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2021/4/30
人文社会学・自
然科学

一般財団法人　キヤノン財団
「新産業を生む技術」

「新産業を生む科学技術」プログラムは、新産業の実現につながる新しい価値の
創出をめざし、そのために必要な技術を確立する研究、およびその基礎となる科
学技術研究に対して助成を行います。

2000万円
（上限）

2021/06/01 2021/6/30

2021/4/30 人文社会学
一般財団法人　ゆうちょ財団

「研究助成」

助成対象
・金融システム全般
・企業金融
・個人金融

60万円/件
（上限）

2021/04/01 2021/5/31

2021/4/30 人文社会学
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） 2020/04/01 2021/5/14

2021/4/30 人文社会学
一般財団法人　放送大学教育振興会

「放送大学教育振興会助成金」

下記の事業を対象としています。
（１）放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その効果的な教育内
容、教育方法、教材、教育システム等に係る研究開発事業
（２）放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その国外の教育研究機
関等への普及・協力に係る事業及び国際的な交流に係る事業

150万円
（上限）／年

2021/03/24 2021/5/14

2021/4/30 人文社会学
公益財団法人　かんぽ財団
「調査研究に対する助成」

生命保険事業の健全な発展のための進むべき方向性や取り組むべき施策、ある
いはサービスのあり方など、その周辺環境も含めた分野です。具体的には、保険
学（論）・経営学・経済学・法学・家政学・社会学・統計学・数学等の学問分野に
おける「生命保険に関する諸問題」についての調査研究が対象です。

60万円
（上限）

2021/04/01 2021/5/7

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　ロッテ財団
「奨励研究助成(A) ・(B)」

本助成は、将来、国際的に活躍する可能性を秘めた、優秀で志の高い若手研
究者（本年4月1日時点で原則※40歳以下の方）を対象とした助成制度です。自
然科学から人文・社会科学にわたる「食と健康」の分野において、独創的・先端
的な研究に専念する優れた若手研究者を助成します。

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）

2020/04/01 2021/6/4

https://www.canon-foundation.jp/aid_industrial_base/information.html
https://www.canon-foundation.jp/aid_industrial_base/information.html
http://www.yu-cho-f.jp/ar_center/research_aid/aid_recruit.html
http://www.yu-cho-f.jp/ar_center/research_aid/aid_recruit.html
http://www.takemura-fund.org/contents.html
http://www.takemura-fund.org/contents.html
http://www.ua-book.or.jp/about.html
http://www.ua-book.or.jp/about.html
https://www.kampozaidan.or.jp/CL01_02/index.html
https://www.kampozaidan.or.jp/CL01_02/index.html
http://www.lotte-isf.or.jp/applicants2.html
http://www.lotte-isf.or.jp/applicants2.html
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2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　ロッテ財団
「研究者育成助成・ロッテ重光学術賞」

本助成は、「食と健康」の分野において、優れた若手研究者がわが国トップクラス
の研究者として成長することを願い、それにふさわしい支援を行おうとするもので
あり、国内の民間助成としては新しい形態の助成制度です。助成対象者には、
テニュア職に就くことを目標に、育成支援教員の下で安定した研究の場を確保し
つつ、研究に必要な資金を長期にわたり助成します。
本年4月1日時点で原則※40歳以下の博士号取得者。

1,500万円/年
（最長5年間）

2020/04/01 2021/6/25

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

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。助成年度開始時（2022年4月1日時点）に自然科学系で
は40歳以下、人文・社会科学系では50歳以下の研究者の応募を期待する。

100万円/件 2021/07/01 2021/9/13

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　住友財団
「環境研究助成」

一般研究
 　環境に関する研究（分野は問いません。）

　課題研究
　 2021年度募集課題
 　「地球規模で深刻化する環境問題とポストコロナの時代での社会変化に関す
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）

2021/6/9

2021/4/30 人文社会学
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）」

人文科学・社会科学の領域において「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」「自然と人間との共生」に関する世界的な視野に
立った社会的・学術的に要請の高い諸施策の提案、調査研究。
特に新しい着想にもとづく先駆的な研究を歓迎します。

