
世界銀行東京事務所Eニュース

【世界銀行東京事務所　Eニュース 795号】農林中央金庫がサステナブル・ディベロップメ
ント・ボンドに投資、 ブログ「昆虫を利用した食料、飼料、肥料の生産：難民と受入コミ
ュニティの成功モデルとなるか?」、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第795号　2022年6月24日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

ブログ「昆虫を利用した食料、飼料、肥料の生産：難民と受入コミュニティの成功モデルとなるか?」

農林中央金庫がサステナブル・ディベロップメント・ボンドに
投資～ジェンダー平等の実現に向けた取り組みに賛同～

世界銀行（正式名称：国際復興開発銀行：IBRD、ムーディーズ: Aaa、スタンダード＆プア
ーズ: AAA）はこの度、世界の経済成長、貧困削減、持続可能な社会構築のための女性や女
子への支援の重要性を発信すると共に、期間10年、総額1億米ドルのサステナブル・ディベ
ロップメント・ボンドを発行し、世界銀行のジェンダーの平等に向けた取り組みに賛同する
農林中央金庫が全額を購入しました。世界銀行は、サステナブル・ディベロップメント・ボ
ンドの発行と共に、SDG5（ジェンダーの平等を実現）に対する人々の認識を高める取り組

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063e3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063e5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063e6


みもしており、サステナブル・ディベロップメント・ボンドは金融リターンと社会貢献を重
視する投資家には理想的な投資となっています。

プレスリリース︓http://wrld.bg/jNXb30smJ6S

ブログ「昆虫を利用した食料、飼料、肥料の生産：難民と受入
コミュニティの成功モデルとなるか?」

世界銀行と国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は現在、ケニア、マラウイ、南スーダ
ン、ジンバブエで、食料と飼料のための昆虫利用農業のパイロット・プロジェクトを始めよ
うとしており、2023年には拡大の予定です。ブログでは、農業に昆虫を利用することで、栄
養価の向上や、雇用創出、生計の維持、といった面でどういった貢献が期待できるかを説明
しています。
 
ブログ︓ http://wrld.bg/Sa7k30smJ9e
　
2022年1月21日、報告書「アフリカの昆虫食と水耕栽培：新たな循環型食料経済」をとりま
とめたドルテ・ヴェルナー世界銀行食糧・農業グローバルプラクティス主任農業エコノミス
トが、同報告書の主なポイントをご紹介するセミナーを開催しました。以下のリンクから、
セミナーの様子を録画でご覧いただけます。
　
世界銀行モーニングセミナー（第133回）「アフリカの昆虫食と水耕栽培：新たな循環型食
料経済」
詳細： http://wrld.bg/WSrp30smJs0

世界銀行グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム応
募受付中

世界銀行グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム（世界銀行グループYPP）は、
世界銀行グループの3つの機関（世界銀行、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関
（MIGA））への応募を受付中です。世界銀行グループYPPは、世界銀行、IFCあるいは
MIGAとの5年間の雇用契約期間のうち、最初の2年間に実施されるリーダーシップ開発プロ
グラムです。多様な職業・学問・文化背景を持ち、資格要件を満たすすべての方の応募を歓
迎します。応募締切は7月15日です。 
 　

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063e7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063e8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063e9


詳細： http://wrld.bg/IYaP30sm9Kh
　
6月28日に、「世界銀行グループ ヤングプロフェッショナルプログラム（YPP）キャリア
セミナー」を開催します。詳しくは「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

セミナーのお知らせ

世界銀行グループ ヤングプロフェッショナルプログラム（YPP）キャリアセ
ミナー 

日時：2022年6月28日（火）午後8時～午後9時15分（日本時間）
内容：現在応募受付中の世界銀行グループYPPに関し、ワシントンDC本部の人事・採用担
当者による世界銀行グループYPPの最新情報や、YPPで入行した職員による経験談をご紹介
します。
開催形式：オンライン（Webex）
詳細： http://wrld.bg/H2PH30smfqf

　

世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」にご関
心をいただけましたら、チャンネル登録をお願い致します。
http://ow.ly/NNRf30rLQpe

　

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650　FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター

世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063ea
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063eb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063ec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063ed
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063ee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063ef
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063f0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,86063f1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,8606c08
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h198c469a,8604852,8606c09


世界銀行東京事務所Eニュース

【世界銀行東京事務所　Eニュース 794号】世界銀行グループ YPP募集開始、ソニー銀行が
サステナブル・ディベロップメント・ボンドに投資、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第794号　2022年6月17日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

