
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 788号】第105回世銀・IMF 合同開発委員会における議
長声明、「一次産品市場の見通し」最新版発表、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第788号　2022年4月28日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

「一次産品市場の見通し」最新版発表

第105回世銀・IMF 合同開発委員会における議長声明

世界銀行・IMF春季会合中に行われた第105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。開発委員会はロシア連邦によるウクライナへの侵略について、外交経路による
迅速な解決と、分断を防ぎ世界経済の統合を守るための国際協力の拡大と多国間主義の強化
を要請しました。また、世界銀行グループと国際通貨基金（IMF）に対し、極度の貧困の撲
滅と繁栄の共有の達成という二大目標に焦点を置くとともに、引き続き各国によるSDGsの
達成を支援しながら、引き続き警戒感を持ち、取組を調整し、かつ、グリーンで強靭で包摂
的な経済復興に向けた各国の関与を方向付けることを求めています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d28
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d2a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d2b


日本語： http://ow.ly/JXpI30sin5N（財務省、仮訳） 
英語： http://wrld.bg/hf1l30sin5M

ウクライナでの戦争による食料・エネルギー価格ショック、当
分続く見込み

世界銀行は4月26日に「一次産品市場の見通し」最新版を発表し、ウクライナでの戦争が一
次産品市場に大きなショックをもたらし、貿易、生産、消費のパターンが世界的に変化して
いる中で、2024年末まで歴史的な高水準で物価高が続くとの見通しを示しました。 

プレスリリース︓ http://wrld.bg/6kfx30sin5Q 

日本の生命保険会社が共同でサステナブル・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）はこの度、期間8年（償還：2030年4月26日）、総額5億1,600万豪ドルのサステ
ナブル・ディベロップメント・ボンドを発行し、世界銀行が融資するプロジェクト全てに気
候変動対策（緩和及び適応）を導入する包括的な取組みを支持する、朝日生命保険相互会
社、住友生命保険相互会社、第一生命保険株式会社、富国生命保険相互会社、明治安田生命
保険相互会社（社名五十音順）が本債券を購入しました。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/UE4n30sin5R 

レソト︓基礎教育の強化により子供たちの就学を支援

レソト政府と世界銀行は4月20日、新型コロナによる影響が収まらない中、学校を中退する
可能性が最も高い環境にある貧困家庭や農村地域で就学定着率を向上させるための支援に合
意しました。この基礎教育強化プロジェクト（BESP）は、教育のためのグローバルパート
ナーシップ（GPE）からの710万ドルのグラントを受け、対象地域の中等教育の質の向上
や、早期幼児開発（ECCD）の強化を目的とした新たなカリキュラムの展開を促進します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d2c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d2d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d2e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d2f


プレスリリース︓ http://wrld.bg/8WYz30sin5S （英語） 

IFC︓キルギス共和国のビジネス変革を支えるプライベート・
エクイティ

資金調達が難しいキルギス共和国の中小企業や起業家に対し、資金だけでなく経営ノウハウ
も提供するプライベート・エクイティ・ファンドがその成長を支えています。国際金融公社
（IFC）はこれらのファンドへの出資を通じ、間接的に中央アジアの民間セクターの成長を
支援しています。

IFC特集： http://wrld.bg/Ttq030sin6q 

IFCとJICAの協調投融資総額が16.4億ドルに到達 

国際協力機構（JICA）は、2022年3月に、コロンビアの金融アクセス改善に向け民間金融機
関であるBanco Davivienda S.A.への 1.5億ドルを上限とする融資契約に調印しました。国際
金融公社（IFC）との協働案件として12件目となる本案件は、コロンビアの中小零細事業者
（MSME）の金融アクセス改善および女性の経済的エンパワーメント促進を図ることを目的
としてます。本案件の調印により、IFCとJICAの協調投融資額は、2017年に目標とした15億
ドルを超え、総額約16.4億ドルに達しました。今後もJICAとの連携を一層強化し、開発効果
の高い投融資案件に取り組んでまいります。

