学分野の個人研究を支援する。斬新な発想で取り組む大きな展
望を持ち、学術的、社会的に広がりのある研究とする。

100万円
（上限）

2019/10/10
2019/11/11

簡易書留にて提出
（消印有効）

https://www.suntory.co.jp/sfnd/r
esearch/application.html#ac3

2019/11/6 人社161
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　
国立国語研究所

「共同利用型研究」
日本語・言語に関する研究の進展を図る共同利用型研究を公募
する。採課題においては、同研究所の研究資料・言語資源・分析
装置等が利用でき、その際必要となる旅費等も支弁する。

50万円
（上限）

2019/8/1
2019/11/15 17：00

メール提出
（必着）

https://www.ninjal.ac.jp/research
/project-3/
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2019/11/6 人社162 日本公認会計士協会

「第48回　協会学術賞」
2018年10月から2019年9月までに発刊（初版本に限る）又は発表
された、下記各賞に該当する著書及び論文を表彰する。
・学術賞
会計・監査・税務・経営及び公会計等の学術の発展に寄与し、公
認会計士の業務の向上に資する優秀な著書及び論文
・MCS賞
MCS（マネジメント・コンサルティング・サービス）業務の充実並び
に発展に寄与する優秀な著書及び論文（MCS技法の開発、調査
を含む）
・会員特別賞

学術賞、MCS賞
著書　50万円/件
論文　20万円/件

会員特別賞
著書　30万円/件
論文　10万円/件

-
2019/11/15

（必着）
https://jicpa.or.jp/news/informati
on/2019/20191015aaj.html

・会員特別賞
同協会の会員及び準会員の作品で公認会計士の業務の向上に
資する優秀な著書及び論文

2019/11/6
人社163
自然313

公益財団法人　富山県ひとづくり財団

「第37回　とやま賞（学術研究部門・科学技術部門）」
富山県出身者（又は富山県内在住者）を対象とし学術研究、科
学技術、文化・芸術、スポーツ等において業績を挙げ、将来の活
躍が期待される個人（准教授相当迄）又は団体を表彰する。
対象：45歳迄（2020年5月9日現在、但し学術研究部門の人文社
会分野は年齢制限なし）

奨励金 100万円/件 -
2019/11/18

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.t-
hito.or.jp/zaidan/toyamashou/dat
a/boshu.html

2019/11/6 人社164 公益財団法人　三徳庵

「茶道文化学術助成（研究費助成）」
茶道文化に関する研究を支援する。
① 奨励研究
将来の発展が期待できる着想を持つ、40歳以下（1979年4月1日
以降生れ）の研究者を支援する。

 ① 50万円/件
② 100万円/年

-
2019/11/26

（必着）
https://www.santokuan.or.jp/acti
vity/research/

② 一般研究　茶道文化研究を発展させるもの

2019/11/6 人社165 公益財団法人　三菱UFJ信託奨学財団

「研究助成金」
信託に関連した業務及び法律に関する研究、又は金融に関する
調査、研究を支援する。当該分野に関する実務者を複数名によ
る研究グループでの応募とする。

250万円
（上限）

2019/9/2
2019/11/29

（必着）
http://www.scholarship.or.jp/new
grant/

2019/11/6 人社166 公益財団法人　野村財団
「研究助成」
法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野の研究を支援
する。

100万円
（上限）

2019/11/1
2019/11/29 17:00
専用HPにて応募

https://www.nomurafoundation.or
.jp/social/so_koubo/research.htm
l

2019/11/6 人社167 公益財団法人　東芝国際交流財団
「公募型助成」
海外における対日理解の促進に関する調査研究及び人材育成
を支援する。

申請内容による 2019/10/1
2019/11/30

専用HP上にて応募
https://www.toshibafoundation.co
m/jp/grantsapplication_jp.html

「研究助成」

2019/11/6 人社168 公益財団法人　日工組社会安全研究財団

「研究助成」
社会安全問題に関する社会科学の研究を支援する。
① 一般研究助成　個人又はグループによる研究
② 若手研究助成　2020年4月1日現在で40歳以下の個人研究

① 300万円
② 100万円

（ともに上限）
2019/11/1

2019/11/30
専用HP上にて応募

https://www.syaanken.or.jp/?p=1
0459

2019/11/6 人社169 公益財団法人　日本農業研究所

「人文・社会科学系若手研究者助成事業」
農業・食料・農村をめぐる問題を人文・社会科学的視点で解明す
る研究を行う、2020年4月1日現在35歳未満の研究者を支援す
る。

35万円
（上限）

2019/10/1
2019/11/30

（必着）
http://www.nohken.or.jp/

2019/11/6 人社170 公益財団法人　小田急財団

「研究助成」
地域社会の持続的発展に資する下記テーマに関する研究を行
う、2020年3月末日現在40歳以下かつ准教授迄の研究者を支援
する。
公共交通および交通ネットワーク
持続可能な都市や地域の基盤整備及びコミュニティの活性化
地域の個性や魅力を引き出す観光の活性化・推進

100万円/件 -
2019/11/30

（必着）
http://www.odakyu-
zaidan.or.jp/grant/gr_invite.html

地域の個性や魅力を引き出す観光の活性化・推進
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2019/11/6
人社171
自然323

公益財団法人　高橋産業経済研究財団

「研究助成（推薦公募）」
下記7分野の研究を支援する。同財団が指定する機関による推
薦応募（本学推薦枠１名）とする。
① 災害対策　② 環境問題　③ 資源　④ 医学・医療
⑤ 地域社会対策　⑥ 国際交流・人材育成　⑦ 科学技術・産業
開発

100万円～200万円/件 2019/10/11
2019/11/30

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://takahashi-
f.or.jp/entry/index.shtml

「特定課題　外国人材の受け入れと日本社会」

2019/11/25 人社172 公益財団法人　トヨタ財団

下記課題に沿う、外国人材受入れの総合的な仕組み構築への
寄与が期待できる調査・研究・実践活動を支援する。分野・領域
横断的なチームでの応募を要件とする。
1. 外国人材が能力を最大限発揮できる環境作り
2. 外国人材の情報へのアクセスにおける格差の是正
3. ケア・サポート体制を担う人材と既存資源の見直し
4. 高度人材の流入促進
5. 日本企業の海外事業活動における知見・経験からの学びと教
訓
※複数課題にまたがるプロジェクトの応募も歓迎する。

500万円～1,000万円程
度/件

2019/10/1
2019/11/30 23:59
専用HP上にて応募

https://www.toyotafound.or.jp/sp
ecial/migration.html

2019/11/25 人社173 独立行政法人　国際交流基金　日米センター

「日米交流助成　カテゴリーＡ　知的交流分野：政策指向型事業」
日米の大学等が共同で取組む、社会科学分野の現代のグロー
バルな課題解決に向けた日米共同の政策研究/対話プロジェク
トを支援する。

