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2019/4/8 1 公益財団法人　ライフサイエンス振興財団
「国際会議等開催援助」
国内で開催されるライフサイエンスに関する研究に係わる国際
会議の開催を支援する。

10万円～30万円前後/
件

-
会議開催日の3ヶ月前迄
（事業予算の消化をもって

締切）

http://www.lifesci-
found.com/original6.html

2019/4/8 2 公益財団法人　ライフサイエンス振興財団
「国際交流（研究集会）援助」
外国で開催されるライフサイエンスに係わる国際会議で研究成
果を発表する者の航空運賃・滞在費を支援する。

20万円前後/件 -
出発の3ヶ月前迄

（事業予算の消化をもって
締切）

http://www.lifesci-
found.com/original7.html

2019/4/8 3 公益財団法人　ライフサイエンス振興財団
「国際交流（調査・研究）援助」
海外の研究機関等に訪問・滞在して、ライフサイエンスに係わる
調査・研究を行う者の航空運賃・滞在費を支援する。

20万円前後/件 -
出発の3ヶ月前迄

（事業予算の消化をもって
締切）

http://www.lifesci-
found.com/original8.html

2019/4/8 4 一般財団法人　防災研究協会

「研究発表会等の共催（後援）」
災害の防止・軽減に関して、研究の成果の発表会、シンポジウ
ム等の開催に必要な経費の一部を共催（後援）の形で支援す
る。

１件30万円〜50万円/
件

- 開催の6ヶ月前迄
http://www.bosaikyo.jp/applicatio
n/app-info_for_sponsorship.html

2019/4/8 5 一般財団法人　中辻創智社
「学術研究や社会貢献を目的とした会議開催費の助成」
公的資金を得難い分野内容の会議開催を支援する。

50万円/件
または100万円/件

（100万円を上限とする）
-

開催予定日2ヶ月前迄
メール提出

http://nakatsuji-
ff.org/offering/kaigi/

2019/4/8 6 一般財団法人　丸文財団

「産学官交流助成」
下記分野における、2020年3月31日現在35歳以下の研究者が、
他機関との連携交流研究に参加する際の旅費、交通費等を支
援する。
①集積エレクトロニクス及び情報システム応用、②光エレクトロ
ニクス、③先端デバイス・材料及びシステム、④ エネルギー・環
境エレクトロニクス、⑤バイオ・医用エレクトロニクス

20万円
（上限）

- 原則、支援開始2ヶ月前迄
http://www.marubun-
zaidan.jp/sang.shtml

2019/4/8 7 公益財団法人　日本板硝子材料工学助成会

「国際会議助成」
以下の要件を満たす国際会議の開催を支援する。
・ 国内で開催され、外国の研究者が参加するもの
・権威のある学術団体または学術研究機関の主催するもの
・参加者が無機材料に関する研究発表又は討論を目的とするも
の

10万円～20万円程度/
件

-
随時受付

（2、5、8、11月の各下旬に
審査会開催）

http://nsg-
zaidan.or.jp/documents/h25intern
ational_spread.html

の

2019/4/8 8 公益財団法人　サントリー生命科学財団
「学術集会助成制度」
国内外で開催される生物有機科学（臨床医学系・臨床薬学系を
除く）に関連する学会、シンポジウムの開催を支援する。

国内集会開催
5万円～10万円
国際集会開催

10万円～30万円/件

－

随時受付
（4月、7月、10月、1月

の各初旬に審査会開催）
メール提出

http://www.sunbor.or.jp/encoura
ge/index.html#enc3

2019/4/8 9 公益財団法人　電気通信普及財団

「海外渡航旅費援助」
情報通信に関する研究（人文・社会科学分野及び技術分野）で
海外で開催される国際会議等で研究発表を行う、40 歳以下
（2019 年4 月1 日時点）の研究者の渡航費用を支援する。

11万円～29万円/件
（金額は渡航地域によ

る）
-

4月・6月・8月・10月・12月・
2月の各1日迄

（締切は会議等開催日に
よる）

専用HPにて応募

https://www.taf.or.jp/grant-
b/02/

2019/4/8 10 公益財団法人　中山隼雄科学技術文化財団

「国際交流助成（2018年度第2回）」
遊び・ゲームに関する国際会議にて研究発表を行う研究者の参
加費及び渡航経費を支援する。
対象期間：2019年6月1日～11月30日で参加するもの

 70 万円以内
（総額）

2019/1/15
2019/4/15

専用HPにて応募
http://www.nakayama-
zaidan.or.jp/activity-grant01.html
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2019/4/8 11 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

【外国人研究者招へい事業】
諸外国の優秀な研究者を招へいし、我が国の研究者との共同研
究、討議、意見交換等を行う機会を提供することにより、我が国
の学術研究の推進及び国際化の進展を図る.
① 外国人特別研究員（一般）【P】
② 外国人特別研究員（欧米短期）【PE】
③ 外国人招へい研究者（短期【S】）
　※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。

研究員・研究者の
渡航費、滞在費等

（各種別により異なる）
2019/2/18

（学内締切）
【P】【S】【E】　2019/4/12

【PE】　2019/5/20

https://www.jsps.go.jp/j-
inv/boshu/2019boshu.html

【海外特別研究員-RRA】

2019/4/8 12 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

我が国における国際的視野に富む有能な研究者を養成・確保す
るため、優れた若手研究者が海外の特定の大学等研究機関に
おいて長期間研究に専念できるよう支援する。
　※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。

渡航費、滞在費・研究
活動費等

（派遣国により異なる）
2019/2/1

（学内締切）
2019/4/19

https://www.jsps.go.jp/j-
ab/ab_sin.html

2019/4/8 13 公益財団法人　クリタ水・環境科学振興財団

「国際会議助成（開催） 」
国内の学会等が主催・協賛し、アジアで開催される、水環境に関
する国際会議の開催経費を支援する。
対象：2019年10月～2020年9月に開催するもの

一般　50万円/件
特別（冠イベント実施） 

100万円/件
2019/4/1

2019/4/25 17:00
メール提出

（必着）

http://www.kwef.or.jp/josei/josei_
kaigi02.html

2019/4/8 14 公益信託　澁澤民族学振興基金

「国際研究集会参加旅費助成（4月締切分）」
民族学、文化人類学、社会人類学等に関する海外で開催する研
究集会への参加旅費、又は国内で開催する研究集会への海外
研究者の招聘旅費を支援する。

20万円（上限） -
2019/4/30

（必着）
http://www.sfes.jp/

研究者の招聘旅費を支援する。
対象：2019年7月1日以降に出発するもの

（必着）

2019/4/8 15 公益財団法人　吉田科学技術財団

「国際研究集会派遣（第1回）」
化学分野で、海外で開催される国際研究集会に出席する原則35
歳未満の研究者の海外渡航費を支援する。
対象期間：2019年9月30日迄に開始する集会

航空運賃 -
2019/4/30

（必着）
http://yoshida-zaidan.or.jp/josei/

2019/4/8 16 公益財団法人　吉田科学技術財団

「海外研究派遣（第1回）」
化学分野で、共同研究又は研究推進に関する原則35歳未満の
研究者の海外渡航費を支援する
対象期間：2019年9月30日迄に渡航するもの

航空運賃 -
2019/4/30

（必着）
http://yoshida-zaidan.or.jp/josei/

2019/4/24 17 公益財団法人　スズキ財団

「研究者海外研修助成」
国民生活用機械等の生産・利用・消費に係る研究について、海
外で開催されるシンポジウム、会議等に参加する際の旅費・交
通費及び宿泊・滞在費等（会議等の参加費は対象外）を支援す

渡航費用のうち、航空
運賃などを考慮して決

定する
2019/4/1

随時受付
予算到達時に打ち切り

http://www.suzukifound.jp/02pro
gram/program03.html

通費及び宿泊・滞在費等（会議等の参加費は対象外）を支援す
る。

定する

2019/4/24 18 公益財団法人　スズキ財団

「研究成果普及助成」
国民生活用機械等の生産・利用・消費に係る研究成果の普及の
ため、国内外で行われるシンポジウム、会議等の開催費用を支
援する。

審査結果による 2019/4/1
随時受付

予算到達時に打ち切り
http://www.suzukifound.jp/02pro
gram/program03.html

2019/4/24 19 公益財団法人　新井科学技術振興財団

「国際交流等助成」
金属、非金属及びエネルギーに関する地下資源の開発・利用に
関わる海外での国際会議等にて発表、海外での研究調査のた
めの出張、又は国内おける国際会議等の開催を支援する。

15万円程度/件 2019/4/15 随時受付
http://www.arai-
f.or.jp/index3.html

2019/4/24 20 公益財団法人　新井科学技術振興財団

「普及啓発助成」
金属、非金属及びエネルギーに関する地下資源の開発・利用に
関わる普及啓発事業を支援する。
（事業を実施する機関の代表者が応募すること。）

10万円～100万円/件 2019/4/15 随時受付
http://www.arai-
f.or.jp/index3.html

（事業を実施する機関の代表者が応募すること。）
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2019/4/24 21 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「国際研究交流助成（一次募集）」
管理会計学の研究を促進するための国際研究交流を支援す
る。
①学会報告派遣、 ②短期派遣、 ③中期派遣、 ④招聘

① 30万円程度/件
② 50万円以下/件
③ 10万円/月・件
④ 50万円以下/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/international/
4992/

2019/4/24 22 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「出版助成（一次募集）」
管理会計学及び関連領域の研究成果の出版（優れた翻訳書も
含む）を支援する。
対象：2019年７月１日～12日31日迄に出版するもの

150万円
（上限）

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/publication/5
020/

対象：2019年７月１日～12日31日迄に出版するもの （必着）

2019/4/24 23 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術交流助成  交流プログラム 日本招聘（第1回）」
医工計測及び関連技術に関して、国内で開催される会議、研究
会、技術集会等に海外の研究者、技術者等を招聘する経費を支
援する。
対象期間：2019年7月〜12月に開催されるもの

渡航費・宿泊費
50万円/人（上限）

かつ3名迄
2019/3/1

2019/5/10
専用HPにて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_exc
hange_02/

2019/4/24 24 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術交流助成　交流プログラム 海外派遣（第1回）」
医工計測及び関連技術に関して、海外で開催される国際会議、
研究会等にて研究発表等を行う、募集締切日に40歳以下の研
究者、技術者の旅費を支援する。（指定の研究6課題あり）
対象期間：2019年7月〜9月に開催されるもの

渡航費・宿泊費
40万円/人

（上限）
2019/3/1

2019/5/10
専用HPにて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_exc
hange_01/

2019/4/24 25 公益財団法人　持田記念医学薬学振興財団

「留学補助金」
生命科学を中心とする医学、薬学及び関連する物理学、化学、
工学、生物学等の研究を行う、国内又は海外留学を1年以上す
る誕生日が1974年4月1日以降の研究者を支援する。
対象期間：2019年4月1日～2020年3月31日の間に開始する者

渡航費・滞在費
50万円/件

2019/3/1
2019/5/15
23時59分

専用HPにて応募

http://www.mochida.co.jp/zaidan
/activities.html

2019/4/24 26 公益財団法人　発酵研究所

「研究者招聘・留学助成」
微生物（細菌、アーキア、菌類及び微細藻類）に関する研究を行
う研究者の招聘・留学を支援する。
① 研究を行う目的で来日する外国人研究者
② 学会発表を目的として来日する外国人研究者

① 25万円/月（1年迄）
② 20万円/名

③ 25万円/月（1年迄）
2019/4/1

2019/5/17
（必着）

http://www.ifo.or.jp/research/gui
de01.html

② 学会発表を目的として来日する外国人研究者
③ 研究を行う目的で外国へ留学する日本人研究者
対象期間：いずれも、2019年8月～2020年2月の間に開始する者

（いずれも上限）

2019/4/26 27 一般財団法人　新技術振興渡辺記念会

「科学技術国際交流援助」
研究者が行う、以下に該当する国際交流活動を支援する。
① 海外における国際研究集会等への参加
② 国内外で行う国際研究集会等の開催
③ 外国の研究者の招へい

