
配信日 ＮＯ 学内締切 財団締切 備考 財団名 事業名 研究テーマ 助成対象 助成金額 助成件数 助成期間 ホームページ

3/22 G23002 - 5月19日
メール申請も
しくは郵送
(必着)

姫路市
政策局

高等教育室

令和年5年度
大学発まちづくり研究

助成事業

姫路市では、地域の知の拠点である大学と連携したまちづくりを推進するため、創意工夫あふれる内容により、本市の政策に対
して提案等を行う研究活動に対して助成を行います。
【募集する研究テーマ】
(1) 姫路市の政策や課題について提案等を行う研究  (2) フィールドワークを中心とした姫路市のまちづくりに関して提案等を
行う研究
　　　※ 姫路市SDGs未来都市の観点も踏まえたテーマ設定としてください。
【本市が希望する研究内容(抜粋）】
●放課後児童クラブに関するアンケート調査の実施（こども総務課）
　【課題】　市内大学の学生を対象に放課後児童クラブに関するアンケート調査を実施し、クラブ運営の改善点や、若年層の
職員を増やす方策等の基礎的データを得て、令和６年度に取り組む新規事業に反映させたい。
　【大学への希望】
・運営方法:各運営方法のメリット・デメリットの整理、調査研究(本市は公設公営、同規模中核市の公設民営の事例あり)　
・運営内容:遊び、勉強、間食等の時間割があるが、本市は各クラブ同一基準、画一的な実施内容である。公立クラブとし
て、制限はあるものの、新しい内容を取り入れられないか、柔軟な学生の視点・発想での提案
●地元就職に関する意向調査(労働政策課)
  【課題】近年は、いわゆる「売り手市場」で、学生が就職先を選択する際、大手志向が強く、本社機能の集まる首都圏等に
人材が流出している。姫路市でも転出超過による人口減が続いており、特に女性の転出が多い。
　【大学への希望】・キャンパス内の学生から、生の声を抽出し、姫路市に何が足りないのか?どのような要素があれば地元に就
職するのか?
　アンケート調査の実施及び結果解析（学生を地元出身、その他地域に区分して分析）
・特に若い女性が地元から出ていく要因の分析　　　・既卒者はどうすれば地元に帰ってくるか?　　等　　　以上

大学のゼミ･研究室等の教員のみ又は教員を中心とした学生の「研究グループ」

※姫路市HPには昨年度までの情報のみ掲載されています。(3/14時点)
最新(R5年度)の募集要項他応募用紙等は、衣笠リサーチオフィスにありますので、ご希望さ
れる教員の方は、衣笠リサーチオフィス迄ご連絡ください。

~100万円/
件

 不明
1年

2023/4/1~202
4/3/上旬

https://www.city.himeji.l

g.jp/bousai/category/2-

5-13-3-0-0-0-0-0-0.html

3/2 M22474 - 5月23日
郵送のみ
(必着)

北野生涯教
育振興会

2023年度　
生涯教育研究助成

生涯教育の一層の充実をはかるため、生涯教育に関する調査・ 研究をする個人またはグループのう
ち資金援助を申請したものに対し、これに要する費用のうち一定額を助成する。

申請条件:過去に当財団の研究助成金対象者となっていないこと。また、2023 年 4 月以
降に他の研究助成金の対象者に決定していないこと。（申請中であっても結果が未定の場合
には申込みは可とするが、他の助成金との重複は認めない。）

~100万円/件 10件程度 1年以上2年以内
http://www.kitanozaidan.

or.jp/research.html

4/21 M23086 5月8日 5月26日
ウェブ申請
12:00まで

ロッテ財団
第11回(2024年度)

研究助成
「奨励研究助成」

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する。<抜粋＞
●自然科学研究分野
1 食の生産から食卓まで(食に関する SDGｓ課題: 生産～流通、保存、調理、備蓄、廃棄、再
活用等、安全性・衛生、環境問題　他
2 食を味わう/楽しむ （食による QOL 向上: 食と五感、素材、風味、テクスチャー、知覚、感性等 
  咀嚼・嚥下、高齢者食、介護食 等
3 食と生命 （食による疾病予防、健康増進、ウェルビーイング): 栄養素、機能性食品成分、 高
齢者の健康維持　他
4 食と健康を支える情報科学　 バイオインフォマティクス、データサイエンス、IT および ICT（情報
通信技術）
●人文/社会科学研究分野
5 食文化研究　:文化/社会人類学、民俗学、社会学、地理学、文献学 等
6 食に関する経済・政策研究:経済論、政策論、マーケティングリサーチ、地域振興（活性）、食
品ロス、飢餓・貧困対策、環境問題、
　　フェアトレード、流通論、フードシステム論、フードマネジメント、消費者行動解析 等
7 食と生活についてのリサーチ・分析等:食とライフスタイル、食とコミュニティ、食の心理学、食教育、
食行動、食情報、食と生活環境 等
●その他
8  上記の分野横断的研究

・原則 45 歳以下(本年4月1日時点)※
国籍は問いませんが、本人が日本語で申請書を記載できること。
※ 出産や育休など、やむを得ぬ事情で研究を中断した期間がある場合は、「申請概要」内
「申請者の略歴」に記載してください（任意）。
・ 助成申請にあたり、所属機関⾧（学部⾧・研究科⾧・研究所⾧等）の承認を得られる
方。
・ 科研費等の大型助成を申請時点で受けている場合、研究課題名の重複や、エフォート管
理上、研究費の過度の集中が認められるときには、不採択となることがある。　　他

~300万円/
件

37~50件
程度

1~3年(選択可
能)

https://www.lottefoundat

ion.jp/

4/21 M23091 5月15日 5月31日 電子申請
公益財団法
人　電気通
信普及財団

⾧期海外研究援助

情報通信の普及 、発展に資するため、情報通信に関する研究（ 人文学・社会科学分野 、技術
分野 及び両分野にわたる研究 ）を行う研究者が海外で⾧期間 、優れた研究活動を実施するた
めの経費の一部を援助 
【所属機関の⾧の推薦書を提出すること】

日本の大学等又 は研究機関に所属する研究の方 （ 博士の学位を取得（ 又 はこれに相
当する課程を修了 ）し、研究実績を有する、大学等の常勤の研究者 ）で、原則40歳以
下の方 。若手研究者の方の研究活動に対して援助

① 滞在費の
一部

(~us$80/
日)

 ② 往復海外
渡航費（エコ
ノミークラス）

3名程度

原則6か月~1年
以内

(2023/10~202
4/9までに派遣開

始)

https://www.taf.or.jp/gra

nt-b/

4/21 M23092 5月15日 5月31日 電子申請
公益財団法
人　電気通
信普及財団

国際交流人材育成援
助

情報社会の進展に伴 い、インターネット、スマートフォン等情報通信の利活用が拡大し、我が国と開
発途上国との様々な交流が促進されてる。これらを背景として行われる、開発途上国における情報
通信サービスの利活用 、情報通信分野の人材育成に貢献する我が国の大学や高等専門学 校の
活動プロジェクトを支援 
・新しい活動プロジェクトの取り組みを優先する

①情報通信分野における我が国と開発途上国との国際交流を促進する活動プロジェクト
②情報通信分野における国際交流を通じて、我が国の情報通信分野における人材育成を促
進する活動プロジェクト
【所属機関の代表者による申し込み】

~200万円/
件

不明

1~3年間
2024年度を初年
度として連続する3

年を限度とする

https://www.taf.or.jp/gra

nt-c/

4/21 M23093 5月15日 5月31日 電子申請
公益財団法
人　電気通
信普及財団

学術研究出版助成

学術研究出版助成の対象分野は以下のとおり。
①情報通信に関する法律、経済、社会、文化等の人文学･社会科学分野 
②情報通信に関する技術分野 
③情報通信に関する人文学･社会科学分野及び技術分野の両分野にわたる分野 
【申し込条件】
①　申込時に完成原稿もしくはそれに準じた原稿を提出すること 
② 出版社による出版承諾書*の提出 
③ 2024年9月末までに出版すること（申込時に申請した時期までとする）

【対象者】　日本の大学等及び研究機関に所属する研究者の方、もしくは大学院生（博士
課程[後期]）とします。助成の申込者は単著の場合は著者本人、共著の場合は代表者。
【対象の出版形態】　書籍の出版（単行本を想定） ① 紙媒体のみ ② 紙媒体と電子書
籍 ③ 電子書籍のみ 
※　所属機関⾧の推薦書の提出を要件とする

~200万円/
件

3-5件程
度

~2024年9月まで
に出版すること

https://www.taf.or.jp/gra

nt-c/04/
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2/2 M22459 5月16日 5月31日
郵送

(消印有効)

公益信託
仲谷鈴代記

念
栄養改善活

動
振興基金

栄養改善に関する研
究助成部門
2023年度

本公益信託は、栄養改善に携わる個人又は団体の研究を助成することにより我が国の栄養改善指
導に寄与し、もって国民の健康維持･増進に資することを目的とする。
 　助成対象となる研究テーマ:　栄養改善に関する研究

対象者:
・左記の研究を行う個人又は団体
・我が国の教育研究機関、医療機関及び福祉施設等に所属する個人又はその者を含む団
体
【推薦者＝所属機関⾧印　必要】

100万円以内/
件

3-4件程度
1年間

(助成給付後）

https://www.smtb.jp/-

/media/tb/personal/entr

ustment/public/example/

pdf/NakataniSuzuyoRese

arch_a.pdf

3/31 M23047 5月17日 5月31日
簡易書留郵

送
(必着)

発達科学研
究教育セン

ター

令和5年度
「発達科学研究教育

奨励賞」

本財団では「人間の発達に関する基礎的研究への助成」を主な事業とし、発達科学研究教育奨
励賞を設け、助成金を交付しています。

【助成の対象となる研究】
１）「幼少期の子どもの可能性を引き出し、心身の調和のとれた発達をはかる」をテーマとする特色
ある研究。
２）日本国内の研究機関に所属する研究者が一人で、または数人で共同して行う研究。
３）助成対象研究期間は原則 2023 年 9 月（受賞）～ 2024 年 11 月（最終論文提
出）。

【応募資格】
・日本国内の大学その他の研究機関に所属する若手研究者(2023年4月1日現在40歳以
下、准教授以下）
・グループでの研究の場合、全員が40歳以下、准教授以下。
(※応募には、所属する機関の代表者または指導教官の推薦が必要)
・既に他の機関より同一研究課題（テーマ）で研究助成を受けた方は応募できません。

~50万円/年
/件

10件前後
1年2か月

2023/9~2024/
11

https://coder.or.jp/

4/10 M23054 5月17日 5月31日
郵送

(必着)
カシオ科学振

興財団

第41回
（令和5年度)

研究助成
<特別テーマ＞

事前科学系・人文科学の有意義な研究、特に若手研究者による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う。
【対象とする研究分野】
＜電気・機械工学系＞電気工学、機械工学を中心とした１５分類に該当する幅広いテーマ（省略）
＜医学・生理学系＞健康維持・増進、パフォーマンス向上を目的とした電子工学と医学/生理学の学際的研究を中
心とした４分類(省略）
＜人文科学系＞人材育成、人間行動、ＩＣＴ教育の３分類に該当するテーマが対象 
　
①人材育成・人間行動の分野
　●分類:No.20/人材育成に関する研究－人材育成の方法・効果等に関する 理論的・実証的研究等－
  　            21/変革期における人間行動の研究－人間を中心とした情報・生産・環境等の 関わりについての研究
－
②ＩＣＴ教育　の分野 
　●分類No.22/ＩＣＴを活用した学習支援システム・学習コンテンツに関する研究
【募集する研究テーマ】
●特別テーマ　「SDGsの達成に向けた研究」
人類が直面している問題に関して国連の定める「持続可能な開発目標(SDGs)」のうち、いずれかの目標を達成する
ための課題解決に向けた研究を、上述の電気・機械工学系、医学・生理学系、人文科学系の２２分類に該当する
分野から募集する。

