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一次産品市場の見通し 2022年10月版発表

通貨安で途上国の食料・エネルギー危機が深刻化  

世界銀行は10月26日発表の「一次産品市場の見通し（Commodity Markets Outlook）」の中
で、途上国の大半における通貨安が食料・燃料価格を押し上げているが、その結果、多くの
国が以前から直面していた食料・エネルギー危機が悪化しかねないと指摘しています。農業
生産のインプットであるエネルギー商品の値上がりが、食料価格を…続きを見る
 
※11月1日に同報告書の主なポイントをご紹介するセミナー、2日と4日には「一次産品市
場：その変化と課題、求められる政策」をご紹介するセミナーを、東京と神戸で開催しま
す。詳しくは「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5c96
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d88
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d89
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d8a


世界的混乱の中でも中央アジア全域で貧困率が低下

中央アジア地域の貧困率は、コロナ危機で短期間ながら大幅に増えた後、全域で低下が進ん
でいると指摘されています。ただし、持続的な貧困削減の軌道に戻るにあたっては、グロー
バル経済の減速予測…続きを見る
　 
※11月4日に「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2022年10月版」の主なポイントをご紹
介する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。

中東・北アフリカ地域、5.5％で成長も、状況は不均衡

世界銀行は10月5日発表の中東・北アフリカ地域半期経済報告の最新版「新たな捉え方：中
東・北アフリカ地域の透明性と説明責任の強化」の中で、同地域の今年の経済成長率は、
2016年以来最大の5.5％を記録し、2023年には3.5％に減速すると予測しています。域内の石
油輸出国が原油価格上昇の恩恵を受けている一方で、石油輸入国の状況は…続きを見る

セミナーのお知らせ

一次産品市場の見通し（CMO） 2022年10月版 
世界銀行セミナー

日時：2022年11月1日（火）午後12時～午後1時（日本時間）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはYoutubeによるオンライン参加）
内容：報告書「一次産品市場の見通し」（Commodity Markets Outlook: CMO）を含め、世
界銀行の一次産品・市場に関する分析のとりまとめを担当するジョン・バフェス世界銀行マ
クロ経済・貿易・投資グローバルプラクティス見通しグループ上級農業エコノミストの来日
にあたり、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細を見る

一次産品市場：その変化と課題、求められる政策
セミナー（神戸大学にて開催）

日時：2022年11月2日（水）午後2時～午後4時（日本時間）
開催形式：会場参加
内容：新刊「一次産品市場：変化、課題、政策」（Commodity Markets: Evolution,

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d8b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d8c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d8d


Challenges, and Policies）の編者であるジョン・バフェス世界銀行見通しグループ上級農業
エコノミストおよびピーター・ネーゲル同上級エコノミストの来日機会を捉え、本書の概要
を日本の皆様に向けてご紹介するセミナーを神戸大学において開催します。
詳細を見る

世界銀行で働く
キャリアセミナー（神戸大学にて開催）

日時：2022年11月2日（水）午後4時～午後5時（日本時間）
開催形式：会場参加
内容：世界銀行見通し局のエコノミストによる神戸大学訪問の機会を捉え、世銀エコノミス
トとしての業務の内容やキャリア構築へのアドバイス、世界銀行の採用・奨学金制度につい
てご紹介します。
詳細を見る

ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2022年10月版：復興のための社会的保
護
世界銀行モーニングセミナー（第154回）

日時：2022年11月4日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
開催形式：オンライン
内容：10月4日発表の「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2022年10月版：復興のための
社会的保護」（Europe and Central Asia Economic Update, October 2022: Social Protection
for Recovery）の執筆担当者の一人であるコレット・ウィーラー世界銀行開発見通し局上級
エコノミストと、イヴァン・トーレ同ヨーロッパ・中央アジア地域担当チーフエコノミスト
室エコノミストが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細を見る