① 20 万円
② 50 万円
③ 20 万円

（いずれも上限）

2019/4/22
随時受付

（活動開始の3ヵ月前迄）

http://www.watanabe-
found.or.jp/topics/international.ht
ml

2019/4/26 28
公益財団法人　第一三共生命科学研究振興
財団

「海外留学奨学研究助成」
生命科学、特に疾病の予防と治療に関する基礎的研究並びに
臨床への応用的研究を行う、2019年4月1日現在の年齢が35歳
以下の研究者の海外留学を支援する。
対象：2020年4月以降に留学する者

600万円/件
（25万円/月×24ヶ月）

2019/4/1

2019/5/21
専用HPにて応募、かつ 

2019/5/31
郵送提出（消印有効）

http://www.ds-
fdn.or.jp/support/studying_abroad
.html

対象：2020年4月以降に留学する者
郵送提出（消印有効）
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2019/4/26 29 公益財団法人　内藤記念科学振興財団

「内藤記念講演助成金（夏季）」
自然科学の基礎的研究に関する国内で開催される国際会議（シ
ンポジウム、講演会）の開催を支援する。
対象期間：7月～9月に開催するもの

50万円
（上限）

2019/4/1
2019/5/20

専用HPにて応募
かつ郵送提出

https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?dat
a=about

2019/5/10 30 公益財団法人　野村財団

「国際交流助成　研究者の海外派遣（下期）」
法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における、海外
における調査、研究及び国際会議・シンポジウム・学会・学術講

100万円
（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/dispatch.html

2019/5/10 30 公益財団法人　野村財団 における調査、研究及び国際会議・シンポジウム・学会・学術講
演会等への出席・研究報告・討議参加等を支援する。
対象：2019年10月～2020年3月に開始するもの

（上限）
2019/5/7

専用HPにて応募 .jp/social/so_koubo/dispatch.html

2019/5/10 31 公益財団法人　野村財団

「国際交流助成　研究者の招聘（下期）」
法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における、我が
国の研究者が海外在住の研究者を招聘して行う調査、共同研究
及び国際会議・シンポジウム・学会・学術講演会等への出席・研
究報告・討議参加等を支援する。
対象：2019年10月～2020年3月に開始するもの

100万円
（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/invitation.htm
l

2019/5/10 32 公益財団法人　野村財団

「講演会等助成（下期）」
法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野及び「女性が輝
く社会の実現」をテーマとする講演会、シンポジウム等の開催費
を支援する。
対象：2019年10月～2020年3月に開始するもの

100万円
（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/lecture.html

対象：2019年10月～2020年3月に開始するもの

2019/5/22 33 公益財団法人　内藤記念科学振興財団

「第51回　内藤記念海外学者招聘助成金」
人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究を行う外
国の研究者を、学術集会に招聘する際の費用を支援する。
対象：前期は2020年1月1日～6月30日に招聘するもの
　　　　後期は2020年7月1日～12月31日に招聘するもの

20～80万円/件
（地域による）

-

前期　2019/5/27
後期　2019/9/24
専用HPにて応募
かつ郵送提出

（必着）

https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?dat
a=about

2019/5/22 34 一般財団法人　丸文財団

「第23回　国際交流助成」
原則として下記分野における、2020年3月31日現在35歳以下か
つ国際研究学会等にて研究論文を発表する研究者に、国内及
び国外で実施される国際シンポジウム、国際会議及び国際共同
研究等に派遣又は招聘する際の参加費（登録料）、海外旅費等
を支援する。
・集積エレクトロニクス及び情報システム応用
・光エレクトロニクス

20万円/件 -
第2期　2019/06/01

 
第3期　2019/10/01

http://www.marubun-
zaidan.jp/kokusa.shtml

・光エレクトロニクス
・先端デバイス・材料及びシステム
・エネルギー・環境エレクトロニクス
・バイオ・医用エレクトロニクス
対象：第2期は2019年8月～11月に渡航するもの
　　　　第3期は2019年12月～2020年3月に渡航するもの

第3期　2019/10/01

2019/5/22 35 公益財団法人　八洲環境技術振興財団

「国際会議・研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催
への助成」
環境負荷低減、環境保全等の環境に関する技術の普及・啓発を
目的とした、国際会議・研究発表会等の参加、及びシンポジウム
等の開催を支援する。
対象：第Ⅰ期は2019年10月1日～2020年3月31日に開催するも
の
　　　　第Ⅱ期は2020年4月1日～9月30日に開催するもの

20万円
（上限）

第Ⅰ期　
2019/04/10

第Ⅱ期　
2019/10/10

第Ⅰ期　2019/06/10
第Ⅱ期　2019/12/10
（ともに消印有効）

https://www.yashimadenki.co.jp/z
aidan/enterprise_application.php
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2019/5/22 36 公益財団法人　電気通信普及財団

「シンポジウム・セミナー等開催援助　5月期」
情報化社会の進展や情報通信の普及・振興に資する学術会議
等、又はシンポジウム・セミナー等の開催経費を支援する。
対象：2019年10月から2020年9月迄に開催するもの

学術会議
100万円 （程度）

シンポジウム・セミナー
100万円　（上限）

2019/5/15
2019/6/14

専用HPにて応募
（必着）

https://www.taf.or.jp/grant-
c/01/

「研究集会スタートアップ及びその飛躍への助成」
高度機能性材料に関して新分野開拓を志向する萌芽的な研究

2019/6/15
2019/5/22 37 公益財団法人　泉科学技術振興財団

高度機能性材料に関して新分野開拓を志向する萌芽的な研究
集会・セミナーを結成しようとする若手研究者及び萌芽的な研究
集会・セミナーの飛躍的発展を主導する研究者を支援する。

20～80万円/件 -
2019/6/15
メール提出

（必着）
http://www.izumi-zaidan.jp/

2019/5/22 38 公益財団法人　中山人間科学振興財団

「国際交流助成（海外渡航助成・海外研究者受入助成）」
人間の科学に関し、国際的な振興に資する研究を行う研究者の
海外渡航、又は海外研究者の受入を支援する。
対象：海外渡航は2019年11月末迄に渡航する者
　　　　海外研究者受入は2019年8月以降に招聘する者

10～50万円 2019/4/15
2019/6/15

専用HPにて応募
（必着）

https://nakayamashoten.jp/word
press/zaidan/award_information/

2019/6/4 39 公益財団法人　アステラス病態代謝研究会

「海外留学補助金」
広義の生命科学関連領域（有機合成化学、天然物化学を含む）
の研究者の海外留学を支援する。
女性研究者及び創薬科学分野の研究者の応募を歓迎する。 
対象：2019年4月1日～2020年12月31日に1年間以上の海外留

400万円
（上限）

2019/4/1
2019/6/17 17:00
専用HPにて応募

（厳守）

https://astellas-
swift.secure.force.com/byoutai/b
youtai_abroad

対象：2019年4月1日～2020年12月31日に1年間以上の海外留
学を開始する者

（厳守） youtai_abroad

2019/6/4 40 公益財団法人　電気通信普及財団

「長期海外研究援助」
情報通信に関する研究（人文・社会科学分野及び技術分野）を
行う原則40歳以下の研究者が、海外の大学又は研究機関の招
請を受けて海外で原則6ヶ月～1年以内の研究活動を行う際の、
滞在費及び渡航費を支援する。
対象：2019年10月～2020年9月末迄に派遣開始する者

滞在費 80ドル/日
及び

往復渡航費
2019/5/15

2019/6/28
（必着）

https://www.taf.or.jp/grant-
b/01/

2019/6/4 41 公益財団法人　長寿科学振興財団

「長寿科学関連国際学会派遣事業」
海外で開催される長寿科学関連の国際学会、シンポジウム等で
研究発表、及びポスター発表をする、派遣時に原則として40歳
未満の研究者の旅費を支援する。
対象　2期：2019年8月1日～11月30日で開催するもの

40万円
（上限）

2期 2019/5/7

3期 2019/9/2

2期 2019/6/30（必着）

3期 2019/10/31（必着）

https://www.tyojyu.or.jp/zaidan/a
bout-
jigyo/koueki1/kokusaigakkai.html

対象　2期：2019年8月1日～11月30日で開催するもの
　　　　3期：2019年12月1日～2020年3月31日で開催するもの

3期 2019/9/2 3期 2019/10/31（必着） jigyo/koueki1/kokusaigakkai.html

2019/6/4 42 公益財団法人　日本証券奨学財団

「研究出版助成」
証券、金融、財務・会計、企業・経営、法律、経済、社会の各分
野における55歳以下（2019年4月1日現在）の研究者を対象とし
て、その研究調査成果の公表等に係る出版費用を支援する。

50万円～
100万円程度/件

2019/4/1

2019/6/30
メール提出

（必着）
※完成原稿は郵送提出

https://jssf.or.jp/researchpublica
tion.html

2019/6/4 43 公益財団法人　立石科学技術振興財団

「国際会議開催助成」
エレクトロニクス及び情報工学の分野で、人間と機械の調和を促
進するための国際会議の開催を支援する。
対象期間 ：2019年10月1日～2020年9月30日で開催するもの

100万円
（上限）

2019/4/1
2019/6/30
（消印有効）

https://www.tateisi-
f.org/?page_id=205
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2019/6/4 44 公益財団法人　立石科学技術振興財団

「国際交流助成（後期）」
エレクトロニクス及び情報工学の分野で、人間と機械の調和の
促進に関する研究を行う40歳以下（申請日の満年齢）の研究者
を対象として、海外で開催される国際学会・国際研究集会等で論
文を発表する（国際会議発表）、又は海外研究者との共同研究
実施（短期在外研究）に関する渡航費・滞在費・会議登録費を支
援する。

 国際会議発表 40万円
 短期在外研究 70万円
（ともに直接経費、上

限）

2019/4/1
2019/6/30
（消印有効）

https://www.tateisi-
f.org/?page_id=520

「研究助成(海外渡航費)」
生命科学関連分野における遺伝学に関する基礎的、学際的研

2019/6/20 45 公益財団法人　遺伝学普及会
生命科学関連分野における遺伝学に関する基礎的、学際的研
究及び関連する諸技術等の研究を行う、原則として40才未満の
研究者が海外の国際会議、シンポジウム等に出席し研究発表を
行う際の渡航費を支援する。

原則として10万円以内 -
 随時

（渡航日の2ヵ月前迄）
https://www.idengaku-
fukyukai.info/研究助成/

2019/6/20 46 一般財団法人　仏教学術振興会

「研究助成 ｃ（仏教研究成果の公開発表、重要な仏教学術研究
の成果の発信）」
広く新鮮な仏教研究における、学術研究の成果公開のために刊
行する学術図書の出版に関する直接経費を支援する。

150万円
（上限）

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

2019/6/20 47 公益財団法人　KDDI財団

「国際会議開催助成」
ICT（情報通信技術）の普及・発展に寄与する国際会議の開催を
支援する。
対象：2020年4月～2021年6月末日迄に開催されるもの

80万円
（上限）

2019/7/1
2019/7/5

メール提出
（必着）

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

対象：2020年4月～2021年6月末日迄に開催されるもの

2019/6/20 48 公益財団法人　ホソカワ粉体工学振興財団
「研究成果の公開への援助（シンポジウム等の開催援助）」
粉体工学に関する国際的なシンポジウム等の開催を支援する。
対象：2020年4月～2021年3月迄に開催するもの

50万円～100万円/件 2019/5/1
2019/7/20

（必着）
http://www.kona.or.jp/jp/grants/i
ndex.html

2019/7/2 49 公益財団法人　藤原科学財団

「藤原セミナー」
自然科学の全分野を対象とし、基礎的かつ研究分野の発展に
寄与するテーマでの、国際的にも学問的水準の高い国際セミ
ナーの開催を支援する。
対象：2020年1月1日～2021年12月31日迄に開始する集会

1,200万円
（上限）

2019/4/1
2019/7/31

（必着）
http://www.fujizai.or.jp/download.
htm

「国際研究集会派遣（第2回）」

2019/7/2 50 公益財団法人　吉田科学技術財団

「国際研究集会派遣（第2回）」
化学分野で、海外で開催される国際研究集会に出席する、原則
35歳未満の研究者の航空運賃を支援する。
対象：2019年12月31日迄に開始する集会