世界銀行グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム募集開始

世界銀行グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム募
集開始

世界銀行グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム（世界銀行グループYPP）は、
世界銀行グループの3つの機関（世界銀行、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関
（MIGA））への応募受付を開始しました。世界銀行グループYPPは、世界銀行、IFCあるい
はMIGAとの5年間の雇用契約期間のうち、最初の2年間に実施されるリーダーシップ開発プ
ログラムです。多様な職業・学問・文化背景を持ち、資格要件を満たすすべての方の応募を
歓迎します。応募締切は7月15日です。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,857051e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570520
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570521


詳細： http://wrld.bg/IYaP30sm9Kh
 
6月28日に、「世界銀行グループ ヤングプロフェッショナルプログラム（YPP）キャリア
セミナー」を開催します。詳しくは「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

ソニー銀行がサステナブル・ディベロップメント・ボンドに投
資

世界銀行（正式名称：国際復興開発銀行（IBRD）、ムーディーズ: Aaa、スタンダード＆プ
アーズ: AAA）が2022年5月18日に発行した期間3年／総額1,000万スイス・フラン建てのサ
ステナブル・ディベロップメント・ボンドにソニー銀行株式会社が投資しました。サステナ
ブル・ディベロップメント・ボンドは、世界銀行が開発途上国のために取り組む農業・食料
安全保障、教育、エネルギー、金融、保健・行政サービス、環境、ジェンダー平等などの幅
広い分野の開発プロジェクトを支えるために国際資本市場で発行されます。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/Voxi30sm9Kj

絶滅危惧種保護を資金使途とする世界初の「野生生物保護債
券」

週刊金融財政事情 2022年6月14日号で、有馬良行 世界銀行財務局駐日代表が、世界銀行が
新たに開発した絶滅危惧種の保護に活用される債券「野生生物保護債券」（WCB=Wildlife
Conservation Bond）について説明しています。以下のリンクより、転載記事をご覧くださ
い。
 
特集： http://wrld.bg/yJN430sm9Kl

セミナーのお知らせ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570522
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570523
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570524


変貌する援助の流れ︓公的資金の流れと援助構造のトレンド
ラウンドテーブル

日時：2022年6月22日（水）午後2時～午後3時30分 （日本時間）
内容：変貌する援助の流れに関する最新の研究ペーパー（World Bank report A Changing
Landscape: Trends in Official Financial Flows and the Aid Architecture）の成果について、公
的資金の流れに関する動きや、過去10年の間に、援助の流れがどのように変化してきたの
か、資金量、財源、援助の実施モダリティなどの観点に焦点を当て、西尾昭彦 世界銀行開
発金融総局担当副総裁が説明し、パネリストと議論を行います。
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはオンライン参加）
詳細： http://wrld.bg/1GbL30slGfb

数々の嵐を切り抜ける︓強靭な成長におけるインフラの役割
世界銀行グループセミナー

日時：2022年6月22日（水）午後6時～午後8時（日本時間）
内容：強靭かつ包括的で環境に配慮した成長の促進に向けて、この不確かな時代の中でイン
フラが果たす役割をテーマに、プレゼンターとパネリストが戦略的考察や教訓、日本と世界
銀行が先駆けとなった革新的なアプローチをご紹介します。
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはオンライン参加）
詳細： http://wrld.bg/Qnfb30slGfe

ベトナム北部山岳地帯 統合的子ども栄養改善プロジェクト ～ 日本社会開発
基金（JSDF）によるプロジェクト事例
世界銀行セミナー

日時：2022年6月24日（金）午後4時～午後5時30分（日本時間）
内容：日本政府の資金拠出により創設され、世界銀行が運営する日本社会開発基金
（JSDF：Japan Social Development Fund）を活用した「ベトナム北部山岳地帯 統合的子ど
も栄誉改善プロジェクト」の概要や、プロジェクト実施における経験談、プロジェクトの成
果をご紹介します。
開催形式：オンライン（Webex）
詳細： http://wrld.bg/AM7G30sm9Kn

世界銀行グループ ヤングプロフェッショナルプログラム（YPP）キャリアセ
ミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570525
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570526
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570527


日時：2022年6月28日（火）午後8時～午後9時15分（日本時間）
内容：6月15日から応募受付が始まった世界銀行グループYPPに関し、本部の人事・採用担
当者による世界銀行グループYPPの最新情報や、YPPで入行した職員による経験談をご紹介
します。
開催形式：オンライン（Webex）
詳細： http://wrld.bg/H2PH30smfqf

　

世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」にご関
心をいただけましたら、チャンネル登録をお願い致します。
http://ow.ly/NNRf30rLQpe

　

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650　FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター

世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570528
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570529
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,857052a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,857052b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,857052c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,857052d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,857052e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,857052f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19733c75,856cf5f,8570530


世界銀行東京事務所Eニュース

【世界銀行東京事務所　Eニュース 793号】「世界経済見通し」最新版発表、ブログ「質の
高いインフラ投資が開発にもたらすインパクト」、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第793号　2022年6月10日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

「世界経済見通し（GEP）」最新版発表

経済成長急減速の中高まるスタグフレーションリスク

世界銀行は6月7日発表の「世界経済見通し」最新版で、世界経済の成長率は2021年の5.7％
から今年は2.9％へと低下すると予測しています。新型コロナ感染症の世界的大流行にによ
る経済打撃を、ロシアによるウクライナ侵攻が増幅し、世界経済成長の減速度合を強め、脆
弱な成長とインフレの高進が長引きかねない状況に入りつつあるとの見解を示し、この状況
は、中・低所得国に悪影響を及ぼす可能性のあるスタグフレーションのリスクを高めていま
す。

プレスリリース︓http://wrld.bg/3cuP30slGfa

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5eec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5eee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5eef
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5ef0


同報告書の主なポイントをご説明するセミナーを6月17日（金）に開催します。詳しくは
「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

ブログ「質の高いインフラ投資が開発にもたらすインパクト」

「質の高いインフラ投資」（QII）の原則は、インフラ投資の戦略的方向性を示すととも
に、特に途上国の持続可能な開発を後押しすることが期待されています。QIIパートナーシ
ップは、コンゴ民主共和国、ヨルダン、ラオス、メキシコ、パラグアイ、セネガル、タンザ
ニア、そしてトルコで実施された世界銀行のプロジェクトを検証し、この原則の実践状況を
まとめたケーススタディを発表しました。QIIパートナーシップの中川直光プログラム・オ
フィサーが、その概要をブログで報告します。
 
ブログ︓ http://wrld.bg/eSPe30slh6k 

世界銀行グループセミナー「数々の嵐を切り抜ける︓強靭な成長におけるインフラの役割」
を6月22日に開催します。詳しくは「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

IDA危機対応融資制度に関する10項目

国際開発協会（IDA）は、世界で最も貧しい国々が開発課題に取り組めるよう知識と資金を
提供して支援しています。課題には、社会・経済の発展を損ないかねない各種の危機が含ま
れることもあります。2011年に設置された危機対応融資制度（CRW）は、危機の際の各国
支援でIDAが用いるひとつのツールで、IDA加盟国が極端に深刻な危機に対応するための資
金の提供や、危機対応における国際社会の協力促進に貢献しています。

詳細： http://wrld.bg/IyAZ30slh6o 

セミナーのお知らせ

世界経済見通し（GEP）2022年6月版 
セミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5ef1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5ef2


日時：2022年6月17日（金）午前9時～午前10時30分（日本時間）
内容：6月7日発表の「世界経済見通し」最新版をとりまとめたアイハン・コーゼ世界銀行公
正成長・金融・制度（EFI）担当チーフエコノミスト兼見通し局長が、同報告書の主なポイ
ントをご説明します。
開催形式：オンライン
詳細： http://wrld.bg/p7UP30slKKo

変貌する援助の流れ︓公的資金の流れと援助構造のトレンド
ラウンドテーブル 

日時：2022年6月22日（水）午後2時～午後3時30分 （日本時間）
内容：変貌する援助の流れに関する最新の研究ペーパー（World Bank report A Changing
Landscape: Trends in Official Financial Flows and the Aid Architecture）の成果について、公
的資金の流れに関する動きや、過去10年の間に、援助の流れがどのように変化してきたの
か、資金量、財源、援助の実施モダリティなどの観点に焦点を当て、西尾昭彦 世界銀行開
発金融総局担当副総裁が説明し、パネリストと議論を行います。
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはオンライン参加）
詳細： http://wrld.bg/1GbL30slGfb

数々の嵐を切り抜ける︓強靭な成長におけるインフラの役割
世界銀行グループセミナー

日時：2022年6月22日（水）午後6時～午後8時（日本時間）
内容：強靭かつ包括的で環境に配慮した成長の促進に向けて、この不確かな時代の中でイン
フラが果たす役割をテーマに、プレゼンターとパネリストが戦略的考察や教訓、日本と世界
銀行が先駆けとなった革新的なアプローチをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/Qnfb30slGfe

　

世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」にご関
心をいただけましたら、チャンネル登録をお願い致します。
http://ow.ly/NNRf30rLQpe

　

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5ef3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5ef4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5ef5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1951c229,84d0b2d,84d5ef6
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