一次産品市場：その変化と課題、求められる政策
世界銀行セミナー（東京開催）

日時：2022年11月4日（金）午後1時～午後2時30分（日本時間）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはWebex Eventsによるオンライン参加）
内容：新刊「一次産品市場：変化、課題、政策」（Commodity Markets: Evolution,
Challenges, and Policies）の編者であるジョン・バフェス世界銀行見通しグループ上級農業
エコノミストおよびピーター・ネーゲル同上級エコノミストの来日機会を捉え、本書の概要
を日本の皆様に向けてご紹介するセミナーを東京において開催します。
詳細を見る

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d8e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d8f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d90
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d91


2022年IFCリクルートミッション セミナー・ワークショップ

日時：2022年11月7日（月）～12日（土）（日本時間）
内容：日本人を対象とした採用イベント（リクルートミッション）です。世界各地で活躍す
る日本人職員による国際金融公社（IFC）の業務やキャリアパスに関するセミナー、人事担
当者による応募・採用に関するワークショップを実施します。
詳細を見る

ブラジルの道路プログラムに関する投資機会

日時：2022年11月9日（水）午前9時30分～午前11時（日本時間）
開催形式：オンライン
内容：アジアを拠点とし、インフラ投資にご関心がある投資家を対象に、グローバル・イン
フラストラクチャー・ファシリティ（GIF） と国際金融公社（IFC）のパートナーシップに
よるブラジルの道路プログラムの概要や、投資機会についてご説明します。
詳細を見る（英語、PDF） ｜ 参加登録フォーム

世界銀行グループで働く（京都・同志社大学にて開催）
キャリアセミナー

日時：2022年11月12日（土）午後4時30分～午後6時（日本時間）
開催形式：会場参加
内容：今年7月に新たに就任したディアリエトゥ・ガイ人事担当副総裁が人事・採用担当チ 
ームを率いて来日する機会を捉え、世界銀行グループが求める人材像および様々な採用制
度についてご紹介します。
詳細を見る

世界銀行グループで働く
キャリアセミナー

日時：2022年11月15日（火）午後6時～午後8時（日本時間）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはWebex Eventsによるオンライン参加）
内容：今年7月に新たに就任したディアリエトゥ・ガイ人事担当副総裁が人事・採用担当チ 
ームを率いて来日する機会を捉え、世界銀行グループが求める人材像および様々な採用制
度についてご紹介します。
詳細を見る

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d92
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d93
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d94
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d95
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d96


世界銀行で働く〜西尾昭彦・世界銀行開発金融担当副総裁
キャリアセミナー

日時：2022年11月16日（水）午後6時～午後7時30分（日本時間）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはWebex Eventsによるオンライン参加）
内容：西尾昭彦・世界銀行開発金融副総裁の来日の機会を捉え、副総裁として統括する業務
の内容、自身のこれまでのキャリアパス、将来世界銀行を目指す皆様へのキャリア構築のア
ドバイスなどをお話しします。
詳細を見る

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=h1ba16314,90c1ca3,90c5d97
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d98
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d99
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d9a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d9b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d9c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d9d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d9e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ba16314,90c1ca3,90c5d9f
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長声明、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第808号　2022年10月21日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

ラテンアメリカ・カリブ海地域半期経済報告書の最新版「財政ギャップ解消への新アプローチ」

第106回世銀・IMF 合同開発委員会における議長声明

世界銀行・IMF年次総会中に行われた第106回世銀・IMF合同開発委員会後に議長声明が発表
されました。 
開発委員会は、分断を防ぎ、世界経済の統合を守るために、国際協力の拡大と多国間主義の
強化の要請を再確認し、世界銀行グループ（WBG）及び国際通貨基金（IMF）に対し、マク
ロ経済及び金融の安定性維持、国内資金動員、租税回避及び脱税との戦いにおける協力、質
の高い支出、汚職や不正資金流入及び利益移転の抑制、債務脆弱性の軽減、貿易の促進、よ
り大規模な民間資金の動員といった取組を強化しつつ、包摂的かつ持続可能な経済成長の加
速、雇用創出、社会保護の拡充を支援する野心的な政策対応及び資金提供プログラムを実施
するため、政策立案者と引き続き連携することを求めました 。