大学研究機関が推薦する研究グループの代表研究者または個人研究者で
職名については申請時点で、教授・准教授・講師・助教・助手・研究員に限定
※特任助教、特定講師などの職名も、常勤である研究者は対象となる
※６つの職名であっても非常勤講師など、常勤でない研究者は対象外。
※○○教員、○○研究教員等６つの職名に該当しない研究者は対象外

500万円/件 2件程度 原則1年間
https://casiozaidan.org/n

aiyou/entry/

4/10 M23055 5月17日 5月31日
郵送（当日

必着)
カシオ科学振

興財団

第41回
（令和5年度)

研究助成
<基本テーマ

1＞

事前科学系・人文科学の有意義な研究、特に若手研究者による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う。
【対象とする研究分野】
＜電気・機械工学系＞電気工学、機械工学を中心とした１５分類に該当する幅広いテーマ（省略）
＜医学・生理学系＞健康維持・増進、パフォーマンス向上を目的とした電子工学と医学/生理学の学際的研究を中
心とした４分類(省略）
＜人文科学系＞人材育成、人間行動、ＩＣＴ教育の３分類に該当するテーマが対象 
　
①人材育成・人間行動 の分野
　●分類:No.20/人材育成に関する研究－人材育成の方法・効果等に関する 理論的・実証的研究等－
  　            21/変革期における人間行動の研究－人間を中心とした情報・生産・環境等の 関わりについての研究
－
② ＩＣＴ教育 の分野
　●分類No.22/ＩＣＴを活用した学習支援システム・学習コンテンツに関する研究
【募集する研究テーマ】
●基本テーマ１:上記の電気・機械工学系、医学・生理学系、人文科学系の22分類に該当する分野から、助成金
額を100万円として募集.

大学研究機関が推薦する研究グループの代表研究者または個人研究者で
職名については申請時点で、教授・准教授・講師・助教・助手・研究員に限定
※特任助教、特定講師などの職名も、常勤である研究者は対象となる
※６つの職名であっても非常勤講師など、常勤でない研究者は対象外。
※○○教員、○○研究教員等６つの職名に該当しない研究者は対象外

100万円/件 39件程度 原則1年間
https://casiozaidan.org/n

aiyou/entry/

3/31 M23050 - 5月31日
郵送（当日

必着)
法政大学出
版局 編集部

第 10 回 法政大学
出版局学術図書刊行

助成論文

優れた学術的価値をもちながらいまだ公刊されていない専門的研究成果に対する刊行助成を行な
う。

対 象:人文・社会科学分野における優れた学術的研究成果、もしくは海外の古典的作品の翻訳
を対象とします。
※個人による未発表の書下ろし、翻訳、またはそれに準ずる論文とします。
※翻訳については文芸作品、および 20 世紀後半以降の著作の邦訳は対象外です

未刊行の論文であること ~100万円/件 2件程度 1年
https://www.h-

up.com/20230330josei

4/10 M23056 - 5月31日
Web申請
(17時（日
本時間）

野村財団

2023年度
社会科学研究助成
「女性が輝く社会の実
現」をテーマにした研究

助成

「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究プロジェクトに対する助成を行う。
English applications will be welcomed.  
https://www.nomurafoundation.or.jp/en/category/social
Nomura Foundation supports basic research in and encourages international and 
interdisciplinary approaches to the study of economics, law, politics, and other social science 
disciplines by providing grants.
The foundation provides grants for research projects on the theme of 'creating a society 
where women can shine'.
Eligibility: Individuals who hold full-time positions and are engaged in research in the social 
sciences, particularly law, political science, and economics. Or the group with a qualified 
principal investigator

わが国の大学等において常勤の職に就き、法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野
の研究に従事する個人、または当該資格を有する者を研究代表者とするグループであること。
共同研究者の資格は特に制限しない。
助成金の交付先は申請者の所属機関（グループの場合は研究代表者の所属機関）とな
る。

~500万円/
件

2件程度
2023年10月～
2024年9月に開
始する最⾧3年

https://www.nomurafoun

dation.or.jp/social/so_ko

ubo/wresearch.html
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4/10 M23057 - 5月31日
Web申請
(17時（日
本時間）

野村財団
2023年度助成下期
「国際交流助成」(研
究者の海外派遣）

法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野におけるわが国の研究者の海外派遣。
海外における調査、研究および国際会議・シンポジウム・学会・学術講演会等への出席・研究報
告・討議参加等に対する助成を行う。
English applications will be welcomed.  
https://www.nomurafoundation.or.jp/en/category/social

わが国の大学等において常勤の職に就き、法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野
の研究に従事する個人、または当該資格を有する者を研究代表者とするグループとします。共
同研究者の資格は特に制限しません。海外旅費・交通費が支出の50％を超えること。

100万円/年/
件

6-7件程
度

2023年10月～
2024年3月に開

始するもの

https://www.nomurafoun

dation.or.jp/social/so_ko

ubo/dispatch.html

4/10 M23058 - 5月31日
Web申請
(17時（日
本時間）

野村財団
2023年度助成下期
「国際交流助成」（研

究者の招聘）

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在住研究者の招聘。
わが国の研究者が招聘して行われる調査、共同研究および国際会議・シンポジウム・学会・学術講
演会等への出席・研究報告・討議参加等に対する助成
English applications will be welcomed.  
https://www.nomurafoundation.or.jp/en/category/social

わが国の大学等において常勤の職に就き、法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野
の研究に従事する個人、または当該資格を有する者を研究代表者とするグループとします。共
同研究者の資格は特に制限しません。海外旅費・交通費が支出の51％を超えること。

100万円/年/
件

3-4件程
度

2023年10月～
2024年3月に開

始するもの

https://www.nomurafoun

dation.or.jp/social/so_ko

ubo/invitation.html

4/10 M23059 - 5月31日
Web申請
(17時（日
本時間）

野村財団
2023年度助成下期

「講演会等助成」

法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野および「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に必要な費用に対する助成を行う。
English applications will be welcomed.  
https://www.nomurafoundation.or.jp/en/category/social

わが国の大学等において常勤の職に就き、法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野
の研究に従事する個人、または当該資格を有する者を研究代表者とするグループ

100万円/年/
件

6件程度
2023年10月～
2024年3月に開

始するもの

https://www.nomurafoun

dation.or.jp/social/so_ko

ubo/lecture.html

4/21 M23089 - 5月31日 電子申請
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

シンポジウム・セミナー等の開催援助について、下記の①、②に関するもので、新たな活動に取り組ま
れるなど開催経費の一部の援助を必要とするものを対象とする。
① 情報通信の研究、普及・発展に関して学術的に寄与する会議等（学術分野） 
② 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）

左記の①、②に関するもので、新たな活動に取り組まれるなど開催経費の一部の援助を必要
とするものを対象

~100万円/
件

5件程度

1年: 
2023/10~2024
/9 の間に開催する

もの

https://www.taf.or.jp/gra

nt-c/01/

4/21 M23090 - 5月31日 電子申請
公益財団法
人　電気通
信普及財団

特別講義開設援助
情報通信の普及 、発展に資するため、大学又は大学院において、情報通信に関する特別講義
（人文学・社会科学分野 、技術分野及び両分野にわたる講義 ）を新たに開設するための経費を
援助

日本の大学又は大学院の学部 、研究科等の組織を代表する職位の方 。これまでに本特別
講義開設援助を受けている学部 、研究科からの援助申込 について、ご遠慮いただくことがあり
ます。

~100万円/
件

4講義程
度

原則3年間
2024年度を初年
度として連続する3

年間

https://www.taf.or.jp/gra

nt-b/

4/10 M23065 - 6月9日
WEB申請
(~15:00)

トヨタ財団
2023年度

研究助成プログラム

 テーマ「つながりがデザインする未来の社会システム」において、人と人、人と自然、人とモノ・技術を始めとする様々
な関係性(つながり)に着目した課題に取り組み、新たな未来をデザインする意欲的な研究プロジェクトを募集します。
　混迷を極める困難な時代に立ち向かうために、本助成プログラムではこれまで以上に、社会に働きかけ、さまざまな変
革のうねりをつくり出そうとする研究プロジェクトを応援します。　評価においては、学際性、研究参画者の多様性、研
究成果の社会への還元や適用性などを重視します。ともすれば、学術界への貢献のみで満足しがちな従来の研究活
動を超えて、社会システムの変革を促すような強い姿勢で社会課題に向き合い、既存の価値に縛られない自由な発
想で、未来を描こうとする大胆で挑戦的な研究プロジェクトを募集します。
※　研究対象とする明確な社会課題を有し、社会システムの変革などに取り組もうとする具体的な計画があること。ま
た、研究成果を広く社会に向けて発信する意欲があること。　
※　研究活動における試行錯誤、また意図せぬ展開などを尊重します。ただし、研究のみで終わることなく、その成果
を広く社会で共有・実現するための具体的な方法まで視野に入れていることを求めます。とくに、政策提言やモデルの
構築、あるいはプラットフォーム/ネットワークの形成などによる社会還元を重視します。
 The theme for the Research Grant Program is " Interlinkages and Innovation for Future 
Societies".
For details, please visit the page: https://www.toyotafound.or.jp/english/research/2023/
 【趣旨説明会】　　オンライン /  Online Briefing Sessions (not compulsory, available only in 
Japanese)
第1回:4/13(木)16:00~17:00　
第2回:4/21(金)13:00~14:00　
第3回:5/  9(火)15:00~16:00

・代表者の年齢は 45 歳以下（助成開始時）
・代表者の主たる居住地は日本国内
・2名以上の共同研究プロジェクト
・国籍・経歴不問

～800万円
/2年/件

TTL:5,0
00 万円
6-8件程

度

2023/11/1~
2025/10/31

(2年間)

https://www.toyotafound

.or.jp/research/2023/

3/22 M23028 6月1日 6月15日
メール提出

(必着)
建設物価調

査会
2023年度研究助成

土木、建築等の建設工事に関する積算、工事費、資材価格、労務費等の価格情報及びその利活
用方策に関する研究
※その他、当財団の事業に関連する研究についても受け付けております。
◇研究例
①DX 時代に相応しい価格情報・積算手法のあり方に関する研究
②ライフサイクルコストを踏まえた価格情報のあり方に関する研究
③当会提供データについての新たな活用等に関する研究
④現行の積み上げ方式と異なる新たな積算方式・価格妥当性の評価等に関する研究
⑤積算・コスト管理分野における建設業の担い手確保、育成に関する研究

大学、高等専門学校及びこれらに付属する機関等の研究者又は民間企業の研
究者

~200万円/
年ｘ１～２

年/件
3件程度

1 or 2年
2023/9.1~202

4/9/30, 
2025/9/30

https://www.kensetu-

bukka.or.jp/
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3/2 M22471 ― 6月15日
郵送