50万円
（上限）

2021/04/01 2021/5/7

2021/4/30 人文社会学
公益財団法人　東海ジェンダー研究所

個人研究助成

公益財団法人東海ジェンダー研究所「個人研究助成」は、男女共同参画社会実
現のために、広く　ジェンダー研究が若手の研究者によって推進されることを願
い、期待できる研究計画について研究費の一部を助成するものである。

30万円
（上限）

2021/04/15 2021/5/31

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

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
ジェクトに助成します。純粋にアカデミックな研究も対象になりますが、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します。

100万円
（上限）

2021/04/15 2021/6/30

http://www.lotte-isf.or.jp/applicants1.html
http://www.lotte-isf.or.jp/applicants1.html
https://www.inamori-f.or.jp/recipient/
https://www.inamori-f.or.jp/recipient/
http://www.sumitomo.or.jp/html/kankyo/kankyou.htm
http://www.sumitomo.or.jp/html/kankyo/kankyou.htm
http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/works/research/promotion_research_01.html
http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/works/research/promotion_research_01.html
http://libra.or.jp/grant/individual-research/
http://libra.or.jp/grant/individual-research/
https://system.nsam.or.jp/login/index.html
https://system.nsam.or.jp/login/index.html
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2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益信託富士フイルム・グリーンファンド
FGF助成

研究助成を申請するものは、身近な自然環境の保全・活用の促進に関する具体
的な研究や、ふれあいの場としての緑地の質的向上を目指した実証研究等を
行っていること。

総額850万 2021/04/01 2021/5/6

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

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　令和3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）


自然科学分野（感染
症関連）250万円（上

限）
人文・社会科学分野

50万円（上限）

2021/04/01 2021/5/17

2021/4/30 人文社会学
東海村役場

「東海村委託事業」

地域社会と原子力に関する社会科学研究支援事業について
福島事故で顕在化した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
諸課題は，科学技術だけでは解決できない（トランス・サイエンス）問題となって
います。そして，これらの問題は東海村にとっても解決していかなければならない
重要な問題です。政治学・政策学・経済学・社会学・法律学・地域行政学など，
本事業は多様な社会科学・政策科学分野の研究活動を支援します。また，科学
技術リスクのガバナンス，エネルギー政策における国と地方の関係，電源立地地
域の諸制度の問題，コミュニケーションや防災など，多様な学問分野を統合した
研究も支援対象です。
本事業で得られた研究成果は，広く村民に公開し，自由な議論の場を通じて住
民一人一人が原子力の問題を考える機会を設け，地域社会が主体的に原子力
や科学技術と関わる社会環境を構築していきたいと考えています。そのため，提
案される研究課題名は，村民に分かりやすいものを心がけてください。
また，研究の対象は，東海村や原子力問題に限定しませんが，必ず“東海村に
とっての意義”を示してください。

総額 200万円
（2～3件採択予定）

2021/04/01 2021/5/31

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

　国立研究開発法人　科学技術振興機構（JST）
「輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）」

【輝く女性研究者賞】（女性研究者）
　原則40歳未満、ライフイベント等による研究活動休止期間を勘案
　科学技術に関連していれば研究分野は不問

【輝く女性研究者活躍推進賞】（機関）
　女性研究者の活躍推進に貢献する、他機関のモデルとなるような取り組みを
行っている機関

副賞　100万円 2021/04/01 2021/6/30

http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm
http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm
https://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-kgk/omura_project/wakatekennkyu.html
https://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-kgk/omura_project/wakatekennkyu.html
http://hse-risk-c3.or.jp/itaku/instruction.html
http://hse-risk-c3.or.jp/itaku/instruction.html
https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html
https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html
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2021/4/30 人文社会学
公益財団法人　牧誠財団