詳細： http://wrld.bg/taHM30sin6r 

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

世界開発報告（WDR）2022：公平な回復のための金融
セミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d30
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d31
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d32


日時：2022年5月11日（水）午前9時～午前10時30分（日本時間） 
内容：レオラ・クラッパー 世界開発報告（WDR）2022年版執筆担当局長が、同報告書の主
なポイントを日本の皆様に向けてご説明します。また、吉野直行・慶應義塾大学名誉教授／
金融庁金融研究センター長にコメンテイターとしてご登壇いただく他、原田徹也・JICA緒方
貞子平和開発研究所上席研究員もコメンテイターとして登壇します。
詳細： http://wrld.bg/4ZTb30siaZa

女性・ビジネス・法律2022 
世界銀行モーニングセミナー（第140回）

日時：2022年5月13日（金）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：3月1日発表の報告書「女性・ビジネス・法律2022」をとりまとめたチームのナター
リア・マゾーニ世界銀行 女性・ビジネス・法律プロジェクト 民間セクター専門官とヴィク
トリア・カイティナ同法律コンサルタントが、同報告書の主なポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/JL7R30sh5FU

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=h1872d3ed,8116432,8117d33
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d34
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d35
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d36
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d37
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d38
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d39
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d3a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d3b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1872d3ed,8116432,8117d3c


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 787号】世界銀行グループ 各国への財政支援を拡大、
AGGPM官民フォーラムに俣野MIGA長官がパネリストとして参加、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第787号　2022年4月22日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

世界銀行グループ、複数の危機の中、各国への財政支援を拡大

世界銀行グループ、各国への財政支援を拡大

世界銀行グループは、各国が危機に対応できるよう、約1,700億ドルの15カ月危機対応資金
パッケージを検討すると発表しました。ウクライナでの戦争がもたらす社会・経済的影響へ
の対応に加えて、貧困・脆弱層の保護、パンデミックや脆弱・紛争・暴力、気候変動アジェ
ンダへの取組みを含む開発優先課題に引き続き注力します。

プレスリリース︓http://wrld.bg/C05H30shRUk 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902da
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902dc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902dd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902de


AGGPM官民フォーラムに俣野MIGA長官がパネリストとして
参加

2022年4月25日（月）に経済産業省が開催する「アジアグリーン成長パートナーシップ閣僚
会合（AGGPM）官民フォーラム」のパネルディスカッションに、俣野弘 多数国間投資保証
機関（MIGA）長官が参加します。詳細は以下リンクからご覧ください。 

詳細： https://www.aggpm2022.org/ （AGGPM2022）

世界銀行ライブ配信：2022年 世界銀行グループ・IMF春季会合

2022年世界銀行グループ・IMF春季会合の期間中、セミナーをライブ配信します。詳細は以
下をご覧ください。各ライブ配信は、後日録画でもご覧いただけます。
ライブ配信一覧： http://wrld.bg/NW6130sgKc0 （英語）

<配信スケジュール>
脆弱性の高まりの中で
2022年4月23日（土）午前1時（日本時間）より
http://wrld.bg/Izx730sgwer

助成と貿易
2022年4月23日（土）午前3時30分（日本時間）より
http://wrld.bg/ThUW30sgJng

未来を取り戻すための人的資本への投資
2022年4月23日（土）午後11時（日本時間）より
http://wrld.bg/FRoY30sgweA

<録画＞
世界的な危機に対する今後の方向性
http://wrld.bg/oIFt30sgJn5

2022年 世界銀行グループ・IMF春季会合 記者会見
http://wrld.bg/TgvF30sgwcY

デジタル革命
http://wrld.bg/6m3k30sgwe7

気候変動対策への支援
http://wrld.bg/wVW630sgweg

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902df
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e7


セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：確かな回復に向け、グリーン成長
の機会をつかむ
世界銀行モーニングセミナー（第138回）

日時：2022年4月27日（水）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：確かな回復に向け、グリーン成長の機会
をつかむ」をとりまとめるウィリアム・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ご説明します。
詳細： http://wrld.bg/cX8J30sgOUA