(当日消印有
効)

日本生命財
団

2023年度
高齢社会助成

実践的課題研究助成

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う。
【実践的研究助成対象分野・テーマ】
●分野番号1:「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」
・ﾃｰﾏ番号:1.在宅サービス（医療、ケア、住宅等を含む）の推進/ 2.高齢者を支える介護・看護・医療連携システムの開
発、実践 / 3.ICT技術を活用した地域情報共有システムの開拓的な実践 / 4.在宅生活を推進するための住民や専門職の
連携・人材養成 /5.施設と家族・地域のつながり / 6.インクルーシブな地域社会の構築へ向けての実践 /7.家族介護者への
ケア体制確立に向けての実践 / 8/在宅ターミナルケアにおける専門職種によるチーム活動
●分野番号 2: 人生 100 年時代の「高齢者の生きがい・自己実現・就業支援」　(以下ﾃｰﾏは省略・HPをご確認ください）
●分野番号 3:「認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづくり」（本財団恒久分野）　(以下ﾃｰﾏは省略・HPをご確
認ください）
●分野番号 4:「孤独・孤立の解消に向けて人々のつながりを深めるまちづくり」　(以下ﾃｰﾏは省略・HPをご確認ください）
【重要】「実践的」とは、次の要件を全て満たしている研究で評価要件となるため、ご留意ください。
●研究者と実践家（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）が協働して
取り組むこと。
　 よって研究組織に研究者と実践家が共に参画していること。
●実践活動をベースに、サービス開発やシステム・制度設計の提案、提言、マニュアルの作成、試行のフォローアップに取り組むこ
と。
●研究手法が具体的に明示されていること。 実践のデータを収集し、仮説を策定し、質的・量的な分析を通じて仮説を検証
し、実践を通じて評価する実証研究の手法、 または、実践を考案し、それを試行、検証、修正を通じて理論化していくアクショ
ンリサーチの手法
●研究結果が提案性・提言性に富み、開発された手法や提案・提言が実行性に優れ、成果の対象フィールドへの還元や他
地域への波及が期待されること。
●文献調査等の予備研究が終了していること。

●助成対象者（代表研究者）
・研究者(注) または 実践家（研究者であり実践家である者を含む）
 （注）助手も対象者とします

●研究組織:複数名の研究組織で研究者と実践家の双方が参画

~400万円
(~200万円/

年
x

2年)

2件程度
2年間

(2023/10~)
http://nihonseimei-

zaidan.or.jp/index.html

3/2 M22472 ― 6月15日
郵送

(当日消印有
効)

日本生命財
団

2023年度
高齢社会助成

若手実践的課題研究
助成

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う。
【実践的研究助成対象分野・テーマ】
●分野番号1:「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」
・ﾃｰﾏ番号:1.在宅サービス（医療、ケア、住宅等を含む）の推進/ 2.高齢者を支える介護・看護・医療連携システムの開
発、実践 / 3.ICT技術を活用した地域情報共有システムの開拓的な実践 / 4.在宅生活を推進するための住民や専門職の
連携・人材養成 /5.施設と家族・地域のつながり / 6.インクルーシブな地域社会の構築へ向けての実践 /7.家族介護者への
ケア体制確立に向けての実践 / 8/在宅ターミナルケアにおける専門職種によるチーム活動
●分野番号 2: 人生 100 年時代の「高齢者の生きがい・自己実現・就業支援」　(以下ﾃｰﾏは省略・HPをご確認ください）
●分野番号 3:「認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづくり」（本財団恒久分野）　(以下ﾃｰﾏは省略・HPをご確
認ください）
●分野番号 4:「孤独・孤立の解消に向けて人々のつながりを深めるまちづくり」　(以下ﾃｰﾏは省略・HPをご確認ください）
【重要】「実践的」とは、次の要件を全て満たしている研究で評価要件となるため、ご留意ください。
●研究者と実践家（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）が協働して
取り組むこと。
　 よって研究組織に研究者と実践家が共に参画していること。
●実践活動をベースに、サービス開発やシステム・制度設計の提案、提言、マニュアルの作成、試行のフォローアップに取り組むこ
と。
●研究手法が具体的に明示されていること。 実践のデータを収集し、仮説を策定し、質的・量的な分析を通じて仮説を検証
し、実践を通じて評価する実証研究の手法、 または、実践を考案し、それを試行、検証、修正を通じて理論化していくアクショ
ンリサーチの手法
●研究結果が提案性・提言性に富み、開発された手法や提案・提言が実行性に優れ、成果の対象フィールドへの還元や他
地域への波及が期待されること。
●文献調査等の予備研究が終了していること。

１.助成対象者（代表研究者）
   実践的研究をしている45才未満の研究者(助手も対象者とする）　
  
   または 実践家（研究者であり実践家である者を含む）
2. 研究組織: 複数名の研究組織で研究者と実践家の双方が参画
　　共同研究者が研究者の場合は45才未満(2023年4月1日現在 
 
   45才未満(1978年4月2日以降生まれ）)とする。
　　共同研究者が実践家の場合は年齢を問わないこととする。

※代表研究者が研究者の場合、研究組織に必ず実践家が参画すること。
 代表研究者が実践家の場合、研究組織に必ず研究者が参画すること。

~100万円/件
5件程度

1年間
2023/10/1~
2024/9/30

http://nihonseimei-

zaidan.or.jp/index.html

4/21 M23085 ー 6月15日
メール申請

必着
マツダ財団

第39回(2023年度)
研究助成

青少年健全育成関係

「青少年の健全育成」に係る教育現場及び市民活動の活性化に役立つ汎用性の高い研究（基
礎的研究を含む）を対象とします。
＜助成対象研究分野＞
　　①ボランティア育成
　　②若者の居場所づくり 
　　③地域連帯・コミュニティづくり
　　④自然とのふれあい
　　⑤国際交流・協力
　　⑥科学体験･ものづくり
【募集期間:　4/15 ~　6/15】

・日本国内の大学、NPO等に所属して、青少年健全育成に関する研究に従事し、その研究
の成果が、次代を担う青少年の健全育成に貢献するところが大きいと思われる研究者または
研究グループとする。
・研究代表者（申請者）は、助成申請にあたり、所属機関の代表者（大学-学科⾧・学部
⾧等）の承諾を得ること。特に若手研究者（概ね３５歳以下）の応募を歓迎する。

~100万円/
件

4-5件

１年または２年
・１年助成 
2024/4/1～
2025/3/31
・２年助成 
2024/4/1～
2026/3/31

https://mzaidan.mazda.c

o.jp/index.html

4/21 M23095 6月9日 6月23日
ウェブ申請
12:00まで

ロッテ財団

第11回
(2024年度)

「研究者育成助成」
〈ロッテ重光学術賞〉

助成対象者に対し、5 年間の助成期間内でテニュア職に就くことを目標に、育成支援教員の下で
安定した研究環境を担保しつつ、研究及び生活
に必要な資金を⾧期にわたり助成する。
(1) 助成対象者へ生活費の支援を行い、生活基盤の安定を図りるもの。
(2) 助成対象者とその育成支援の役割を担う教員(以下、「育成支援教員」)をペアで助成し、助
成対象者に対する組織内での研究体制をサポートする。
(3) 助成対象者および育成支援教員に対し、最⾧ 5 年間の助成を行う。
(4) 助成終了後も、当助成研究課題における論文作成、掲載、発表等にかかる費用についての付
加的支援を行う。

●対象分野:奨励兼研究助成と同じ。

【抜粋】
・本年 4 月 1 日時点で原則 40 歳以下※の博士号取得者。国籍不問、但し本人が日本
語で申請書を記載できること。
※ 人文/社会科学系分野の申請については、対象年齢を原則 45 歳以下とする。
・助成開始後の受入研究機関は国内の大学・短期大学・高等専門学校および公的研究機
関のみ。
・ 助成期間中、受入研究機関での有期のポスト（称号）を付与された研究者として、最⾧ 
5年間にわたり助成研究を行えること。
・ 助成開始後、当財団助成金と受入研究機関・科研費等からの給与・研究奨励金等の二
重給与とならないこと。
　等

1,500万円/
年ｘ最⾧5年

1件 最⾧5年
https://www.lottefoundat

ion.jp/



配信日 ＮＯ 学内締切 財団締切 備考 財団名 事業名 研究テーマ 助成対象 助成金額 助成件数 助成期間 ホームページ

5/12 M23096 6月9日 6月23日
メール申請

必着

(一財)　医
療経済研究

機構

2023年度(第27回)
研究助成　

若手研究者育成研究
助成

医療経済及び医療・介護政策分野において医療経済研究の発展を目指すとともに、若手研究者
を中心に研究者層の裾野を広げるために研究助成を行う。
　【募集テーマ】
　　　①　医療保険及び介護保険に関する政策的研究
　　　②　診療報酬及び介護報酬に関する政策的研究（①を除く）
　　　③　費用便益分析・費用効用分析・費用効果分析等を用いた政策的研究
　　　④　医療・介護産業に関する政策的研究
　　　⑤　医療・介護の提供体制に関する政策的研究
※大規模データベース（NDB 等）のみならず、自ら一次データを収集して行う研究や公的統計
データを用いた研究も推奨する。
※評価する観点:政策的インプリケーションの大きい研究を重視するとともに、若手研究者が行う独
創的な研究についても支援する。
　具体的には次の観点:①政策との関連性、②研究の独創性・新規性、③研究方法の妥当性　
④倫理面への配慮、⑤研究実施上の問題点

応募対象者は、上記の分野に関する科学的実証的研究を志向する個人又はグループとし、
かつ、主たる研究者が 2023年4月1日現在で、下記の(1)、(2)のいずれかに該当する方の
みとする。
(1) 大学院生(修士課程,博士課程在籍者、専門職学位課程在籍者)
(2) 40歳以下で、国内研究機関に常勤で勤務する研究者
※研究計画書の内容によっては、利益相反（COI）に関する申告書の提出を求められる場
合がある。
※対象とならない研究:複数年に亘る研究計画全体の一部のみを対象
とする研究計画
※共同研究者グループの場合は、共同研究同意書の提出が必要。

50~100万
円/件

8件程度
1年間

2023/10~
2024/9

https://www.ihep.jp/

4/10 M23062 - 6月26日
電子申請

(郵送不可)
JFE21世紀

財団
2023 年度

アジア歴史研究助成

●対象研究:「21 世紀アジアと共存共栄するための、日本の産業と文化の Vision 構築に資する
 アジア歴史研究」

アジアの各地域はいずれもきわめて複雑な歴史をたどってきた。その結果として今日の政治、経済、社
会、文化状況がある。本研究助成は、歴史的経緯を踏まえながら現況を直視し、未来を考える研
究を対象とする。また、アジア各地域と日本の関係についての歴史と記憶の研究も含む。
　なお、研究対象地域は下記の範囲とする。
　北・東アジア(日本、朝鮮半島、中国、モンゴル、ロシアの一部)、東南アジア、インド亜大陸～西ア
ジア(中近東)、中央アジア～カフカス地域

日本の国公私立大学または公的研究機関に勤務(常勤)する研究者であって国籍は問わな
い。
なおグループでの研究の場合、代表研究者以外の共同研究者は 3 名以内で、大学院生お
よび外国の大学、日本の他の大学や公的研究機関に所属する研究者も可とする。