「研究助成A」

１．研究助成Ａ（研究者・博士後期課程大学院生）
　　・研究者・博士後期課程大学院生が，一人又はグループで行う独創的・先駆
的な研究
　　　１件30万円～200 万円程度，助成件数15件程度

２．研究助成Ｂ（博士後期課程大学院生）
　　・博士後期課程大学院生が一人で行う独創的・先駆的な研究
　　　一人毎年60万円程度×３年間，助成件数若干名

３．挑戦的萌芽研究助成（研究者・博士後期課程大学院生）
　　・助成対象分野において，これまでの学術の体系や方向を大きく革・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
　　 １件30～200万円程度，助成件数　若干名

30万円～200万円
程度/件

2020/04/01 2021/5/6

2021/4/30 人文社会学
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」

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)

2021/07/01 2021/7/30

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　カシオ科学振興財団
「研究助成」

自然科学（特に電気・機械工学系）／（医学・生理学系）および人文科学の研究
を助成し、わが国の学術研究の振興に寄与しようとするものです。この目的達成
のため、大学研究機関の推薦協力を得て有意義な研究、特に若手研究者で萌
芽的な段階にある先駆的・独創的研究を重点的に選定し、本年度の研究助成を
行ないます。
https://casiozaidan.org/files/pdf/2020entry_josei.pdf#zoom=80

申請書類の入手が必要なため希望者は早めに研究支援センターにお申し出く
ださい。

＜特別テーマ＞ 500
万円

　＜基本テーマ＞ 300
万円

（ともに上限）

2021/04/30 2021/5/31

2021/4/30 人文社会学
公益財団法人　東京経済研究センター

「個人研究助成」

TCERでは、毎年、個人研究助成を行っています。日本国内の経済学研究者で
あれば、TCERフェローに限らずどなたでも応募することができます。

40万円
（上限）

2021/03/16 2021/5/14

http://melco-foundation.jp/apply/research/5800/
http://melco-foundation.jp/apply/research/5800/
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
http://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/researchgrant.html
https://casiozaidan.org/naiyou/entry/
https://casiozaidan.org/naiyou/entry/
https://www.tcer.or.jp/
https://www.tcer.or.jp/
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2021/3/20
人文社会学・自
然科学

NPO法人　モバイル・コミュニケーション・ファンド
「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（1972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

2021/03/01 2021/5/31

2021/3/20
人文社会学・自
然科学

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、2021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
・新型コロナ感染下における高齢者ケアの実践 (2021 年度特別分野)

100万円
（上限）

2021/6/15

2021/3/20
人文社会学・自
然科学

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」

本財団は２００１年より、研究者と実践家が協働して現場の実践をベースにして、
実践に役立つ成果をあげるための実践的研究への助成を行っています。 本年
度もこの実践的研究をより発展させていくために下記の分野の中の テーマ（表
1）に対する課題を明確にした実践的課題研究への助成を行います。
・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
・新型コロナ感染下における高齢者ケアの実践 (2021 年度特別分野)

400万円/2年
（ともに上限）

2021/6/15

http://www.mcfund.or.jp/mobilescience/entry.html
http://www.mcfund.or.jp/mobilescience/entry.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
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2021/2/26
人文社会学・自
然科学

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およびバイオインダストリーの分野におけ
る自然科学および人文・社会科学分野の研究・技術開発および産業化推進活
動で、バイオインダストリーの健全な発展に大きな貢献をなした、または今後の発
展に大きな貢献をなすと期待される業績を上げた個人、少人数のグループまた
は組織とします。

副賞　300万円 2021/02/22 2021/5/6

2021/2/26
人文社会学・自
然科学

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）

2021/04/01 2021/6/18

2021/2/26 人文社会学
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100万円/

件
2021/5/24

2021/2/10
人文社会学・自
然科学

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・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 2021/02/22 2021/5/6

https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
http://www.dnp.co.jp/foundation/grants/
http://www.dnp.co.jp/foundation/grants/
http://www.kitanozaidan.or.jp/research.html
http://www.kitanozaidan.or.jp/research.html
https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
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