
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
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

2
学術研究助成（一般公募研究助成） 飯島藤十郎記念食品科学振興財団 研 科技 2021年8月24日（火）〜2021年10月12日

（火）〆切

3 学術研究助成（外国人留学生研究助成） 飯島藤十郎記念食品科学振興財団 研 科技 2021年11月30日〜2022年1月11日〆切

4 研究助成 池谷科学技術振興財団 研 科技 2021年10月1日〜2021年11月30日〆切

5 新技術開発助成 市村清新技術財団 研 科技 2021年10月1日〜2021年10月20日〆切

6 助成事業 宇部興産学術振興財団 研 科技/医保 2021年9月1日〜2021年11月30日〆切

7 物流研究助成 ＳＢＳ鎌田財団 研/会 公共 2021年10月1日 〜 2021年11月末日〆切

8
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

9 助成事業 大阪コミュニティ財団 研/事/奨日内 不特 10月1日(金)〜11月26日(金)（当日消印有効）

10
研究助成 大下財団 研 環境 2021年8月１日〜2021年12月31日まで（当日

消印有効）

11 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

12
研究助成 大林財団 研 科技/公共 2021年10月1日〜2021年11月1日　15:00締め

切り

13
音楽(クラシック)に関する助成と、音楽

研究への助成

花王芸術・科学財団 研/展 文芸
2021年10月1日〜2021年11月10日(必着)

14

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

印有効。メールの場合は24:00までに着信願い

ます。

15

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

印有効。メールの場合は24:00までに着信願い

ます。

16 研究助成金交付 加藤科学振興会 研/賞 科技/教育 2021年12 月 20 日（日）必着

17 研究奨励金交付 加藤科学振興会 研 科技 2022年 3 月 14 日（日）必着のこと

18 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 2020年3月31日〆切

19 特定研究助成金 喫煙科学研究財団 研 科技/医保 2021年10月1日〜2021年10月31日〆切

20 研究助成 熊谷科学技術振興財団 研 科技 2021年10月1日〜2021年10月31日〆切

21 各種助成 社会科学国際交流江草基金 研/派/会/版 人社/国際 2021年10月1日〜2021年12月20日(必着)

22
博士号取得支援事業 生涯学習開発財団 研 不特 50歳以上（性別、国籍、所属を問わない）。

2021年12月10日（金）必着

23 助成金・奨学金 生涯学習開発財団 研/事 教育/文芸 2021年9月1日〜2022年1月13日（木）〆切

24 研究助成 昭瀝記念財団 研 科技 2021年9月1日〜2021年11月30日〆切

25
資生堂　女性研究者サイエンスグラント 株式会社　資生堂 研 科技 2021年11月16日（火）12：00（正午）web申

請登録完了

26 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

27
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

28
研究助成 JR西日本あんしん社会財団 研 医保/福祉/公

共

2021年10月1日（金）〜2021年11月15日

（月）（厳守）

29
研究助成事業 住総研 研 科技 2021年10月1日〜2022年1月31日24:00データ

送信締切

30 研究助成事業 水産無脊椎動物研究所 研 科技 2022年1月7日(金)  24 :00〆切

31 アジア諸国における日本関連研究助成 住友財団 研 人社 2021年9月1日〜2021年10月31日〆切

32 研究助成 精密測定技術振興財団 研 科技 2021年9月1日〜2021年11月10日〆切

33 研究助成 石油学会 研 科技 2021年11月30日（火） 〆切

34
-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〜2021年10月14日〆切

35
研究助成 タカタ財団 研 科技/医保/教

育
2021年10月1日〜2021年11月30日〆切

36
研究助成(A)(B) 立石科学技術振興財団 研 科技 2021年9月1日〜2021年10月31日(承諾書郵送

は最終日の消印有効)

37
研究助成(C) 立石科学技術振興財団 研 科技 2021年9月1日〜2021年10月31日(承諾書郵送

は最終日の消印有効)

38 一般研究助成 第一生命財団 研 公共 2021年11月15日（月）消印有効

39 助成金 ダイオーズ記念財団 研 公共 2021年10月21日消印有効

40 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日〆切

41
SCAT研究費助成 テレコム先端技術研究支援センター 研 科技

2021年9月1日(水)〜2021年10月29日(金)〆切

42
SCAT研究奨励金 テレコム先端技術研究支援センター 研 科技

2021年9月1日(水)〜2021年11月30日(火)〆切
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43
国際会議助成 テレコム先端技術研究支援センター 研 科技

