
NO. 掲載日 助成対象分野又は課題 研究助成機関 募集要項保管場所 学内締切 助成機関締切 備　考

3445 4月26日

平成30年度発達科学研究
教育奨励賞
http://www.coder.or.jp/subs
idy/index.html

公益財団法人
発達科学研究教育
センター

ホームページからダウン
ロード
http://www.coder.or.jp/s
ubsidy/index.html

―
平成30年
5月31日
（必着）

40歳以下
（H30..4.1時
点）、准教授
以下。指導
教授の推薦
要

3444 4月26日

第28回　公益信託　日本白
血病研究基金
http://www.flrf.gr.jp/
①萩村孝特別研究賞②一
般研究賞（清水賞）③一般
研究賞（クレディセゾン賞）④
一般研究賞
⑤一般研究賞（若手特別
賞）⑥一般研究賞※40歳未
満が対象
⑦一般研究賞（学会推薦臨
床学研究費）
⑧ザ・レジェンド特別賞

公益信託
日本白血病研究基
金

ホームページからダウン
ロード
http://flrf.gr.jp/news_det
ail.php?id=30

―
平成30年
6月8日

（当日消印有効）

①～⑥、⑧
個人申請

申請したも
ののコピー
または電子
ファイルを研
究推進課、
医学部の方
は総務企画
課研究推進
室企画係へ
提出してくだ
さい。

3243 4月26日
平成30年度研究助成
http://www.ccom.or.jp/yoko
yamazaidan/

財団法人　横山臨床
薬理研究助成基金

ホームページよりダウン
ロード
http://www.ccom.or.jp/y
okoyamazaidan/

平成30年
6月15日

平成30年
6月30日

（当日消印有効）

申請件数１
件のみ
　
※医学部長
の推薦が必
要

3242 4月26日
平成30年度研究助成
http://www.univers.or.jp/ind
ex.php?researchgra

公益財団法人
ユニベール財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.univers.or.jp/

平成30年
7月17日

平成30年
7月31日
17：00
（必着）

学系長等の
承諾が必要

3241 4月26日
平成30年度研究助成
http://www.smrf.or.jp/categ
ory/guide/s_jyosei

公益財団法人　先進
医薬研究振興財団

http://www.smrf.or.jp/cat
egory/guide/s_jyosei

平成30年
6月1日

平成30年
6月15日
（必着）

学系長等の
承諾が必要

3240 4月26日
平成30年度「研究奨励金」
https://www.miraca.com/pr
omotionfund/index.html

公益信託　臨床検査
医学研究振興基金

ホームページからダウン
ロード
https://www.miraca.com/
promotionfund/index.html

平成30年
6月6日

平成30年
6月20日
（必着）

学系長等の
推薦が必要

　☆☆　研究助成募集情報 (平成30年4月26日)　☆☆

助成財団等からの助成金の個人経理は禁止されています。助成団体等への助成金等の申請をする際は、申請書の写しを研究推進課
(医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）まで提出してください。
採択・不採択結果についても研究推進課（医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）へお知らせくださるようお願い致します。

　※　表中の青色文字をクリックすればそのホームページへ移動します。

助成財団等からの助成金の個人経理は禁止されています。助成団体等への助成金等の申請をする際は、申請書の写しを研究推進課(医学部の方
は、総務企画課研究推進室企画係）まで提出してください。
採択・不採択結果についても研究推進課（医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）へお知らせくださるようお願い致します。
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助成財団等からの助成金の個人経理は禁止されています。助成団体等への助成金等の申請をする際は、申請書の写しを研究推進課(医学部の方
は、総務企画課研究推進室企画係）まで提出してください。
採択・不採択結果についても研究推進課（医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）へお知らせくださるようお願い致します。

3239 4月26日

平成31年度ダノン学術研究
助成金
http://www.danone-
institute.or.jp/research.html

公益財団法人
ダノン健康栄養財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.danone-
institute.or.jp/research.ht
ml

―

平成30年
5月15日

～
7月31日

（当日消印有効）

個人申請

申請したも
ののコピー
または電子
ファイルを研
究協力課、
医学部の方
は総務企画
課研究推進
室企画係へ
提出してくだ
さい。

3238 4月26日

2017年度　やずや食と健康
研究所助成研究募集
・チャレンジ部門
・キャリアアップ部門
http://yazuken.jp/

やずや食と健康研
究所

ホームページよりダウン
ロード
http://yazuken.jp/subsid
y/outline/

―

平成29年
７月3日～8月3日

17時
（WEB申請締切）

Web申込み
フォームから
申請

申請したも
ののコピー
または電子
ファイルを研
究推進課、
医学部の方
は総務企画
課研究推進
室企画係へ
提出してくだ
さい。

3237 4月26日

2018年度「コスメトロジー研
究」公募
http://www.cosmetology.or.j
p/research_support/researc
hSupport3.html