航空運賃 -
2019/7/31

（必着）
http://yoshida-zaidan.or.jp/josei/

2019/7/2 51 公益財団法人　吉田科学技術財団

「海外研究派遣（第2回）」
化学分野で、共同研究又は研究推進のために海外に渡航する、
原則35歳未満の研究者の航空運賃を支援する
対象期間：2019年12月31日迄に渡航するもの

航空運賃 -
 2019/ 7/31

（必着）
http://yoshida-zaidan.or.jp/josei/

2019/7/2 52 公益財団法人　りそなアジア・オセアニア財団

「国際学術交流助成」
アジア・オセアニア諸国・地域に関する社会・文化・歴史・政治・
経済等に関する国際会議・シンポジウムの開催、及び同分野の
研究者交流（招聘・派遣）を支援する。

50万円～200万円/件 2019/6/10
2019/7/31

書留にて郵送提出
（必着）

http://www.resona-
ao.or.jp/project/promotion_applic
ation.html
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2019/7/2 53 公益財団法人　りそなアジア・オセアニア財団

「出版助成」
アジア・オセアニア諸国・地域に関する社会・文化・歴史・政治・
経済等の調査研究成果にかかる出版助成、及び出版に準ずる
広報活動を支援する。

50万円～120万円/件 2019/6/10
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 54 公益財団法人　東京生化学研究会

「海外派遣補助金・海外招聘補助金（後半期）」
海外の医学・薬学関連の国際会議で招待講演する研究者（海外
派遣）、又は国内で開催される国際会議で招待講演する海外研
究者(海外招聘)の派遣費用を支援する。
対象：2019年10月～2020年3月開催予定のもの

50万円
（上限）

2019/7/1
2019/7/31

（必着）
http://www.tokyobrf.or.jp/associa
te/

2019/7/2 55 公益財団法人　セコム科学技術振興財団

「学術集会および科学技術振興事業助成」
下記項目に沿う、安全・安心に関する科学技術の振興に関する
研究活動等を支援する。
・国内で開催する学会、シンポジウム、研究会、国際集会等の開
催
・研究者や技術者を目指す人材に対する啓発、育成を目的とす
る集会や事業
・研究者の成果発表に関する海外渡航費支援事業

100万円
（上限）

-
2019/7/31

（必着）
https://www.secomzaidan.jp/jose
i.html

2019/7/2 56 公益財団法人　精密測定技術振興財団

「国際交流等研究促進事業（後期）」
精密測定技術向上のための国際交流等における海外渡航（日
本国内の研究者が海外に渡航）及び外国人研究者招聘（海外
の研究者を招聘）に関する経費を支援する。
対象：2019年10月1日～2020年9月30日迄に実施するもの

30万円
（上限）

2019/5/1
2019/7/31
メール提出

（必着）

http://www.pmtp-
f.or.jp/apprication.html

「国際交流助成」
金属等の塑性及びレーザ加工に関する国際交流活動を支援す
る。
① 国際会議等準備及び開催助成：
国内で開催する国際会議等の準備及び開催を支援する。
② 第1回国際会議等準備及び開催助成：
上記①のうち、国内で初めて開催するもの。

① 30万円～50万円/件
② 100万円～150万円/

件

2019/7/2 57 公益財団法人　天田財団

上記①のうち、国内で初めて開催するもの。
対象：①.②共に助成決定通知日～2022年3月31日迄に開催す
るもの
③ 国際会議等参加助成
海外で開催される国際会議等への旅費や参加費用を支援する。
④ 国際会議等参加助成（若手研究者枠）：上記③のうち、本年
度末（2020年3月31日）39歳以下の研究者を対象とする。
⑤ 国際シンポジウム等準備及び開催助成 （若手研究者枠）
概ね3ヶ国以上の研究者を招聘するシンポジウム（研究交流会）
等を開催する、本年度末（2020年3月31日）39歳以下の研究者を
支援する。

件
③ 20万円～35万円/件
（1名枠）、40万円～70

万円/件（2名枠）
④ 20万円～35万円/件
⑤ 80万円～100万円/

件

2019/6/10
2019/7/31 24:00

専用HP上にて応募
https://www.amada-f.or.jp/prog
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2019/7/19 58
公益財団法人　中部電気利用基礎研究振興
財団

「助成（出版・開催）」
電気の利用及び関連する基礎的な技術に関する研究活動を支
援する。
① 出版助成：内外学術雑誌への投稿費支援
対象：2019年4月以降に採択・掲載済み、又は助成応募時点で
投稿済みで2020年9月迄に採択・掲載が見込まれる論文
② 開催助成：研究発表会、シンポジウム及び国際会議等の開
催支援

① 12万円
② 20万円

（上限）
-

2019/7/31
（必着）

http://www006.upp.so-
net.ne.jp/refec/oubo.htm

催支援
対象：2019年10月～2020 年10月迄に国内で開催するもの

2019/7/19 59 公益財団法人　三豊科学技術振興協会

「国際交流助成（渡航助成・会議助成）」
精密機械工業おける加工・計測・制御に関する科学技術及びそ
れらの基礎となる理工学における研究及び国際交流を支援す
る。
(a)　渡航助成：海外で開催される国際会議への渡航経費支援
対象：締切日以降に実施されるもの
(b)　会議助成：国内で開催する国際会議の開催経費支援
対象　2019年11月1 日～2021年3月31 日に開催するもの

(a)　25万円
(b)　50万円

（ともに上限）
-

(a)　第2期　2019/8/1
第3期　2019/11/29

(b)　2019/8/1

http://www.mast.or.jp/h/j_gaiyo.h
tm

2019/7/19 60 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術交流助成  交流プログラム （海外派遣）」
医工計測及び関連技術分野において、海外で開催される国際会
議、研究会等にて研究発表等を行う、募集締切日に40歳以下の
研究者、技術者の渡航費及び宿泊費を支援する。

40万円/件
（上限、2名迄）

第2回 
2019/6/1
第3回 

2019/9/1

第2回：2019/8/10
第3回：2019/11/10
第4回：2020/2/10

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_exc2019/7/19 60 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団 研究者、技術者の渡航費及び宿泊費を支援する。

対象　第2回：2019年10月～2020年3月に開催するもの　
         第3回：2020年1月～6月に開催するもの
         第4回：2020年4月～9月に開催するもの

（上限、2名迄） 2019/9/1
第4回

2020/12/1

第4回：2020/2/10
専用HP上にて応募

foundation.jp/business/grant_exc
hange_01/

2019/7/19 61 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術交流助成  交流プログラム （日本招聘）」
医工計測及び関連技術分野において、国内で開催する会議、研
究会等に招聘する海外研究者・技術者等の渡航費及び宿泊費
を支援する。
対象　第2回：2019年10月～12月に開催するもの　
         第3回：2020年1月～3月に開催するもの
         第4回：2020年4月～6月に開催するもの

50万円/人
（上限、3名迄）

第2回 
2019/6/1
第3回 

2019/9/1
第4回

2020/12/1

第2回：2019/8/10
第3回：2019/11/10
第4回：2020/2/10
専用HP上にて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_exc
hange_02/

2019/7/19 62 公益財団法人　MSD生命科学財団
「Lectureship Award MBLA 2019」
有機合成化学及びその関連分野で、2019年4月1日時点で満40
歳未満の研究者を表彰する。

海外大学等における
研究講演の実施

（旅費支給）
2019/6/1

2019/8/15
専用HP上にて応募

http://www.msd-life-science-
foundation.or.jp/research/bca/bc
a_entry.html歳未満の研究者を表彰する。 （旅費支給） a_entry.html

2019/7/30 63 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

「論文博士号取得希望者に対する支援事業」
アジア・アフリカ諸国等の大学等に所属する、2020年4月1日時
点で45歳以下の研究者が、日本の大学にて論文提出による博
士学位取得に関する経費（旅費（招聘・派遣含む）、物品費、謝
金等）を支援する。
　※日本側の研究指導者が、所属機関経由で申請する。

120万円/年
（上限）

2019/8/19
【学内締切】
2019/8/6

https://www.jsps.go.jp/j-
ronpaku/applicationforms.html

2019/7/30 64
公益財団法人　加藤記念バイオサイエンス振
興財団

「第31回国際交流助成（下期）」
海外で開催されるバイオサイエンス分野の学会・シンポジウム等
で成果発表する応募締切日に35歳以下の研究者の参加経費を
支援する。
対象：2019年10月～2020年3月に初日を迎える学会

10～30万円
（渡航地域による）

2019/7/1

2019/8/30
専用HP上にて応募

（推薦書はメールでの
提出も可）

https://www.katokinen.or.jp/appli
cations/3_2koku_zyo.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URL

2019/7/30 65 公益財団法人　アメリカ研究振興会

「海外学会参加旅費援助」
海外におけるアメリカ研究関連の研究集会で研究報告を行う研
究者の参加旅費を支援する。若手研究者を最優先する。
区分　① 2019年10月～12月渡航予定
　　　　② 2020年1月～3月渡航予定
　　　　③ 2020年4月～6月渡航予定
　　　　④ 2020年7月～9月渡航予定

10万円
（上限）

-

　① 2019/8/31
② 2019/11/30
③ 2020/1/31
④ 2020/3/31

(同会事務局着)

http://www.amsf.or.jp/josei.html

「アメリカ研究図書出版」

2019/7/30 66 公益財団法人　アメリカ研究振興会

「アメリカ研究図書出版」
アメリカ研究に関する、学術的価値が高く、市販性が限られた研
究成果の出版に関わる直接経費を支援する。
※日本語の場合は、出版社が助成申請する。
※英語による出版の場合は、単著の出版を助成する。

150万円
（上限）

※既に実績ある研究者
は50万円～100万円/件

2019/6/1 2019/8/31
http://www.amsf.or.jp/shuppan.ht
ml

2019/7/30 67 公益財団法人　栢森情報科学振興財団

「フォーラム・シンポジウム等開催助成」
情報科学に関する国際会議、学術講演会、フォーラム、シンポジ
ウム、セミナー、研究集会・研究会の開催を支援する。
対象：2019年12月1日～2021年3月31日迄に開催するもの

100万円
（上限）

2019/6/1
2019/8/31

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.kayamorif.or.jp/j.html

2019/7/30 68 公益財団法人　宇宙科学振興会

「国際学会出席旅費支援」
宇宙理学及び宇宙工学分野の成果を国際学会で発表する35歳
以下（当該年度4月2日生まれ以降）の研究者の参加旅費を支援
する。
対象　第1回：2019年10月～2020年3月に開催初日の学会
　　　　第2回：2020年4月～9月に開催初日の学会

10万円～30万円/件 -

第1回　2019/8/31
第2回　2020/2/29

メール提出
（必着）

http://www.spss.or.jp/support/w
akate.html

　　　　第2回：2020年4月～9月に開催初日の学会

2019/7/30 69 公益財団法人　宇宙科学振興会

「国際学会開催支援」
宇宙理学及び宇宙工学に関する国際会議学会及び国際研究集
会を国内で開催する主催団体を支援する。
対象　第1回：2019年10月～2020年3月に開催初日のもの
　　　　第2回：2020年4月～9月に開催初日のもの

30万円～50万円程度
/件

-

第1回　2019/8/31
第2回　2020/2/29

メール提出
（必着）

http://www.spss.or.jp/support/ka
isai.html

2019/7/30 70
公益財団法人　東洋紡バイオテクノロジー研
究財団

「長期研究助成（留学、招聘）」
バイオテクノロジーに関連した基礎及び応用研究分野における、
2019年8月31日現在満39歳以下の研究者の海外派遣（留学）又
は日本招聘に関する滞在費を支援する。
留学については、今回初めて行う者を対象とする。

550万円/年
（上限）

2019/7/1 2019/8/31
https://www.toyobo.co.jp/biofund
/

「助成金（学会・研究会、国際交流）」 200万円 2019/8/31 https://www2.taiyokogyo.co.jp/za
2019/7/30 71 公益財団法人　能村膜構造技術振興財団

