
HP掲載日 分野別 募集機関・事業名 募集内容 金額 受付開始 締め切り

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

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：2021年4月1日～2022年12月31日の期間に1年間以上の海外留学を開始
する研究者

450万円
（上限）

2021/04/01 2021/5/31

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　中部電気利用基礎研究振興財団
「出版助成」

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。

助成応募時点で投稿済みで2021年4月～2022年3月の間に掲載される論文。

12万円 2021/04/01 2021/8/4

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　中部電気利用基礎研究振興財団
「国際交流援助（前期）」

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。
渡航招聘期間：2021年8月～2022年3月

渡航：15万円
（上限）

招聘：10万円
（上限）

2021/04/01 2021/5/26

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　中部電気利用基礎研究振興財団
「開催助成」

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。
支援対象：2021年10月～2022年10月迄に国内で開催するもの

20万円
（上限）

2021/04/01 2021/8/4

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　内藤記念科学振興財団
「内藤記念海外学者招聘助成金」(後期）

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：　後期は2022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）

2021/04/01 2021/9/30

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

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）

2021/04/01 2021/5/20

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　内藤記念科学振興財団
「内藤記念海外学者招聘助成金」(前期）

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2022年1月1日～6月30日に招聘するもの
 　　　後期は2022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）

2021/04/01 2021/6/1

https://www.astellas-foundation.or.jp/assist/abroad.html
https://www.astellas-foundation.or.jp/assist/abroad.html
http://www.refec.org/
http://www.refec.org/
http://www.refec.org/
http://www.refec.org/
http://www.refec.org/
http://www.refec.org/
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
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2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　内藤記念科学振興財団
「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8年未満かつ1981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。
対象：2022年4月1日～2023年3月31日迄に出発し、1年以上留学する者

700万円/件 2021/9/30

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　牧誠財団
「国際研究交流助成（一次募集）」

＜助成対象＞
　管理会計学の研究を促進するための次に該当する国際研究交流。
（ｱ）大学院生学会派遣：海外で開催される学会への大学院博士前期課程及び博
士後期
　　　　　　　　　　　　　　課程に在学する大学院生の派遣。（最大年4回募集）
（ｲ）学会報告派遣：海外で開催される学会またはワークショップ等
　　　　　　　　　　　（博士後期課程院生・若手研究者用のものを含む）への派遣。
（最大年4回募集）
（ｳ）ワークショップ報告派遣：当財団が主催する「定性研究のためのワークショッ
プ」
　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年8月下旬開催予定）への派遣。
（ｴ）短期派遣 ：海外における大学等の研究機関への派遣。
（ｵ）中期派遣 ：海外における大学等の研究機関への派遣。
（ｶ）招聘 ：海外の研究機関に所属する優れた研究者の国内への招聘。

※大学院生学会派遣，学会報告派遣，ワークショップ報告派遣，招聘について
は，リモート実施するものを含む


（ｱ）大学院生学会派
遣(1週間以内)は1件
20万円程度，助成件

数5 件程度。
（ｲ）学会報告派遣(1週
間以内)は1件30万円
程度，助成件数4件程

度。※
（ｳ）ワークショップ報告
派遣は1件40万円程
度，助成件数若干名

（ｴ）短期派遣(3カ月以
内)は1件50万円以下，

助成件数 若干名。
（ｵ）中期派遣(4 ヵ月～
24 ヵ月)は1件10万円/

月，助成件数 若干
名。

　　　（派遣開始月まで
に派遣月数分の助成
金を一括して授与しま

す。）
（ｶ）招聘は，1件50万
円以下，助成件数 若

干名。
（ｷ）助成金額は総額
500万円程度で，渡航
費（往復）及び滞在費
の一部を援助します。

2021/04/01 2021/5/6

https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
http://melco-foundation.jp/apply/international/4992/
http://melco-foundation.jp/apply/international/4992/
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2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　牧誠財団
「第一次出版助成」

管理会計学及び関連領域の研究成果の出版。この出版には優れた翻訳書も含
みます。
原則として、採択された研究成果は、本財団の研究叢書として出版社から公刊し
ます。

＜助成対象出版物＞
2021年7月1日～12月末日の間に研究成果を本財団研究叢書として財団指定の
出版社から出版できるものに限ります。また，出版物の仕上り上限をA5版横書き
350ページ以内とします。

150万円
（上限）

2021/04/01 2021/5/6

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　軽金属奨学会
「シンポジウム等助成（第二次）」

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）

2021/04/01 2021/7/30

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

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（2021年4 月1 日時点）の研究者の渡
航費用を支援する。
援助対象となる会議等開催日 は7 月 1 日～12 月 31 日。

11万円～29万円/件
（金額は渡航地域によ

る）
2021/04/02 2021/6/1

2021/4/30
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　スズキ財団
「研究者海外研修助成」

国民生活用機械などの生産・利用・消費に係る科学技術に関する研究でかつ独
創的・先進的または基礎的・先導的な研究開発課題を対象としたものとします。

海外で開催されるシンポジウム、会議などへの出席に要する旅費・交通費及び宿
泊費などに助成するものです。
・開催されるシンポジウム、会議、研修への参加費用は含まれておりません。
・宿泊費は原則、申請されたシンポジウム・会議 1 件に滞在する宿泊費に限りま
す。
(他の会議出席に伴う追加の宿泊費は原則対象にはなりません)