日本語（財務省、仮訳）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c0f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c11
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c12
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c13


英語（PDF）

ラテンアメリカ・カリブ海地域：社会的投資とインフラ投資で
成長と繁栄共有の促進を

ラテンアメリカ・カリブ海地域の半期経済報告書の最新版「財政ギャップ解消への新アプロ
ーチ」では、一次産品価格上昇を受け、2022年に同地域のGDPが以前の予測を上回る推定
3.0％の成長を記録するとしています。公平性を重んじ、考え得る悪影響を回避するため
に、各国は公共支出と税務政策の選択肢について慎重に検討すべきだと、報告書は提案して
います。続きを見る
 　
※10月25日に同報告書の主なポイントをご説明する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。 

アフリカ各国、成長鈍化とインフレ率上昇の中、マクロ経済の
安定回復と貧困層保護が急務

10月4日発表の「アフリカの鼓動」最新版では、サブサハラ・アフリカ地域（SSA）の経済
成長率は、2021年の4.1％から2022年は3.3％に減速すると予測しています。2022年7月現
在、33の域内諸国の内、データが入手可能な29カ国のインフレ率は5％を超え、内17カ国は
2けたインフレに直面しています。続きを見る

セミナーのお知らせ

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告　2022年秋版：財政格差を縮めるた
めの新たなアプローチ 
世界銀行モーニングセミナー（第151回）

日時：2022年10月25日（火）午前8時～9時（日本時間）
内容：10月4日発表の「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告2022年秋版：財政格差を縮
めるための新たなアプローチ」をとりまとめたウィリアム・マロニー世界銀行ラテンアメリ
カ・カリブ海地域担当チーフエコノミストが同報告書の主なポイントを、日本の皆様に向け

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c14
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c15
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c16


てオンラインでご説明します。
詳細を見る

世界の学習貧困の現状2022年改訂版
世界銀行モーニングセミナー（第152回） 

日時：2022年10月26 日（水）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：新報告書「世界の学習貧困の現状2022年改訂版」（The State of Global Education:
2022 Update）のとりまとめを主導したハルゼイ・ロジャース ジョアン・ペドロ・アゼヴ
ェド教育グローバルプラクティス リードエコノミストが、同報告書の主なポイントを日本
の皆様に向けてオンラインでご説明します。
詳細を見る

一次産品市場の見通し（CMO） 2022年10月版
世界銀行セミナー

日時：2022年11月1日（火）午後12時～午後1時（日本時間）
内容：報告書「一次産品市場の見通し」（Commodity Markets Outlook: CMO）を含め、世
界銀行の一次産品・市場に関する分析のとりまとめを担当するジョン・バフェス世界銀行マ
クロ経済・貿易・投資グローバルプラクティス見通しグループ上級農業エコノミストの来日
にあたり、同報告書の主なポイントをご紹介するセミナーをハイブリット形式で開催しま
す。
詳細を見る 

一次産品市場：その変化と課題、求められる政策
セミナー（神戸大学にて開催）

日時：2022年11月2日（水）午後2時～午後4時（日本時間）
内容：新刊「一次産品市場：変化、課題、政策」（Commodity Markets: Evolution,
Challenges, and Policies）の編者であるジョン・バフェス世界銀行見通しグループ上級農業
エコノミストおよびピーター・ネーゲル同上級エコノミストの来日機会を捉え、本書の概要
を日本の皆様に向けてご紹介するセミナーを神戸大学において開催します（対面のみ、参加
登録が必要です）。
詳細を見る 

世界銀行で働く
キャリアセミナー（神戸大学にて開催）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c17
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c18
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c19
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c1a


