
助成プログラム名 助成団体名 事業形態 事業分野 募集時期等

1 研究奨励 旭硝子財団 研 科技 2021年8月27日〆切

2
サステイナブルな未来への研究助成 旭硝子財団 研 科技/人社/環

境
2021年9月10日〆切

3
食の文化研究助成 味の素食の文化センター 研 科技/人社/教

育/文芸
2021年7月1日~8月31日

4
アダチUKIYOE大賞 アダチ伝統木版画技術保存財団 研 文芸 2021年12月25日（土）　ポートフォリオ提出

締切 必着

5
市川房枝女性の政治参画基金 市川房枝記念会女性と政治センター 研/事 公共

2021年9月15日（水）消印有効

6 調査・研究助成 出光文化福祉財団 研 文芸 2021年6月1日～9月30日（当日消印有効）

7

稲盛研究助成 稲盛財団 研 科技/人社 ⾃然科学系は2021年4月1日時点で40歳以下、

人文・社会科学系は50歳以下。募集期間7月上

旬～9月中旬

8 調査研究助成 (公募型リサーチペーパー) 医療機器センター 研 人社 第15期	2021年11月1日～11月30日

9 研究助成金 上原記念生命科学財団 研 科技/医保 2021年9月3日〆切

10 特定研究助成 上原記念生命科学財団 研 科技 2021年9月3日〆切

11 研究推進特別奨励金 上原記念生命科学財団 研 科技/医保 2021年9月3日〆切

12 外国人研究員助成 ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団 研 科技 2021年7月21日（水）～9月30日（木）

13
研究開発助成 ＮＳＫメカトロニクス技術高度化財

団

研 科技 2021年11月26日（金）郵送分およびE－Mail分

必着

14 研究助成 江野科学振興財団 研 科技 2021年7月1日～9月30日（消印有効）

15 研究助成事業 大倉和親記念財団 研 科技 2021年9月22日（水）必着

16
高齢者の福祉および健康づくりに関する

調査・研究助成

大阪ガスグループ福祉財団 研 医保/福祉 2021年7月1日（木）～9月10日（金） （財団

必着）

17
研究助成 大下財団 研 環境 2021年8月１日～12月31日まで（当日消印有

効）

18 浮世絵研究助成 太田記念美術館 研 文芸 2021年10月31日（当館必着）

19 沖縄研究奨励賞 沖縄協会 研/賞 科技/人社 2021年9月30日(当日消印まで)

20 音楽の研究への助成 花王芸術・科学財団 研/会/賞 科技 2021年10月1日～11月10日(必着)