500万円
（直接費のみ、上限）

（プロジェクト費用総額
の80％迄を上限額とす

-
2019/12/2  18:00

（必着）
http://www.jpf.go.jp/cgp/grant/d
etail.html

トを支援する。
対象：2020年4月から2021年3月迄に開始するもの

の80％迄を上限額とす
る）

2019/11/25
人社174
自然333

公益財団法人　アサヒグループ学術振興財団
「学術研究助成」
食に関わる生活科学、生活文化、地球環境科学、サスティナブ
ル社会・経済学に関する研究を支援する。

100万円
（上限）

2019/11/1
2019/12/2 17：00

専用HP上にて応募

http://www.asahigroup-
foundation.com/academic/suppor
t/guides.html

2019/11/25
人社175
自然334

公益財団法人　電気通信普及財団

「研究調査助成」
情報通信の利用促進及び情報社会の進展に資する、情報通信
に関する下記テーマに沿う研究を支援する。
①法律、経済、社会、文化等の人文･社会科学分野における研
究調査
②技術分野における研究調査
③人文･社会科学分野及び技術分野の両分野に跨る研究調査

140万円/件
（前年度平均額）

2019/11/1
2019/12/2

専用HP上にて応募
https://www.taf.or.jp/grant-a/

2019/11/25
人社176
自然335

公益財団法人　電気通信普及財団

「設立35周年記念事業　研究調査助成」
同財団の設立35 周年を記念し、”情報セキュリティ”及び”防災Ｉ
ＣＴ”の2テーマに関する下記テーマに沿う研究調査を支援する。
①法律、経済、社会、文化等の人文･社会科学分野における研
究調査
②技術分野における研究調査
③人文･社会科学分野及び技術分野の両分野に跨る研究調査

300万円
（上限）

2019/11/1
2019/12/2

専用HP上にて応募
https://www.taf.or.jp/grant-a/

2019/11/25
人社177
自然336

ドイツ連邦共和国大使館
（ドイツ学術交流会）

「フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト賞」
日独の文化及び社会の相互理解に特別に貢献し、学問上優れ
た業績を挙げた日本人研究者に同賞を授与する（年齢は50歳未
満が望ましい）。

賞金5万ユーロ、及びド
イツでの1年間の研究滞

在招待（旅費含む）
-

2019/12/2
（必着）

https://www.daad.jp/ja/2019/07/
23/siebold-preis-2020/
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2019/11/25 人社178 公益財団法人　たばこ総合研究センター

「研究助成」
下記テーマに沿う、たばこ・酒・茶・コーヒー等の嗜好品に関する
人文科学・社会科学の研究を支援する。
・嗜好品又は関連する産業や企業に関する歴史・文化等
・嗜好品の摂取・利用が、人間の心理・行動・価値観・欲求・健康
観・幸福感、あるいは社会に与える影響
・その他、人文科学・社会科学における嗜好品に関する研究

50万円・75万円
又は100万円/件

(内容に応じて決定され
る。)

－
2019/12/2
（消印有効）

https://www.tasc.or.jp/assist/ind
ex.html

「特定課題　先端技術と共創する新たな人間社会」

2019/11/25 人社179 公益財団法人　トヨタ財団

「特定課題　先端技術と共創する新たな人間社会」
先端的な科学技術によってもたらされる社会的諸課題の解決に
資する研究プロジェクトを支援する。
文理融合、研究者と実践者との協働、国際研究活動等に資する
もの、及びプロジェクト代表者は45歳迄を要件とする。

500万円～1,000万円程
度/件

2019/10/7
2019/12/6 15：00

専用HP上にて応募
https://www.toyotafound.or.jp/sp
ecial/advanced.html

2019/11/25
人社180
自然343

公益財団法人　松井角平記念財団
「第5回　助成金」
国内の寺院、神社等の建造物、及び歴史的文化財の建造物の
保存、修復に関する学術研究を支援する。

200万円
（上限）

2019/11/1
2019/12/9

メール、簡易書留又は宅
配便にて提出（消印有効）

http://www.matsui-
ken.co.jp/zaidan/kakuhei-
kinen/grant/

2019/11/25
人社181
自然350

公益財団法人　タカタ財団

「助成研究」
交通事故犠牲者ゼロに貢献する、特に人の面からの対策に繫
がる研究を支援する。技術的な内容だけでなく、社会的仕組み
の改善、人の教育のような社会的分野の研究や学際的研究・萌

100～300万円/件 2019/10/1
2019/12/10
メール提出

http://www.takatafound.or.jp/new
s/detail.php?id=91自然350

の改善、人の教育のような社会的分野の研究や学際的研究・萌
芽的研究も含む。

メール提出 s/detail.php?id=91

2019/11/25 人社182 公益社団法人　日本弘道会

「西村茂樹研究論文」
西村茂樹の思想の継承、普及及び西村茂樹研究を志す研究者
の拡大を目指して、研究論文を募集する。 
対象：未発表かつ400字詰原稿用紙で70枚以内の論文

入選 50万円/件
佳作 10万円/件

-
2019/12/13

（必着）
https://www.nihon-
k.or.jp/activity.html?tab=research

2019/11/25 人社183 公益信託　山田学術研究奨励基金
「公益信託山田学術研究奨励基金」
法律学又は経済学分野の研究を行う、2019年12月末時点で満
40歳未満の研究者を支援する。

30万円～50万円/件 - 2019/12/13
https://www.tr.mufg.jp/shisan/do
wnload/kouekishintaku_list/301bo
shu.pdf

2019/11/25 人社184 公益財団法人　日本生産性本部
「生産性研究助成」
広く経営、労働、生産性等に関する研究を行う、2019年4月1日に 50万円又は100万円/件 -

2019/12/17 17：00
メール提出

https://www.jpc-
2019/11/25 人社184 公益財団法人　日本生産性本部 広く経営、労働、生産性等に関する研究を行う、2019年4月1日に

おいて年齢40歳未満の研究者を支援する。
50万円又は100万円/件 - メール提出

（必着）
net.jp/academy/josei.html

2019/11/25 人社185 公益財団法人　美術工芸振興佐藤基金
「研究助成」
美術工藝（陶藝、ガラス工藝、金工、石工、木工、漆藝、染織等）
に関する調査研究を支援する。

70万円/件
（平均額）

2019/9/24
2019/12/20

（必着）
http://www.satoh-
foundation.jp/subsidy.html

2019/11/25
人社186
自然358

一般財団法人　守谷育英会

「研究助成」
その研究成果が直接経済効果の対象とならない、下記課題に該
当する基礎科学分野の研究を行う、助成金交付時の年齢が原
則満40歳未満の研究者を支援する。
① 自然科学、特に動植物に関する基礎研究
② 工学における基礎研究
③ 社会、環境、福祉等に関する基礎研究
④ 人文科学における基礎研究

120万円/年
（標準限度額）

-
2019/12/25
（消印有効）

http://moritani-scholarship.or.jp/

④ 人文科学における基礎研究
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2019/11/25
人社187
自然361

公益財団法人　鍋島報效会
「研究助成」
佐賀に関する人文科学（歴史・地理・文学等）及び自然科学（科
学技術・生物・植物・鉱物等）の分野の研究を支援する。

25万円
（上限）

2019/10/1 2019/12/28
http://www.nabeshima.or.jp/main
/5.html

「乳の社会文化　学術研究」
下記テーマに沿う乳に係る社会的・文化的な研究を支援する。

2019/12/16 人社188 一般社団法人　Ｊミルク

下記テーマに沿う乳に係る社会的・文化的な研究を支援する。
① 牛乳乳製品の価値創造
② 牛乳乳製品の食生活への受容
③ 次世代酪農の可能性
④ 持続可能な開発目標（SDGs）の達成への日本酪農の貢献
⑤ 乳及び酪農乳業に関する社会的・文化的視点からの研究