＊申請は随時受け付け、予算到達時に打ち切ります

渡航費用のうち、航空
運賃などを考慮して決

定する
2021/04/01 2022/12/31

http://melco-foundation.jp/apply/publication/5020/
http://melco-foundation.jp/apply/publication/5020/
http://www.lm-foundation.or.jp/symposium.html
http://www.lm-foundation.or.jp/symposium.html
https://www.taf.or.jp/grant-b/02/
https://www.taf.or.jp/grant-b/02/
http://www.suzukifound.jp/02program/program03.html
http://www.suzukifound.jp/02program/program03.html
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2021/3/20
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　持田記念医学薬学振興財団
「留学補助金」

（1）から（6）までの研究課題の研究を行う研究者で国内または海外留学を1年以
上される方（満45歳未満）を対象

(1) バイオ技術を基盤とする先端医療に関する研究
(2) バイオ技術を基盤とするゲノム機能／病態解析に関する研究
(3) 免疫／アレルギー／炎症の治療ならびに制御に関する研究
(4) 循環器／血液疾患の病態解析／治療制御に関する研究
(5) 創薬・創剤の基盤に関する研究
(6) 創薬とその臨床応用に関する研究

渡航費・滞在費
50万円/件

2021/5/12

2021/3/20
招聘派遣・集
会・出版・その
他

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：2021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
2021/03/01 2021/5/10

2021/3/20
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　湯川記念財団
「望月基金　国際会議派遣」

2021年度は、COVID-19の影響でオンライン開催が中心となると予想されるので、
その登録費や、その国際会議proceedings投稿料を援助する。

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。
グループ １
abstract締切日が、2021年3月1日～4月30日内にある国際会　　　　　
応募締切：2021年5/6(木)

グループ 2
abstract締切日が、2021年5月1日～6月30日内にある国際会議 　　　
応募締切：2021年7/1(木)

グループ 3
abstract締切日が、2021年7月1日～8月31日内にある国際会議 　　　
応募締切：2021年9/2(木)

グループ 4
abstract締切日が、2021年9月1日～10月30日内にある国際会議 　　
応募締切：2021年11/2(火)

グループ 5
abstract締切日が、2021年11月1日～1月31日内にある国際会議 　　
応募締切：2022年2/3(木)

登録費や、その国際
会議proceedings投稿

料等
2021/03/16 2021/5/6

http://www.mochida.co.jp/zaidan/activities.html
http://www.mochida.co.jp/zaidan/activities.html
https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_exchange_02/
https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_exchange_02/
http://extreme.phys.sci.kobe-u.ac.jp/motizuki/
http://extreme.phys.sci.kobe-u.ac.jp/motizuki/


HP掲載日 分野別 募集機関・事業名 募集内容 金額 受付開始 締め切り

2021/3/20
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　日本証券奨学財団
「研究出版助成」

助成対象分野：社会科学の各分野
助成対象者：大学又は研究機関等において学術の研究調査に従事している55歳
（本年4月1日現在）以下の研究者

50万円～
100万円程度/件

2021/04/01 2021/6/10

2021/3/20
招聘派遣・集
会・出版・その
他

独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）
【海外特別研究員-RRA】

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。
締切日は学内締切。

渡航費、滞在費・研究
活動費等

（派遣国により異なる）
2021/5/7

2021/2/26
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　軽金属奨学会
「海外交流補助金（第二次）」

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　第二次：開催日初日が原則　9月～12月のもの
　　　　第三次：開催日初日が原則　2022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）
2021/03/01 2021/6/30

2021/2/26
招聘派遣・集
会・出版・その
他

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、技術者を支援する。

期間　第1回：2021年7月～9月に開催されるもの
　　　　第2回：2021年10月～12月に開催されるもの

　　　　第3回：2022年1月～3月に開催されるもの
　　　　第4回：2022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）
2020/03/01 2021/5/10

2021/2/10
招聘派遣・集
会・出版・その
他

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。
外国人特別研究員（欧米短期、PE）
※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。締切日は
学内締切。

招聘者の渡航費、滞
在費等（金額は各プロ

グラムによる）
2021/5/21

https://jssf.or.jp/researchpublication.html
https://jssf.or.jp/researchpublication.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sin.html
https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sin.html
http://www.lm-foundation.or.jp/kaigai-hojo.html
http://www.lm-foundation.or.jp/kaigai-hojo.html
https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_exchange_01/
https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_exchange_01/
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu/2021boshu.html
https://www.jsps.go.jp/j-inv/boshu/2021boshu.html
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2021/1/24
招聘派遣・集
会・出版・その
他

公益財団法人　大川情報通信基金
「大川出版賞」

大川出版賞とは、情報・通信分野に関する優れた図書について、これを表彰する
と共に、情報・通信分野のさらなる発展と啓蒙に寄与していこうとするものです。 副賞 100万円 2021/5/31

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