公益財団法人
コスメトロジー研究
振興財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.cosmetology.
or.jp/

平成30年
6月25日

平成30年
5月7日（月）

〜
7月9日（月）

（必着）

学系長等の
推薦書が必
要

3236 4月26日

2018年交通事故医療研究
助成
http://www.sonpo.or.jp/effo
rts/exam/kenkyujyosei/

一般財団法人
日本損害保険協会

ホームページからダウン
ロード
http://www.sonpo.or.jp/e
fforts/exam/kenkyujyosei
/

―

平成30年
5月1日

～
6月15日

個人申請

3235 4月26日

2018年度GSKジャパン研究
助成
http://jp.gsk.com/jp/resear
ch/glaxosmithkline-
research-grant-2018/

グラクソ・スミスクラ
イン株式会社

ホームページから応募
http://jp.gsk.com/jp/rese
arch/glaxosmithkline-
research-grant-2018/

平成30年
5月17日

（WEB申請）
平成30年5月31日

18時（厳守）

学系長等の
推薦が必要

3234 4月26日
がん領域【若手研究者】（※
2018年4月1日現在、満40歳
以下）

3233 4月26日
がん領域【スタートアップ】
（※2018年4月1日現在、満
45歳以下）

3232 4月26日
生活習慣病領域（循環器分
野/動脈硬化分野/糖尿病

分野）
━

平成30年6月20日
（ＷＥＢ申請）

3231 4月26日
女性研究者支援
（感染症領域）

━
平成30年7月31日

（ＷＥＢ申請）

平成30年
6月15日

平成30年6月30日
（ＷＥＢ申請）

申請件数に
制限有り
※１推薦者
で1件

申請件数に
制限有り
※１推薦者
で1件

ホームページよりダウン
ロードhttps://www.msd-
life-science-
foundation.or.jp/

公益財団法人
ＭＳＤ生命科学財団
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助成財団等からの助成金の個人経理は禁止されています。助成団体等への助成金等の申請をする際は、申請書の写しを研究推進課(医学部の方
は、総務企画課研究推進室企画係）まで提出してください。
採択・不採択結果についても研究推進課（医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）へお知らせくださるようお願い致します。

3230 4月26日

公益信託エスペック地球環
境研究・技術基金「平成30
年度助成対象者」募集
https://www.espec.co.jp/csr
/fund/

公益信託
エスペック地球環境
基金

ホームページからダウン
ロード
https://www.espec.co.jp/
csr/fund/

―
平成30年
5月31日

必着
個人申請

3229 4月26日

平成30年（2018年）度「研究
助成公募（平成31年4月1日
時点で38歳未満）」
http://www.ion.or.jp/grant.ht
ml

一般財団法人
イオン工学振興財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.ion.or.jp/gran
t.html

平成30年
5月17日

平成30年
5月31日

（消印有効）

学系長等の
推薦が必要

3228 4月26日

平成30年度助成事業募集
・研究者海外派遣助成
・外国人研究者交流助成
(国際会議参加目的 または
調査・共同研究目的)
http://www.iisf.or.jp/subsidi
ze.html

公益財団法人
情報科学国際交流
財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.iisf.or.jp/

平成30年
5月17日

平成30年
5月31日

必着

学系長等の
推薦が必要

3227 4月26日

平成30年度「調査研究活動
への助成希望者」募集
https://urbangreen.or.jp/inf
o-grant/study/subsidyh30

公益財団法人
都市緑化機構

ホームページからダウン
ロード
https://urbangreen.or.jp/

―

平成30年
5月11日
消印有効

（メールは到着有
効）

郵送または
メールにて
個人申請

2018年度「女性が輝く社会
の実現」をテーマにした研究
助成
https://www.nomurafoundati
on.or.jp/social

2018年度下期
・国際交流助成（研究者の
海外派遣）
・国際交流助成（研究者の
招聘）
https://www.nomurafoundati
on.or.jp/social

2019年度　金融・証券のフロ
ンティアを拓く研究助成
http://www.nomurafoundati
on.or.jp/social/

平成30年
6月29日

17時
（必着）

3225 4月26日
第6回「奨励研究助成」募集
http://www.lotte-
isf.or.jp/applicants2.html

公益財団法人
ロッテ財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.lotte-
isf.or.jp/applicants2.html