70万円
※海外渡航調査等を含

む場合は100万円
（いずれも上限）

2019/10/1
2019/12/31

メール提出又は郵送提出

http://m-alliance.j-
milk.jp/koubo/2020/2020_shakai.h
tml

2019/12/16 人社189 一般社団法人　Ｊミルク

「食と教育　学術研究」
下記テーマに沿う乳を活用した食と教育に係る研究を支援する。
① 乳に係る教育的プログラムの開発と検証研究
② 乳の生産・製造・流通等に係る教育的プログラムの開発と検
証研究
③ SDGｓ達成に求められる資質・能力の考察とそれに係る乳の
教育的プログラム開発と検証研究
④ 乳に関わる学校給食の教育的意義や栄養的・文化的価値に

70万円
※海外渡航調査等を含

む場合は100万円
（いずれも上限）

2019/10/1
2019/12/31

メール提出又は郵送提出

http://m-alliance.j-
milk.jp/koubo/2020/2020_shokuik
u.html

④ 乳に関わる学校給食の教育的意義や栄養的・文化的価値に
関する研究
⑤ 乳に関する教育的視点からの研究

2019/12/16 人社190 一般社団法人　日本道経会
「助成」
道徳と経済は一体である（道経一体）の理念に基づく調査・研究
活動を支援する。

30万円～200万円/件 2019/10/1
2019/12/31
（消印有効）

http://www.ndk.gr.jp/campaign/gr
ant/requirements.html

2019/12/16
人社191
自然368

利尻島調査研究事業事務局

「利尻島調査研究事業」
利尻島に関する調査研究を支援する。同島内での調査研究活
動及び普及活動(ゼミや観察会等、1回以上)の実施を要件とす
る。

10万円/件 -
2019/12/31

専用HP上にて応募又は
メール提出

http://riishiri.sakura.ne.jp/Sites/
RRP/

2019/12/16
人社192

公益財団法人　藤森科学技術振興財団

「研究助成」
環境問題の解決に資する物質、材料、機構、設計、生産及び社

100万円/件 2019/11/1
2019/12/31 https://www.fujimori-

2019/12/16
人社192
自然369

公益財団法人　藤森科学技術振興財団
環境問題の解決に資する物質、材料、機構、設計、生産及び社
会システムに関わる萌芽的な研究を支援する。
自然科学・工学と社会科学の両分野を助成対象とする。

100万円/件 2019/11/1
2019/12/31
（消印有効）

https://www.fujimori-
f.or.jp/subsidy/requirements.html

2019/12/16
人社193
自然370

公益財団法人　江頭ホスピタリティ事業振興
財団

「研究開発助成」
外食産業やホテル産業、観光産業等におけるホスピタリティ事
業に寄与し、かつその成果が食文化向上や観光を通じた地域振
興に寄与する研究を支援する。

理事会で決定 -
2020/1/4
（必着）

https://e-zaidan.jimdo.com/活動内容/研
究開発助成事業/

2019/12/16
人社194
自然371

公益財団法人　江頭ホスピタリティ事業振興
財団

「研究開発助成事業　観光産業特別枠」
観光産業又は観光を切り口とした研究を支援する。

100万円
（上限）

-
2020/1/4
（必着）

https://e-zaidan.jimdo.com/活動内容/研
究開発助成事業/
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2019/12/16 人社195 公益財団法人　吉田秀雄記念事業財団

「第54次　研究助成　(1)常勤研究者の部」
助教以上を対象とし、広告・広報・メディアを中心とするマーケ
ティング及びコミュニケーション等に関する研究を支援する。
1. 自由課題：上記の内容に関連する研究課題を自由に設定
2. 指定課題
① 消費者との効果的なコミュニケーションを行う方法に関する研
究
② 広告・コミュニケーション研究やマーケティング研究の新たな
方法論の開発につながる他領域における関連研究

単年研究
300万円

 継続研究
（2ヵ年以内）

400万円

2019/12/1
2020/1/10

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.yhmf.jp/activity/aid/
outline.html

方法論の開発につながる他領域における関連研究
③ 企業・組織のグローバル展開におけるコミュニケーション研
究、マーケティング研究

（ともに上限）

2019/12/16 人社196 一般財団法人　山岡記念財団

「研究助成」
下記テーマに沿う、日独の若者文化・ライフスタイルの研究を行
う、202年01月10日現在、40歳未満の研究者を支援する。
① 映画・音楽・漫画・アート等に関わる文化・消費活動の動向
② ファッション・食生活・居住形態等に関わる生活実態の動向
③ 教育・労働・恋愛・結婚等に関わるライフスタイルの変容
④ 移民・マイノリティ・ジェンダー・環境等に関わる社会意識・運
動の変容

30万円/件 -
2020/1/10
メール提出

（必着）

https://yamaoka-
memorial.or.jp/event/2020/02-
01.html

2019/12/16 人社197 一般財団法人　生涯学習開発財団
「調査、研究に対する助成」
生涯学習の開発又は推進等に関する、独自の発想をもとに具体 30万円以上/件 2019/4/1 2020/1/10

https://www.gllc.or.jp/project/gra
nt/index.html

2019/12/16 人社197 一般財団法人　生涯学習開発財団 生涯学習の開発又は推進等に関する、独自の発想をもとに具体
的成果が期待される調査、研究を支援する。

30万円以上/件 2019/4/1 2020/1/10
nt/index.html

2019/12/16 人社198 公益財団法人　日本漢字能力検定協会
「漢字・日本語教育研究助成制度」
漢字・日本語（国語）教育の質的向上に資する実践・開発・調査
をともなう研究を支援する。

50万円
（上限）

2019/10/1
2019/1/14
メール提出

（必着）

https://www.kanken.or.jp/project
/investigation/aid/2020.html

2019/12/16 人社199 公益財団法人　三菱財団

「人文科学研究助成」
人文社会系領域の基礎的かつ着実な実証研究を支援する。
① 一般助成
② 大型連携研究助成
　　社会的課題の解決を図る研究を異分野融合チームで行う。

① 500万円
② 1,000万円
（ともに上限）

2019/12/18
2020/1/15 17：00

専用HP上にて応募
http://www.mitsubishi-
zaidan.jp/support/humanities.html

2019/12/16
人社200

公益財団法人　三菱財団
「社会福祉研究助成　調査研究」
開拓的・実験的な社会福祉に関する科学的調査研究を支援す

金額の定めなし
2019/12/26

2020/1/23 17：00
http://www.mitsubishi-
zaidan.jp/support/social-2019/12/16

人社200
自然378

公益財団法人　三菱財団 開拓的・実験的な社会福祉に関する科学的調査研究を支援す
る。

金額の定めなし
（事業費総額は1億円）

2019/12/26
2020/1/23 17：00

専用HP上にて応募
zaidan.jp/support/social-
welfare.html

2019/12/26 人社201 公益財団法人　高速道路調査会
「研究助成（経済・経営研究部会）」
高速道路等に関連する社会的、経済的、技術的な研究を支援す
る。