「助成金（学会・研究会、国際交流）」
膜構造技術に関する学会・研究会等及び国際交流を支援する。

200万円
（上限）

2019/7/1
2019/8/31
（消印有効）

https://www2.taiyokogyo.co.jp/za
idan/subsidy/yoryo.html

2019/7/30 72 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

【外国人研究者招へい事業】
諸外国の優秀な研究者を招聘し、日本人研究者と共同研究、討
議、意見交換等を行う機会を提供する。
➀ 外国人特別研究員（一般、P）
➁ 外国人特別研究員（欧米短期、PE）
③ 外国人招へい研究者（長期、L）
④ 外国人招へい研究者（短期、S）
※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。

招聘者の渡航費、滞在
費等（金額は各プログラ

ムによる）
2019/7/8

【学内締切】
①・④ 2019/8/23
及び2020/4/10
②　2019/9/21、

12/20、
及び2020/5/15
③ 2019/8/23

https://www.jsps.go.jp/j-
inv/boshu/2020boshu.html
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2019/7/30 73 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

【二国間交流事業】
「共同研究・セミナー」
個々の研究者の国際学術交流を発展させ、日本と海外の研究
者による共同研究又はセミナー実施に要する経費を支援する。
※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。

旅費・滞在費・会議費
・消耗品費。開催経費

等
（相手国・対応機関及び

実施内容による）

2019/8/21
【学内締切】
2019/8/23

https://www.jsps.go.jp/j-
bilat/semina/shinsei_bosyu.html

2019/8/9 74 公益財団法人　小笠原科学技術振興財団
「国際交流助成　国際研究集会出張助成」
理学・工学分野で、研究発表のために国際研究集会へ参加する

10～25万円/件
（渡航地域による）

2019/6/3 予算額に達成次第終了
http://ogasawarazaidan.or.jp/gran
t/imeetingtrip/

発表者の海外渡航費を支援する。
（渡航地域による） t/imeetingtrip/

2019/8/9 75 公益財団法人　上原記念生命科学財団

「リサーチフェロシップ（健康科学・医学・薬学 / 新領域4.0）」
健康増進、疾病予防、及び治療に関する下記課題に沿う研究を
行う、1982年4月1日以降出生の研究者の海外留学に関する渡
航費及び滞在費を支援する。
・医学系研究（東洋、社会、栄養学、薬学、基礎、及び臨床等）
・生命科学と他分野との融合領域（生体情報学、生体医工学、生
体材料学等）
対象：2020年1月1日～12月31日の間に出立し、1年以上留学す
る者

450万円
（上限）

2019/6/10
2019/9/3

専用HP上にて応募
https://www.ueharazaidan.or.jp/g
rants/login/

【日米科学技術協力事業　脳研究分野】

2019/8/9 76 大学共同利用機関法人　自然科学研究機構

【日米科学技術協力事業　脳研究分野】
「情報交換セミナー」
日本又は米国で開催する、脳一般に関する研究（細胞・分子、発
達・可塑性・修復、行動・システム・認知、疾病の神経生物学）の
交流推進を図るセミナー開催を支援する
※日本での開催：国内旅費、会議費
   米国での開催：交通費、日当、宿泊費

250万円/件 （上限） -
2019/9/6

郵送提出及びメール提出
（必着）

https://www.nips.ac.jp/jusnou/re
cruit/

2019/8/9 77 大学共同利用機関法人　自然科学研究機構

【日米科学技術協力事業　脳研究分野】
「グループ共同研究」
脳一般に関する研究（細胞・分子、発達・可塑性修復、行動・シス
テム・認知、疾病の神経生物学）について、日米両国の拠点的な
研究グループ同士による研究推進拠点方式による重点的共同
研究の実施における、日本側研究者の交通費・日当・宿泊料を
支援する。

120万円/年 （上限） -
2019/9/6

郵送提出及びメール提出
（必着）

https://www.nips.ac.jp/jusnou/re
cruit/

支援する。

2019/8/9 78 大学共同利用機関法人　自然科学研究機構

【日米科学技術協力事業　脳研究分野】
「共同研究者派遣」
脳一般に関する研究（細胞・分子、発達・可塑性修復、行動・シス
テム・認知、疾病の神経生物学）について、2009年9月7日以降に
学位を取得した研究者が米国の研究に参加する際の交通費・日
当・宿泊料を支援する。

交通費・日当・宿泊料 -
2019/9/6

郵送提出及びメール提出
（必着）

https://www.nips.ac.jp/jusnou/re
cruit/

2019/8/23 79 公益財団法人　徳山科学技術振興財団

「国際シンポジウム助成」
国内で開催する、新材料（無機、有機、高分子、その他）及び関
連分野の国際シンポジウムの開催を支援する。
対象：2020年5月1日～2021年4月30日迄に開催するもの

10万円～30万円/件 2019/8/1
2019/9/20 12:00

（必着）
https://www.tokuyama.co.jp/zaid
an/grant/guide_symposium.html
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2019/8/23 80 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　研究成果の刊行に対する助成」
経済・金融及びこれらに関する法制に係る分野で、研究が完成
し、完成原稿があるものの刊行を支援する。
対象：60歳未満（2019年12月末現在）の研究者

150 万円以内
かつ刊行費用の半額以

下
2019/7/1

2019/9/20
（必着）

http://www.jade.dti.ne.jp/bankfun
d/

2019/8/23 81 公益財団法人　内藤記念科学振興財団

「第36回　内藤記念海外研究留学助成金」
健康増進に寄与する自然科学の基礎的研究を行う、申請締切
日時点で博士号取得後7年以内かつ1979年4月1日以降に出生
の研究者が、海外の大学等に長期間留学する際の渡航費、留
学関連経費並びに研究費を支援する。

450万円/件 -

2019/9/24
専用HPにて応募
かつ郵送提出

（必着）

https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?dat
a=about学関連経費並びに研究費を支援する。

対象：2020年4月1日～2021年3月31日迄に出発し、1年以上留学
する者。

（必着）
a=about

2019/8/23 82 公益財団法人　ノバルティス科学振興財団

「研究集会助成」
生物・生命科学、関連する化学及び情報科学分野で、国内で開
催する国際色豊かな研究集会の開催を支援する。
対象：2020年4月～2021年3月末迄に開催するもの

40万円/件 2019/7/1

2019/9/30
専用HP上にて応募

及び郵送提出
（必着）

http://japanfoundation.novartis.or
g/ja/programs/index03.html

2019/8/23 83 公益財団法人　日本ワックスマン財団
「学術集会助成金」
微生物学及び医学に関する学術集会の開催を支援する。

1,000万円/件
（総額、上限）

2019/8/1
2019/9/30
メール提出

https://www.waksman.or.jp/wk_of
fer/p_meeting.html

「留学助成金」
下記テーマに沿う研究を行う、応募開始時点で35歳未満の研究

2019/8/23 84 公益財団法人　中冨健康科学振興財団

下記テーマに沿う研究を行う、応募開始時点で35歳未満の研究
者の国内及び海外留学を支援する。
1. 健康の維持・増進に関する医学的・薬学的研究
2. 運動を主体とする健康増進に関する科学の研究
対象：2020年4月1日～2021年3月31日迄に開始し、1年以上の留
学を行う者

50万円/件
（基準額）

2019/7/1
2019/9/30

専用HP上にて応募
https://www.nakatomi.or.jp/contri
bution/index2.html

2019/8/23 85 公益財団法人　中冨健康科学振興財団

「国際交流助成金」
下記テーマに関する国際交流（日本人研究者の海外派遣・外国
人研究者の招聘）に関わる渡航費及び滞在費等を支援する。
1. 健康の維持・増進に関する医学的・薬学的研究
2. 運動を主体とする健康増進に関する科学の研究
対象：2020年4月1日～2021年3月31日迄に開始するもの

100万円/件
（基準額）

2019/7/1
2019/9/30

専用HP上にて応募
https://www.nakatomi.or.jp/contri
bution/index3.html

「講演会等開催助成金」

2019/8/23 86 公益財団法人　中冨健康科学振興財団

下記テーマに関する学会・講演会・シンポジウム等の開催経費
を支援する。
1. 健康の維持・増進に関する医学的・薬学的研究
2. 運動を主体とする健康増進に関する科学の研究
対象：2020年4月1日～2021年3月31日に開催するもの

100万円/件
（基準額）

2019/7/1
2019/9/30

専用HP上にて応募
http://www.nakatomi.or.jp/contri
bution/index6.html

2019/8/23 87 公益財団法人　上原記念生命科学財団

「国際シンポジウム開催助成金」
健康増進、疾病予防及び治療に関連する、国内で単独開催する
国際的な研究集会（国際シンポジウム）の開催費用を支援する。
対象：2020年1月～12月末迄に開催するもの

原則として100万円
（上限）

2019/6/10
2019/9/30

専用HP上にて応募
https://www.ueharazaidan.or.jp/g
rants/login/

2019/8/23 88 公益財団法人　東京生化学研究会

「国際共同研究助成金」
医薬品の独創的研究に寄与する研究を行う、アジア地域の原則
40歳未満の研究者を日本に招聘し、国際共同研究を行う費用を
支援する。

渡航費/滞在費等、
共同研究助成金（受入
研究者に150万円/年）

2019/8/1
2019/9/30

専用HP上にて応募
http://www.tokyobrf.or.jp/promot
ion/

支援する。
対象：原則、2020年4月1日～9月30日迄に来日するもの

研究者に150万円/年）



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URL

2019/9/11 89 公益財団法人　薬学研究奨励財団

「第40回　国際学術交流補助金（海外派遣補助）」
海外で開催される、薬学及び関連諸分野の国際会議への参加
費用を支援する。
対象：2020年4月1 日～2021年3月31日に開催されるもの

25万円
（上限）

2019/8/1 2019/9/30
http://www.yakusho.org/downloa
d/

2019/9/11 90 公益財団法人　中山隼雄科学技術文化財団

「研究助成　国際交流」
遊び・ゲームに関する国際会議等への参加を支援する。
対象：第1回 2019年12月1日～2020年5月31日に開催されるもの
         第2回 2020年6月1日～2020年11月30日に開催されるも

112万円
（総額、上限）

第1回 
2019/7/15

第2回 

第1回 2019/10/15
第2回 2020/4/15

専用HP上にて応募

http://www.nakayama-
zaidan.or.jp/activity-grant01.html

         第2回 2020年6月1日～2020年11月30日に開催されるも
の

（総額、上限） 第2回 
2020/1/15

専用HP上にて応募
zaidan.or.jp/activity-grant01.html

2019/9/11 91
国立研究開発法人　情報通信研究機構
（NICT）

【国際研究集会開催支援】
情報通信分野における、海外研究者を招へいして国内で開催す
る、国際的・学術的な研究集会の開催経費を支援する。
対象：2020年4月1日～2022年3月31日迄に開催するもの

250万円/件
（上限）

※一般管理費は直接経
費の10%を上限

2019/8/8
2019/10/17 17:00

メール提出
（必着）

http://www.nict.go.jp/deploy-
support/conf-support.html

2019/9/24 92 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「国際研究交流助成（二次募集）」
管理会計学の研究を促進する下記の国際研究交流における渡
航費（往復）及び滞在費の一部を支援する。
①学会報告派遣、 ②短期派遣、 ③中期派遣、 ④招聘
対象：2019年12月1日～2020年11月末日迄に出発又は招聘する
者

① 30万円程度/件
② 50万円以下/件
③ 10万円/月・件
④ 50万円以下/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/international/
5205/

者

2019/9/24 93 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「出版助成（二次募集）」
管理会計学及び関連領域の研究成果の出版（優れた翻訳書も
含む）を支援する。
対象：2020年1月1日～6月末日迄に出版するもの

150万円
（上限）

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/publication/5
206/

2019/9/24 94 公益財団法人　出光文化福祉財団
「出版助成」
日本美術（古代より近代にいたる絵画･書跡・彫刻・工芸）の調
査・研究に関する出版に直接要する費用を支援する。