21
調査研究助成 科学技術融合振興財団 研 科技 10/15(金)〆切。※郵送及び宅配便は当日消印

有効。メールの場合は24:00までに着信。

22
補助金事業 科学技術融合振興財団 研 科技 10/15(金)〆切。※郵送及び宅配便は当日消印

有効。メールの場合は24:00までに着信。

23 国際学術交流援助(2.国際共同研究) 鹿島学術振興財団 研 不特 2021年7月1日～11月20日

24
加藤記念研究助成 加藤記念バイオサイエンス振興財団 研 科技 若手研究者。2021年7月1日（木）～9月30日

（木）

25 バンティング博士研究員助成金 カナダ大使館 研 不特 2021年9月22日（20:00 EDT）

26 研究助成 栢森情報科学振興財団 研 科技/人社 2021年6月1日（火）～8月31日（火）必着

27
試験研究助成 関西エネルギー・リサイクル科学研

究振興財団

研 科技/人社
2021年8月31日（火）

28
研究助成 神澤医学研究振興財団 研 医保 2021年4月1日現在満41歳未満。2021年6月15

日～2021年9月15日（当日消印有効）

29 松本清張研究奨励事業 北九州市立松本清張記念館 研 人社/文芸 2022年3月31日〆切。

30 木村記念循環器財団研究助成 木村記念循環器財団 研 医保 40歳未満。2021年9 月10日（必着）

31 曽田豊二 SPIO研究助成金 国際耳鼻咽喉科学振興会 研 医保 2021年7月1日～8月31日

32
研究開発助成 国土技術研究センター 研 不特 2021年8月1日（日）～10月31日（日）（必

着）

33
研究助成(1) 骨粗鬆症財団 研 医保

2021年7月1日～8月31日　23時59分（必着）

34 コニカミノルタ画像科学奨励賞 コニカミノルタ科学技術振興財団 研 科技 40歳以下。2021年9月30日〆切

35
緑化活動・研究活動助成 コメリ緑育成財団 研/事 環境 2021年8月1日（日）～10月31日（日）消印有

効

36 近藤記念医学財団学術奨励賞 近藤記念医学財団 研 医保 2021年6月1日～8月31日（消印有効）

37 産業廃棄物処理助成事業 産業廃棄物処理事業振興財団 研/組 環境 2021年9月30日（木）当日消印有効

38 研究助成 松風会 研 教育 2021年8月31日

39 研究助成 司法協会 研 人社/他 2021年7月1日～9月30日（消印有効）

40
下中科学研究助成金 下中記念財団 研 不特 2021年6月1日(火)～12月10日(金)[当日20時ま

でに発信されたE-mailを有効とします]

41 研究助成 松籟科学技術振興財団 研/派 科技 2021年7月21日（水)～9月30日（木）

42 学術研究助成 昭和聖徳記念財団 研 科技 2021年12月10日（金）必着

43
食生活研究助成 食生活研究会 研/版 科技/人社/医

保
2021年10月30日（土）〆切

44 信託研究奨励金制度 信託協会 研 他 2021 年9月30日（木）〆切
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45
学会賞 地盤工学会 研 科技 2021年10月1日（金）。なお，郵送や宅配便に

よる送付の場合、当日の消印（受付）有効

46 研究助成 スガウェザリング技術振興財団 研/会 科技 2021年10月31日〆切。

47 科学技術研究助成 スズキ財団 研 科技 2021 年6月14日～9月30日迄

48 調査研究助成 鈴木万平糖尿病財団 研 医保 2021年8月1日～9月30日（当日必着）

49 女性研究者への支援 住友生命保険相互会社 研 人社 2021年7月12日（月）～9月10日（金）必着

50

研究助成 整形災害外科学研究助成財団 研 医保 申請時に満40歳以下。

（1）臨床的研究：2021年7月1日～8月31日

（2）基礎的研究：2021年8月1日～9月30日

（いずれも期日厳守）

51 セゾン・フェロー( I / II ) セゾン文化財団 研/会 文芸 2021年8月2日～9月22日

52 サバティカル(休暇・充電) セゾン文化財団 研/会 文芸 2021年8月2日～10月7日

53 創造環境イノベーション セゾン文化財団 研/会 文芸 2021年8月2日～10月14日

54 国際プロジェクト支援 セゾン文化財団 研/会 文芸 2021年8月2日～10月14日

55
-寄附プログラム-　次世代の芸術創造を

活性化する研究助成

セゾン文化財団 研/会 文芸
2021年8月2日～10月7日

56 公募委託調査研究 全国勤労者福祉・共済振興協会 研 福祉/他 2021年6月1日（火～8月31日（火）

57 研究助成 全国銀行学術研究振興財団 研 人社 2021年7 月1 日(木)～9 月 21 日(火)(必着)