一次産品市場の見通し 2022年4月版 
世界銀行モーニングセミナー（第139回） 

日時：2022年4月28日（木）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：報告書「一次産品市場の見通し」（Commodity Markets Outlook）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が、同報告書
2022年4月版の主なポイントをご紹介します。 
詳細： http://wrld.bg/9tmI30shf5U 

女性・ビジネス・法律2022 
世界銀行モーニングセミナー（第140回） 

日時：2022年5月13日（金）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：3月1日発表の報告書「女性・ビジネス・法律2022」をとりまとめたチームのナター
リア・マゾーニ世界銀行 女性・ビジネス・法律プロジェクト 民間セクター専門官とヴィク
トリア・カイティナ同法律コンサルタントが、同報告書の主なポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/JL7R30sh5FU

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=h185122f3,808fac2,80902e8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902e9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902ea
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902eb


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=h185122f3,808fac2,80902ec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902ed
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902ee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902ef
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902f0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902f1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h185122f3,808fac2,80902f2


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 786号】「成⻑、安全保障、安定性の課題に取り組む」
マルパス総裁によるスピーチ、世界銀⾏ライブ配信︓2022年 世界銀⾏グループ・IMF春季会
合、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第786号 2022年4⽉15⽇ 発⾏ http://wrld.bg/aClX30r5uAe

2022年 世界銀⾏グループ・IMF春季会合は、4⽉18⽇から24⽇まで開催されます。

「成⻑、安全保障、安定性の課題に取り組む」マルパス総裁に
よるスピーチ

4⽉12⽇、世界銀⾏グループ・IMF 2022年 春季会合に先⽴ち、マルパス世界銀⾏総裁はポー
ランドのワルシャワ経済⼤学においてスピーチを⾏い、経済⾒通しや今後必要とされる⾏動
を説明しています。

スピーチ全⽂（⽇本語）︓ http://wrld.bg/fZqe30shfX9

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3987
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3989
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff398a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff398b


世界銀⾏ライブ配信︓2022年 世界銀⾏グループ・IMF春季会合

2022年世界銀⾏グループ・IMF春季会合は「強靭性強化への投資と不確実性の管理︓より環
境に配慮した包括的な未来の構築の促進」 をテーマに、4⽉18⽇から24⽇まで開催されま
す。期間中、セミナーをライブ配信します。詳細は以下をご覧ください。各ライブ配信は、
後⽇録画でもご覧いただけます。 

ライブ配信⼀覧︓ http://wrld.bg/NW6130sgKc0

<配信スケジュール>

世界的な危機に対する今後の⽅向性
2022年4⽉20⽇（⽔）午前12時30分（⽇本時間）より
http://wrld.bg/oIFt30sgJn5

2022年 世界銀⾏グループ・IMF春季会合 記者会⾒
2022年4⽉20⽇（⽔）午後10時15分（⽇本時間）より
http://wrld.bg/TgvF30sgwcY

デジタル⾰命
2022年4⽉21⽇（⽊）午前12時（⽇本時間）より
http://wrld.bg/6m3k30sgwe7

気候変動対策への⽀援
2022年4⽉22⽇（⾦）午前12時（⽇本時間）より
http://wrld.bg/wVW630sgweg

脆弱性の⾼まりの中で
2022年4⽉23⽇（⼟）午前1時（⽇本時間）より
http://wrld.bg/Izx730sgwer

助成と貿易
2022年4⽉23⽇（⼟）午前3時30分（⽇本時間）より
http://wrld.bg/ThUW30sgJng

未来を取り戻すための⼈的資本への投資
2022年4⽉23⽇（⼟）午後11時（⽇本時間）より
http://wrld.bg/FRoY30sgweA

地域経済報告書 2022年4⽉版

サブサハラ・アフリカ地域

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff398c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff398d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff398e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff398f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3990
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3991
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3992
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3993