400万円
（上限）

2019/7/1
2019/10/31
（消印有効）

http://www.sif.or.jp/culture/publi
c.html

2019/9/24 95 国立研究開発法人　情報通信研究機構
「海外研究者招へい受入機関」
情報通信分野の研究及び技術開発に関し、海外研究者を日本

渡航費・滞在費等
※同機構規定額による

2019/8/8
2019/10/31 17:00

メール提出及び郵送提出
http://www.nict.go.jp/deploy-
support/invitation.html

2019/9/24 95 国立研究開発法人　情報通信研究機構 情報通信分野の研究及び技術開発に関し、海外研究者を日本
に受け入れて共同研究を行う際の招へい費用を支援する。

※同機構規定額による
2019/8/8 メール提出及び郵送提出

（必着）
support/invitation.html

2019/9/24 96 公益信託　澁澤民族学振興基金

「国際研究集会参加旅費助成」
民族学、文化人類学、社会人類学等に関する海外の研究集会
への参加、又は国内の研究集会に海外研究者を招聘する際の
航空運賃（往復）及び宿泊費を支援する。
対象：出国日が2020年1月1日以降の集会

20万円
（上限）

-
2019/10/31

（必着）
http://www.sfes.jp/

2019/9/24 97 公益財団法人　山田科学振興財団

「長期間派遣援助」
自然科学の基礎的分野の研究者が6ヵ月～1年間、海外で協同
研究を行なうために必要な滞在費及び渡航費等を支援する。
対象：2020年4月1日～2021年3月31日に出発予定の者

1万USドル/件 －
2019/10/31

（必着）
http://www.yamadazaidan.jp/jigyo
/bosyu_tyouki.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URL

2019/9/24 98 公益財団法人　吉田科学技術財団

「国際研究集会派遣」
化学分野で、海外における国際研究集会に出席する原則35歳
未満の研究者の航空運賃を支援する。
対象：第3回　2020年3月31日迄に開始する集会
　　　　第4回　2020年6月30日迄に開始する集会

航空運賃
※額は実情を勘案して

決定する
-

第3回 2019/10/31
第4回 2020/1/31

（必着）
http://yoshida-zaidan.or.jp/josei/

2019/9/24 99 公益財団法人　吉田科学技術財団

「海外研究派遣」
化学分野の共同研究又は研究推進のために海外に出張する関
する原則35歳未満の研究者の航空運賃を支援する。
対象：第3回　2020年3月31日迄に出発する者

航空運賃
※額は実情を勘案して

決定する
-

第3回 2019/10/31
第4回 2020/1/31

（必着）
http://yoshida-zaidan.or.jp/josei/

対象：第3回　2020年3月31日迄に出発する者
　　　　第4回　2020年6月30日迄に出発する者

決定する （必着）

2019/9/24 100
公益財団法人　ヤクルト・バイオサイエンス研
究財団

「国際交流助成（研究者海外派遣・海外研究者招聘）」
腸内フローラを主体としたバイオサイエンス分野に係る、下記国
際交流に関する経費を支援する。
・研究者海外派遣：海外の学会・シンポジウム等にて成果発表を
行う参加費用（旅費、滞在費、登録費）
・海外研究者招聘：国内の学会等にて招待講演を行う外国人研
究者の招聘費用（旅費、滞在費）
対象：2019年12月1日～2020年11月末日迄に開催するもの

交流地域による
（10～35万円/件）

2019/4/1
2019/10/31
（消印有効）

http://yakult-
bioscience.or.jp/invite.html

2019/9/24 101 公益財団法人　大林財団

「国際交流助成」
都市に関する学術的な国際会議や共同研究のため来日する海
外研究者（研究者招聘）、又は同様の目的で海外渡航する研究

90万円
（上限）

2019/10/1
2019/10/31 24:00
専用HP上にて応募

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

2019/9/24 101 公益財団法人　大林財団 外研究者（研究者招聘）、又は同様の目的で海外渡航する研究
者（研究者派遣）の旅費を支援する。
対象：2020年4月1日～2021年3月31日迄に実施するもの

（上限）
2019/10/1

専用HP上にて応募 org/urbanstudies/interchange/

2019/9/24 102 公益財団法人　大林財団

「国際会議助成」
国内で開催する、都市に関する学術的な国際会議（研究集会、
シンポジウム、セミナー、学会等）の開催経費を支援する。
対象：2020年4月から2年以内に開催するもの

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/conference/

2019/9/24 103
一般財団法人　テレコム先端技術研究支援セ
ンター

「SCAT 国際会議助成」
先端的な情報通信技術分野の国際会議の開催費を支援する。
対象期間：2020年4月～2021年3月迄に開催するもの

25万円
（上限）

2019/9/2
2019/10/31
メール提出

http://www.scat.or.jp/josei/bosh
u.html

2019/9/24 104 公益信託　福原記念英米文学研究助成基金
「出版助成」
英米文学の研究論文の出版を支援する。
（リンクは大学英語教科書協会HPになります。）

100万円/件 －
2019/10/31
（消印有効）

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

2019/9/24 105 公益財団法人　鹿島学術振興財団

「研究者海外派遣援助」
人文・社会科学分野・領域等における研究者の海外派遣を支援
する。本学学長の推薦による応募とする。
・短期派遣：教授級が3ヶ月以内の期間で、海外で行う討論又は
特別講義等を対象
・長期派遣：准教授、講師及び助教が1年以内の期間で、海外に
滞在して行う研究を対象
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

渡航費、渡航先国内旅
費（短期派遣のみ）及び

滞在費等
2019/7/1

2019/10/31
※推薦者による提出期限

http://www.kajima-f.or.jp/grant-
projects/overseas-dispatch/

※①～④に関連する社会システム等を含む
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2019/9/24 106 公益財団法人　鹿島学術振興財団

「外国人研究者招へい・受入れ援助」
人文・社会科学分野・領域等における外国人研究者の招へい・
受入れを支援する。本学学長の推薦による応募とする。
・短期招聘：教授級が3ヶ月以内の期間で、日本で行う討論又は
特別講義等を対象
・長期受入れ：准教授及び助教が1年以内の期間で、日本に滞
在して行う研究を対象
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、

渡航費、国内旅費（短
期招聘のみ）及び滞在

費
2019/7/1

2019/10/31
※推薦者による提出期限

http://www.kajima-f.or.jp/grant-
projects/invitation-acceptance/

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

2019/10/8 107 一般財団法人　内藤泰春科学技術振興財団

「国際交流助成」
科学技術の研究開発に関する人材育成等の国際交流（国際研
究集会等の開催及び参加）を支援する。
期間：2020年4月1日～2021年3月31日迄の開催するもの

50万円
（上限）

－
2019/11/1
（消印有効）

http://www.naito-
zaidan.or.jp/boshu/Jyosei/Kokus
ai/kokusaikouryu.html

2019/10/8 108 公益財団法人　花王芸術・科学財団
「美術の研究への出版助成」
美術（西洋美術史、日本・東洋美術史、現代美術、芸術運営・支
援等）に関する優れた研究成果の出版を支援する。

100万円
（上限）

2019/9/1
2019/11/11

（必着）

http://www.kao-
foundation.or.jp/assist/art/art_re
search.html

2019/10/8 109 公益財団法人　ポーラ美術振興財団

「美術に関する国際交流助成」
日本国内で開催する、美術に関する国際会議及び交流活動を
支援する。
期間：2020年4月～2021年3月迄に国内で開催するもの

200万円
（上限）

2019/10/1
2019/11/12

（必着）
http://www.pola-art-
foundation.jp/grants/kokusai.html

期間：2020年4月～2021年3月迄に国内で開催するもの

2019/11/6 110 独立行政法人　日本学生支援機構

【帰国外国人留学生短期研究制度】
日本に留学し、現在自国で教育、学術研究又は行政に携わる者
に、留学時の指導教員と短期研究を行う機会を提供する。
対象：2020年4月1日現在で満45歳以下（1974年4月2日以降出
生）及び帰国後1年以上経過した者
期間：2020年7月1日～2021年3月31日迄の間で、連続する60日
以上90日以内
※申請希望者は研究支援センターに事前に申し出ください。

渡航費・滞在費（1.1万
円/日）及び受入協力費

（5万円）
2019/9/28

（学内締切）
2019/11/20

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/
study_j/exchange/tanken/boshu.
html

2019/11/6 111 独立行政法人　日本学生支援機構

【帰国外国人留学生研究指導事業】
日本に留学し、現在自国で教育、研究活動に携わる者に留学時
の指導教員を派遣し、現地で行う研究指導・セミナー開催等を支
援する。
対象：2020年4月1日現在で帰国後5年未満の帰国留学生
期間：2020年7月10日～2021年3月10日迄の間で7日以上10日

渡航費・滞在費（1.6万
円/日）及び研究指導経

費（10万円、上限）
2019/9/28

（学内締切）
2019/11/20

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/
study_j/exchange/shidou/boshu.h
tml

期間：2020年7月10日～2021年3月10日迄の間で7日以上10日
以内
※申請希望者は研究支援センターに事前に申し出ください。

費（10万円、上限） tml

2019/11/6 112 公益財団法人　三徳庵

「茶道文化学術助成（刊行費助成）」
茶道文化研究に関する、下記図書の刊行費を支援する。
① 一般学術図書　研究成果発表を図る学術図書の刊行
② 翻刻図書　翻刻完了している資料の刊行
対象：2020年4月～2021年2月迄に刊行するもの

印刷出版費
100万円
（上限）

-
2019/11/26

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

2019/11/6 113 公益財団法人　サントリー文化財団

「海外出版助成」
海外における日本理解の促進に資する日本語で書かれた優れ
た研究業績、又は日本に関する書籍で海外での日本理解に資
するものの、外国語への翻訳、編集、出版費を支援する。
対象：2020年4月～2022年3月末日迄に出版予定のもの

100万円（上限、総費用
の1/2迄）

※英語への翻訳出版は
200万円（上限、総費用

の2/3迄）

-

2019/11/29
簡易書留にて提出

及び申請書はメール提出
(消印有効)

https://www.suntory.co.jp/sfnd/p
ublication/
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2019/11/6 114 公益財団法人　野村財団

「国際交流助成　研究者の招聘（上期）」
法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における、我が
国の研究者が海外在住の研究者を招聘して行う調査、共同研究
及び国際会議・シンポジウム・学会・学術講演会等への出席・研
究報告・討議参加等を支援する。
対象：2020年4月～9月に開始するもの

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/invitation.htm
l

「国際交流助成　研究者の海外派遣（上期）」
法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における、海外

2019/11/6 115 公益財団法人　野村財団
法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における、海外
における調査、研究及び国際会議・シンポジウム・学会・学術講
演会等への出席・研究報告・討議参加等を支援する。
対象：2020年4月～9月に開始するもの

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/dispatch.html

2019/11/6 116 公益財団法人　野村財団

「講演会等助成（上期）」
法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野及び「女性が輝
く社会の実現」をテーマとする講演会、シンポジウム等の開催費
を支援する。
対象：2020年4月～9月に開始するもの

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/lecture.html

2019/11/6 117
公益財団法人　加藤記念バイオサイエンス振
興財団

「第31回　学会等開催助成」
国内外で開催されるバイオサイエンス分野の基礎的研究に関す
る、参加者が500人以下の学会・研究会・シンポジウムの開催を
支援する。
対象期間：2020年度4月～2021年3月に開催するもの

10万円・20万円又は30
万円/件

（開催規模等に応じて決
定される。）

2019/11/1
2019/11/29

専用HP上にて応募
https://www.katokinen.or.jp/appli
cations/3_3gaku_zyo.html

対象期間：2020年度4月～2021年3月に開催するもの

2019/11/6 118 公益財団法人　東芝国際交流財団

「公募型助成（シンポジウム・セミナー等の開催）」
海外における対日理解の促進に関するシンポジウム・セミナー
等の開催を支援する。
対象：2020年4月1日～2021年3月31日迄に実施するもの