150万円
（上限）

2019/11/15
2020/1/16
メール提出

https://www.express-
highway.or.jp/activity/aid/

2019/12/26 人社202 公益財団法人　髙梨学術奨励基金

「若手研究助成」
下記テーマに沿う、歴史学に関する研究を行う2020年4月1日現
在満39歳以下の研究者を支援する。
・歴史学（考古学、 文献史学(絵巻等の視覚史料を含む)、及び
美術史）とそれに関連する分野の調査研究
・文明興亡史の調査研究

100万円
（上限）

2019/11/1
2020/1/17
メール提出

（必着）

http://www.disclo-
koeki.org/06a/00848/
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2019/12/26 人社203 公益財団法人　髙梨学術奨励基金

「特定研究助成」
下記テーマに沿う、歴史学に関する研究をその成果の刊行費用
も含めて支援する。
・歴史学（考古学、 文献史学(絵巻等の視覚史料を含む)、及び
美術史）とそれに関連する分野調査研究
・文明興亡史の調査研究

500万円程度
（総額、複数年度の場
合初年度は総額で200

万円）

2019/11/1
2020/1/17
メール提出

（必着）

http://www.disclo-
koeki.org/06a/00848/

「助成研究　学術研究」
2020/1/20

2019/12/26 人社204 公益財団法人　東急財団

「助成研究　学術研究」
多摩川及びその流域の環境問題改善のための調査や試験研究
で、専門性が高く、その分野の学識経験を必要とするものを支援
する。

200万円/年
（上限）

2019/9/1
2020/1/20

郵送提出及びメール提出
（消印有効）

http://www.tokyuenv.or.jp/invite

2019/12/26 人社205 一般社団法人　安心ネットづくり促進協議会

「研究支援」
インターネット社会における、青少年の健全な育成保護、又は高
齢者の安心安全に係る諸活動に資する実証的な調査及び研究
を支援する。

50万円
（上限）

2019/12/2
2020/1/20
メール提出

（必着）

https://www.good-
net.jp/investigation/reseach-
support/

2019/12/26 人社206 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構

「国立歴史民俗博物館　共同利用型共同研究」
同館が所蔵する資料や保有する機器・設備を用いて、国内の研
究者等が同館の研究者と行う共同研究を公募する。
① 館蔵資料利用型
② 分析機器・設備利用型

研究経費
原則として30万円

（上限）
-

2020/1/24
メール提出

（必着）

https://www.rekihaku.ac.jp/resea
rch/list/joint/public_ad/index.htm
l

2019/12/26 人社207 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「研究助成（三次募集）」
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は
理論化に関する研究並びにそれらを含む周辺領域に関する研
究を、以下の区分で支援する。
・研究助成Ａ
・挑戦的萌芽研究助成：これまでの学術体系や方向を大きく変
革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有す
る、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究

30万円～200万円
程度/件

-

2020/1/30
書留又はレターパックで提

出
（必着）

http://melco-
foundation.jp/apply/research/527
6/

2019/12/26 人社208 公益財団法人　東京経済研究センター

「TCER=TIFOフェローシップ事業」
東南アジアに本拠を置く経済学研究者と日本を含めた経済問題
に関する共同研究を行う予定の、国内の経済学研究者を支援す
る。

100万円
（上限）

-
2019/1/31 9:00

メール提出
http://tcer.or.jp/

「科学技術研究開発助成」
2019/12/26 人社209 一般財団法人　日本文具財団

「科学技術研究開発助成」
文具、教材等及び科学技術に関する調査、研究及び開発を支援
する。

30万円
（上限）

2019/10/1 2020/1/31
http://www.nihonbungu.or.jp/subs
idy2020.html

2019/12/26 人社210 一般財団法人　日本文具財団
「青少年創造性開発助成」
青少年の創造性育成に関する研究及び実践を支援する。

30万円
（上限）

2019/10/1 2020/1/31
http://www.nihonbungu.or.jp/subs
idy2020.html

2019/12/26 人社211 公益財団法人　日本中小企業福祉事業財団
「日本フルハップ調査研究助成」
中小企業の経営者及び従業員の災害防止、健康確保に資する
調査研究を支援する。

300万円、100万円
又は50万円/件

-
2020/1/31

（必着）
https://www.nfh.or.jp/news/1911
29rsoffering2020.html
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2019/12/26
人社212
自然387

一般財団法人　新技術振興渡辺記念会

「科学技術調査研究助成　上期」
下記テーマに沿う、科学技術に関する調査研究を支援する。
・科学技術政策の立案・推進
・科学技術と社会経済との関連
・科学技術のコミュニケーション
・科学技術人材の育成
・科学技術の発展動向
・上記に類するもの又は上記の複数にまたがるもの

150万円
（上限）

2019/12/3
2020/1/31

（必着）

http://www.watanabe-
found.or.jp/activities/subsidy/ind
ex.html

「第16回　中曽根康弘賞」

2019/12/26
人社213
自然388

公益財団法人　中曽根康弘世界平和研究所

「第16回　中曽根康弘賞」
下記分野における、国際的に見るべき業績をあげている、原則
として45歳以下の者を表彰する。
・国際社会における平和と安全の確保
・国際経済の発展及び経済協力等の推進
・文化・芸術交流、文化協力等国際的文化活動
・国際科学共同研究、科学技術協力等科学技術分野における国
際的活動
・環境、エネルギー、医療、貧困等地球規模の諸問題に対する
取組み

優秀賞 100万円
奨励賞 50万円

2019/8/1
2020/1/31
郵便、ＦＡＸ

又はメール提出

http://www.iips.org/award/guideli
ne.html

2019/12/26 人社214 公益信託　大畠記念宗教史学研究助成基金
「研究助成金」
宗教史学の研究を支援する。採用にあたっては40歳以下の研究
者を優先する。

50万円/件
（平均額）

-
2020/2/3
（必着）

http://www.tr.mufg.jp/shisan/kou
ekishintaku_list.html

2020/1/24 人社215 公益財団法人　アイヌ民族文化財団

「アイヌ関連研究事業　研究助成」
アイヌの社会や文化に関する研究を支援する。
① 一般研究
② 奨励研究（2019年4月2日現在30歳以下の研究者）

① 150万円
② 50万円

（ともに上限）
2020/1/10

2020/2/20
（消印有効）

https://www.ff-
ainu.or.jp/web/application/syste
m/details/2020_kenkyushuppan.ht
ml

2020/1/24 人社216 公益財団法人　三島海雲記念財団

「学術研究奨励金　人文科学部門」
アジア地域を対象とし、史学・哲学・文学を中心とする人文社会
科学分野における学術研究を支援する(日本を中心とする研究
は除く)。

（Ａ）個人研究
100万円/件

（Ｂ）共同研究
 200 万円～500 万円/

件

2020/1/10
2020/2/28

（必着）
※要、別途電子申請登録

https://www.mishima-
kaiun.or.jp/assist/humanities-
department.html

2020/1/24 人社217 一般財団法人　冠婚葬祭文化振興財団
「第21回　社会貢献基金助成」
婚礼（結婚式）、葬儀（お葬式）など儀式文化の調査研究を支援

100万円
（上限）

2019/10/1
2020/2/29

（必着）

http://www.ceremony-
culture.jp/social/service/fund/co2020/1/24 人社217 一般財団法人　冠婚葬祭文化振興財団 婚礼（結婚式）、葬儀（お葬式）など儀式文化の調査研究を支援