58 地域における伝統芸能に対する助成 全国税理士共栄会文化財団 展/事 文芸 2021年6月1日～10 月31日（当日消印有効）

59 地域における伝統工芸技術に対する助成 全国税理士共栄会文化財団 展/事 文芸 2021年6月1日～10 月31日（当日消印有効）

60
地域における食文化に関わる活動等に対

する助成

全国税理士共栄会文化財団 事 文芸
2021年6月1日～10 月31日（当日消印有効）

61 損害保険研究費助成制度 損害保険事業総合研究所 研 不特 2021年6月1日（火）～9月6日（月）

62 研究助成等 高橋産業経済研究財団 研/事 不特 2021年7月21日～9月16日

63 研究助成(S) 立石科学技術振興財団 研 科技 2021年8月1日～9月30日

64
研究助成 中部電気利用基礎研究振興財団 研 科技/医保/環

境
2021年8月25日（水）（必着）

65 研究助成金 津川モーター研究財団 研 科技 2021年7月16日～2021年10月15日

66 研究助成 土谷記念医学振興基金 研 医保 2021年8月31日（必着）

67 助成事業 土屋文化振興財団 研/展/事 医保/文芸 2021年8月31日〆切

68 研究開発助成（海外） テルモ生命科学振興財団 研 科技/医保 2021年8月末日〆切（必着）

69 調査研究助成 東海冠婚葬祭産業振興センター 研 他 2021年7月1日～9月30日（必着）

70 研究助成（研究助成金） 東京生化学研究会 研 医保 2021年8月1日（日）～ 9月30日（木）

71 研究助成（研究奨励金） 東京生化学研究会 研 医保 2021年8月1日（日）～ 9月30日（木）

72 国際共同研究助成 東京生化学研究会 研 医保 2021年8月1日（日）～ 9月30日（木）

73
研究助成（基礎研究） 東電記念財団 研 科技 原則として40歳程度まで。2021年4月1日（木)

～9月30日（木） 24:00必着

74 東レ科学技術研究助成 東レ科学振興会 研 科技 2021年10月8日(金)（必着）。

75
研究助成 徳山科学技術振興財団 研 科技

2021年8月1日～9月22日（正午必着）

76
郷土資料・貴重資料等のデジタル化およ

び公開事業

図書館振興財団 事 教育 2021年6月1日（火）～ 9月30日（木）午後5時

（事務局必着）

77
研究助成、海外渡航費助成 豊秋奨学会 研/派 科技/人社/医

保
30 歳～50 歳程度。2021年9月28日（火）〆切

78 研究助成・活動助成 トラスト未来フォーラム 研 人社 2021年7月1日（木）～8月31日(火）(必着）

79

内藤記念次世代育成支援研究助成金 内藤記念科学振興財団 研 科技/医保
博士号取得 11 年未満の研究者。2021 年 9 月

30 日（木）（電子申請の完了期限）【厳守】

80 調査・研究開発助成 内藤泰春科学技術振興財団 研 科技 2021年11月1日(月） 当日消印有効

81 国際交流助成 内藤泰春科学技術振興財団 研/派/会 科技/国際 2021年11月1日(月） 当日消印有効

82
研究助成 中冨健康科学振興財団 研 医保 応募開始時点で45歳未満の方。2021年7月1日

～9月30日

83 研究奨励金 日本農芸化学会 研 科技 2021年10月29日（金） 17:00 必着

84 公募型研究助成 ニッポンハム食の未来財団 研 科技 2021年9月30日（木）〆切

85 仁科記念賞 仁科記念財団 研/賞 科技 2021年8月31日〆切

86
家庭動物の適正飼養管理に関する調査研

究助成

日本愛玩動物協会 研 科技
2021年4月1日（木）～8月31日（火）必着

87 真鍋奨学助成 日本アレルギー協会 研 医保 2021年9月末日（当日の消印まで有効）

88 研究費助成 日本アロマ環境協会（AEAJ） 研 科技 2021年7月1日～9月30日

89 研究助成等 日本板硝子材料工学助成会 研 科技 2021年12月10日（弊財団必着）

90 教育研究助成事業 日本教育公務員弘済会 研 教育 2021年4月1日（水）～11月2日（月）

91 教育文化助成 日本教育公務員弘済会 研 教育 2021年6月1日（火）～9月30日（木）

92 経営科学研究奨励金 日本経営協会 研 人社 2021年９月30日（木）〆切
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93 西村茂樹研究論文募集 日本弘道会 研 教育 2021年12月10日（金）（必着）

94 研究助成金 日本産業科学研究所 研 科技 2021年8月31日（火）消印有効

95 学術助成 日本女医会 研 医保 2021年12月25日（土）　当日送信分有効

96
研究助成 日本膵臓病研究財団 研 医保 45歳以下の日本に在住する研究者。2021年9月

30日（必着）。

97
人工透析療法に関する研究助成事業 日本透析医会 研 医保 2021年7月1日（木）～9月30日（木）（消印有

効）

98 研究助成金 日本糖尿病財団 研 医保 2021年8月31日（必着）

99 学術研究助成奨励金 日本ワックスマン財団 研/会 医保 2021年8月1日～9月30日

100 助成事業 能村膜構造技術振興財団 研/会 科技 2021年7月1日～8月31日（当日消印有効）

101
ノバルティス研究奨励金 ノバルティス科学振興財団 研 科技/医保/環

境
2021年9月15日（水）（厳守）

102 児童教育実践についての研究助成 博報堂教育財団 研 人社/教育 2021年7月1日～10月31日

103
研究助成金（倉田奨励金） 日立財団 研 科技/人社/医

保/環境

2021年9月15日24時（電子申請システム閉鎖時

間）〆切

104 研究助成 ヒロセ財団 研 科技/人社 2021年8月2日（月）～10月4日（月）必着

105
研究助成 藤原ナチュラルヒストリー振興財団 研 科技

2021年9月1日(水) (当日消印有効)