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

2019/11/6 119 公益財団法人　ＳＢＳ鎌田財団
「物流研究助成」
物流の振興・発展に資する研究集会、シンポジウム、セミナー等
の開催を支援する。

50万円
（上限）

2019/10/1
2019/11/30

簡易書留又は宅配便にて
提出（消印有効）

http://www.sbs-
kamatazaidan.or.jp/skzd/furthera
nce/

2019/11/6 120 公益財団法人　池谷科学技術振興財団

「国際交流等助成　招聘」
先端材料及びこれに関連する科学技術分野において、国際交
流を図る研究者の招聘を支援する。
対象：2020年4月～2021年3月に行うもの

50万円
（上限、間接経費10％

含む）
2019/10/1

2019/11/30 24：00
専用HP上にて応募

https://iketani-
zaidan.or.jp/system/?page_id=05

2019/11/6 121 公益財団法人　マザック財団

「助成（国際会議助成）」
高度生産システムに係わる工作機械の機械要素技術や制御技
術、工作機械による加工技術、被削材や工具等の材料技術、ロ
ボットや搬送装置など周辺装置とその制御に係わる技術、及び
生産システムを構築運用するための生産技術や情報通信技術
に関する、技術交流のための国際会議の開催を支援する。

30～50 万円/件 2019/9/1
2019/11/30

（必着）
http://www.mazak-f.or.jp/05.html

2019/11/25 122 公益財団法人　電気通信普及財団

「シンポジウム・セミナー等開催援助」
情報通信に関する下記の開催経費の一部を支援する。
・情報通信の研究、普及・振興に関する学術会議等（学術分野）
・情報通信の普及、利活用の振興に社会的に寄与するシンポジ
ウム・セミナー等（社会貢献分野）
対象：2020年4月～2021年3月迄に開催するもの

100万円
（上限）

2019/11/1
2019/12/2

専用HP上にて応募
https://www.taf.or.jp/grant-
c/01/
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2019/11/25 123 独立行政法人　国際交流基金

「知的交流会議助成プログラム」
日本と諸外国との共通課題をテーマとする国際会議、シンポジ
ウム、セミナー、ワークショップ等の開催を支援する。
対象：2020年4月1日から2021年3月31日迄に開催するもの

旅費、謝金
会議開催費、等

（近年の助成実績額：
約180万円/件）

-
2019/12/2

郵送又は宅配便にて提出
（必着）

https://www.jpf.go.jp/j/program/i
ntel.html#intel_1

2019/11/25 124 公益財団法人　国際文化交流事業財団

「人物交流派遣・招聘事業」　
学術、文化（文学、芸術、言語等）、教育に関わる国内研究者の
海外渡航又は海外研究者の国内招聘、及びその渡航・招聘先

で行う活動
※

を支援する。
※研究集会、意見交換、講演、シンポジウム、フォーラム、

東アジア10万円
西アジア15万円

　　ヨーロッパ・アフリカ・
南米地域20万円

　　北米及びその他の
-

2019/12/15
（必着）

https://www.jicef.or.jp/untitled-
c1842

※研究集会、意見交換、講演、シンポジウム、フォーラム、
    フェスティバル、演奏会、展覧会、展示会等
期間：2020年4月1日～2021年3月31日迄の原則1ヶ月以内

　　北米及びその他の
地域10万円

（いずれも上限/人）

2019/11/25 125 公益財団法人　精密測定技術振興財団

「助成金　講演会及び研究会の開催」
精密測定技術向上のための講演会・研究会の開催（シンポジウ
ム、国際会議を含む）を支援する。
対象：2020年4月1日～2021年3月31日迄に開催するもの

50万円
（上限）

2019/10/1
2019/12/16
メール提出

（必着）

http://www.pmtp-
f.or.jp/apprication.html#tyousa

2019/11/25 126 公益財団法人　天田財団

「後期助成（国際交流助成）」
金属等の塑性加工及びレーザプロセッシング・レーザ加工技術
分野における国際交流活動を支援する。
① 国際会議等準備及び開催助成
② 第1回国際会議等準備及び開催助成
③ 国際会議等参加助成

① 30万円～50万円/件
② 100万円～150万円/

件
③・④ 20万円～35万円

/人
2019/10/1

2019/12/20 24:00
専用HP上にて応募

https://www.amada-f.or.jp/prog
③ 国際会議等参加助成
④ 国際会議等参加助成（若手研究者枠）
⑤ 国際シンポジウム等準備及び開催助成（若手研究者枠）　
対象：④・⑤は2020年3月31日時点で39歳以下の者

/人
⑤ 80万円～100万円/

件

2019/11/25 127 公益財団法人　社会科学国際交流江草基金

「助成」
法学を中心とする社会科学に関する学術研究の国際交流を支
援する。
① 国内で開催される国際研究集会の開催 
② 日本人研究者の海外で開催される国際研究集会等への座
長、講演者等での参加
③ 研究成果の国際的普及（外国語での出版）
期間：2020年4月1日～2021年3月31日に行うもの

① 50万円～100万円
程度/件

② 20万円～40万円
程度/件

③ 30万円～50万円
程度/件

2019/10/1 2019/12/20
http://www.egusa-
kikin.org/recruit.html

「研究助成」
陶藝、ガラス工藝、金工、石工、木工、漆藝、染織等各種工芸に

70万円/件 2019/12/20 http://www.satoh-
2019/11/25 128 公益財団法人　美術工芸振興佐藤基金 関する、海外での調査研究を行う際の旅費滞在費等、研究会等

の開催、又は外国人研究者の招聘を支援する。
対象期間：2020年4月1日～2021年3月31日に実施するもの

70万円/件
（平均額）

2019/9/24
2019/12/20

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

2019/11/25 129
公益財団法人　NSKメカトロニクス技術高度化
財団

「メカトロニクス技術高度化　集会助成（後期）」
日本国内で開催されるメカトロニクス技術に関する講演会、研究
会等の開催の一部を支援する。

50万円（上限） -
2019/12/20

（必着）
http://www.nskfam.or.jp/applicati
on/meeting.html

2019/12/16 130 公益財団法人　三島海雲記念財団

「学術活動支援　Ⅳ期」
大学等が主催する、下記テーマに沿う比較的小規模なセミ
ナー、シンポジウム、講演会、研修会等の開催を支援する。
・自然科学部門：食の科学に関する学術活動
・人文科学部門：アジア地域を対象とし、哲学、史学、文学を中
心とする人文社会科学分野における学術活動

50万円程度/件 2019/10/1 2019/12/31
https://www.mishima-
kaiun.or.jp/support/

心とする人文社会科学分野における学術活動
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2019/12/16 131 一般財団法人　日本国土開発未来研究財団
「学校教育設備助成事業　①」
研究開発活動に使用する物品の購入・リース費用を支援する。
期間：2020年4月1日～2021年2月28日迄に実施するもの

100万円
（上限）

2019/11/1
2019/12/31

（必着）

https://www.jdc-
miraizaidan.or.jp/guide/gakkouset
subi.html

2019/12/16 132
公益財団法人　江頭ホスピタリティ事業振興
財団

「研修会開催等助成」
外食産業やホテル産業等、ホスピタリティ事業の発展に寄与す
る内容の研修会等の開催を支援する。

理事会で決定 -
2020/1/4
（必着）

https://e-zaidan.jimdo.com/活動
内容/研修会開催等助成事業/

2019/12/16 133
公益財団法人　江頭ホスピタリティ事業振興
財団

「海外留学・海外研修等助成　ｃ. 研究者育成型 」
ホスピタリティに関連する海外で実施する調査研究、及び海外で
開催される研修等への参加に関する経費を支援する。
※申請希望者は、同財団に直接お問い合わせください

案件による - 2020/1/4
https://e-zaidan.jimdo.com/活動
内容/海外留学等助成事業/

2019/12/16 134 公益財団法人　ブレインサイエンス振興財団

「第33回　国際交流事業（海外派遣・海外研究者招聘）」
脳科学分野の下記国際交流を支援する。
・海外派遣：国際学会、シンポジウム等への参加、又は短期間
（6ヶ月以内）の共同研究のための国内研究者の海外派遣を支
援する。
・海外研究者招聘：外国人研究者の短期間（3ヶ月以内）の国内
招聘を支援する。
対象：2020年4月1日～2021年3月31日迄に出発/招聘するもの

往復航空運賃
（30万円上限とする必要

額）
- 2020/1/10

https://www.bs-
f.jp/kokusai_haken.html　（派遣）

https://www.bs-
f.jp/kokusai_syouhei.html　（招聘）

2019/12/16 135 公益財団法人　日本食品化学研究振興財団

「シンポジウム等開催助成」
食品化学に関するシンポジウム等の開催を支援する。
対象　前期：2020年4月1日～9月30日迄に開催するもの
　　　　後期：2020年10月1日～2021年3月31日迄に開催するもの

15万円～50万円程度/
件

前期
2019/11/15

後期
2020/7/1

前期 2020/1/15
後期 2020/7/31

（必着）
http://www.ffcr.or.jp/josei/

2019/12/16 136 公益財団法人　鹿島学術振興財団

「国際研究集会援助」
工学を含む自然科学及び人文・社会科学分野全般に関する、国
内で開催する国際研究集会の開催を支援する。
対象期間：2020年4月1日～2021年3月31日迄に開催するもの

原則として50万円/件 2019/12/1

2020/1/15
申請チェックシートの提出
（必着）※応募多数の場合

は早期締切もある

https://www.kajima-f.or.jp/grant-
projects/research-meeting/

「望月基金　国際会議派遣」
磁性及びその関連分野の基礎研究に携わる研究者（年齢35歳
前後迄）で、下記国際会議にて発表する際の派遣経費（旅費等）
を支援する。
① Highly Frustrated Magnetism 2020 (HFM 2020) ① 2019/12/27

2019/12/26 137 公益財団法人　湯川記念財団

① Highly Frustrated Magnetism 2020 (HFM 2020)
② International Conference on the Physics of Semiconductors
　　2020 (ICPS2020)
③・International Conference on Strongly Correlated Electron
　　 Systems (SCES2020)
　・Megagauss 2020 (MG-XVII)
　・Rocky Mountain Conference on Magnetic Resonance 
　・PASPS-2020
④ Asia-Pacific EPR/ESR Symposium 2020 (APES2020)

① 10万円～15万円/件
② 20万円～25万円/件
③ 20万円～40万円/件
④ 10万円～15万円/件

－

① 2019/12/27
② 2020/2/7
③ 2020/5/8
④ 2020/6/22

指定2ヶ所へメール提出

http://extreme.phys.sci.kobe-
u.ac.jp/motizuki/2020.html

2019/12/26 138 公益財団法人　日韓文化交流基金

「派遣フェローシップ」
日韓両国民間の友好・協力関係の促進、又は日韓関係を中心と
する人文・社会科学分野及び日韓協力が期待される自然科学分
野における、日本の研究者の韓国派遣を支援する。
期間：14日以上180日以内、かつ2020年4月1日～2021年3月1日
迄に開始するもの

支援費（1万円～1.6万
円/日、）及び渡航費

※支援費は派遣・招聘
者の職歴等による

2019/11/18

2020/1/14
（必着） 

※別途専用ＨＰにて受付
番号を取得

https://www.jkcf.or.jp/projects/c
ategory/fellowship/?

迄に開始するもの
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2019/12/26 139 公益財団法人　日韓文化交流基金

「招聘フェローシップ」
日韓両国民間の友好・協力関係の促進、又は日韓関係を中心と
する人文・社会科学分野及び日韓協力が期待される自然科学分
野における、韓国の研究者の日本招聘を支援する。
期間：14日以上180日以内、かつ2020年4月1日～2021年3月1日
迄に開始するもの

支援費（1万円～2万円/
日）、渡航費、調査費

（10万円～20万円/件）
※支援費は派遣・招聘

者の職歴等による

2019/11/18

2020/1/14
（必着） 

※別途専用ＨＰにて受付
番号を取得

https://www.jkcf.or.jp/projects/c
ategory/fellowship/?