2021年9月1日(水)〜2021年10月29日(金)〆切

44
情報通信に関する研究調査への助成 電気通信普及財団 研 不特 2021年9月1日（水）〜2021年11月30日

（火）〆切

45 調査・研究への助成 電子回路基板技術振興財団 研 科技 2021年10月1日〜2021年11月15日〆切

46
研究助成事業 東急財団 研 環境 2021年11月1日（月）〜 2021年12月24日

（金）必着

47 東レ科学技術研究助成 東レ科学振興会 研 科技 特定学協会からの推薦依頼書が必要

48 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8月1日〜2021年11月1日〆切

49 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8月1日〜2021年11月1日〆切

50 研究の助成 中山隼雄科学技術文化財団 研 不特 2021年9月1日〜2021年10月15日〆切

51 研究助成 長瀬科学技術振興財団 研 科技 2021年9月1日〜2021年11月1日〆切

52 研究奨励金 日本農芸化学会 研 科技 2021年10月31日（日）20:00 〆切

53 助成事業 日母おぎゃー献金基金 研/施 医保/福祉 2021年８月１日〜2021年11月30日〆切

54 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日〆切（財団必着）

55
笹川科学研究助成　実践研究部門 日本科学協会 研 教育/文芸 2021年9月15日（水）10：00 〜 2021年10月

15日（金）23：59 まで

56 教育研究助成事業 日本教育公務員弘済会 研 教育 2021年11月2日（火）〆切

57
研究奨励金 日本経済研究センター 研 人社 2021年9月1日〜2021年10月31日〆切。2名以

上の推薦者必須

58 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

59 研究助成金と国際会議への参加助成金 日本コンクリート工学会 研/派 科技/国際 2021年11月5日（金）17時まで

60 チタン研究助成 日本チタン協会 研 科技 2021年9月17日〜2021年12月6日〆切

61 研究助成 日本銅学会 研 科技 2020年10月1日〜12月31日〆切

62 研究助成 熱・電気エネルギー技術財団 研 科技 2021年8月23日〜2021年10月25日〆切

63 野口遵賞 野口研究所 研 科技 2021年9月1日〜2021年11月1日〆切

64 研究助成 野田産業科学研究所 研 科技 2021年10月29日（金）16時〆切

65
空間ディスプレイ分野における研究助

成、教育普及活動助成

乃村文化財団 研/展/事 教育/文芸/公

共
2021年11月30日昼12:00までにエントリー

66
科学技術分野及び文化芸術分野への助成 ハーモニック伊藤財団 研 科技/人社/文

芸

2021年8月10日（火）午前10時〜2021年10月

20日（水）午前10時〆切

67 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10月31日（日）〆切

68 研究助成 パロマ環境技術開発財団 研 科技 2021年12月31日〆切

69
自然科学研究助成 双葉電子記念財団 研 科技/医保/環

境
2021年10月19日（火）正午必着

70
研究助成 粉体工学情報センター 研/会/他 科技 2021年10月1日(金) 〜2021年12月24日(金)

（必着）

71 特別研究助成 篷庵社 研 科技 45歳未満。2021年10月29日（金）〆切

72 「食と健康プログラム」研究助成金 本庄国際奨学財団 研 科技 2021年9月1日〜2021年10月15日〆切

73 美術館職員の調査研究に対する助成 ポーラ美術振興財団 研/事 教育/文芸 2021年11月12日(金)　必着

74 美術に関する国際交流助成 ポーラ美術振興財団 研/事 教育/文芸 2021年11月12日(金)　必着

75
若手芸術家の在外研修助成 ポーラ美術振興財団 研/事 教育/文芸 2021年11月12日(金)　必着。2022年4月1日現

在で年齢20才以上35才以下であること

76
研究助成 牧誠財団（旧名称：メルコ学術振興

財団）

研 人社
2021年10月11日必着

77 研究費助成 マザック財団 研/会 科技 2021年11月30日必着〆切

78 研究開発助成金事業 三菱ＵＦＪ技術育成財団 研 不特 2021年10月20日〆切

79 研究助成事業 三菱UFJ信託奨学財団 研 人社 2021年9月1日〜2021年11月30日〆切

80 研究助成 八洲環境技術振興財団 研 環境 2021年8月1日〜2021年10月31日〆切

81
研究助成金 油空圧機器技術振興財団 研 科技 2021年9月1日（水）〜2021年10月31日

（日）消印有効

82 ヨウ素利用研究助成 ヨウ素学会 研 科技 2021年12月31日〆切

83
音楽に関する研究等への助成 ローム　ミュージック　ファンデー

ション

研 文芸
2021年10月14日（木）17時迄

84
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

事業形態：研究

事業分野：科学・技術 または 人文・社会 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

キーワード：指定なし

募集時期：現在募集中 2021年10月1日
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