する。
（上限）

2019/10/1
（必着）

culture.jp/social/service/fund/co
ntent01/#bosyuyoko

2020/1/24 人社218
公益財団法人　文化財保護・芸術研究助成財
団

「助成金　研究助成」
文化財の保存修復及び芸術研究に係る調査研究を支援する。

350万円～400万円
（事業総額、想定額）

2020/1/10
2020/2/29

（必着）
http://www.bunkazai.or.jp/06koub
o/index.html

2020/1/24 人社219 公益信託　澁澤民族学振興基金

「第47回　澁澤賞」
民族学、文化人類学、社会人類学等の論文又は著書を顕彰す
る。2018年1月1日～2019年12月31日の間で和文又は英文で刊
行した論文又は著書を有し、かつ刊行時の年齢が満40歳未満を
要件とする。

副賞 50万円 2020/1/1
2020/2/29

（必着）
http://www.sfes.jp/program/shib
usawa.pdf

2020/1/24
人社220
自然410

一般財団法人　カワイサウンド技術・音楽振
興財団

「研究助成　サウンド技術振興部門」
Quality of Lifeに貢献し、サウンドを核として新分野開拓又はサ
ウンドを通じて生活・文化を向上させる研究を支援する。

100万円
（上限）

-
2020/2/29

（必着）
http://www.sound-
zaidan.com/stpfsinsei.html

ウンドを通じて生活・文化を向上させる研究を支援する。
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2020/1/24
人社221
自然411

一般財団法人　カワイサウンド技術・音楽振
興財団

「研究助成　音楽振興部門」
サウンド・音楽の新たな可能性を開拓し、未来のサウンド・音楽
文化を創出し、Quality of Lifeに貢献する研究を支援する。

100万円
（上限）

-
2020/2/29

（必着）
http://www.sound-
zaidan.com/stpfsinsei.html

2020/1/24
人社222
自然412

一般財団法人　カワイサウンド技術・音楽振
興財団

「研究助成　音楽振興部門（コラボ分野）」
広く音楽文化への新たな挑戦を目指す、ジャンルを超えた 、ピア
ノと伝統楽器によるコラボレーシ ョン研究を支援する。

優秀賞 1位50万円、
2位30万円、3位20万円
※受賞者には研究発表

（演奏）の場も提供

-
2020/2/29

（必着）
http://www.sound-
zaidan.com/stpfsinsei.html

「ロバート・アンド・リサ・セインズベリー・フェローシップ」

2020/1/24 人社223 セインズベリー日本藝術研究所

「ロバート・アンド・リサ・セインズベリー・フェローシップ」
日本文化の博士号取得研究者に、自らの研究業績の出版を可
能とする研究環境を提供する。特に芸術史、文化遺産、考古学、
建築、映画、デジタル・ヒューマニティーズ等の視覚的研究を行う
研究者、及びキャリア初期研究者（博士号取得8年以内又は最
初のポスト着任6年以内）を優先的に選抜する。採択後は英国
Norwichに居住することを要件とする。

2.4万ポンド/件 -

2020/2/29
メール提出

※推薦状はメール提出
又は郵送提出

https://sainsbury-
institute.org/fellowship-
category/robert-and-lisa-
sainsbury-fellows-ja/?lang=ja

2020/1/24 人社224 一般財団法人　農政調査委員会

「第37回　 東畑四郎記念研究奨励事業」
下記テーマに関する、社会科学分野における食料・農業・農村問
題の実証的調査研究を行う、40歳未満の研究者を支援する。
① わが国農業の構造問題・経営の新たな動き
② わが国の食料・食品流通、消費の変化と国際化戦略
③ 農村・地域振興の新たな動きと課題

30万円
（上限）

- 2020/2/29
http://www.apcagri.or.jp/apc/fell
owship/tohata2018

2020/1/24 人社225 公益財団法人　日本法制学会
「財政・金融・金融法制研究基金　研究助成金（イ）」
財政学、金融学、金融法学、およびそれらの境界領域に属する
分野の研究を支援する。

70万円
（上限）

2020/2/21
2020/3/2
（必着）

https://www.hoseigakkai.jp/info/
2019/1128090024.html

2020/1/24 人社226 公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）

「児童少年の健全育成　実践的研究助成　－子どもをめぐる真
のウェルビーイングの探求－」
下記の重点分野に沿う、多様性ある子どもの真のウェルビーイ
ングのあり方に関する研究を支援する。研究者と実践家の参画
を要件とし、公募区分を1年助成（期間1年、ワークショップでの成
果報告要件）又は2年助成（期間2年、シンポジウム/ワークショッ
プ開催又は書籍出版要件）とする。
・健全育成のための教育、周到な準備を図る分野（教育、予防的
対処等
を図る分野） 

1年助成 100万円/年
2年助成 400万円/2年

（ともに上限）
2019/10/1

2020/3/16
（消印有効）

http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/jidou2/02.html

を図る分野） 
・健全育成にとって喫緊の対応を要する分野（療育的対処等を
要する分野）

2020/1/24 人社227 公益財団法人　租税資料館
「第29回　租税資料館賞」
税法等に関する優れた著書及び論文を表彰する。

賞金 著書80万円、
論文50万円

※最優秀賞は著書100
万円、論文80万円

-

2020/3/31
郵送提出、論文は電子
ファイルも提出（消印有

効）

http://www.sozeishiryokan.or.jp/a
ward/a_01.html

2020/1/24 人社228 一般社団法人　日本経営管理協会
「第31回　経営管理黒澤賞論文」
テーマ”令和時代のビジネス革新”に沿う、多くの示唆に富む有
用で独創的な論文を募集する。

黒澤賞 5万円
協会賞 3万円
佳作 1万円

2019/8/1
2020/3/31

原則メール提出
（消印有効）

http://www.jima.org/kurosawa.ht
ml

2020/1/24 人社229 公益財団法人　沖縄協会
「第28回　金城芳子基金」
沖縄女性のため社会的に意義のある活動や調査研究を支援す
る。原則として女性研究者を対象とする。

30万円/件 -
2020/3/31
（消印有効）

http://www.okinawakyoukai.jp/pu
blics/index/56/

る。原則として女性研究者を対象とする。
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2020/1/24 人社230 公益財団法人　日本税務研究センター

「第43回　日税研究賞　研究者の部」
租税等に関する研究奨励、研究水準向上を目的に論文等を募
集する。内容は租税法、租税制度、租税論、租税行政、税理士
制度及び租税会計に関するものとし、テーマは自由とする。
① 未公表論文：本賞応募のために日本語により執筆され、本賞
表彰式終了（2020年7月13日）迄公表されないもの。
② 既公表論文、著書：2019年1月1日～12月31日迄に公表・刊