150万円/件 12件

原則1年間 
(2024年1月
研究開始、

同年12月終了)

http://www.jfe-21st-

cf.or.jp/furtherance/sinse

i_a_dl.html

5/12 M23127 6月16日 6月30日
郵送

郵便局消印
有効

レントオール
奨学財団

令和5年度研究助成

建設又は建設機械の関連分野（土木、建築、環境、都市、地域、機械、資材、デザイン、居住
環境、森林等)の優れた学術研究に助成する。
【助成対象分野・抜粋】
（１）土木・建築分野: 
　　　　　　・工学、構造工学、地盤工学、水理学、交通工学・都市地域計画、森林学等に関わる
研究等
　　　　　　・建築構造・資材、建築環境・設備、都市計画・建築計画、デザイン等に関わる研究等

 （２）機械・電気分野:建設関連機械の機能向上に関わる研究等（センシング技術、ＡＩ、Ｉ
ｏＴ、機械制御、その他）

  （３）建設、施工に関わる環境分野:環境調査・モニタリング技術、環境保全・改善技術に関わ
る研究等

個人（学生・社会人）またはグループは問いません。
（１）関西の大学、研究機関に所属する方
（２）関西に住所を有する方
（３）当財団が特に必要と認める大学、研究機関に所属する方
※所属機関⾧の承諾書　提出要

～100万円/
件

1件 原則として単年度
http://www.rentall-

zaidan.jp/index.htm

3/22 M23031 6月15日 6月30日
メール提出

(必着)

日本建設情
報総合セン

ター
令和5年度研究助成

建設分野における情報・システムを活用した調査研究を助成の対象とし、以下の対象課題に関する調査研究を広く
募集します。
特に、JACIC では「JACIC ‘i-Con’ チャレンジ戦略」１）において、新たな情報通信技術を取り込んだ新現場力
２）の構築に向けた取り組みを進めており、インフラ分野の DX への対応、新現場力の構築、建設生産性の向上に
資する調査研究の応募を期待します。
１．指定課題
① 建設情報の標準化に関する調査研究
② ３次元モデルや３次元データの活用による建設生産性向上、維持管理の効率化・高度化に関する研究
③ 建設分野におけるデータベース、データプラットホームの活用に関する調査研究
④ ICT等に関する技術（AI、5G/IoT、XR（VR、AR、MR、SR）、センシング技術、画像処理技術等）の建設
分野
における活用に関する調査研究
⑤ 建設分野の各プロセス（測量、調査、設計、施工、維持管理、防災対応等）及び建設現場での危機管理時
の
業務継続におけるICT活用に関する研究
⑥ 建設分野の情報技術者の育成に関する調査研究
⑦ 市民学習（インフラ整備・管理や防災等）への活用に関する調査研究
２．自由課題（上記①～⑦以外で、当財団の業務３）に関連する課題）

・左記の研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民間（各種団体が運営する委員
会等も含む）等の研究者
・申し込み件数は 1 人あたり 1 件（共同研究の場合も同様）

※・2ヵ年の研究　　　:　助成額 600万円以内　　1件以内
　・1ヵ年の研究　　　:　助成額 300万円以内　　3件程度
　・1ヵ年の研究　　　:　助成額 100万円以内　　3件程度
　・若手の1ヵ年の研究:　助成額 100万円以内　　3件程度（令和6年4月1日時点で満
35歳以下）

①2年:~600
万円/件

②1年:~300
万円/件

③1年:～
100万円/件
④若手1年:
~100万円/件

合計8件程
度

1もしくは2年
2023/9/1/~2024

/11/30, 
2025/11/30

https://www.jacic.or.jp/j

acic-hp/index.html



配信日 ＮＯ 学内締切 財団締切 備考 財団名 事業名 研究テーマ 助成対象 助成金額 助成件数 助成期間 ホームページ

3/31 M23041 6月15日 6月30日
メール提出

(必着)
日本証券奨

学財団
2023年度研究調査

助成

・学術の研究に従事している者に対し、その研究調査を奨励し、学術の振興を図り、もって社会の発
展と福祉に寄与することを目的として給付する
【助成対象:　社会科学の各分野】
・申請の条件:　原則として本年10月～翌年9月の研究調査に係る事案とする。なお、多年度に
及ぶ場合には、1年経過毎に研究調査経過報告書の提出を条件とする

・助成対象者（代表研究者）は、日本の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）以下の研究者とする
・なお、グループ研究の場合、代表研究者以外の共同研究者は大学又は研究機関等（日
本に限らない）に在籍する55歳（本年4月1日現在）以下の研究者とする
・また、大学院博士課程（博士後期課程）に在籍する者を共同研究者に加えることができる

~100万円/
件

7~8件程
度

則1年
2023/10~2024

/9

https://jssf.or.jp/index.ht

ml

3/31 M23042 6月15日 6月30日
メール提出

(必着)
日本証券奨

学財団
2023年度研究出版

助成

・学術の研究に従事している者に対し、その研究調査成果の公表等に係る出版費用の助成を行
い、学術の振興を図り、もって社会の発展と福祉に寄与することを目的として給付する
【助成対象:　社会科学の各分野】

申請の条件
・　申請時に完成原稿を提出すること
・　当年度の3月までに出版すること

・助成対象者（代表研究者）は、日本の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）以下の研究者とする
・なお、共著の場合、代表研究者以外の共同研究者は大学又は研究機関等（日本に限ら
ない）に在籍する55歳（本年4月1日現在）以下の研究者とする
・また、大学院博士課程（博士後期課程）に在籍する者を共同研究者に加えることができる

50~100万
円/件

5~9件程
度

2024年3月までに
出版する事

https://jssf.or.jp/index.ht

ml

4/10 M23063 6月15日 6月30日
Web申請

（17:00迄)
住友財団

2023年度 
環境研究助成
【一般研究】

【一般研究】　●環境に関する研究 
　分野は問いません、環境問題の解決のためには、多面的アプローチによる分析と様々な対応策の
構築が必要と考え、 そのためのいろいろな観点（人文科学･社会科学･自然科学）からの研究に
対する支援を行うものです。　東日本大震災関連の研究や放射能汚染などの原発事故にかかわる
研究も歓迎します。
【例】
・自然科学分野:大気圏、水圏、地圏、生物圏等の環境に関する研究,　省エネ・省資源、廃棄
物処理等対策技術の研究
・人文・社会科学分野:環境問題の分析・評価、環境計画、　環境問題に関する政策的研究
　その他環境に関する総合的研究
　 The Sumitomo Foundation offers the grant program to promote the resolution 
or improvement of any environmental issue, one of humankind's most critical 
issues on the earth by the following terms and conditions.
 <General Research > Any research project, mainly in the social sciences, 
humanities, or natural science related to environmental issues. 
  -> Please refer following URL for the details.  
http://www.sumitomo.or.jp/e/other.htm

研究者個人または研究グループ
①　国籍に関係なく、日本の大学等の研究機関に所属し、申請に関する所属機関の⾧ 
（大学の場合は学科⾧・学部⾧・病院⾧等）の承諾がとれるのであれば応募可能。
②　上記①以外であっても、日本国籍を持つ者または日本に永住を許可されている外国人
は、応募可能。 尚、海外の大学等の研究機関に所属している者は申請に関する所属機関
の⾧の承諾が必要
※　①、②とも申請書は、日本語または英語の記入を可とするが、英語の場合は申請書の１
ページ目の研究テーマは日本語を併記、研究機関に所属している場合は、所属先の日本語
で連絡または照会できる連絡担当者を、研究機関に所属していない場合は、日本語で連絡
または照会できる連絡担当者（本件に対応可能な方であること）を指定して記入すること。
**In case of English application , its research subject should be written in 
Japanese as well as in English.

～500万円/
件

40件程度
原則1年

2023/11~2024
/11

http://www.sumitomo.or.

jp/html/kankyo/kankyou.

htm

4/10 M23064 6月15日 6月30日
Web申請

（17:00迄)
住友財団

2023年度 
環境研究助成
【課題研究】

【課題研究】 2023年度募集課題:「激動の時代におけ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」
 ＜募集要項抜粋＞　環境問題にも、これまでとは異なった視点からのアプローチが求められている。たとえば、リユー
ス・シェアといった行動も感染防御の観点から再考が求められ、これまでにない大量プラスチック廃棄物が生じている。ま
た、パンデミックとデジタル化は就労パターンを大きく変え、リモートワークの増加で移動に関わるエネルギーや大気汚染
が減少するかもしれないが、ビッグデータの保存やスーパーコンピューターによる大量電力消費など新たな問題が生じて
きている。一方で、地球温暖化、地球規模の大気・海洋汚染、マイクロプラスチック・有害化学物質等による環境劣
化、水・食料・エネルギー不足等々問題は深刻化かつ重層化しており、生物多様性の保全、カーボンニュートラル実
現に向けた再生資源・エネルギーの利用や持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成、災害に強い安全・安心な社
会の実現などの課題も山積である。
　このような激動の時代における環境問題の構造を新しい眼で理解し、その解決を目指す独創的な学際研究を募集
する。
地球規模あるいは国外の特定地域の課題の場合は国際共同研究や、自然科学的アプローチだけではなく、人間行
動や社会経済システム変化を探求する人文社会科学的アプローチまたは双方に跨る学際研究を歓迎する。
<Research subject for this fiscal year>
 Interdisciplinary research and/or international collaborative research to address the environmental 
problems under the challenging situation. 
   The Grant Program calls for creative and interdiciplinary research proposals which seek for the 
solution of environmental problems under the challenging sitaution based on the understanding of 
their structures from different perspectives.  Check more details from URL: 
http://www.sumitomo.or.jp/e/other.htm

応募資格
研究者個人または研究グループ
①　国籍に関係なく、日本の大学等の研究機関に所属し、申請に関する所属機関の⾧ 
（大学の場合は学科⾧・学部⾧・病院⾧等）の承諾がとれるのであれば応募可能。
②　上記①以外であっても、日本国籍を持つ者または日本に永住を許可されている外国人
は、応募可能。 尚、海外の大学等の研究機関に所属している者は申請に関する所属機関
の⾧の承諾が必要
※　①、②とも申請書は、日本語または英語の記入を可とするが、英語の場合は申請書の１
ページ目の研究テーマは日本語を併記、研究機関に所属している場合は、所属先の日本語
で連絡または照会できる連絡担当者を、研究機関に所属していない場合は、日本語で連絡
または照会できる連絡担当者（本件に対応可能な方であること）を指定して記入すること。
**In case of English application , its research subject should be written in 
Japanese as well as in English.