日時：2022年11月2日（水）午後4時～午後5時（日本時間）
内容：世界銀行見通し局のエコノミストによる神戸大学訪問の機会を捉え、キャリアセミナ
ーを実施します。世銀エコノミストとしての業務の内容やキャリア構築へのアドバイス、世
界銀行の採用・奨学金制度についてご紹介します（対面のみ、参加登録が必要です）。
詳細を見る 

ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2022年10月版：復興のための社会的保
護
世界銀行モーニングセミナー（第154回）

日時：2022年11月4日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：10月4日発表の「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2022年10月版：復興のための
社会的保護」（Europe and Central Asia Economic Update, October 2022: Social Protection
for Recovery）の執筆担当者の一人であるコレット・ウィーラー世界銀行開発見通し局上級
エコノミストと、イヴァン・トーレ同ヨーロッパ・中央アジア地域担当チーフエコノミスト
室エコノミストが、同報告書の主なポイントをオンラインでご説明します。
詳細を見る 

一次産品市場：その変化と課題、求められる政策
世界銀行セミナー（東京開催）

日時：2022年11月4日（金）午後1時～午後2時30分（日本時間）
内容：新刊「一次産品市場：変化、課題、政策」（Commodity Markets: Evolution,
Challenges, and Policies）の編者であるジョン・バフェス世界銀行見通しグループ上級農業
エコノミストおよびピーター・ネーゲル同上級エコノミストの来日機会を捉え、本書の概要
を日本の皆様に向けてご紹介するセミナーを東京においてハイブリッド形式で開催します
（要参加登録）。
詳細を見る 

2022年IFCリクルートミッション セミナー・ワークショップ

日時：2022年11月7日（月）～12日（土）（日本時間）
内容：日本人を対象とした採用イベント（リクルートミッション）です。世界各地で活躍す
る日本人職員による国際金融公社（IFC）の業務やキャリアパスに関するセミナー、人事担
当者による応募・採用に関するワークショップを実施します。
詳細を見る 

　

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c1b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c1c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c1d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c1e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020c1f


　

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=h1b819287,901b87e,9020ed2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020ed3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020ed4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020ed5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020ed6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020ed7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b819287,901b87e,9020ed8


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 807号】2022年 年次報告書発表、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第807号　2022年10月14日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

2022年 年次報告書発表

世界銀行、IFC、MIGA、2022年度年次報告書発表

世界銀行、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）の2022年度の年次報告
書が刊行されました。各報告書は下記リンクよりご覧ください。
 
＜2022年度年次報告書ウェブサイト＞
世界銀行： http://wrld.bg/P7PJ50L9NvI （英語）
IFC： http://wrld.bg/ajMS50L9NvP （英語）
MIGA： http://wrld.bg/NM4y50L9NvV （英語）

2022年世界銀行グループ・IMF年次総会 ライブ配信

2022年世界銀行グループ・IMF年次総会は10月10日から開催しています。16日までの期間
中、途上国が直面している多重危機を乗り切るための対策や、強靭な未来に向けた構築に関

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7df82
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7dffc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7dffd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7dffe
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7dfff
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e000


するセッションを中心に、ライブでご覧いただけるイベントを配信しておりますので、是非
ご視聴ください。後日録画でもご覧いただけます。
　
ライブ配信一覧： http://wrld.bg/Jw2G50L0qBv （英語）
 
■ライブ配信スケジュール
 
2022年世界銀行グループ・IMF年次総会本会議
2022年10月14日（金）午後10時30分（日本時間）
http://wrld.bg/Z5oc50L3MvL
　
アフリカ地域の現状: 不確実な状況下での可能性
2022年10月15日（土）午後10時（日本時間）
http://wrld.bg/ZSLs50L3Mws
　
世界的な食料危機の中で人的資本を守るには
2022年10月16日（日）午前4時（日本時間）
http://wrld.bg/fo9f50L0tQZ
 