「助成金」
北欧への研究・文化交流等での渡航、又は北欧から研究者を招

案件による
2020/1/16 8：00

専用HP上にて応募

https://sjsf.se/local-
pages/japan/%E7%94%B3%E8%AB%

2019/12/26 140 スカンジナビア･ニッポン　ササカワ財団
北欧への研究・文化交流等での渡航、又は北欧から研究者を招
聘する講演会・ワークショップ等の開催を支援する。
対象：2020年3月1日～12月31日迄に行うもの

案件による
(昨年度は100万円（上

限））
2019/12/1

専用HP上にて応募
（※スウェーデン時間

1/15 24：00）

pages/japan/%E7%94%B3%E8%AB%
8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%
AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%
A6/

2019/12/26 141 公益財団法人　東京応化科学技術振興財団

「第42回　国際交流助成」
化学領域の基礎研究又は応用研究に関する、海外出張（国際
研究集会への出席又は招聘）又は国内外で行われる国際研究
集会の開催を支援する。

海外出張 30万円（渡航
費として）

国際研究集会 50万円
（ともに上限）

2020/1/6
2020/1/24

※要推薦者経由の提出
（必着）

https://www.tok-
foundation.or.jp/topics/2019/201
90826

2019/12/26 142 公益財団法人　精密測定技術振興財団

「助成金　国際交流等促進」
精密測定技術向上のための 国際交流等の促進（国内研究者の
海外での研究発表/招待講演のための渡航、又は海外研究者
の招聘）を支援する。
対象 前期：2020年4月1日～2021年3月31日迄に行うもの

30万円
（いずれも上限）

前期
2019/11/1

後期
2020/5/1

前期 2020/1/31
後期 2020/7/31

メール提出
（必着）

http://www.pmtp-
f.or.jp/apprication.html#tyousa

対象 前期：2020年4月1日～2021年3月31日迄に行うもの
　　　 後期：2020年10月1日～2021年9月30日迄に行うもの

2020/5/1 （必着）

2019/12/26 143 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「国際研究交流助成（三次募集）」
管理会計学の研究を促進する下記の国際研究交流における渡
航費（往復）及び滞在費の一部を支援する。
①学会報告派遣、 ②短期派遣、 ③中期派遣、 ④招聘
対象：2020年3月6日～2020年12月末日迄に出発又は招聘する
者

① 30万円程度/件
② 50万円以下/件
③ 10万円/月・件
④ 50万円以下/件

-

2020/1/30
書留又はレターパックで提

出
（必着）

http://melco-
foundation.jp/apply/international/
5277/

2019/12/26 144 公益財団法人　メルコ学術振興財団

「出版助成（三次募集）」
管理会計学及び関連領域の研究成果の出版（優れた翻訳書も
含む）を支援する。
対象：2020年4月1日～9月末日迄に出版するもの

150万円
（上限）

-

2020/1/30
書留又はレターパックで提

出
（必着）

http://melco-
foundation.jp/apply/publication/5
278/

2019/12/26 145 一般財団法人　日本文具財団
「学会・研究会助成」
文具、科学技術及び青少年の創造性育成に関する学会、研究
会、セミナー等の開催を支援する。

20万円
（上限）

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

2019/12/26 146 一般財団法人　日本文具財団
「国際交流助成」
科学技術及び青少年の創造性育成に関する国際交流（研究者
の渡航旅費等）を支援する。

20万円
（上限）

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

2019/12/26 147 公益財団法人　租税資料館

「研究書への出版助成」
租税理論、租税制度、租税法、会計理論及び税務の執行に関す
る著書（翻訳書を含み、教科書、実用書、啓蒙書は除く）の出版
費用を支援する。
対象：令和2年度及び令和3年度に出版するもの

300万円
（上限）

2019/12/1
2020/1/31
（消印有効）

https://www.sozeishiryokan.or.jp/
research/index.html
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2019/12/26 148 公益信託　澁澤民族学振興基金

「国際研究集会参加旅費助成」
民族学、文化人類学、社会人類学等の分野の海外の研究集会
への参加、又は国内で開催される研究集会への海外研究者の
招聘に関する航空費及び宿泊費を支援する。
対象 第1回：2020年4月1日以降を出国日とするもの
　　　 第2回：2020年7月1日以降を　　　　〃
 　　　第3回：2021年1月1日以降を　　　　〃

20万円
（上限）

-

第1回 2020/ 1/31
第2回 2020/ 4/30
第3回 2020/ 10/31

（必着）

http://www.sfes.jp/

2019/12/26 149 公益財団法人　末延財団

「出版刊行助成」
英米法・比較法の研究・教育に資する書籍で、出版価値が十分
に認められ、かつ商業ベｰスでの出版が難しいものの出版を助
成する。
対象：2021年3月迄に出版するもの

150万円
（上限、かつ出版実費の

半額迄）
-

2020/1/31
（必着）

http://www.suenobu-
zaidan.or.jp/study/assist_publish.
php

2019/12/26 150 公益財団法人　東京生化学研究会

「海外派遣補助金・海外招聘補助金」
医学・薬学分野で、海外の国際会議で招待講演する研究者の渡
航費（海外派遣）、又は国内の国際会議で招待講演する海外研
究者の渡航費（海外招聘）を支援する。
対象　前半期：2020年4月～9月開催予定のもの
　　　　後半期：2020年10月～2021年3月開催予定のもの

50万円/件
（上限）

2019/12/16
前半期 2020/1/31
後半期 2020/7/31
専用HP上にて応募

http://www.tokyobrf.or.jp/associa
te/

「図書の刊行等に対する助成金」
2019/12/26 151 公益信託　大畠記念宗教史学研究助成基金

「図書の刊行等に対する助成金」
宗教史学に関する図書の刊行等を支援する。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

2020/1/24 152 公益信託　成茂神経科学研究助成基金

「助成」
神経科学に関する講演会・研究集会等の開催及び外国人学者
の招聘に対する費用を支援する。40歳以下又は博士号取得後
10年以内の研究者を優先する。

10万円～30万円程度/
件

2019/12/9
2020/2/14
（消印有効）

http://www.narishige.co.jp/japane
se/fund/2020_nnrf.html

2020/1/24 153 公益財団法人　アイヌ民族文化財団
「出版助成」
商業ベースに乗らないが貴重で手に入らない出版物等を作成す
る研究者に対し、印刷等の経費を支援する。

150万円
（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

「国際学術集会開催援助」
自然科学の基礎的分野における、以下の要件を満たす国際学

2020/1/24 154 公益財団法人　山田科学振興財団

自然科学の基礎的分野における、以下の要件を満たす国際学
術集会の主たる開催費を支援する。　
・2022年度に開催するもの
・参加者150名程度を上限とし、複数国の海外参加者を招聘する
もの
・山田コンファレンス又は山田シンポジウムとして開催するもの

800万円
（上限）

2019/4/1
2020/2/28

専用HP上にて応募
https://yamadazaidan.jp/jigyo/bo
syu_kokusai.html

2020/1/24 155
公益財団法人　加藤記念バイオサイエンス振
興財団

「第32回　加藤記念国際交流助成　上期・下期」
海外で開催されるバイオサイエンス分野の学会・シンポジウム等
で成果を発表する、応募締切日に35歳以下の研究者の参加旅
費を支援する。
対象　上期：2020年4月1日～9月30日が初日の学会
　　　　下期：2020年10月1日～2021年3月31日が初日の学会

10万円～30万円/件
（額は渡航地による）

上期 2020/1/6

下期 2020/7/1

上期 2020/2/28
下期 2020/8/31

専用HP上にて応募
（推薦書はメール提出可）

https://www.katokinen.or.jp/appli
cations/3_2koku_zyo.html
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2020/1/24 156
公益財団法人　文化財保護・芸術研究助成財
団

「助成金　事業助成・在外研修員制度」
文化財の保存修復並びに芸術研究に関する活動を支援する。
・研究助成：外国人研究者招聘、又は国際会議参加
・事業助成：国際協力事業、シンポジウム開催、人材の養成、企
画展、演奏会、出版等のための経費を支援する。
・在外研修員制度：文化財の保護に係わる45歳未満の研究者を
長期間海外の研究機関に派遣し研修させ、その資質向上を図る
経費を支援する。

350万円～400万円
（事業総額、想定額）

2020/1/10
2020/2/29

メール提出及び郵送提出
（必着）

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

経費を支援する。

2020/1/24 157 公益財団法人　加藤科学振興会

「研究集会助成金」
広義の材料科学分野における創造的学問又は技術の向上を意
図する研究集会の開催を支援する。次世代の若手研究者育成
に重点を置いた集会を優先する。

15万円～30万円/件 -
2020/2/29
メール提出

（必着）

http://www.katof.or.jp/promotion.
html#syuukai

2020/1/24 158 公益財団法人　日本法制学会

「財政・金融・金融法制研究基金　学会・研究集会」
財政学、金融学、金融法学、及びそれらの境界領域に属する研
究分野の学会・研究集会の開催を支援する。
対象：申請以後から2021年3月迄に終了するもの

30万円
（上限）

2020/2/21
2020/3/2
（必着）

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

2020/1/24 159 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

【二国間交流事業】
「Ｂ オープンパートナーシップ枠　セミナー（大学間連携）」
個々の研究者交流を発展させた、日本と海外の研究者によるセ
ミナー実施に要する、日本側参加者に使用する経費を支援す

300万円
（上限）

（相手国・対応機関及び
2020/1/22

【学内締切】
2020/3/6

https://www.jsps.go.jp/j-
bilat/semina/shinsei_bosyu.html

2020/1/24 159 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）
ミナー実施に要する、日本側参加者に使用する経費を支援す
る。
※申請希望者は研究支援センターに事前に申し出ください。

（相手国・対応機関及び
実施内容による）

2020/1/22
2020/3/6 bilat/semina/shinsei_bosyu.html

2020/1/24 160 公益財団法人　徳山科学技術振興財団

「国際交流助成」
海外で開催される新材料（無機、有機、高分子等）及び関連分野
における国際会議に研究発表、招待講演、役割分担（役員、座
長等）で参加する、45歳未満（2020年3月31日現在）の者の経費
を支援する。
対象期間：2020年6月1日～2021年5月31日で開催されるもの

10万円～30万円/件
（額は開催地による）

2020/2/1

2020/3/24 12：00
専用HP上にて応募

及び郵送提出
（必着）

https://www.tokuyama.co.jp/zaid
an/grant/guide_international.html

2020/1/24 161 公益財団法人　末延財団

「研究会助成」
比較法、外国法など、国際的視点からの法学研究を主たる目的
として継続的な活動を行っている学会、研究会等の学術団体の
活動経費（招聘費、謝金、旅費等）を支援する。

申請内容による -
2020/3/31

（必着）
http://www.suenobu-
zaidan.or.jp/study/assist.php

2020/1/24 162 公益財団法人　大川情報通信基金
「大川出版賞」
情報・通信分野に関する、2016年1月1日以降に発刊された優れ
た図書を表彰する。

副賞 100万円 -
2020/3/31

（必着）

http://www.okawa-
foundation.or.jp/application/publi
cations_prize.html

2020/1/24 163 公益財団法人　三島海雲記念財団

「学術活動支援　Ⅰ期・Ⅱ期」
大学等が主催する、下記テーマに沿う比較的小規模で国際的な
セミナー、シンポジウム、講演会、研修会等の開催を支援する。
・自然科学部門：食の科学に関する学術活動
・人文科学部門：アジア地域を対象とし、哲学、史学、文学を中
心とする人文社会科学分野における学術活動

50万円
（上限）

Ⅰ期
2020/1/1

Ⅱ期
2020/5/1

Ⅰ期 2020/4/30

Ⅱ期 2020/10/31

https://www.mishima-
kaiun.or.jp/support/
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2020/2/20 164 公益財団法人　軽金属奨学会

「海外交流補助金（第一次・第二次・第三次）」
軽金属に関する学術の国際交流に資する、海外で開催される研
究集会に参加する、当該集会開催時50歳未満の研究者を支援
する。 
対象　第一次：開催日初日が原則5月～8月のもの
　　　　第二次：　　　　　　〃　　　　　9月～12月のもの
　　　　第三次：　　　　　　〃　　　　　2021年1月～4月のもの