～1,000万円
/件

3件程度
原則2年

2023/11~2025
/11

http://www.sumitomo.or.

jp/html/kankyo/kankyou.

htm

4/10 M23068 6月15日 6月30日 郵送(必着)

吉田学記念
文化財科学
研究助成基

金

2023年度
研究助成

若手研究者の文化財科学に関する研究を助成する。
【研究テーマ】　 文化財科学に関する研究、特に、自然科学的手法を援用した考古学研究、考古
学研究に資する文化財科学研究が望ましい。

応募条件
① 若手研究者（大学院生を含む）の個人研究であること。
② 研究計画が独創的かつ優れたものであること。
③ 原則として年齢満４５歳以下の研究者を主担当とする研究のこと
④ 応募できる件数は 1 件とする。
⑤ 申請者、及び申請課題について知悉している者からの推薦が受けられること

20~50万円/
件

1~3件
約2年間

2025年3月末まで
に使用の事

https://www.smtb.jp/per

sonal/entrustment/public

/example/list

4/21 M23087 6月15日 6月30日
ウェブ申請
24:00まで

キヤノン財団

2023年研究助成
「善き未来をひらく科学
技術　～未来に向けた
社会課題の解決を目

指して～」

予見される社会課題を解決するための各心的な基礎技術研究を助成する。
・助成対象の研究分野:広範な自然科学の分野からのテーマ、また人文科学・社会科学を取り入
れた自然科学のテーマ。
分野融合的な提案、今までにない分野を超えた新しい学術領域を作るような提案も歓迎。
【　応募期間　】　5/10 10:00 ~ 6/30 24:00

国内の大学および大学院(付属機関を含む）や公的研究機関等のいずれかに勤務し、当該
機関で実質的に研究できる方。助成期間中に日本国内に居住している方が対象。
国籍は問わない。
【推薦者「所属機関上⾧の押印要】

3,000万円
/3年/件

3件程度 原則3年間
https://jp.foundatio

n.canon/



配信日 ＮＯ 学内締切 財団締切 備考 財団名 事業名 研究テーマ 助成対象 助成金額 助成件数 助成期間 ホームページ

4/21 M23088 6月15日 6月30日
ウェブ申請
24:00まで

キヤノン財団

2023年研究助成
「新産業を生む科学技

術
～産業のイノベーション

に向けて～」

世の中でまだ知られていない新しい産業の創出につながる革新的な科学技術研究を助成する。
・助成対象の研究分野:広範な科学技術を対象。　分野横断的な提案、今までにない新しい学
術領域を作量な提案も歓迎。

国内の大学および大学院(付属機関を含む）や公的研究機関等のいずれかに勤務し、当該
機関で実質的に研究できる方。助成期間中に日本国内に居住している方が対象。
国籍は問わない。
【推薦者「所属機関上⾧の押印要】

2,000万円
/3年/件

10件程度 原則3年間
https://jp.foundatio

n.canon/

5/12 M23123 6月15日 6月30日
ウェブ申請

23:59受信
迄

ファイザーヘル
スリサーチ振

興財団

第32回(2023年度)
国際共同研究助成

「国内におけるヘルスリサーチ領域の問題解決型の共同研究であること。下記の6つの重点分野以外でも、受け手
の観点から最適な保健医療・福祉のシステムに資する研究であれば対象とする。
① 制度・政策に関する研究 (例:医療・介護サービス関連、社会保障、薬価・薬事、人口減少社会における保健
医療福祉、法制度など)
② 医療経済に関する研究(例:Pharmaco Economics、 医業経営、医療の「効果」測定のあり方、等）
③ 保健医療の評価に関する研究(例:VBM(value based medicine)適用、医療ビッグデータ利活用、文化・制
度の違いによる疾患治療の相違の国際比較、 保健医療のOutcome、医療福祉経営における品質管理手法の研
究、など）
④ 保健医療サービスに関する研究(例:患者・家族・支援者の精神的ケア、保健医療サービスにおけるヘルスプロ
モーション等、在宅医療を含む
　　医療施設の機能評価、情報化社会の保健医療に及ぼす影響、患者の受診行動とヘルスコミュニケーション、保
健医療における危機管理、
　　災害時における危機管理と被災者および医療者の精神的ケア、国際協力、高齢者など社会的弱者に優しい街
づくり、
　　新興・再興感染症等の管理のあり方に関する研究、など）
⑤ 保健医療資源の開発に関する研究(例:医学教育を含むヘルスマンパワー、我が国の医学教育・医学研究(統計
リテラシー、AIリテラシー等)、イノベーションに関する諸問題、新薬開発のグローバリゼーションと薬事政策に関する国
際比較、医療と知的財産権に関する研究、など。
⑥ 医療哲学・医療倫理に関する研究(例:地球環境に関連したヘルスリサーチ、尊厳死・死生観に関する諸問題、
医療倫理・生命倫理、
　　超監視社会とパンデミック対応、個人情報と社会インフラ、国際機関の政治倫理、格差拡大と医の倫理に関する
研究、など）
・厚生労働科学研究費補助金が交付されている同一内容の研究課題に対しては、研究助成の対象としない。
・生物医学的研究は、助成対象としない

1. .研究:共同研究者１名以上(うち、海外施設所属の共同研究者を１名以上含める）
の参画要（同意書を取得すること）
2. 応募者:保健・医療・福祉及びその関連領域において研究を志向する国内在住者　(除
民間企業所属者）
3. 共同研究:応募者と同一の所属部・科の研究者のみの構成は不可。
4. 推薦者:推薦者は、応募者の所属⾧とする。共同研究者や、共同研究者の所属⾧は不
可。

※　原則として、助成決定後の費目変更は、不可

~300万円/
件

8件程度
1年間

2023/12/1~
2024/11/30

https://www.health-

research.or.jp/index.html

5/12 M23124 6月15日 6月30日
ウェブ申請

23:59受信
迄

ファイザーヘル
スリサーチ振

興財団

第32回(2023年度)
国内共同研究助成 

(年齢制限無)

「国内におけるヘルスリサーチ領域の問題解決型の共同研究であること。下記の6つの重点分野以外でも、受け手
の観点から最適な保健医療・福祉のシステムに資する研究であれば対象とする。
① 制度・政策に関する研究 (例:医療・介護サービス関連、社会保障、薬価・薬事、人口減少社会における保健
医療福祉、法制度など)
② 医療経済に関する研究(例:Pharmaco Economics、 医業経営、医療の「効果」測定のあり方、等）
③ 保健医療の評価に関する研究(例:VBM(value based medicine)適用、医療ビッグデータ利活用、文化・制
度の違いによる疾患治療の相違の国際比較、 保健医療のOutcome、医療福祉経営における品質管理手法の研
究、など）
④ 保健医療サービスに関する研究(例:患者・家族・支援者の精神的ケア、保健医療サービスにおけるヘルスプロ
モーション等、在宅医療を含む
　　医療施設の機能評価、情報化社会の保健医療に及ぼす影響、患者の受診行動とヘルスコミュニケーション、保
健医療における危機管理、
　　災害時における危機管理と被災者および医療者の精神的ケア、国際協力、高齢者など社会的弱者に優しい街
づくり、
　　新興・再興感染症等の管理のあり方に関する研究、など）
⑤ 保健医療資源の開発に関する研究(例:医学教育を含むヘルスマンパワー、我が国の医学教育・医学研究(統計
リテラシー、AIリテラシー等)、イノベーションに関する諸問題、新薬開発のグローバリゼーションと薬事政策に関する国
際比較、医療と知的財産権に関する研究、など。
⑥ 医療哲学・医療倫理に関する研究(例:地球環境に関連したヘルスリサーチ、尊厳死・死生観に関する諸問題、
医療倫理・生命倫理、
　　超監視社会とパンデミック対応、個人情報と社会インフラ、国際機関の政治倫理、格差拡大と医の倫理に関する
研究、など）
・厚生労働科学研究費補助金が交付されている同一内容の研究課題に対しては、研究助成の対象としない。
・生物医学的研究は、助成対象としない

1. .研究:共同研究者１名以上の参画要（同意書を取得すること）
2. 応募者:保健・医療・福祉及びその関連領域において研究を志向する国内在住者　(除
民間企業所属者）
3. 共同研究:応募者と同一の所属部・科の研究者のみの構成は不可。
4. 推薦者:推薦者は、応募者の所属⾧とする。共同研究者や、共同研究者の所属⾧は不
可。

※　原則として、助成決定後の費目変更は、不可

~130万円/
件

14件程度
1年間
2023/12/1~
2024/11/30

https://www.health-

research.or.jp/index.html

5/12 M23125 6月15日 6月30日
ウェブ申請

23:59受信
迄

ファイザーヘル
スリサーチ振

興財団

第32回(2023年度)
国内共同研究助成 

(満39歳以下)

「国内におけるヘルスリサーチ領域の問題解決型の共同研究であること。下記の6つの重点分野以外でも、受け手
の観点から最適な保健医療・福祉のシステムに資する研究であれば対象とする。
① 制度・政策に関する研究 (例:医療・介護サービス関連、社会保障、薬価・薬事、人口減少社会における保健
医療福祉、法制度など)
② 医療経済に関する研究(例:Pharmaco Economics、 医業経営、医療の「効果」測定のあり方、等）
③ 保健医療の評価に関する研究(例:VBM(value based medicine)適用、医療ビッグデータ利活用、文化・制
度の違いによる疾患治療の相違の国際比較、 保健医療のOutcome、医療福祉経営における品質管理手法の研
究、など）
④ 保健医療サービスに関する研究(例:患者・家族・支援者の精神的ケア、保健医療サービスにおけるヘルスプロ
モーション等、在宅医療を含む
　　医療施設の機能評価、情報化社会の保健医療に及ぼす影響、患者の受診行動とヘルスコミュニケーション、保
健医療における危機管理、
　　災害時における危機管理と被災者および医療者の精神的ケア、国際協力、高齢者など社会的弱者に優しい街
づくり、
　　新興・再興感染症等の管理のあり方に関する研究、など）
⑤ 保健医療資源の開発に関する研究(例:医学教育を含むヘルスマンパワー、我が国の医学教育・医学研究(統計
リテラシー、AIリテラシー等)、イノベーションに関する諸問題、新薬開発のグローバリゼーションと薬事政策に関する国
際比較、医療と知的財産権に関する研究、など。
⑥ 医療哲学・医療倫理に関する研究(例:地球環境に関連したヘルスリサーチ、尊厳死・死生観に関する諸問題、
医療倫理・生命倫理、
　　超監視社会とパンデミック対応、個人情報と社会インフラ、国際機関の政治倫理、格差拡大と医の倫理に関する
研究、など）
・厚生労働科学研究費補助金が交付されている同一内容の研究課題に対しては、研究助成の対象としない。
・生物医学的研究は、助成対象としない

1. .研究:共同研究者１名以上の参画要（同意書を取得すること）
2. 応募者:保健・医療・福祉及びその関連領域において研究を志向する国内在住者　(除
民間企業所属者)で1983/4/2以降に生まれた方
3. 共同研究:応募者と同一の所属部・科の研究者のみの構成は不可。
　又すべての共同研究者が1983/4/2以降に生まれた方であること
4. 推薦者:推薦者は、応募者の所属⾧とする。共同研究者や、共同研究者の所属⾧は不
可。

※　原則として、助成決定後の費目変更は、不可

~100万円/
件

14件程度
1年間
2023/12/1~
2024/11/30

https://www.health-

research.or.jp/index.html



配信日 ＮＯ 学内締切 財団締切 備考 財団名 事業名 研究テーマ 助成対象 助成金額 助成件数 助成期間 ホームページ

5/12 M23126 6月15日 6月30日

郵送のみ
(簡易書留郵

便)
消印有効

日本内部監
査研究所

2023年度研究助成

内部監査及び関連諸分野に関する調査研究を行っている研究者に対し、その研究を奨励し、もって
内部監査の理論及び実務の研究を推進する。
対象課題:内部監査及び関連諸分野に関する調査研究
(受給が決定した場合には所属機関が助成金の管理を行うことが、応募時に確認されていることを条
件とする)