■下記の終了したイベントは、録画でご覧いただけます。
 
不安定な時代における多重危機への対応
http://wrld.bg/TiGq50L0tMY
 
包摂的な成長: 持続的な回復への鍵
http://wrld.bg/sYSI50L0tNj
 
食料・エネルギー不足による人的損失
http://wrld.bg/Z5KP50L0tNC
 
第2回ウクライナ支援 閣僚ラウンドテーブル
http://wrld.bg/4r4Y50L0tNZ
 
強靭な未来に向けた教育への投資
http://wrld.bg/Nlow50L0tPm
　
2022年世界銀行グループ・IMF年次総会 記者会見
http://wrld.bg/b3Xy50L0tQx
　
人と地球への投資: 低炭素で強靭な移行への支援
http://wrld.bg/aB5m50L0tQt

前例のない衝撃に揺れる南アジア地域、課題の悪化により成長
が減速

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e001
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e00b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e00c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e00d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e002
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e003
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e004
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e005
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e006
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e007
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e008


10月6日発表の「南アジア経済報告（SAEF）」の最新版「衝撃への対応：出稼ぎ労働者と
強靭化への道筋」では、南アジア地域の2022年の平均成長率を6月時点から1％ポイント下
方修正し、5.8％と予測しています。域内諸国の大半がコロナによる低迷から回復しつつあ
った2021年の成長率は7.8％でした。
 
詳細： http://wrld.bg/goFO50L9OQp
 
※同報告書の主なポイントをご説明するセミナーを10月18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。

洪水被害を受けやすいダルエスサラームでの新たな融資に
TDLCが技術支援

世界銀行は新たな融資により、タンザニア・ダルエスサラームの多くの低所得者層を含む30
万人以上の人々の洪水の危険を軽減し、より良いインフラやサービスを利用できるよう支援
しています。東京開発ラーニングセンター（TDLC）は、ムシンバジ流域のグリーンインフ
ラに関する知識と技術協力を提供しました。
 
詳細： http://wrld.bg/NfzM50L9NwG

採用情報：東京開発ラーニングセンター（TDLC）オフィス管
理チームアシスタント（STT）＜締切延長＞

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、オフィス管理とチームのプログラム
サポートを行うアシスタントを募集 しています。締切が10月12日から10月21日に延期とな
りました。
　
勤務形態：Short-Term Temporary (STT) / パートタイム
雇用期間： 週数日程度の勤務で、最大年間1200 時間（2023年6月30日まで。更新可）
勤務開始日：2022年11月1日（火）
応募締切：2022年10月21日（金）
詳細： http://wrld.bg/w58u50KWvye

セミナーのお知らせ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e009
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e00a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e00e


南アジア経済報告（SAEF）2022年10月版
世界銀行モーニングセミナー（第148回）

日時：2022年10月18日（火）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：10月6日発表の「南アジア経済報告（SAEF）2022年10月版」の執筆を主導したゾ
ー・レイユ・シェ世界銀行 南アジア地域担当チーフエコノミスト室 上級エコノミストとヴ
ァレリエ・マーサー＝ブラックマン同上級エコノミストが、同報告書の主なポイントをご紹
介します。
詳細： http://wrld.bg/lA1H50L3Mg1 

アフリカの鼓動：アフリカ経済動向分析2022年10月版
世界銀行グループTICADセミナーシリーズ第33回

日時：2022年10月20日（木）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：10月4日発表の半期経済報告「アフリカの鼓動：アフリカ経済動向分析2022年10月
版」（Africa’s Pulse, October 2022 Edition）をとりまとめたセザール・カルデロン世界銀行
アフリカ地域担当チーフエコノミスト室リードエコノミストが、同報告書の主なポイントを
オンラインでご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/8hgu50L6tHu

「南アジアへのより安全で生産的な移住のために」
世界銀行モーニングセミナー（第149回）

日時：2022年10月21日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：新報告書「南アジアへのより安全で生産的な移住のために」（Toward Safer and
More Productive Migration for South Asia）を執筆したアメール・アフメド世界銀行社会的保
護・雇用グローバル南アジア担当上級エコノミストとローレント・ボサヴィ同ヨーロッパ・
中央アジア担当上級エコノミストが、同報告書の主なポイントをオンラインでご紹介しま
す。
詳細： http://wrld.bg/sEH950L3NkW