4⽉13⽇発表の「アフリカの⿎動」最新版では、引き続きコロナウイルスの新たな変異株、
世界的なインフレ、サプライチェーンの混乱、気候ショックへの対応を迫られる中、2022年
の経済成⻑率は2021年の4％を下回る3.6％になると予測しています。報告書はまた、ショッ
クに対する経済の強靱性と対応⼒を⾼めるため、貧困層・脆弱層を中⼼に、セーフティネッ
トを超えて社会的保護を拡⼤することの重要性を強調しています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/8xZ330shkrY 

ヨーロッパ・中央アジア地域

4⽉10⽇発表の「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告︓域内における戦争」では、ウクラ
イナでの戦争とロシアへの制裁が世界中の国々に打撃となる中、同地域の新興国・途上国は
影響を受けるだろう、と指摘しています。ウクライナの今年の経済成⻑率はマイナス45.1％
になるとみられ、ロシア経済も2022年は11.2％のマイナス成⻑になると予測しています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/l38f30sh5aJ 

中東・北アフリカ地域 

4⽉14⽇発表の「追跡調査︓不確実性の時代にある中東・北アフリカ地域」によると、 
2022年の経済成⻑率は、原油価格⾼騰で域内の⽯油輸出国が予定外に潤い、2016年以降で
最⼤の5.2％になる⾒込みです。⼀⽅、⼈々の⽣活⽔準の指標である国⺠⼀⼈あたりGDP
は、2020〜21年の全体的な低迷が尾を引き、コロナ前の⽔準を⾟うじて上回るにとどまる
だろうと指摘しています。 

プレスリリース︓ http://wrld.bg/AIPk30shl3R 

南アジア地域 

4⽉13⽇発表の南アジア経済報告（SAEF）最新版「基準を⾒直す︓今後に向けた新しい道
筋」は、地域の成⻑率を2022年は6.6％、2023年は6.3％と予測しています。報告書は、域
内のジェンダー格差と、根深い社会規範とのつながりを掘り下げて分析し、経済的機会への
⼥性のアクセスを⽀援し、差別的な規範に取り組み、包摂的成⻑に向けたジェンダー⾯での
成果を向上させる政策を提⾔しています。 

プレスリリース︓ http://wrld.bg/YO3T30shks0 

共同声明︓世界銀⾏グループとIMF、WFP、WTOのトップが
⾷糧安全保障における迅速な協調を求める

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3994
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3995
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3996
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3997


デイビッド・マルパス世界銀⾏グループ総裁とクリスタリナ・ゲオルギエバ国際通貨基⾦
（IMF）専務理事、 デイビッド・ビーズリー国際連合、国連世界⾷糧計画（WFP）事務局
⻑、 ンゴジ・オコンジョイウェアラ世界貿易機関（WTO）事務局⻑は、翌週開催される 世
界銀⾏グループ・IMF 春季会合を前に発表した共同声明で、⾷料の緊急供給など脆弱国を⽀
援する対策を提案するとともに、国際社会に対し、緊急の資⾦需要を賄うため無償供与を通
じて脆弱国を⽀援するよう呼びかけました。
 
声明︓ http://wrld.bg/I22x30shkrA 

ブログ︓⾷料価格危機対策の4つの道筋 

世界の三⼤穀物である⽶、⼩⻨、メイズの世界の備蓄量は歴史的な⾼⽔準が続いています。
マリ・エルカ・ パンゲストゥ世界銀⾏専務理事（開発政策・パートナーシップ）のブログ
では、農家の⽀援など4つの優先課題を挙げ、より強靭で⾷料と栄養の永続的安全保障を達
成できる⾷料システムへの転換が、グリーンで強靱かつ包摂的な開発の基礎として、⼈々の
健康や経済と地球の健全性の促進を可能にすると提⾔しています。 
 