日本国内の教育機関において、会計学、商学、経営学、経済学、法学、情報学等の調査
研究に従事している個人で、申請時点で常勤の准教授、助教等（特任教員を含む）

~50万円/件 不明
2年半以内
初年度:

10月開始
https://jiarf.org/wp/

3/22 M23029 - 6月30日
郵送（当日

必着)
三井住友海
上福祉財団

2023年度研究助成
【交通安全等分野】

交通事故又は各種災害の防止（交通環境、自動車工学、被害軽減、安全教育、被害者に対する医療など）に
関する研究。
　　選考基準としては以下該当する事。
（1）当財団による助成の必要性:研究が萌芽的、学際的であるため、あるいは研究者が若手で研究分野が確立
過程にあって実績に乏しい等の理由により、公的助成や他からの援助が得にくく、当財団が助成することの意義が大き
いこと。
（2）独創性、社会的意義、実用性:テーマの設定や研究方法に独創性があること。先見性と洞察力をもって現
状・対策を分析し、より良い交通社会を目指すために社会的意義や実用性が大きいこと。
＜テーマ例＞　　自動運転に伴う道路管理技術や交通管理技術、事故多発地点、標識、信号、交差点、バリアフ
リー、運転、追突防止、逆走防止、用具（シートベルト、チャイルドシート等）、自転車、次世代モビリティ、人間工
学、身体損傷、救急医療、睡眠呼吸障害、救急体制、交通安全対策、意識調査、安全教育、効果測定、歩行
者、高齢者、子供、コミュニテイ道路など

個人研究、グループ研究のいずれも可。特に若手の研究者の応募を期待する。営利企業関
係者、海外所在の研究機関に所属する研究者が代表者となる研究、実質的に完了している
研究は対象外とする。　また同一研究室・講座等からの応募は1件のみ受け付ける。

※提出書類等:
「三井住友海上福祉財団研究助成申請書」7部（正1部、写6部）及びそのPDFファイルを
格納したCDまたはDVDを2023年6月末日必着でご送付ください。なお、「研究計画の概要」
は原則1ページ（最大でも2ページ）にまとめてください。

~200万円/件
5~8件程

度
1年

https://www.ms-

ins.com/welfare/

3/22 M23030 - 6月30日
郵送（当日

必着)
三井住友海
上福祉財団

2023年度研究助成
【高齢者福祉分野】

高齢者の福祉（医療，介護，予防、心理、環境など）に関する研究。
（1）当財団による助成の必要性:研究が萌芽的、学際的であるため、あるいは研究者が若手で研究分野が確立
過程にあって実績に乏しい等の理由により、公的助成や他からの援助が得にくく、当財団が助成することの意義が大き
いこと。
（2）独創性、社会的意義、実用性:テーマの設定や研究方法に独創性があること。先見性と洞察力をもって現
状・対策を分析し、より良い高齢社会を目指すために社会的意義や実用性が大きいこと。
＜テーマ例＞
高齢者、老年病、老年医学、加齢現象、認知症、認知機能、咀嚼・嚥下機能、骨粗鬆症等の骨関節疾患、高
齢者の動脈硬化・動脈硬化性疾患、高齢者の感染症、フレイル・サルコペニア、在宅医療、リハビリテーション、生活
障害、看護、介護、訪問看護、健康増進、心理、生きがい、転倒予防、福祉機器、バリアフリー、社会福祉士、施
設・町づくりなど

個人研究、グループ研究のいずれも可。特に若手の研究者の応募を期待する。　営利企業
関係者、海外所在の研究機関に所属する研究者が代表者となる研究、実質的に完了して
いる研究は対象外とする。　また同一研究室・講座等からの応募は1件のみ受け付ける。

※提出書類等:
「三井住友海上福祉財団研究助成申請書」7部（正1部、写6部）及びそのPDFファイルを
格納したCDまたはDVDを2023年6月末日必着でご送付ください。なお、「研究計画の概要」
は原則1ページ（最大でも2ページ）にまとめてください。

~200万円/件
5~8件程

度
1年

https://www.ms-

ins.com/welfare/

4/10 M23053 - 6月30日
メール提出

(必着)
河川情報セ

ンター
令和5年度
研究助成

① 水災害に係る水理・水文（洪水予測・洪水氾濫を含む）
　（水文観測技術（レーダ活用、流量観測高度化など）、洪水予測、浸水域把握技術、氾濫
流解析など）
② 水害リスク情報（水害リスク情報の把握、分析、活用など）
③ 河川情報の提供（処理・加工・配信技術など）
④ 水災害情報の収集・共有（浸水状況把握、被害状況把握、同時多発被害対応、災害情報
データベース、災害 SNS など）
⑤ 水災害軽減に向けた土地関係情報・地理空間情報との連携
⑥ 地域防災力向上（洪水避難誘導支援、広域避難、情報リテラシー、地域防災教育など）
⑦ 災害危機管理（発災前、発災中、発災後の全フェーズを含む）
※流域治水、デジタルトランスフォーメーション（DX）など、今日的なニーズに対応する研究提案を
期待します。

・ 日本国内の大学、高等専門学校及びこれらに附属する機関の研究者
・ 国、地方公共団体、独立行政法人等及びこれらに附属する機関の研究者
・ 民間企業の研究者
とします。ただし、学生は博士後期課程に在籍する者に限って、共同研究者になることができま
す。

申込は研究者１人あたり１件のみとする。（共同研究の共同研究者を除く）

100~300万
円/件

(200万円
標準)

7~8件程
度

原則1年
2023/10~2024

/9
http://www.river.or.jp/

4/10 M23060 - 6月30日
郵送(当日消

印有効)
野村財団

新
2024年度

社会科学研究助成
「金融・資本市場のフ
ロンティアを拓く研究助

成」

研究テーマ:金融・資本市場の未来を見据えた研究内容
（例:金融リテラシー、サステナブルファイナンス、カーボンニュートラル、デジタル通貨、暗号資産、非
財務情報開示、サイバーセキュリティ）

【 助成対象】
国内外の金融・資本市場に関する理論的研究、データ分析に基づく実証的研究、幅広い学問分
野にまたがる学際的研究、海外の研究者も加えた国際的研究など、金融・資本市場の発展に資す
る画期的、意欲的な研究プロジェクトに対する助成を行う。
English applications will be welcomed.  
https://www.nomurafoundation.or.jp/en/category/social

わが国の大学等において常勤の職に就く個人、または当該資格を有する者を研究代表者とす
るグループとします。共同研究者の資格は特に制限しません。
助成金の交付先は申請者の所属機関（グループの場合は研究代表者の所属機関）となり
ます

1,000万円/
最大3年/件

未定

2024年4月1日～
2025年3月31日
を初年度として最

⾧3年まで

https://www.nomurafoun

dation.or.jp/social/so_ko

ubo/frontier_capital.html

4/10 M23061 - 6月30日
WEB申請
(17:00)必

着

野村マネジメ
ント・スクール

2023 年度 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。海外出張を含む調査・研究は助成の対象となりますが、海外在住の研究者をわ
が国に招聘するプロジェクトは対象としておりません。

わが国の大学等において常勤の職に就き、経営者教育、経営学、ファイナンス、ＩＴマネジメ
ントを中心とする分野の研究に従事する個人、または当該資格を有する者を研究代表者とす
るグループ。共同研究者の資格は特に制限しません。

上限100万円
/件

10件
 2023年4月～

2024年3月に開
始し、最⾧2年

https://www.nsam.or.jp/
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4/10 M23069 ー 6月30日 郵送必着
太陽生命厚

生財団

調査研究助成
＜高齢者保健・医

療、生活習慣病または
高齢者福祉に関する
調査研究への助成＞

社会福祉法人または民間機関等が実施する高齢者保健・医療、生活習慣病に関する研究または
高齢者福祉に関する調査または研究に必要な費用に対し助成する。

非営利の民間団体等及び個人

30-50万円/
件

TTL 300万
円

6-10件
2024年12月末日
までに完了するもの

http://www.taiyolife-

zaidan.or.jp/

5/12 M23132 6月23日 7月7日
WEB申請＋
書面送付(消

印有効)

コーセーコスメ
トロジー研究

財団

2023年度コスメトロ
ジー研究助成

助成課題:コスメトロジー又は関連する諸分野の基礎研究や応用研究(萌芽的研究を含む)で、
以下の3分野のいずれかに該当すること。
　第１分野　素材、物性に関する分野
　第２分野　生体作用、安全性に関する分野 
　第３分野　精神、文化に関する分野
※第３分野は幅広い分野からの応募に期待しています。  感性工学、生理心理学、医療・看護・
福祉関連分野、社会学、比較文化学、芸術論、マーケティング論 など

応募資格:（抜粋)
1.日本国内の教育研究機関に所属する研究者、所属機関⾧推薦要。

 
50,100,200 
万円のいずれ

か

約30件
課題3は5
件(2022
年度）

1又は2年
2023/12~

2025/3 
もしくは

2026/3

https://www.kose-

cosmetology.or.jp/index.h

tml

5/12 M23133 7月15日 7月31日

郵送のみ
17時必着

(書留・宅配
便推奨)

ユニベール財
団

2023年度研究助成

基本テーマ「すべての人が希望に生きる未来へ」
1.心と健康: 子供から高齢者まで誰もが心身ともに健康に過ごすための、心理社会的アプローチを
用いた研究
　　　例:臨床心理、生涯発達心理、高齢者心理、認知症、発達障害、気分障害、依存症、社
会的リハビリテーション
2.社会的包摂に関わるソーシャルワーク実践:複雑な生活課題を持ちながら、対応する制度の隙
間に陥り、社会的に孤立する人々に向き合い、
　　課題の解決を支援するソーシャルワークの視点を基盤とした実践的研究。
　　　例:社会的少数者への支援、困窮者支援、厚生支援、虐待予防、介護・看護、被災者支
援、外国人労働者・高齢者・子ども若者支援、
　　　　　　不登校・引きこもり・ヤングケアラー支援
3.これからの福祉の環境づくり:これからの社会に必要とされる福祉の精度や仕組み、また支援
サービスの事業化について等、新たな福祉の在り方を展望する研究。
　　　例:福祉マネジメント、地域包括ケアシステム、ケアの技術革新、司法福祉・更生保母、福祉
行政と民間資源の活用、
　　　　　　多職種支援者官の連携の構築、災害時の支援制度、持続可能な街づくり、多様な働き
方

以下の両方の要件を満たした方
・大学、研究機関、教育機関等において研究教育活動に従事されている方、　または社会福
祉の実践に従事されている方
・大学院修士課程または博士前期課程に在籍される方、ならびに修了された方、　またはそれ
と同等以上の資格もしくは能力を有する方

～100万円/
件

20件前後
2023/11~2024

/10
https://www.univers.or.jp

/index.php?FrontPage

1/11 M22429 - 7月31日

電子申請・
郵送もＯＫ

締切日必着

関西エネル
ギー･リサイク
ル科学研究
振興財団

2023年度 
助成事業

【研究成果の出版助
成】

<第2回＞

●　エネルギー・リサイクル分野:エネルギー・リサイクル分野における基礎研究の更なる充実と産学
連携を視野に入れた挑戦的応用研究の推進、研究者の育成、国際交流の促進等を図るため、電
気・機械・化学・土木・情報をはじめとする自然科学分野、人文・社会科学分野、および両者が融
合した幅広い分野の基礎研究および応用研究を対象とする。
　キーワード:「革新的なエネルギーや環境・リサイクルに閲する技術・システム」「従来のエネルギーや環
境・リサイクル関連技術・システムの効率向上・高度化」「新しい社会や生活様式とエネルギー・環
境」
●　総合防災科学分野:防災、減災等、幅広い視点での総合防災科学分野の研究等への助成
を行う
　対象分野:自然科学分野、人文·社会科学分野、および両者が融合した幅広い分野の基礎研
究および応用研究
　キーワード: 「災害と社会システム」「災害と情報システム」「災害と人間行動」
【研究成果の出版に対する助成】
研究論文の内外学術雑誌（電子ジャ ーナルを含む）への掲載費等を助成