危機の今こそ、人的資源への投資が必要
世界銀行マムタ・マーティ副総裁（保健・教育担当）による講演＠東京大学
（※事前登録が必要です）

日時：2022年10月21日（金）午前10時25分～午前11時25分（日本時間）
内容：マムタ・マーティ 世界銀行人間開発担当副総裁が、東京大学本郷キャンパス 国際学
術研究棟4階 SMBCアカデミアホールにて講演します。ご参加を希望される方は、事前登録
をお願い致します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e00f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e010
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e011


詳細： http://wrld.bg/vnq350L9NxC

2022年IFCリクルートミッション セミナー・ワークショップ

日時：2022年11月7日（月）～12日（土）（日本時間）
内容：日本人を対象とした採用イベント（リクルートミッション）です。世界各地で活躍す
る日本人職員による国際金融公社（IFC）の業務やキャリアパスに関するセミナー、人事担
当者による応募・採用に関するワークショップを実施します。
詳細： http://wrld.bg/gBBq50KWy3i

　

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=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e012
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e013
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e014
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e015
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e016
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e017
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e018
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e019
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e01a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b57cb3c,8f7c670,8f7e01b


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 806号】2022年世界銀行グループ・IMF年次総会 ライブ
配信、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第806号　2022年10月7日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

2022年世界銀行グループ・IMF年次総会 ライブ配信のご案内

2022年世界銀行グループ・IMF年次総会 ライブ配信

10月10日から16日、2022年世界銀行グループ・IMF年次総会が開催されます。期間中、途
上国が直面している多重危機を乗り切るための対策や、強靭な未来に向けた構築に関するセ
ッションを中心に、ライブでご覧いただけるイベントを配信いたしますので、是非ご視聴く
ださい。後日録画でもご覧いただけます。
　
ライブ配信一覧： http://wrld.bg/Jw2G50L0qBv （英語）
 
不安定な時代における多重危機への対応
2022年10月10日（月）午後9時30分（日本時間）
http://wrld.bg/TiGq50L0tMY
 
包摂的な成長: 持続的な回復への鍵
2022年10月12日（水）午前2時（日本時間）
http://wrld.bg/sYSI50L0tNj

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcd2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcd4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcd5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcd6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcd7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcd8


 
食料・エネルギー不足による人的損失
2022年10月12日（水）午前5時（日本時間）
http://wrld.bg/Z5KP50L0tNC
 
第2回ウクライナ支援 閣僚ラウンドテーブル
2022年10月13日（木）午前2時45分（日本時間）
http://wrld.bg/4r4Y50L0tNZ
 
強靭な未来に向けた教育への投資
2022年10月13日（木）午前5時（日本時間）
http://wrld.bg/Nlow50L0tPm
　
2022年世界銀行グループ・IMF年次総会 記者会見
2022年10月13日（木）午後9時45分（日本時間）
http://wrld.bg/b3Xy50L0tQx
　
人と地球への投資: 低炭素で強靭な移行への支援
2022年10月14日（金）午前4時（日本時間）
http://wrld.bg/aB5m50L0tQt
　
2022年世界銀行グループ・IMF年次総会本会議
2022年10月14日（金）午後10時30分（日本時間）
http://wrld.bg/Z5oc50L3MvL
　
アフリカ地域の現状: 不確実な状況下での可能性
2022年10月15日（土）午後10時（日本時間）
http://wrld.bg/ZSLs50L3Mws
　
世界的な食料危機の中で人的資本を守るには
2022年10月16日（日）午前4時（日本時間）
http://wrld.bg/fo9f50L0tQZ

IFC：世界的な食料危機への対応に強靭な食料システム構築の
ための融資プラットフォームを立ち上げ

世界中でますます深刻化する食料危機に対応するため、国際金融公社（IFC） は 新たに60
億ドルのグローバル・フード・セキュリティ・プラットフォームを立ち上げました。この融
資枠を通じ、食品市場の安定化と食糧安全保障の強化、強靭な食料システムを構築を支援し
ます。
 