ブログ︓ http://wrld.bg/xITN30shkrO 

世界銀⾏広報担当（JPO）募集＜4⽉20⽇締切＞ 

世界銀⾏が現在募集している⽇本⼈職員採⽤の⼀環として、広報担当（JPO）を募集してい
ます。職務内容はアカウンタビリティ・メカニズムに関する情報発信（ホームページ、ブロ
グ、ニュースレター、ソーシャルメディア等）です。
 
採⽤要件︓修⼠号必須。ウェブサイトやソーシャルメディア関連分野での最低3年の業務経
験。英語に加え、別の⾔語も使えれば尚可。世界銀⾏の政策や⼿順・事業に精通し、国際的
な業務経験やオンライン・アンケート実施の経験があれば有利。
応募締切︓4⽉20⽇（⽔）午後5時
詳細・応募︓ http://wrld.bg/KcGE30sgOT1

IFC︓⽇本⼈職員2名を募集（⽇本政府の⽀援による採⽤） 
＜4⽉20⽇締切＞ 

国際⾦融公社（IFC）では、⽇本政府の⽀援により、アップストリーム部⾨インフラ担当の
アソシエイト・インベストメント・オフィサー及びアドバイザリー部⾨のオペレーション・

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3998
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3999
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff399a


オフィサーを募集しています。応募締め切りは、2022年4⽉20⽇です。

詳細︓ http://wrld.bg/IhIJ30sfnJV

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

コミュニティ主導のビジョンから実践へ-横浜都市デザインスケッチブックの
中南⽶やその他地域での適⽤-

⽇時︓2022年4⽉21⽇（⽊）午前10時〜午前11時30分（⽇本時間） 
内容︓東京開発ラーニングセンター（TDLC）が刊⾏した、YUDSの⼿法と途上国に応⽤す
る上での教訓をまとめた「横浜都市デザインスケッチブック」を記念し、過去50年にわたる
横浜の都市づくりのあゆみを振り返りながら、YUDSに象徴される市⺠参加型都市デザイン
の成果と意義、そして海外への応⽤可能性について議論します。 
詳細︓ http://wrld.bg/59iq30sgPnR

ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告︓域内における戦争
世界銀⾏モーニングセミナー（第137回）

⽇時︓2022年4⽉22⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間） 
内容︓「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告︓域内における戦争」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が、同報告書の主なポイ
ントをご紹介します。
詳細︓ http://wrld.bg/mfNi30sgOUB

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告︓確かな回復に向け、グリーン成⻑
の機会をつかむ
世界銀⾏モーニングセミナー（第138回）

⽇時︓2022年4⽉27⽇（⽔）午前8時〜午前9時（⽇本時間） 
内容︓「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告︓確かな回復に向け、グリーン成⻑の機会
をつかむ」をとりまとめるウィリアム・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ご説明します。 
詳細︓ http://wrld.bg/cX8J30sgOUA 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff399b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b04
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b05
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b06


⼀次産品市場の⾒通し 2022年4⽉版 
世界銀⾏モーニングセミナー（第139回）

⽇時︓2022年4⽉28⽇（⽊）午前8時〜午前9時（⽇本時間） 
内容︓報告書「⼀次産品市場の⾒通し」（Commodity Markets Outlook）」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が、同報告
書2022年4⽉版の主なポイントをご紹介します。 
詳細︓http://wrld.bg/9tmI30shf5U 

⼥性・ビジネス・法律2022 
世界銀⾏モーニングセミナー（第140回） 

⽇時︓2022年5⽉13⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間） 
内容︓3⽉1⽇発表の報告書「⼥性・ビジネス・法律2022」をとりまとめたチームのナター
リア・マゾーニ世界銀⾏ ⼥性・ビジネス・法律プロジェクト ⺠間セクター専⾨官とヴィク
トリア・カイティナ同法律コンサルタントが、同報告書の主なポイントをご説明します。
詳細︓ http://wrld.bg/JL7R30sh5FU

世界銀⾏東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」︓
http://ow.ly/NNRf30rLQpe
 ぜひチャンネル登録をお願いします

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=h18339608,7ff0e10,7ff3b07
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b08
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b09
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b0a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b0b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b0c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b0d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b0e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b0f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18339608,7ff0e10,7ff3b10