平成30年
6月1日

Web申請
平成30年
6月15日
（完了）

学系長等の
承諾が必要

Web申請と
申請書の郵
送が必要

3224 4月26日

2018年度
・基礎科学研究助成
・環境研究助成公募
http://www.sumitomo.or.jp/

公益財団法人
住友財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.sumitomo.or.j
p/

＜第１締切＞
平成30年
5月30日

＜第２締切＞
平成30年
6月14日

データ送信締切：
6月8日
（必着）

郵送締切：
平成29年
6月30日
（必着）

学系長等の
承諾が必要

※詳細につ
いて、
教職員用掲
示板（研究
助成事業）
4/26をご確
認下さい。

3226 43216
公益財団法人
野村財団

ホームページからダウン
ロード
https://www.nomurafoun
dation.or.jp/social

―

平成30年
5月31日

17時
（必着）

Webより個人
申請
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NO. 掲載日 助成対象分野又は課題 研究助成機関 募集要項保管場所 学内締切 助成機関締切 備　考

助成財団等からの助成金の個人経理は禁止されています。助成団体等への助成金等の申請をする際は、申請書の写しを研究推進課(医学部の方
は、総務企画課研究推進室企画係）まで提出してください。
採択・不採択結果についても研究推進課（医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）へお知らせくださるようお願い致します。

3223 4月26日

平成30年度　国際会議･研
究発表会等の参加およびシ
ンポジウム等の開催への助
募集
http://www.yashimadenki.co.
jp/zaidan/enterprise_applica
tion.ph

公益財団法人
八洲環境技術振興
財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.yashimadenki
.co.jp/zaidan/

平成30年
5月25日

平成30年
6月10日

必着

学系長等の
推薦が必要

3222 4月26日
第36回（平成30年度）研究
助成
http://casiozaidan.org/

公益財団法人
カシオ科学振興財団

詳細は、研究推進課研究
助成係（ｋｋ04@kochi-
u.ac.jp）
※医学部の方は総務企
画課研究推進室企画係
（is21@kochi-u.ac.jp）へ

平成30年
5月16日

平成30年
5月31日
(必着）

申請件数に
制限有り
※詳細につ
いて、
教職員用掲
示板（研究
助成事業）
4/24をご確
認下さい。

3221 4月26日

第34回（2018年度）マツダ研
究助成（科学技術振興関
係）募集
http://mzaidan.mazda.co.jp/
bosyu/science_serach/index
.html

公益財団法人
マツダ財団

ホームページからダウン
ロード
http://mzaidan.mazda.co.j
p/bosyu/science_serach/
index.html

―
平成30年
5月31日
（必着）

Webより個人
申請

3220 4月26日

第30年度研究助成の募集
http://yamazakispice-
promotionfdn.jp/bosyu_yory
o.shtml

公益財団法人
山崎香辛料振興財
団

ホームページからダウン
ロード
http://yamazakispice-
promotionfdn.jp/bosyu_yo
ryo.shtml

平成50年
5月17日

平成30年
5月31日
（必着）

学系長等の
推薦が必要

2018年度第一次出版助成
http://melco-
foundation.jp/apply/publicati
on/4303/

2018年度第一次国際研究
交流助成
http://melco-
foundation.jp/apply/internati
onal/4298/

2018年度第一次研究助成
http://melco-
foundation.jp/apply/researc
h/4296/

3218 4月26日

平成30年度咸宜園教育研
究センター研究奨励事業募
集
http://www.city.hita.oita.jp/s
hisetsu/bunkazai/8446.html

日田市教育庁
咸宜園教育研究セ
ンター

ホームページからダウン
ロード
http://www.city.hita.oita.j
p/shisetsu/bunkazai/844
6.html

―
平成30年
4月30日
（必着）

個人申請

※詳細につ
いて、
教職員用掲
示板（研究
助成事業）
4/12をご確
認下さい。

3217 4月26日

第39回（2018年度）環境助
成研究
http://www.sept.or.jp/02jyo
seijigyou/02sinnseisyo/sins
eisyo.html

公益財団法人
鉄鋼環境基金

ホームページからダウン
ロード
http://www.sept.or.jp/02j
yoseijigyou/02sinnseisyo
/sinseisyo.html

―
平成30年
5月25日
（必着）

個人申請

3219 4月26日
公益財団法人
メルコ学術振興財団

ホームページからダウン
ロード
http://melco-
foundation.jp/apply/

平成30年
4月20日

平成30年
5月7日
必着

学系長等の
推薦が必要

※詳細につ
いて、
教職員用掲
示板（研究
助成事業）
4/12をご確
認下さい
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NO. 掲載日 助成対象分野又は課題 研究助成機関 募集要項保管場所 学内締切 助成機関締切 備　考

助成財団等からの助成金の個人経理は禁止されています。助成団体等への助成金等の申請をする際は、申請書の写しを研究推進課(医学部の方
は、総務企画課研究推進室企画係）まで提出してください。
採択・不採択結果についても研究推進課（医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）へお知らせくださるようお願い致します。