プレスリリース︓http://wrld.bg/Ajiq50L3Vx0

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcd9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcda
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8eddcdb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde26
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde27
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde28
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde29
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde2a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde2b


IFC︓インドネシアのデジタル・アグリ革命

インドネシアで進む農業セクターのデジタル変革が、長年重労働と低所得で苦しんできた小
規模農家の生活に大きな変化をもたらしています。コロナ後に急拡大する同国の食品市場を
背景に、国際金融公社（IFC）は農家と食卓をつなぐデジタル・プラットフォームを提供す
るスタートアップ企業の支援を通じ、小規模農家の生産効率化や新市場の開拓、収入増加を
支援しています。
 
特集： http://wrld.bg/MMOh50L3Mfs 

採用情報：東京開発ラーニングセンター（TDLC）︓オフィス
管理チームアシスタント（STT）

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、オフィス管理とチームのプログラム
サポートを行うアシスタントを募集 しています。
　
勤務形態：Short-Term Temporary (STT) / パートタイム
雇用期間： 週数日程度の勤務で、最大年間1200 時間（2023年6月30日まで。更新可）
勤務開始日：2022年11月1日（火）
応募締切：2022年10月12日（水）
詳細： http://wrld.bg/w58u50KWvye

セミナーのお知らせ

地中海地域における強靭な移住システムの構築：新型コロナウィルス感染症
（COVID-19）からの教訓 
世界銀行モーニングセミナー（第147回）

日時：2022年10月14日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：新報告書「地中海地域における強靭な移住システムの構築：新型コロナウィルス感染
症（COVID-19）からの教訓」（Building Resilient Migration Systems in the Mediterranean
Region: Lessons from COVID-19）を執筆したマウロ・テスタヴェルデ世界銀行社会的保
護・労働グローバルプラクティス上級エコノミストと、ジャクリン・パヴィロン ニューヨ
ーク移住研究センター副所長が、同報告書の主なポイントをオンラインでご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/8L1n50L3Mfx

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde2c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde2d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde2e


南アジア経済報告（SAEF）2022年10月版
世界銀行モーニングセミナー（第148回）

日時：2022年10月18日（火）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：10月6日発表の「南アジア経済報告（SAEF）2022年10月版」の執筆を主導したゾ
ー・レイユ・シェ世界銀行 南アジア地域担当チーフエコノミスト室 上級エコノミストとヴ
ァレリエ・マーサー＝ブラックマン同上級エコノミストが、同報告書の主なポイントをご紹
介します。
詳細： http://wrld.bg/lA1H50L3Mg1 

「南アジアへのより安全で生産的な移住のために」
世界銀行モーニングセミナー（第149回）

日時：2022年10月21日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：新報告書「南アジアへのより安全で生産的な移住のために」（Toward Safer and
More Productive Migration for South Asia）を執筆したアメール・アフメド世界銀行社会的保
護・雇用グローバル南アジア担当上級エコノミストとローレント・ボサヴィ同ヨーロッパ・
中央アジア担当上級エコノミストが、同報告書の主なポイントを、オンラインでご紹介しま
す。
詳細： http://wrld.bg/sEH950L3NkW

2022年IFCリクルートミッション セミナー・ワークショップ

日時：2022年11月7日（月）～12日（土）（日本時間）
内容：日本人を対象とした採用イベント（リクルートミッション）です。世界各地で活躍す
る日本人職員による国際金融公社（IFC）の業務やキャリアパスに関するセミナー、人事担
当者による応募・採用に関するワークショップを実施します。
詳細： http://wrld.bg/gBBq50KWy3i

　

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=h1b3f2a90,8edbe29,8edde2f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde30
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde31
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde32
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde33
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde34
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde35


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
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世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde36
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde37
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde38
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1b3f2a90,8edbe29,8edde39
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