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 785号】世界銀行ライブ配信：2022年 世界銀行グルー
プ・IMF春季会合、地域経済報告書 EAP・LAC最新版発表、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第785号　2022年4月8日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

2022年 世界銀行グループ・IMF春季会合に先立ち、マルパス世界銀行総裁がポーランドよりスピーチを行い
ます。

世界銀行ライブ配信：2022年 世界銀行グループ・IMF春季会合

2022年世界銀行グループ・IMF春季会合は「強靭性強化への投資と不確実性の管理：より環
境に配慮した包括的な未来の構築の促進」 をテーマに、4月18日から24日まで開催されま
す。期間中、セミナーをライブ配信します。詳細は以下をご覧ください。
  
ライブ配信一覧： http://wrld.bg/NW6130sgKc0 （英語）
　
これに先立ち、4月12日（火）午後8時30分（日本時間）より、途上国が直面する未曾有の
事態から経済や安全性を向上させるための取り組みについて、マルパス世界銀行総裁がポー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54947
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54949
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f5494a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f5494b


ランドよりスピーチを行います。ライブ配信は以下リンクからご覧ください。
　
詳細： http://wrld.bg/Mz9o30sgKbW （英語）
　
＜配信スケジュール＞
　
世界的な危機に対する今後の方向性
2022年4月20日（水）午前12時30分（日本時間）より
http://wrld.bg/oIFt30sgJn5
　
2022年 世界銀行グループ・IMF春季会合 記者会見
2022年4月20日（水）午後10時15分（日本時間）より
http://wrld.bg/TgvF30sgwcY
　
デジタル革命
2022年4月21日（木）午前12時（日本時間）より
http://wrld.bg/6m3k30sgwe7
　
気候変動対策への支援
2022年4月22日（金）午前12時（日本時間）より
http://wrld.bg/wVW630sgweg
　
脆弱性の高まりの中で
2022年4月23日（土）午前1時（日本時間）より
http://wrld.bg/Izx730sgwer
　
助成と貿易
2022年4月23日（土）午前3時30分（日本時間）より
http://wrld.bg/ThUW30sgJng
　
未来を取り戻すための人的資本への投資
2022年4月23日（土）午後11時（日本時間）より
http://wrld.bg/FRoY30sgweA
　
各ライブ配信は、後日録画でもご覧いただけます。

地域経済報告書 2022年4月版

東アジア・大洋州地域（EAP）
4月4日発表の「東アジア・大洋州地域 半期経済報告書：嵐に立ち向かう」では、東アジ
ア・大洋州地域（EAP）全体の2022年の経済成長率は、2021年10月の予測を0.4％ポイント

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f5494c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f5494d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f5494e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f5494f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54950
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54951
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54952
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54953


下回る5％に減速すると予測しています。報告書は、ウクライナでの戦争がコロナ危機から
の回復を図る域内途上国にとって脅威になっていると指摘し、世帯と企業を優先した支援を
進めるなどの4種類の政策的措置を提案しています。
　
プレスリリース︓ http://wrld.bg/A8nF30sgJOI
　
ラテンアメリカ・カリブ海地域（LAC）
ラテンアメリカ・カリブ海地域諸国は、コロナ危機からの回復軌道に乗っているものの、危
機の傷跡は深く、より力強く包摂的で持続可能な成長の必要性がこれまでになく差し迫って
いる、と世界銀行は4月7日発表の同地域に関する最新の半期経済報告書「確かな回復に向
け、グリーン成長の機会をつかむ」の中で指摘しています。域内諸国の大半がコロナ危機に
よるマイナス成長から立ち直り、2021年の地域全体のGDP成長率は6.9％に回復し、今年は
2.3％、2023年はさらに2.2％が見込まれています。
　
プレスリリース︓ http://wrld.bg/FNU130sgPkN
　
上記報告書の主なポイントをご説明するオンライン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。