3216 4月26日

第46回（2018年度）内藤記
念講演助成金(夏季7～9月
国際会議開催）
https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.ph
p?data=detail&grant_id=KOU

―
平成30年

5月21日(月)
　(必着)

財団の理事
等、当財団
の指定した
学会代表者
の推薦が必

要

3215 4月26日

第50回（2018年度）内藤記
念海外学者招聘助成金
https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.ph
p?data=detail&grant_id=SYO

3214 4月26日

第13回（2018年度）内藤記
念女性研究者研究助成金
https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.ph
p?data=detail&grant_id=JYO

3213 4月26日

第8回（2018年度）内藤記念
科学奨励金・若手ステップ
アップ研究助成
https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.ph
p?data=detail&grant_id=STP

3212 4月26日

第50回（2018年度）内藤記
念科学奨励金・研究助成
https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.ph
p?data=detail&grant_id=KEN

3211 4月26日

平成３０年度和歌山県デー
タを利活用した公募型研究
事業
https://www.pref.wakayama.
lg.jp/prefg/020100/data/ken
kyu.html

和歌山県　企画部
企画政策局　企画総
務課　調査調整班

ホームページよりダウン
ロード
https://www.pref.wakaya
ma.lg.jp/prefg/020100/da
ta/kenkyu.html

―

参加表明書：
平成30年5月18日

（必着）

申請書・研究提案
書：

平成30年5月25日
（必着）

個人申請

3210 4月26日

平成30年度 明治維新150周
年　若手研究者育成事業の
募集
https://www.pref.kagoshima.
jp/af23/h30wakate.html

鹿児島県PR・観光
戦略部

ホームページからダウン
ロード
https://www.pref.kagoshi
ma.jp/af23/h30wakate.ht
ml

―
平成30年
5月14日
17時必着

個人申請

3209 4月26日

2018年　研究助成プログラ
ム
国内研究助成
国際会議助成
http://www.kwef.or.jp/

公益財団法人　クリ
タ水・環境科学振興
財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.kwef.or.jp/jos
ei/josei.html

―
平成30年
5月10日

必着

メールにて
個人申請

公益財団法人
内藤記念科学振興
財団

ホームページからダウン
ロード
https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index
.php?data=about 平成30年

5月18日
平成30年

6月1日(金)
　(必着)

学系長等の
推薦必要

申請件数に
制限有り
※１推薦者
で1件

　☆☆　その他各種募集情報 （平成30年4月26日）　☆☆

助成財団等からの助成金の個人経理は禁止されています。助成団体等への助成金等の申請をする際は、申請書の写しを研究推進課
(医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）まで提出してください。
採択・不採択結果についても研究推進課（医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）へお知らせくださるようお願い致します。

※　表中の青色文字をクリックすればそのホームページへ移動します。
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NO. 掲載日 助成対象分野又は課題 研究助成機関 募集要項保管場所 学内締切 助成機関締切 備　考

助成財団等からの助成金の個人経理は禁止されています。助成団体等への助成金等の申請をする際は、申請書の写しを研究推進課(医学部の方
は、総務企画課研究推進室企画係）まで提出してください。
採択・不採択結果についても研究推進課（医学部の方は、総務企画課研究推進室企画係）へお知らせくださるようお願い致します。

1162 4月26日
第3回野口英世アフリカ賞
http://www.jsps.go.jp/j-
noguchiafrica/index.html

独立行政法人
日本学術振興会

ホームページからダウン
ロード
http://www.jsps.go.jp/j-
noguchiafrica/index.html

平成30年
7月17日

平成30年
7月31日
（必着）

学部長・学
系長の推薦

が必要

1161 4月26日
平成30年度「朝日がん大賞」
「日本対がん協会賞」候補推
薦http://www.jcancer.jp/

公益財団法人日本
対がん協会

ホームページからダウン
ロード
http://www.jcancer.jp/re
cruit/6044

平成30年
6月4日

平成30年
6月18日

学部長の推
薦が必要

2018年度 後期国際交流助
成の公募
http://www.tateisi-
f.org/?page_id=524

平成30年
6月15日

学系長等の
推薦が必要

2018年度　国際会議開催助
成の公募
http://www.tateisi-
f.org/?page_id=563

― 個人申請

1159 4月26日

2021年度国際学術集会開
催助成
http://www.yamadazaidan.jp
/jigyo/kokusai.html

公益財団法人
山田科学振興財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.yamadazaida
n.jp/jigyo/kokusai.html

―
平成3１年
2月22日
（必着）

個人申請

1160 4月26日
公益財団法人
立石科学技術振興
財団

ホームページからダウン
ロード
http://www.tateisi-f.org/

平成30年
6月30日

（当日消印有効）
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