① 最優秀 150万円
優秀 50万円
入選 20万円

② 特別賞 50万円
奨励賞 20万円

2020/2/1
2020/3/31

（必着）
http://www.jtri.or.jp/award/applic
ation.php

② 既公表論文、著書：2019年1月1日～12月31日迄に公表・刊
行された日本語によるもの。

奨励賞 20万円

2020/1/24 人社231 北九州市立松本清張記念館
「第22回　松本清張研究奨励事業」
松本清張の作品や人物又は松本清張の精神を継承する創造的
かつ斬新な調査、研究等を支援する。

120万円
（上限）

- 2020/3/31(必着)
http://www.kid.ne.jp/seicho/html
/zigyou/bosyu.html

2020/1/24 人社232
公益財団法人　医療機器センター附属　医療
機器産業研究所

「調査研究助成　公募型リサーチペーパー　第10期・第11期・第
12期」
医療機器産業界の振興・発展に寄与する経済学、経営学、法
学、レギュラトリーサイエンス、歴史学、政治学等の幅広い社会
科学系研究を支援する。

50万円/件
(基準額)

第10期
2020/3/2
第11期

2020/7/1
第12期

2020/11/2

第10期　2020/3/31
第11期　2020/7/31
第12期　2020/11/30

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.jaame.or.jp/mdsi/acti
vity/researchgrant.html

「第31回　山下太郎学術研究奨励賞」

2020/1/24
人社233
自然421

一般財団法人　山下太郎顕彰育英会

「第31回　山下太郎学術研究奨励賞」
下記3点を全て満たす研究者を表彰する。
・秋田県出身又は秋田県内の研究機関等に所属する者
・2020年4月1日現在で満40歳未満の者
・最近5年間に専門の学術研究誌等に発表するか、権威ある発
表会等において入賞・入選等の実績がある者

副賞　100万円 2020/3/2
2020/3/31

（必着）
http://yamaiku.jp/archives/1168.
html

2020/1/24
人社234
自然422

公益財団法人　大川情報通信基金
「研究助成」
情報通信分野において、独創性のある先進的又は社会的に有
用な調査・研究を支援する。

100万円/件 -
2020/4/10

（必着）

http://www.okawa-
foundation.or.jp/application/resea
rch_grant.html

2020/1/24
人社235
自然424

公益財団法人　武田科学振興財団
「杏雨書屋研究助成」
同財団図書館・杏雨書屋所蔵の資料（史料）に関わる研究を支
援する。

100万円
（上限）

2020/1/7
2020/4/24

（必着）
https://www.takeda-
sci.or.jp/assist/kyou.html

2020/1/24
人社236
自然425

公益財団法人　生命保険文化センター
「生命保険に関する研究助成」
助教、講師、准教授、その他これに準ずる若手研究者が行う、生
命保険及び関連分野の研究を支援する。

50万円（上限） 2019/12/1
2020/4/30

原則、郵送提出
（必着）

https://www.jili.or.jp/research/jo
sei/index.html

2020/2/20
人社237
自然426

大学共同利用機関法人　人間文化研究機構

「国立歴史民俗博物館　共同研究員」
同館の研究者と下記課題について共同で研究を行う共同研究
員を公募する。
・日本植物文化史の分野横断的な検証と展示手法の再構築 
・定期市からみた地域の生活文化の歴史と多様性に関する研究

調査・研究旅費等に要
する費用（交通費、宿泊

費）
-

2020/2/21
（必着）

https://www.rekihaku.ac.jp/resea
rch/list/joint/recruit/index.html
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2020/2/20
人社238
自然428

　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【持続可能開発目標達成支援事業】
環境・エネルギー分野、生物資源分野、防災分野の3分野で、我
が国の科学技術イノベーションを活用して途上国での持続可能
な開発目標（SDGs）達成に貢献するとともに、我が国発の研究
成果等の海外展開を促進を図る。国際共同研究に関する実績
があり、社会実装に繋がることが見込まれる研究成果が生まれ
ていることを前提とする。 
① Aタイプ
途上国等と国際共同研究の研究成果を用いた実証試験等を行

① 9,000円/件
② 3,000円/件

（間接経費含む、上限）
2020/2/12

2020/3/3 12:00
e-Rad申請

（厳守）

https://www.jst.go.jp/global/koub
o_sdgs.html

うことで研究成果の社会実装に向けた障壁緩和を目指す。
② Bタイプ
国際共同研究の研究成果を社会実装に繋げるための小規模な
実証試験（FS）を行うことで、社会実装を実現する上で解決が必
要な課題を明らかにすることを目指す。

2020/2/20
人社239
自然432

在日オーストラリア大使館

「豪日交流基金助成金プログラム」
下記豪日交流基金戦略計画の優先分野に関する、斬新なプロ
ジェクトの提案に資金援助を行う。
・啓蒙・情報コミュニケーション
・経済外交・地政学
・教育・オーストラリア研究
・科学イノベーション
・社会・文化・スポーツ

１万～4万豪ドル/件
（約75万円～300万円）

2020/2/5
7：00

2020/3/26 12：00
専用HP上にて応募

https://japan.embassy.gov.au/tky
ojapanese/ajf_grants.html

2020/2/20 人社240 公益財団法人　ポーラ伝統文化振興財団

「助成」
日本の無形の伝統分野の保存・振興に資する、伝統工芸技術、
伝統芸能、民俗芸能及び行事に関する、有効な成果が期待でき
る調査・研究活動を補助的に支援する。

30万円～200万円程度/
件

2020/2/1
2020/3/31
（消印有効）

http://www.polaculture.or.jp/pro
motion/jyoseiapply.html

2020/2/20
人社241
自然434

公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）

「ニッセイ財団環境問題研究助成」
①学際的総合研究
人間活動と環境保全との調和に関する、下記2課題に関連する
学際的総合研究を支援する。
・人口減少社会における持続可能な地域づくり
・気候変動の影響や自然災害に対する適応力の強化
②若手研究・奨励研究
人間性豊かな生活環境の確立に資する環境問題研究を行う、45

①
1,000万円～1,500万円/

件

②
50万円～150万円/件

2020/2/3
2020/4/6

（消印有効）
http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/kankyo/02.html

人間性豊かな生活環境の確立に資する環境問題研究を行う、45
歳未満（1975年4月１日以降生まれ）の研究者を支援する。着想
豊かな新しい分野への挑戦的研究を期待します。

50万円～150万円/件

2020/2/20 人社242 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構

【国立民俗学博物館　共同研究】
同館の研究者と行う共同研究を、2区分（一般・若手）及び2カテ
ゴリー（1.新領域開拓型、2.学術資料共同利用型）で募集する。
① 一般
② 若手　申請時39歳以下の研究者
　※カテゴリーは①・②ともに同設定

共同研究会の開催に要
する交通費、日当、宿

泊料
(②は100万円/年を上

限とする)

-
2020/4/10
メール提出

（必着）

http://www.minpaku.ac.jp/resear
ch/activity/project/iurp/offer

2020/2/20
人社243
自然437

日本フードサービス学会
「第17回　研究助成」
フードサービス産業が直面する課題解決に繋がる研究を支援す
る。

50 万円
（上限）

-
2020/4/20
メール提出

（必着）

http://www.jfgakkai.jp/news/2_lis
t_detail.html
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2020/2/20 人社244 公益財団法人　中央教育研究所