106 研究助成 フソウ技術開発振興基金 研 科技 2021年8月1日～9月30日（必着）

107 研究助成 ブレインサイエンス振興財団 研 科技 2021年10月8日（金）〆切

108
研究助成 ヘルス・サイエンス・センター 研 科技/医保/環

境
2021年5月1日～9月30日（消印有効）

109 研究助成 ホーユー科学財団 研 科技 2021年7月1日～9月30日

110 奨励金 ホクト生物科学振興財団 研 科技 2021年8月27日（金）(必着 )

111 男女共同参画・少子化関連顕彰事業 程ヶ谷基金 研 人社 2021年9月30日（木)（必着）

112 研究助成 ポリウレタン国際技術振興財団 研 科技 2021年9月30日（木)（必着）

113
研究助成 前川財団 研 教育 2021年8月1日（日）～8月31日（火）17:00ま

で（日本時間）

114 松尾音楽助成 松尾学術振興財団 研 文芸 2021年12月20日（月）（必着）

115 交流研究助成 丸文財団 研/派 科技 2021年10月29日（金）（必着）

116 研究開発助成 御器谷科学技術財団 研 科技 2021年9月30日（当日発送分有効）

117 研究助成 水谷糖質科学振興財団 研 科技 2021年7月1日～9月1日

118 研究助成 向科学技術振興財団 研 科技 2021年8月1日～9月30日まで

119 村尾育英会学術賞 村尾育英会 研/賞 他 2021 年9月21日（火）〆切

120 研究助成 薬学研究奨励財団 研 科技 2021年8月2日(月)～9月30日（木）〈必着〉

121
研究助成 薬力学研究会 研/会/版 科技/教育/福

祉

2021年4月1日現在40歳以下の研究者。2021年

9月30日（木）（必着）

122
研究助成 ヤクルト・バイオサイエンス研究財

団

研 科技
2021年7月1日～8月31日（当日消印有効）

123 研究助成（一般研究助成） 矢崎科学技術振興記念財団 研 科技 2021年6月1日～8月31日（必着）

124 研究助成（奨励研究助成） 矢崎科学技術振興記念財団 研 科技 2021年6月1日～8月31日（必着）

125 特定研究助成 矢崎科学技術振興記念財団 研 科技 2021年6月1日～8月31日（必着）

126 研究助成 八洲環境技術振興財団 研 環境 2021年8月1日～10月31日

127
研究助成 山口内分泌疾患研究振興財団 研/派/会 医保 申請の時点で45歳以下。2021年9 月30 日 (当

日消印のものまで)

128
助成事業 ヤンマー資源循環支援機構 研/事 他 2021年6月1日（火）～8月31日（火）。※

WEB申請

129
研究助成 油脂工業会館 研 科技 2021年6月1日(火)～8月31日(火)(当日消印有

効)

130 研究助成事業 ライフサイエンス振興財団 研 科技 2021年7月1日～9月30日（必着）

131 りそな環境助成 りそなアジア・オセアニア財団 事 環境/国際 2021年6月7日～8月31日（必着）

132 研究奨励金 臨床薬理研究振興財団 研 医保 2021年8月31日〆切。

133
磁気健康科学に関する基礎および応用研

究に対する助成・海外留学に対する助成

渡邉財団 研/奨外 科技/医保
2021年9月1日～11月20日

134
食生活研究助成 食生活研究会 研/版 科技/人社/医

保
2021年10月30日（土）〆切

事業分野：科学・技術 または 人文・社会 または 医療・保健 または 環境 または 教育 または 福祉 または 文化・芸術 または 国際 または 公共 または その

他 または 不特定

事業形態：研究
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