コロナ危機からの持続的な回復には強靭性の構築が不可欠

国際開発ジャーナル4月号にユルゲン・フォーグレ 世界銀行 持続可能な開発担当副総裁の寄
稿「コロナ危機からの持続的な回復には強靭性の構築が不可欠」が掲載されました。世銀グ
ループは今後、環境に配慮（グリーン）した強靭で包摂的な開発アプローチ（GRID）の
下、コロナ禍からの回復策の中に気候変動への適応と強靭化を取り込みます。

寄稿： http://wrld.bg/2gS430sgJu1
記事「途上国での防災強化：世界銀行と日本のパートナーシップ 日本の知見と世界銀行の
ネットワークによる協働」： http://wrld.bg/4S1U30sgO2N

ブログシリーズ︓人事が語る〜グローバルキャリア構築のため
の処方箋～ 第14回「デジタル・ネットワーキング〜英語での

情報発信のすすめ」

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54954
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54955
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54956
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54957


世界銀行本部人事総局の担当者が、最新の採用動向、世銀の職場としての魅力を情報発信し
ています。今回は、戸崎智支 HRビジネスパートナーが、この2年間の世界的なビジネス環
境のバーチャル化・デジタル化に伴い、ネットワーキングを取り巻く環境にどのような変化
があったのかを考察し、LinkedIn等のプラットフォームを使った手法など、環境の変化に応
じたネットワーキングの具体例を紹介しています。

詳細： http://wrld.bg/PZQR30sgOUE

世界銀行広報担当（JPO）募集＜4月20日締切＞ 

世界銀行が現在募集している日本人職員採用の一環として、広報担当（JPO）を募集してい
ます。職務内容はアカウンタビリティ・メカニズムに関する情報発信（ホームページ、ブロ
グ、ニュースレター、ソーシャルメディア等）です。
 
採用要件：修士号必須。ウェブサイトやソーシャルメディア関連分野での最低3年の業務経
験。英語に加え、別の言語も使えれば尚可。世界銀行の政策や手順・事業に精通し、国際的
な業務経験やオンライン・アンケート実施の経験があれば有利。
応募締切：4月20日（水）午後5時
詳細・応募： http://wrld.bg/KcGE30sgOT1

世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人向け特
別枠＜4月15日締切＞

日本／世界銀行共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、業務経験を有するミッドキャリア
の日本人向け特別枠を設け、2年間を限度に奨学金を提供しています。応募締切は4月15日で
す。詳細は、以下のリンクからご覧ください。
 
詳細： http://wrld.bg/H5vW30s7fiA （英語）

採用情報

IFC：日本人職員2名を募集（日本政府の支援による採用） 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54958
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54959
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54afe


国際金融公社（IFC）では、日本政府の支援により、アップストリーム部門インフラ担当の
アソシエイト・インベストメント・オフィサー及びアドバイザリー部門のオペレーション・
オフィサーを募集しています。応募締め切りは、2022年4月20日です。 

詳細： http://wrld.bg/IhIJ30sfnJV

MIGA：Senior Business Development Officer、Environmental and Social
Development Specialistを募集

多数国間投資保証機関（MIGA）では、現在下記のポジションを募集しています。途上国の
開発援助にご関心のある方は奮ってご応募ください。

Senior Business Development Officer （勤務地：東京、応募締切：2022年4月11日
11:59pm（UTC時間））
Environmental and Social Development Specialist （応募締切：2022年4月11日
11:59pm（UTC時間））

詳細は以下のページ「MIGA採用情報」よりご覧ください。
MIGA（日本語）： http://wrld.bg/swZT30rQSvY

　

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

東アジア・大洋州地域　半期経済報告書：嵐に立ち向かう
世界銀行モーニングセミナー（第135回）

日時：2022年4月12日（火）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：4月4日発表の「東アジア・大洋州地域 半期経済報告書：嵐に立ち向かう」の執筆を
主導するエルギス・イスラマジ世界銀行東アジア・太平洋地域担当チーフエコノミスト室上
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/gp2o30sg2Li