「教科書研究奨励金」
学校等で使用されている教科書に関する研究を支援する。教科
は問わない。教科横断的な研究、外国の教科書研究も対象とす
る。

20万円/件 -
2020/4/25

郵送、ファクス
又はメールにて提出

http://www.chu-
ken.jp/koubo.html

2020/2/20 人社245 公益財団法人　産業構造調査研究支援機構
「産業構造調査研究事業助成」
技術革新、情報化、サー ビス経済化の進展等、経済社会の変
化が産業構造に与える影響に関する調査研究を支援する。

300万円
（上限）

-
2020/4/27

（必着）
http://nsr.t-
zaidan.jp/furtherance/index.html

2020/3/19
人社246
自然444

公益財団法人　村田学術振興財団

「第36回　研究助成」
エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究、及び国際化にと
もなう法律、経済、社会、文化等の諸問題に関する人文・社会科
学の研究を支援する。

自然科学　100万円～
300万円程度/件

人文・社会科学　50万
円

～200万円程度/件

2020/3/9

2020/4/3　電子申請
及び

2020/4/8 書類提出
（必着）

https://corporate.murata.com/ja
-jp/group/zaidan/requirement

2020/3/19
人社247
自然445

一般財団法人　日本健康開発財団

「第46回　研究助成」
以下の課題に関する、先進的、独創的研究で、未発表のものを
支援する。
・温泉療法・入浴等に関する研究
・温泉療法等を導入した保養システム等に関する研究
・その他、当財団事業に関連し、国民の健康づくりに関する研究

300万円～500万円程度
（事業総額）

－
2020/4/10

メール提出及び郵送提出
（必着）

https://www.jph-
ri.or.jp/research/index.html#02

人社248 公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協

「コスモス国際賞」
自然科学、人文・社会科学及び芸術的分野等まで多岐の分野を

2020/4/10
専用HP上にて応募、又は https://www.expo-

2020/3/19
人社248
自然446

公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協
会

自然科学、人文・社会科学及び芸術的分野等まで多岐の分野を
対象とし、全ての生命現象に関し、地球的視点における生命体
相互の関係性、統合性の本質の解明を図る研究や業績を表彰
する。

副賞　4,000万円 -
専用HP上にて応募、又は
メール、FAX、郵送にて提

出
（必着）

https://www.expo-
cosmos.or.jp/main/cosmos/reco
mmend_index_2020.html

2020/3/19 人社249 公益財団法人　サントリー文化財団

「研究助成　学問の未来を拓く」
人文学、社会科学の分野において、従来の研究や学問を問い直
す、冒険的で意欲ある研究を支援する。3名以上を想定し、多分
野かつ複数メンバーによる研究を要件とする。

50万円～300万円/件 2020/2/20
2020/4/10

簡易書留にて提出
（消印有効）

https://www.suntory.co.jp/sfnd/r
esearch/application.html

2020/3/19 人社250 公益財団法人　サントリー文化財団

「研究助成　地域文化活動の継承と発展を考える」
日本の地域文化活動の現状や課題を分析し、課題解決を探り、
その成果を具体的に地域文化活動に還元しようとする研究を支
援する。

50万円～300万円/件 2020/2/20
2020/4/10

簡易書留にて提出
（消印有効）

https://www.suntory.co.jp/sfnd/r
esearch/application.html

2020/3/19
人社251
自然447

公益財団法人　セコム科学技術振興財団

「一般研究助成」
国民の健康で安全な生活の確保、災害防止等国民生活に密着
した研究を行う、59歳以下（2020年10月1日時点）の研究者を支
援する。
初年度は準備研究として実施し、1年後の審査で継続可となった
場合は本格研究に移行できる。

準備研究 500万円 
本格研究 1,500万円/年

（ともに上限）
2020/3/24

2020/4/14
（必着）

https://www.secomzaidan.jp/ippa
n.html

2020/3/19 人社252 一般財団法人　ゆうちょ財団
「調査・研究助成」
郵便局が提供している郵便・宅配便サービスの向上及びその市
場に関する調査・研究を支援する。

100万円
（上限）

2020/2/18
2020/4/17

（必着）
http://www.yu-cho-
f.jp/postal/postreport.html

2020/3/19 人社253 一般財団法人　林業経済研究所
「研究奨励事業（小瀧奨励金）」
林業経済に関する調査研究を行う、申込時の年齢が40歳未満
の研究者を支援する。

奨励金
20万円/件

-
2020/4/20
（消印有効）

http://www.foeri.org/
の研究者を支援する。
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2020/3/19
人社254
自然448

公益財団法人　戸部眞紀財団

「研究助成」
化学、食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/スポーツ科学及
び経営学の各分野における、2020年4月1日現在40歳以下の研
究者を支援する。

100万円/年 －
2020/4/20

（必着）
http://www.tobe-
maki.or.jp/grant/

2020/3/19
人社255

一般財団法人　バイオインダストリー協会

「バイオインダストリー大賞」
バイオサイエンス、バイオテクノロジー及びバイオインダストリー
の各分野における、自然科学及び人文・社会科学分野の研究・

副賞　300万円 2020/1/16
2020/4/20 https://www.jba.or.jp/jba/osirase

2020/3/19
人社255
自然449

一般財団法人　バイオインダストリー協会
の各分野における、自然科学及び人文・社会科学分野の研究・
技術開発及び産業化推進活動で、バイオインダストリーの発展
に大きな貢献をなした、又は今後の発展に貢献をなすと期待さ
れる業績を上げた研究者を表彰する。

副賞　300万円 2020/1/16
2020/4/20

専用HPにて応募
https://www.jba.or.jp/jba/osirase
/4416.php

2020/3/19 人社256 公益財団法人　前川ヒトづくり財団

「第3回　生涯現役につながる研究・実践の助成金」
生涯現役に関する研究を、下記2枠で支援する。
・一般枠：シニア世代も生き生きと活躍するための生涯発達・生
涯学習・生涯現役の場の、支援に関わる研究
・特別枠：加齢に伴う、障害者の生涯現役のための支援方法

50万円～100万円/件
（目安額）

2020/4/1
2020/4/24 17：00
専用HPにて応募

https://grants.mfh.or.jp/grant/

2020/3/19
人社257

公益社団法人　全国老人福祉施設協議会

「調査研究助成」
老人福祉及び介護サービスの質の向上に係る調査研究を支援
する。
① 課題研究テーマ
・介護現場におけるケアの標準化

① 500万円
② 100万円 -

2020/4/30
メール提出又は郵送提出

http://www.roushikyo.or.jp/conte
nts/research/promotion_services2020/3/19

人社257
自然450

公益社団法人　全国老人福祉施設協議会 ・介護現場におけるケアの標準化
・介護予防・認知症予防
・介護現場の生産性向上に資する経営・マネジメント
② 自由研究テーマ
上記①以外の老人福祉及び介護に関する調査研究

② 100万円
（ともに上限）

- メール提出又は郵送提出
（消印有効）

nts/research/promotion_services
/detail/15

2020/3/19 人社258 公益信託　福原心理教育研究振興基金

「助成」
心理教育の研究、特に人間の精神的健康（メンタルヘルス）及び
ウエルビーイングに目を向ける研究を支援する。心理学並びに
隣接領域（教育学、人間科学、保健学、医学等）の博士号保有
者又は心理学系の常勤研究職（助教相当以上）を対象とする。

