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分野別 募集機関名 事業名/内容 金　　額 受付開始日 公募締切 応募先URL
応募
形態

推薦 備考

1
自然科学
人文科学

公益財団法人 中部科学技術センター
令和３年度 学術・みらい助成～中部科学技術センター学術奨励研究助成
事業～」

６０万円（１件）
３０万円（４件）

2021/7/1 2021/7/31
http://www.cstc.or.jp/busine
ss/cstc_gakujutu.php

個人 学長
所属機関の推薦必要
40歳未満

2 芸術 公益財団法人 河野文化財団 2021年度　若手彫刻家助成制度 50万円 2021/6/1 2021/6/30
https://kono-
foundation.org/support/

個人/
団体

- 35歳以下

3
芸術

(美術・デザ
イン）

公益財団法人　DNP文化振興財団 2021年度グラフィック文化に関する学術研究助成 50万円 2021/4/1 2021/6/19
https://www.dnpfcp.jp/found
ation/grants/

個人 -

4 人間発達 公益財団法人　日本教育公務員弘済会
初等中等教育及び幼児教育の向上発展に寄与する全国規模の有益な研
究・活動等

100万円 2021/6/1
2021/9/30
（24：00）

https://www.nikkyoko.or.jp/b
usiness/education.html#men
u-title08

個人 - 個人申請だが、経費
管理は所属機関

5 人間発達 公益財団法人ユニベール財団 全ての人が希望に生きる未来へ 100万円
2021/7/30
(17時必着)

https://www.univers.or.jp/ind
ex.php?researchgrant#navigat
or

個人 学長
所属機関の承諾必要
申請前に研究倫理審
査必要

6
芸術

（音楽）
公益財団法人　三井住友海上福祉財団 高齢者福祉に関する研究助成 200万円

2021/6/30
(郵送必着)

https://www.ms-
ins.com/welfare/research_gr
ant.htm

-

7
芸術

（音楽）
公益財団法人　稲盛財団

自然科学系　全般
人文・社会科学系　全般

100万円 2021/7/1
2021/9/13
(17：00まで)

https://www.inamori-
f.or.jp/inamori_grants

個人 学長
自然科学40歳以下
人文社会科学
　　50歳以下
所属長推薦必要

8 人間発達 公益財団法人　小林製薬青い鳥財団
障がい・病気に悩む子ども達とその家族が抱えている様々な医療・福祉上
の支援活動及び調査研究で、日本国内において行われるもの(調査研究)

100万円 2021/6/4 2021/7/30

https://www.kobayashi-
foundation.or.jp/assist/index.
html

個人 - 所属機関の推薦

9 公益財団法人 大幸財団
人文・社会科学系の基礎的分野において、独創的視点に基づく顕著な業
績を挙げつつある研究者、または萌芽を生み出しつつある研究者に対し
て、その研究を発展させるための研究費

50～150万円 2021/6/18

http://www1.s3.starcat.ne.jp/
daiko-
f/jyosei_07.html#%E4%BA%B
A%E6%96%87

個人 学長
所属機関長の
推薦必要

10 人間発達 公益財団法人　前川財団
日本の家庭・地域社会の教育、とりわけ伝統的・文化的な教育についての
研究

100万円 2021/8/1
2021/8/31

(17:00)

https://www.mayekawafound
ation.org/grant/youkou.html

個人 -

11
芸術

（デザイン）
公益財団法人　旭硝子財団 サスティナブルな未来への研究助成 50～400万円 2021/8/1 2021/9/10

https://www.af-
info.or.jp/research/

個人
所属長の承認必要
経費：機関管理

12
人間発達
芸術教養

博報堂教育財団
児童教育実践についての研究助成
（「ことばの力」を育む研究と児童教育実践の質の向上を目的とする）

１ヵ年200万円
2ヵ年300万円

2021/7/1 2021/10/31
https://www.hakuhodofound
ation.or.jp/subsidy/

個人 学長
所属機関の長の推薦
必要

13
芸術

（デザイン）
公益財団法人　大林財団 都市に関する独創的な研究 150万円 2021/10/1

2021/11/01
（15:00まで）

https://www.obayashifounda
tion.org/urbanstudies/

個人 -
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14 公益財団法人　市原国際奨学財団
愛知県内の大学および大学院に在籍する教授、准教授、講師、助教
文系学部、理工系学部、医薬歯学系学部

50万円 2021/11/30
http://www.ichihara-
isf.or.jp/recruit.html#sec2

個人 学長 学校長の推薦必要

15 住友生命保険相互会社 第15回　未来を強くする子育てプロジェクト「女性研究者への支援」
上限100万円/

年(2年）
2021/7/12 2021/9/10

https://www.sumitomolife.co.
jp/about/csr/community/mir
ai_child/women/bosyu.html

個人 学長
2名の推薦必要
(うち1名は学校長)
未就学児の育児中

16 人間発達 公益財団法人　未来教育研究所 第11回（2021年度）未来教育研究所研究助成
（教育が直面する課題の解決に取り組む研究を助成）

奨励…15万円
優良…20万円
優秀…30万円

2021/6/25 2021/8/25

http://www.mirai-
kyoiku.or.jp/%E7%AC%AC8%
E5%9B%9E%EF%BC%88%E5
%B9%B3%E6%88%9030%E5%

- - 若手研究者
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