大学等に勤務する研究者・博士後期課程の大学院生
　※:主に関西地域の大学等で、常勤であること。非常勤は対象外
　※:年齢制限はないが、若手研究者(概ね40歳以下)、研究歴が短い研究者
　　　　(概ね研究歴10年未満)を助成の主対象とする。
指定の期間に論文が学術雑誌（※)に掲載済または予定のもの
※:電子ジャーナル(国際的な知名度等を有し査読有るものに限定）を含む
※:功成額以上の領収書提出がない場合は、差額を返還
※:応募資格に年齢制限はないが、若手研究者（概ね40歳以下）、研究歴が短い研究
者概ね研究歴1 0年未満）を助成の主要対象とする。

10万円以下

エネルギー・
リサイクル分
野＝7件、
総合防災
科学分
野:3件

論文掲載時期
2023/4月~
2024/3月

https://www.krf.or.jp/

1/11 M22429 - 7月31日

電子申請・
郵送もＯＫ

締切日必着

関西エネル
ギー･リサイク
ル科学研究
振興財団

2023年度 
助成事業

【研究発表会等の開
催助成】

＜第2回＞

●　エネルギー・リサイクル分野:エネルギー・リサイクル分野における基礎研究の更なる充実と産学
連携を視野に入れた挑戦的応用研究の推進、研究者の育成、国際交流の促進等を図るため、電
気・機械・化学・土木・情報をはじめとする自然科学分野、人文・社会 科学分野、および両者が融
合した幅広い分野の基礎研究および応用研究を対象とする。
　キーワード:「革新的なエネルギーや環境・リサイクルに閲する技術・システム」「従来のエネルギーや環
境・リサイクル関連技術・システムの効率向上・高度化」「新しい社会や生活様式とエネルギー・環
境」
●　総合防災科学分野:防災、減災等、幅広い視点での総合防災科学分野の研究等への助成
を行う
　対象分野:自然科学分野、人文·社会科学分野、および両者が融合した幅広い分野の基礎研
究および応用研究
　キーワード: 「災害と社会システム」「災害と情報システム」「災害と人間行動」
【研究発表会等の開催助成】
研究発表会、シンポジウム、学会および 国際会議等の開催費を助成する。なお、2023年度募集
では、新型コロナ感染症を踏まえ、オンライン等で開催する研究発表会、国際会議等の開催費につ
いても助成対象とする。

大学等に勤務する研究者
　※:主に関西地域の大学等で、常勤であること。非常勤は対象外
　※:年齢制限なし

・原則として、関西地域で開催される公開のもの(オンライン等での開催の場合は、応募資格
を有する申込者が主催または主たる事務局を務める公開のもの)に限る。
・学会の年次大会、支部大会等は対象外
・国際交流活動助成(海外研究者招聘)との重複助成はなし(どちらか一方のみ)

40万円以下

エネルギー・
リサイクル分
野＝3件、
総合防災
科学分
野:1件

開催時期
2023/10月~

2024/6月
https://www.krf.or.jp/
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1/11 M22429
①　7/16
②　不要

7月31日

電子申請・
郵送もＯＫ

締切日必着

関西エネル
ギー･リサイク
ル科学研究
振興財団

2023年度 
助成事業
【国際交流
活動助成】
<第2回＞

●　エネルギー・リサイクル分野:エネルギー・リサイクル分野における基礎研究の更なる充実と産学
連携を視野に入れた挑戦的応用研究の推進、研究者の育成、国際交流の促進等を図るため、電
気・機械・化学・土木・情報をはじめとする自然科学分野、人文・社会科学分野、および両者が融
合した幅広い分野の基礎研究および応用研究を対象とする。
　キーワード:「革新的なエネルギーや環境・リサイクルに閲する技術・システム」「従来のエネルギーや環
境・リサイクル関連技術・システムの効率向上・高度化」「新しい社会や生活様式とエネルギー・環
境」
●　総合防災科学分野:防災、減災等、幅広い視点での総合防災科学分野の研究等への助成
を行う
　対象分野:自然科学分野、人文·社会科学分野、および両者が融合した幅広い分野の基礎研
究および応用研究
　キーワード: 「災害と社会システム」「災害と情報システム」「災害と人間行動」
【国際交流活動助成】　研究者海外渡航と海外研究者招聘の2区分があります。
①　研究者海外渡航:国際会議、研究発表会等で発表する際の海外渡航費（航空運賃、会
議登録費、滞在費）を助成。
　　2023年度募集では、新型コロナ感染症を踏まえ、オンライン等で開催される国際会議等で発表
する際の費用（会議登録費等)についても助成対象とする。
②　海外研究者招聘:国際会議等において研究論文の発表もしくは招待講演を行う諸外国の研
究者の招聘費（航空運賃および滞在費）を助成する。

①　研究者海外渡航:大学等に勤務する研究者・博士後期課程の大学院生
　※:主に関西地域の大学等で、常勤であること。非常勤は対象外
　※:年齢制限はないが、若手研究者(概ね40歳以下)、研究歴が短い研究者
　　　　(概ね研究歴10年未満)を助成の主対象とする。
　※:所属する学部⾧または同等職位の書面による推薦状が必要。
②　海外研究者招聘:大学等に勤務する研究者
　※:主に関西地域の大学等で、常勤であること。非常勤は対象外
　※:年齢制限なし
　※:国際会議棟の招聘責任者であること
　※:原則として 、関西地域で開催される国際会議等に招聘する場合に限る。
　※:所属する学部⾧または同等職位の書面による推薦状は不要。

①20万円以下
②50万円以下

①エネル
ギー・リサイ
クル分野＝
10件、総
合防災科
学分野:2

件
②エネル

ギー・リサイ
クル分野＝
1件、総合
防災科学
分野:1件

①2023/10~
2024/6月

②2023/10~
2024/6月

https://www.krf.or.jp/

5/12 M23128 ー 7月31日
メール申請

必着

りそなアジア・
オセアニア財

団
The 

Resona 
Foundation 

for Asia 
and 

Oceania

2024年度
アジア・オセアニア研究

助成　
調査研究助成

アジア･オセアニア諸国･地域に関する社会･文化･歴史･政治･経済等の人文･社会科学分野の
調査･研究活動に対する助成
Research Project Grants: 
* Research projects in the social sciences and humanities (social, culture, 
history,politics, economics, etc.) on Asia and Oceania countries and regions. 
Focus on individual research projects, but also joint research projects.

・日本の大学もしくは研究機関等に所属する方からの推薦が得られる個人
　（推薦者は原則として教授、所属⾧、責任者クラスの方）
・原則として2024年4月1日時点で、年齢が満39才以下の方
* Applicants for Research Projects Grants must in     principle be as 
of April 1, 2024,under 39 years age
※当該事業年度で、科研費を代表者として受給(研究員採用も含む)が決定した方は辞退く
ださい。

･個人研究=
50～100万/

件
・共同研究=
50～200万/

件

･個人研
究

=12~16
件

･共同研
究=1件

1年もしくは2年
（事業開始

=2024/4/1)

https://www.resona

-ao.or.jp/

5/12 M23129 ー 7月31日
メール申請

必着

りそなアジア・
オセアニア財

団
The 

Resona 
Foundation 

for Asia 
and 

Oceania

2024年度
アジア・オセアニア研究

助成　
国際学術交流

アジア･オセアニア諸国･地域に関する社会･文化･歴史･政治･経済等の人文･社会科学分野に
関する国際会議･シンポジウムの開催を支援。
. International Academic Exchange Grants:
* Grants for holding international conferences, symposia, and other meetings in 
the social sciences and humanities (social, culture, history, politics, 
economics,etc.) on Asia and Oceania countries and regions.
* Grants for exchanges between researchers (support for staff invitations and 
secondments, etc.)

日本の大学もしくは研究機関等に所属する方からの推薦が得られる個人(推薦者は原則とし
て教授、所属⾧、責任者クラスの方)
(申請者が外国人の場合は、日本国内の大学又は研究機関所属の事)
※当該事業年度で、科研費を代表者として受給(研究員採用も含む)が決定した方は辞退く
ださい。

50～200万 2~3件
2024年4月1日～
2025年3月31日

https://www.resona

-ao.or.jp/

5/12 M23130 ー 7月31日
メール申請

必着

りそなアジア・
オセアニア財

団
The 

Resona 
Foundation 

for Asia 
and 

Oceania

2024年度
アジア・オセアニア研究

助成
出版

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
出版物の刊行を支援する
（出版物刊行期限:２０２５年３月３１日）
Publication Grants:
* Grants for publications on research in the social sciences and humanities 
(social,culture, history, politics, economics, etc.) on Asia and Oceania countries 
and regions.

日本の大学もしくは研究機関等に所属する方からの推薦が得られる個人(推薦者は原則とし
て教授、所属⾧、責任者クラスの方)
(申請者が外国人の場合は、日本国内の大学又は研究機関所属の事)
※当該事業年度で、科研費を代表者として受給(研究員採用も含む)が決定した方は辞退く
ださい。

50～120万 4~7件
1年

出版物刊行期限
(2025/3/31)

https://www.resona

-ao.or.jp/

5/12 M23134 ー 7月31日
メール申請

必着
生協総合研

究所

2023年度
生協総研賞

第21回助成事業

本事業は、人々のくらしをめぐる研究の発展と、生活協同組合運動に関する研究の発展を目的とす
る。
【対象とする研究領域】
・生活協同組合の今日的な課題及び事業・組合員活動に関する実践的な研究
・ くらしの実態に関する経済的、社会的、歴史的視点等からの研究
・ 消費社会及び消費者組織、社会運動に関する研究
・ 地域社会、社会政策、福祉政策・事業、地球環境等に関する研究
・ 大規模災害後の被災地域が直面している課題に関する研究

(1)個人研究:大学・各種研究所等の研究者・大学院生、及び生協・NPO・市民組織等
の役職員・関係者等による個人の研究 ・調査 を主な対象 とします。
(2)共同研究:「個人研究」の対象者と同様です。但し、申請者(研究代表者) を中心とし
て、若干名の参加メンバーによって構成し、研究する ものを対象とします。
※ (1)(2)とも新進・中堅の申請者を優先して採用する

~50万円/件
6~7件程

度
~2024/11/30ま
でに終了する研究

https://ccij.jp/

3/31 M23049 8月5日 8月31日
郵送

(必着)
天一美術文

化財団
2023年度助成

・芸術全般に渉る助成:美術分野における優れた振興及び普及活動に対する助成及び顕彰を行
う。
・芸術全般にわたる個々の研究活動に関する未発表の論文ならびに研究発表。未発表の美術作
品。意欲的な美術教育、美術活動。(ワークショップと講演)