100万円
（上限）

2020/4/1
2020/4/30
（消印有効）

https://www.smtb.jp/personal/en
trustment/management/public/e
xample/list.html

「助成（調査・研究課題）」
下記テーマに沿う、 一般用医薬品等を通じたセルフメディケー

2020/3/19
人社259
自然451

公益財団法人　一般用医薬品セルフメディ
ケーション振興財団

下記テーマに沿う、 一般用医薬品等を通じたセルフメディケー
ションの振興に資する調査研究を支援する。
・一般用医薬品又は要指導医薬品の適正使用、表示方法、又は
その他の情報提供 
・一般用医薬品又は要指導医薬品の開発、試験 
・一般用医薬品又は要指導医薬品に関する国民のニーズ、意識
の動向、又はその他社会経済的評価 
・セルフメディケーション普及活動に携わる人材育成 
・セルフメディケーションを取り巻く教育、制度（セルフメディケー
ション税制度含む）、又は環境

200万円
（上限）

2020/3/1 2020/4/30
http://www.otc-
spf.jp/application/index.html

2020/3/19 人社260 公益財団法人　東京都道路整備保全公社

「提案公募型研究」
路上駐車対策、駐車場、及び同公社が実施した路上駐車実態
調査の結果を活用した駐車対策等に関連し、成果の社会還元を
図る研究を支援する。

400万円以内/件
（消費税別）

-
2020/5/15

（必着）

https://www.tmpc.or.jp/01_news/
news.html?itemid=375&dispmid=7
41&TabModule974=0
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2020/3/19 人社261 公益財団法人　北野生涯教育振興会
「生涯教育研究助成金」
生涯教育の一層の充実に資する、生涯教育に関する調査・研究
を支援する。

原則として80万円/件 －
2020/5/25

（必着）
http://www.kitanozaidan.or.jp/res

earch.html

「第19回　ドコモ・モバイル・サイエンス賞」
下記3部門における、移動通信に関する満50歳未満（1971年以

2020/3/19
人社262
自然457

NPO法人　モバイル・コミュニケーション・ファ
ンド

下記3部門における、移動通信に関する満50歳未満（1971年以
降生まれ）の研究者の研究成果・論文を表彰する。
・先端技術部門：移動通信に関連した先端技術を対象
・基礎科学部門：移動通信に関連した基礎科学を対象
・社会科学部門：情報通信に関連した社会科学において、実証
的に分析したもの、又はモバイル・メディアの活用に繋がるもの
を対象

各部門優秀賞
600万円/件

2020/3/2
2020/5/29

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.mcfund.or.jp/mobiles
cience/entry.html

2020/3/19 人社263 公益信託　高橋信三記念放送文化振興基金

「助成金給付」
放送に関する調査・研究・発表等、国際交流・国際協力等、及び
放送文化の保存・振興や発展・向上・普及等に資する活動を支
援する。

200万円
（上限）

2020/4/1
2020/5/31
（消印有効）

https://www.mbs.jp/takahashi/03
.shtml

2020/3/19 人社264 公益財団法人　日本証券奨学財団
「研究調査助成」
社会科学の各研究を行う、55歳以下（2020年4月1日現在）の研
究者を支援する。

100万円程度/件 2020/4/1
2020/6/10
メール提出

（必着）

https://jssf.or.jp/researchgrant.ht
ml

究者を支援する。 （必着）
ml

2020/3/19
人社265
自然459

公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）

「高齢社会助成」
下記テーマに沿う実践的課題研究を、①・②の2枠で支援する。
実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、保健
師、臨床心理士等現場の職員）の参画を要件とする。
・いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるまちづくり
（地域包括ケアシステム）の推進
・人生100年時代の高齢者の生きがい・自己実現・就業支援
・認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづくり
① 実践的課題研究助成
② 若手実践的課題研究助成：2020年4月1日現在45才未満の研
究者を対象とする。

① 400万円/2年
② 100万円

（ともに上限）
2020/12/9

2020/6/15
（消印有効）

http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/kourei/02.html

「グラフィック文化に関する学術研究助成 」

2020/3/19
人社266
自然460

公益財団法人　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 」
下記テーマに沿う、人文社会科学、自然科学を問わず幅広い学
問領域のグラフィックデザイン、グラフィックアートに関する研究
を支援する。
A部門：グラフィックデザイン、グラフィックアート全般
B部門：グラフィック文化に関するアーカイブ

50万円/年
（上限）

2020/4/1

2020/6/19
メール提出及び簡易書留

にて提出
（必着）

http://www.dnp.co.jp/foundation/
grants/

人社 公益財団法人　松下幸之助記念志財団

「研究助成（人文科学・社会科学領域）」
国際相互理解の促進・わが国と諸外国との間に介在する諸問題
の解決又は自然と人間との共生に関する諸施策の提案及び調
査研究を行う、申請書提出時で博士後期課程終了後5年以内の
研究者を支援する。

50万円
（上限）

2020/4/1
2020/5/9　23：59
専用HPにて応募

（必着）

http://matsushita-konosuke-
zaidan.or.jp/works/research/pro
motion_research_01.html



HP掲載日
分野別

通し番号
募集機関名 事業名 金額 受付開始日 公募締切 応募先URLHP掲載日

通し番号
募集機関名 事業名 金額 受付開始日 公募締切 応募先URL

人社
自然

公益財団法人　住友財団

「環境研究助成」
深刻化する環境問題の理解および解決のための学際研究また
は国際共同研究
環境問題の解決・改善に資する研究を支援する。
①一般研究：環境に関する研究
環境問題の解決・改善に向け、多面的アプローチ（人文科学・社
会科学・自然科学）からの研究を支援する。東日本大震災等震
災関連の研究や放射能汚染などの原発事故に関わる研究も歓
迎する。
②課題研究：
”深刻化する環境問題の理解および解決のための学際研究また

①　500万円
②　1,000万円
（ともに上限）

-

2019/6/10
メール提出（必着）

かつ
2019/6/30

郵送提出（必着）

http://www.sumitomo.or.jp/html/
kankyo/kankyou.htm

【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】

　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（社会技術研究開発）】
「SDGs の達成に向けた共創的研究開発プログラム」
SDGs 達成に向けて、地域における社会課題に対するソリュー
ションを創出するため、既に得られている技術シーズを活用し、
研究者と社会課題に取り組む当事者（協働実施者）が一緒に研
究開発を行う。
① シナリオ創出フェーズ
社会課題の特徴を抽出してボトルネックを分析・明確化し、技術
シーズを活用した解決策を検討し、可能性試験を実施してロード
マップを作成し、2030 年度迄にSDGs を達成する構想（シナリ
オ）を創出する。
② ソリューション創出フェーズ
シナリオに基づき研究開発を行い、地域での実証試験を経て社
会課題の解決策の有効性、及び他地域展開への適用可能条件
や環境設定を提示する。並行して、プロジェクト終了後の自立的
継続計画（事業計画）の策定及び計画実行の準備を行う。

① 600万円程度/年

② 2,300万円程度/年

（ともに上限、
直接経費のみ）

2019/6/3
2019/7/29 12：00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/ristex/exam
in/sdgs/solve.html

継続計画（事業計画）の策定及び計画実行の準備を行う。
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