10万円・15万円又は20
万円

（額は開催地による）
-

第一次　2020/2/29
第二次　2020/6/30
第三次　2020/10/31

（いずれも必着）

http://www.lm-
foundation.or.jp/kaigai-hojo.html

　　　　第三次：　　　　　　〃　　　　　2021年1月～4月のもの

2020/2/20 165 公益財団法人　長寿科学振興財団

「長寿科学関連国際学会派遣事業」
海外で開催される長寿科学関連の国際学会、シンポジウム等に
おいて研究発表、及びポスター発表を行う、派遣時に原則として
40歳未満の研究者の旅費等を支援する。
対象　1期：2020年4月1日～7月31日で開催するもの
　　　　2期：2020年8月1日～11月30日で開催するもの
　　　　3期：2020年12月1日～2021年3月31日で開催するもの

航空運賃、日当及び宿
泊料

40万円
（上限）

1期 2020/1/27
2期 2020/5/7
3期 2020/9/1

1期 2020/3/10
2期 2020/6/30
3期 2020/10/30
（いずれも必着）

https://www.tyojyu.or.jp/zaidan/a
bout-
jigyo/koueki1/kokusaigakkai.html

2020/2/20 166 公益財団法人　軽金属奨学会

「シンポジウム等助成（第一次・第二次・第三次）」
軽金属(アルミニウムあるいはマグネシウムやチタン等を主成分
とする金属材料)に関する研究発表を主テーマとするシンポジウ
ム等の開催を支援する。

100万円/件
（上限）

-
第一次　2020/3/31
第二次　2020/7/31

（消印有効）

http://www.lm-
foundation.or.jp/symposium.html

2020/3/19 167 公益財団法人　ライフサイエンス振興財団
「国際会議等開催援助」
国内で開催されるライフサイエンスの研究に係わる国際会議の
開催を支援する。

10万円～30万円前後/
件

-
会議開催日の3ヶ月前迄

（事業予算を消化次第、終
了）

http://www.lifesci-
found.com/original6.html

2020/3/19 168 公益財団法人　ライフサイエンス振興財団
「国際交流（研究集会）援助」
外国で開催されるライフサイエンスに係わる国際会議で研究成
果を発表する研究者を支援する。

航空運賃・滞在費
20万円前後/件

-
出発の3ヶ月前迄

（事業予算を消化次第、終
了）

http://www.lifesci-
found.com/original7.html

2020/3/19 169 公益財団法人　ライフサイエンス振興財団
「国際交流（調査・研究）援助」
海外の研究機関等に訪問・滞在して、ライフサイエンスに係わる
調査・研究を行う研究者を支援する。

航空運賃・滞在費
20万円前後/件

-
出発の3ヶ月前迄

（事業予算を消化次第、終
了）

http://www.lifesci-
found.com/original8.html

「海外渡航旅費援助」

2020/3/19 170 公益財団法人　電気通信普及財団

「海外渡航旅費援助」
情報通信に関する研究（人文・社会科学分野及び技術分野）に
おいて、海外で開催される国際会議等にて研究発表を行う、40 
歳以下（2020 年4月1日時点）の研究者の渡航費用の一部を支
援する。
対象：各締切日の翌月1日～6ヶ月先末日に開催されるもの

11万円～29万円/件
（金額は渡航地域によ

る）
-

4月・6月・8月・10月・12月・
2月の各1日

（締切は開催日による）
専用HPにて応募

https://www.taf.or.jp/grant-
b/02/

2020/3/19 171 公益財団法人　村田学術振興財団

「第36回　研究会（学会）助成」 
下記分野に関する、2020年6月～2021年6月の間に日本国内で
開催される研究会・学会の開催を支援する。
自然科学 ：エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究
人文・社会科学：国際化にともなう法律、社会、文化等の諸問題
に関する研究

自然科学
30万円～100万円程度/

件
 人文・社会科学
50万円程度/件

2020/3/9

2020/4/3 専用HPにて応
募

及び
2020/4/8 郵送提出

（必着）

https://corporate.murata.com/ja
-jp/group/zaidan/requirement
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2020/3/19 172 公益財団法人　村田学術振興財団

「第36回　海外派遣援助」
下記分野に関する、①海外での研究活動、又は②海外で開催さ
れる国際会議、シンポジウム等で研究発表に関する費用を支援
する
自然科学分野 ：エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究
人文・社会科学分野：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研究
対象：2020年6月～2021年6月の間に出発予定のもの

渡航費・滞在費
① 20万円～50万円程

度/件
 ② 20万円～30万円程

度/件

2020/3/9

2020/4/3 専用HPにて応
募

及び
2020/4/8 郵送提出

（必着）

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

2020/3/19 173 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術交流助成　留学プログラム　日本留学」
医工計測及び関連技術に関して、日本の大学等に私費留学す
る、募集締切日に40歳以下の外国籍の研究者、技術者の費用
を支援する。
留学期間は1年～2年を要件とする。
期間　第1回：2020年7月より1年以内に開始するもの
　　　　第2回：2021年2月より1年以内に開始するもの

滞在費
240万円/年

（20万円/月×12ヶ月
分）

第1回
2020/3/1

第2回
2020/9/1

第1回 2020/4/5
第2回 2020/10/5

ともに専用HPにて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_exc
hange_05/

2020/3/19 174 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術交流助成　留学プログラム　海外留学」
医工計測及び関連技術に関して、海外の大学や研究機関に私
費留学する、募集締切日に40歳以下の研究者、技術者を支援
する。
期間　第1回：2020年7月より1年以内に開始するもの
　　　　第2回：2021年2月より1年以内に開始するもの

渡航費 30万円（上限）
滞在費 25万円/月

第1回
2020/3/2

第2回
2020/9/1

第1回 2020/4/5
第2回 2020/10/5

ともに専用HPにて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_exc
hange_04/

2020/3/19 175 一般社団法人　日本鉄鋼協会
「第28回　日向方斉メモリアル国際会議助成」
同協会主催及び日本で開催する国際会議で、基調講演を依頼
する外国人研究者の招聘費用の一部を支援する。

旅費・滞在費
40万円
（上限）

－
2020/4/10 17:00

(必着)
https://www.isij.or.jp/mu9i359tw

2020/3/19 176 公益財団法人　発酵研究所

「研究者招聘・留学助成」
微生物（細菌、アーキア、菌類及び微細藻類）の分類又は基礎
研究に関する、下記目的に沿う招聘・留学を支援する。
① 研究を行う目的で来日する外国人研究者
② 学会発表を目的として来日する外国人研究者
③ 研究を行う目的で外国へ留学する日本人研究者
対象：いずれも、2020年7月～2021年2月の間に開始する者

①・③ 25万円/月
② 20万円/名

（いずれも上限）

2020/3/23
9:00

2020/4/21 12:00
メール提出

（必着）

http://www.ifo.or.jp/research/gui
de01.html

「学術研究や社会貢献を目的とした会議開催費の助成」
社会的意義又は学術的意義は大きいが公的資金を得難い分野 ① 2020/4/30

2020/3/19 177 一般財団法人　中辻創智社

社会的意義又は学術的意義は大きいが公的資金を得難い分野
内容の会議開催費用、又は公的資金を得ているが大学院生等
若手研究者の参加費用等公的資金を補完する費用を支援す
る。
　※締切（審査会）は①～③の通り、年3回

50万円
（上限）

① 2020/1/1
② 2020/5/1
③ 2020/9/1

① 2020/4/30
② 2020/8/31
③ 2020/12/31

いずれもメール提出

https://nakatsuji-
ff.org/offering/kaigi2/

2020/3/19 178 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術交流助成 　交流プログラム　日本招聘」
医工計測及び関連技術に関して、国内で開催される会議、研究
会、技術集会等に海外の研究者、技術者等を招聘する費用を支
援する。
期間　第1回：2020年7月〜12月に開催されるもの
　　　　第2回：2020年10月〜2021年3月に開催されるもの
　　　　第3回：2021年1月〜6月に開催されるもの
　　　　第4回：2021年4月〜9月に開催されるもの

渡航費・宿泊費
50万円/人（上限）

かつ3名迄

第1回
2020/3/1

第2回
2020/6/1

第3回
2020/9/1

第4回
2020/12/1

第1回 2020/5/10
第2回 2020/8/10
第3回 2020/11/10
第4回 2021/2/10

いずれも専用HPにて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_exc
hange_02/
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通し番号
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2020/3/19 179 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術交流助成　交流プログラム　海外派遣」
医工計測及び関連技術に関して、海外で開催される国際会議、
研究会等にて研究発表等を行う、募集締切日に40歳以下の研
究者、技術者を支援する。
期間　第1回：2020年7月〜9月に開催されるもの
　　　　第2回：2020年10月〜12月に開催されるもの
　　　　第3回：2021年1月〜3月に開催されるもの
　　　　第4回：2021年4月〜6月に開催されるもの

渡航費・宿泊費
40万円/人

（上限）

第1回
2020/3/1

第2回
2020/6/1

第3回
2020/9/1

第4回
2020/12/1

第1回 2020/5/10
第2回 2020/8/10
第3回 2020/11/10
第4回 2021/2/10

いずれも専用HPにて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_exc
hange_01/

「研究出版助成」 2020/6/10
2020/3/19 180 公益財団法人　日本証券奨学財団

「研究出版助成」
社会科学の各分野における55歳以下（2020年4月1日現在）の研
究者の、研究調査成果の公表等に係る出版費用を支援する。

50万円～
100万円程度/件

2020/4/1
2020/6/10

メール提出及び郵送提出
（必着）

https://jssf.or.jp/researchpublica
tion.html

2020/3/19 181
公益財団法人　第一三共生命科学研究振興
財団

「海外留学奨学研究助成」
生命科学、特に疾病の予防と治療に関する基礎的研究並びに
臨床への応用的研究を行う、海外の研究機関で1年間以上研究
での従事を計画する、2020年4月1日現在の年齢が35歳以下の
研究者支援する。
対象：原則として2021年4月以降に留学する者

600万円/件
（25万円/月×24ヶ月

分）
2020/4/1

2020/6/30
専用HPにて応募

http://www.ds-
fdn.or.jp/support/studying_abroad
.html

2020/3/19 182 公益財団法人　発酵研究所
「学会・研究部会助成」
微生物（細菌、アーキア、菌類、微細藻類）の分類に関する研究
を推進する団体（学会等）の活動を支援する。

500万円/件
　2020/7/1

9:00

　2020/7/31 12:00
メール提出

（必着）

http://www.ifo.or.jp/research/gui
de01.html

公益財団法人　遺伝学普及会
「討論会・研究会等の開催助成」
遺伝学を基盤とする生命科学に関して、若手研究者を中心に討
論会・研究会を開催する経費の助成

 随時（当分の間、渡航日
の２ヵ月前までとします。）

https://www.idengaku-
fukyukai.info/研究助成/

一般財団法人　丸文財団

「産学官交流助成」
下記分野における、2020年3月31日現在35歳以下の研究者が、
他機関との連携交流研究に参加する際の旅費、交通費等を支
援する。
①集積エレクトロニクス及び情報システム応用、②光エレクトロ
ニクス、③先端デバイス・材料及びシステム、④ エネルギー・環
境エレクトロニクス、⑤バイオ・医用エレクトロニクス

未定 - 原則、支援開始2ヶ月前迄
http://www.marubun-
zaidan.jp/sang.shtml

一般財団法人　丸文財団

「第23回　国際交流助成」
原則として下記分野における、2020年3月31日現在35歳以下か
つ国際研究学会等にて研究論文を発表する研究者に、国内及
び国外で実施される国際シンポジウム、国際会議及び国際共同
研究等に派遣又は招聘する際の参加費（登録料）、海外旅費等
を支援する。
・集積エレクトロニクス及び情報システム応用
・光エレクトロニクス
・先端デバイス・材料及びシステム
・エネルギー・環境エレクトロニクス
・バイオ・医用エレクトロニクス
対象：第2期は2019年8月～11月に渡航するもの
　　　　第3期は2019年12月～2020年3月に渡航するもの

20万円/件 -
第2期　2019/06/01

 
第3期　2019/10/01

http://www.marubun-
zaidan.jp/kokusa.shtml