助成対象者:美術分野の研究者＜専門・一般＞＜個人・団体 各１人(組)～３人(組) 
＞

~50万円/件
1~2件程

度
特になし

http://tenichi-

museum.com/
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4/21 M23094 8月7日 8月31日
ウェブ申請

必着
稲盛財団

2024年度
稲盛研究助成

国内の自然科学、人文・社会科学の若手研究者を対象に、独創的で優れた研究活動に対して助
成することによって、将来の国際社会に貢献する人材の育成をはかり、学術･文化の促進と国際相
互理解の増進に努めることを目的とする。
＜ 研究分野　＞　● 自然科学系 ● 人文・社会科学系 

※　承諾書について: 大学の場合は学部⾧、研究科⾧、センター⾧、研究所⾧、附属病院⾧ある
いはそれ以上の職位による承諾とする。

・申請者の資格【抜粋】
●年齢:自然科学系=40歳以下、人文・社会科学系=50歳以下(2023年4月1日時点)
●所属機関、役職、雇用形態等:申請時点に下記要件を全て満たす方。
a. 日本に居住で、募集案内送付先(本学)に所属していること。
b. 常勤で所属機関に正式に雇用されていること。
c. 助教相当以上。※大学の場合は助教、特任助教以上。ポスドク不可
d.主体的に研究を行っていること。
 　※プロジェクトの一員として決められた職務への専念義務のないこと。

100万円
/1~2年/件

自然科学
40名、

人文科学
10名

１年または２年
・１年助成 
2024/4/1～
2025/3/31
・２年助成 
2024/4/1～
2026/3/31

https://www.inamori-

f.or.jp/

1/11 M22427 8月21日 8月31日

電子申請・
郵送もＯＫ

締切日必着

関西エネル
ギー･リサイク
ル科学研究
振興財団

2023年度 
助成事業

【研究助成】

●　エネルギー・リサイクル分野:エネルギー・リサイクル分野における基礎研究の更なる充実と産学
連携を視野に入れた挑戦的応用研究の推進、研究者の育成、国際交流の促進等を図るため、電
気・機械・化学・土木・情報をはじめとする自然科学分野、人文・社会 科学分野、および両者が融
合した幅広い分野の基礎研究および応用研究が対象。
 キーワード:「革新的なエネルギーや環境・リサイクルに閲する技術・システム」「従来のエネルギーや環
境・リサイクル関連技術・システムの効率向上・高度化」「新しい社会や生活様式とエネルギー・環
境」
●　総合防災科学分野:防災、減災等、幅広い視点での総合防災科学分野の研究等への助成
を行う
　対象分野:自然科学分野、人文·社会科学分野、および両者が融合した幅広い分野の基礎研
究および応用研究
　キーワード: 「災害と社会システム」「災害と情報システム」「災害と人間行動」
【研究助成】
必要な研究費（機器備品費、材料費、実験費等）や旅費・交通費を助成対象とする。

大学等に勤務する研究者
　※:主に関西地域の大学等で、常勤であること。非常勤は対象外
　※:年齢制限はないが、若手研究者(概ね40歳以下)、研究歴が短い研究者
　　　　(概ね研究歴10年未満)を助成の主対象とする。
  ※:所属する学部⾧または同等職位の書面による推薦状が必要。
研究期間: 1年間または2年間を選択できる。 
　2年間を選択 した場合、 50万円/年x2年＝100万円上限
　1年後(2月)に中間報告書を提出のうえで、中間報告書の審査結果により
2年目の功成の可否を判断する。

100万円以下

エネルギー・
リサイクル分

野＝11
件、

総合防災
科学分
野:3件

2024/4月~
1年、もしくは2年間

https://www.krf.or.jp/

5/12 M23131 ー 8月31日
メール申請

必着

りそなアジア・
オセアニア財

団
The 

Resona 
Foundation 

for Asia 
and 

Oceania

2024年度
りそな環境助成

アジア･オセアニア地域において、現地活動者と協働して現地の環境問題解決へ取組む草の根的な
実践活動。実践活動とは、自然再生活動、自然環境保全活動、自然との共生活動、それらに付
随する教育活動等で、自立的･持続的な活動への展開が見込めるもの
　※事業内容が調査研究主体のものや、支出計画が海外出張費のみの事業は、助成対象外。
　　　事業内容が研究成果の実践に関わる計画は対象とみられます。
Environmental programs: In order to protect the natural environment in Asia 
and Oceania regions, the fund provides a grant (Resona Environmental Grant) 
to those who engage in small-scale environmental projects working with local 
people, wih expecting that this grant, which seeks the connection between 
nature and people, will spread to more regions and contribute to solving 
environmental problems in the region.

以下すべての要件を満たすこと
・日本で環境保全活動や国際協力活動を行う団体･会社･大学等に所属する者、もしくは海
外で環境保全活動や国際協力活動を行う日本人
・活動地域において事業遂行が可能な相応の活動経験と実績がある者、もしくは35歳以下
で相応の活動経験等がある者の指導を受けることが出来る者
・活動地域である現地において、当該事業活動の共同事業者（協力者）がいる者

1年につき100
万円まで

4~6件

1年～3年
(事業開始2024
年4月、年度単

位）

https://www.resona

-ao.or.jp/

3/31 M23045 - 10月10日
郵送(当日消

印有効)
橋本楯記念

会

令和5年度中国伝統
文化に関する調査・研

究助成
【後期】

中国伝統文化（文学・言語・思想・歴史・芸術の5分野）に関する研究交流活動に対する助成。
【募集時期:後期＝9月1日～10月10日】

京都府内の大学・研究機関に所属して、左記の分野に関する調査や研究を進める研究者及
び研究団体。

~100万円/
年/件

6件程度
2023/10/1~20

24/3/31
(注:半年です)

http://www.rohoku.com/

5/12 M23135 ー 12月20日 郵送
京都出版セ

ンター

第7回高島國男
自遊賞

（出版助成）

人文・社会科学分野を中心とする若い研究者への出版助成として、博士論文など学術研究に関す
る論考・翻訳（ただし、小説等の創作を除く）や研究活動に対して幅広く助成する。
下記の項目を明記の上、プリントアウトした原稿（未発表で一般出版物として準備がある程度整っ
ているもの）とデータを用意する事。
①氏名（フリガナ） 　②住所（郵便番号も） 　③電話番号　④メールアドレス　⑤年齢　⑥所属　
⑦学歴・職歴　
⑧出版社名（可能性のある出版社が想定できる場合） 　⑨原稿のタイトル(案)　⑩原稿の概要
（1,000字以内）
【注記】
(1)  応募の際は、以上のプロフィール等の情報を含め、かつ各章をつないだ１個のA4サイズのPDF
ファイルにまとめてください。
(2) 原稿には必ずノンブル（ページ番号）を入れてください。
(3) 応募とは無関係なファイルは削除しておいてください。
(4)  データをメールにてご送付いただく際には、必ずタイトルの先頭に【髙島國男自遊賞】と入れてくだ
さい。

個人もしくは少人数のグループ
(但し、本助成の趣旨から、原則として若手研究者を選考対象とする）

100万円/件 数件 ー
https://www.talligent.jp/

takashima/

3/31 M23048 ~8月5日 ~8月31日
メール提出

(必着)

コーセーコスメ
トロジー研究

財団

2023年度
国際交流助成および
学術集会支援助成

1)  国際交流助成: コスメトロジーまたは関連分野の研究に意欲的に取組む研究者の海外派遣
費用、またはコスメトロジー関連する海外研究者を日本国内に招聘する費用を助成する。
2) 学術集会支援助成:コスメトロジーまたは関連分野の学術集会や研究討論会などの開催費用
への助成を行う。

【応募期間・方法】
※　本財団事務局に、電子メールにて「国際交流助成候補者（海外派遣・招聘）推
薦書」または「学術集会支援助成実施者推薦書」およびを参考資料として、助成対象になる国際
会議・学術集会等の趣意書やフライヤーの写しを添付して、電子メールで(PDFファイル）にて提出す
る事。　
※応募は、実施年度の前年 12 月 1 日から当年８月 31 日までの間、随時受付ける。先着
順に審査を行うため、採択が計画件数に達した時点で受付けを終了することがある。

・応募者（実施責任者）は日本国内の教育・研究機関に所属する研究者で、下記の方の
推薦を受けた者とする。
・大学等教育機関:学⾧、研究科⾧、学部⾧、研究所⾧に相当する職位
・公的研究機関・団体:理事⾧、研究所⾧、センター⾧に相当する職位
・会議・学術集会等主催団体:代表者(理事⾧、学会⾧、会頭)に相当する方
※同じ応募者が、同一年度内に 2 件以上の本助成に応募することはできない。

50万円/件 8件程度 原則1年
https://www.kose-

cosmetology.or.jp/
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10/6 M22298
財団提出２

週間前
偶数月の１日 Web 申請

電気通信普
及財団

海外渡航旅費援助募
集要項（通年募

集）)

情報通信の普及、振興発展に資するため、情報通信に関する研究（人文・社会科学分野及び技
術分野）を行う研究者が、海外で開催される国際会議などで研究発表を行うための渡航費用の一
部を援助する。
なお、当面の間、新型コロナ感染拡大予防のため、オンライン開催される国際会議で研究発表を行
うための参加費も援助する。

日本の大学等及び研究機関に所属する研究者の方、大学院生でいわゆる博士課程（後
期）に在学する方。40 歳以下（申込年度の 4 月 1 日時点）で、所属する機関の⾧の
推薦を受けた方。なお、大学院博士前期課程・修士課程の方は対象外とします。
 申込者が中心となって行った情報通信に関する研究について、海外で開催される国際会議
などに出席し発表する場合
 海外で開催される国際会議などにおいてセッション等の議⾧若しくはパネリストあるいはプログ
ラム委員会メンバーとして会議に参加する場合
 海外における情報通信に関する国際機関が主催する会議での討議に参加する場合

渡航地域によ
り異なる

50件程度
受付締め切り日翌

月~半年間
https://www.taf.or.jp/gra

nt-b/02/

11/24 M22385
随時受付

(提出2週間
前)

随時受付 web申請

公益財団法
人

江頭ホスピタ
リティ事業振

興財団

令和5年度(2023)
寄付講座開設助成

この助成事業は、ホスピタリティ事業における研究者の育成と共に産業界の発展や社会の安定と幸
せに役立つ人材の育成を目的としており、独自に課題を抽出してその解決策を提案できる力を有す
る人材育成を目標としています。　申請に当たっては、
・当該講座がどのような人材育成を目指しているかを明確にすること
・講座/授業の狙い、履修の目安、到達目標等を記載すること
・講座の目的を達するために、どのような講座運営を行うかを記載する事
・実習・ワークショップ・インターンシップ等の有無についても記載する事
・成果／評価の確認方法を記載する事（また、受講者等の受講後のフォロー、学生の論文提出義
務の有無、地域社会等への成果の　還元等についても特記事項があれば詳述の事）
【該当助成分野】　
Ａ:食（文化）及び外食 に関する分野
Ｂ:観光及びホスピタリティ に関する分野

【申請者】申請者の資格は特に設けていません。
但し大学、公立研究所等の、広く公に認知されている機関の正規の職員であることが望まし
い。
また研究の成果が社会に還元され人々の生活に寄与することが条件となります。

【助成期間】　おおむね 3 年を基本とし、最⾧ 5 年

100万円程度 2件程度
基本3年
最⾧5年

https://e-

zaidan.jimdo.com/