東アジア・大洋州地域における世界銀行の保健・栄養・人口セクターの取り
組み
世界銀行モーニングセミナー（第136回）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54aff
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b00
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b01


日時：2022年4月14日（木）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：アパルナ・ソマナサン世界銀行保健・栄養・人口グローバルプラクティス東アジア・
大洋州地域担当プラクティスマネージャーが、東アジア・大洋州地域における世界銀行の保
健・栄養・人口セクターの取り組みについてご説明します。
詳細： http://wrld.bg/HSaZ30sg94Y 

2022年 世界銀行グループ日本人職員募集～日本政府が支援するジュニア・プ
ロフェッショナル・オフィサー（JPO）とミッドキャリア（MC） 質疑応答
セッション

日時：2022年4月14日（木）午後8時～午後9時（日本時間） 
内容：今回の日本政府が支援するジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）とミ
ッドキャリア（MC）ポジション募集に関する質疑応答セッションです。説明プレゼンテー
ションは行わず、皆様からのご質問にお答えします。
詳細： http://wrld.bg/pELb30sgw8X 

地球環境ファシリティ（GEF）で働く〜松本郁子・GEF知識管理・政策担当
官、三村礼・適応基金事務局財務分析官
キャリアセミナー

日時：2022年4月15日（金）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：松本郁子・地球環境ファシリティ（GEF）知識管理・政策担当官と三村礼・適応基金
事務局財務分析官が、自身のこれまでのキャリアパス、応募から採用に至るまでの経験談、
GEFや適応基金事務局で働く魅力などをお話しします。 
詳細：http://wrld.bg/2GfG30sgw8Z 

コミュニティ主導のビジョンから実践へ-横浜都市デザインスケッチブックの
中南米やその他地域での適用

日時：2022年4月21日（木）午前10時～午前11時30分（日本時間） 
内容：東京開発ラーニングセンター（TDLC）が刊行した、YUDSの手法と途上国に応用す
る上での教訓をまとめた「横浜都市デザインスケッチブック」を記念し、過去50年にわたる
横浜の都市づくりのあゆみを振り返りながら、YUDSに象徴される市民参加型都市デザイン
の成果と意義、そして海外への応用可能性について議論します。
詳細： http://wrld.bg/59iq30sgPnR 

ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2022年春版 
世界銀行モーニングセミナー（第137回）  

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b02
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b03
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b04
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b05


日時：2022年4月22日（金）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：：「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2022年春版」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が、同報告書の主なポイントを
ご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/mfNi30sgOUB

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告　2022年春版
世界銀行モーニングセミナー（第138回）

日時：2022年4月27日（水）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告2022年春版」をとりまとめるウィリアム・
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
ポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/cX8J30sgOUA

世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」を開設
しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。
YouTubeチャンネル︓ 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=h18043f6a,7f5104f,7f54b06
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b07
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b08
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b09
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b0a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b0b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b0c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b0d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b0e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h18043f6a,7f5104f,7f54b0f


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 784号】GEF（ジェフ）と連携した野生動物保護債
（WCB）の発行、JPOポジション追加、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第784号　2022年4月1日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

GEF（ジェフ）と連携した野生動物保護債（WCB）の発行

GEF（ジェフ）と連携した野生動物保護債（WCB）の発行

絶滅に瀕する野生動物の保護を図る世界初の債券を発行

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb511e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52a6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52a7


3月23日、世界銀行は、絶滅に瀕する野生動物の保護を図る世界初の債券（野生動物保護
債：Wildlife Conservation Bond）を発行しました。この債券のポイントは、(1) 利払いを行
わない代わりに、コロナで観光収入が減少した南アフリカの国立公園への支援に振り向け、
黒サイ保護の充実などを図ること、(2) 債券を購入した投資家には、5年後の満期日に、GEF
（ジェフ︓地球環境ファシリティ）の負担で、黒サイの増加率に連動した成果報酬（＝額面
金額に対して 0%～9.17%（0.1億ドル））の支払いがあることです。なお、債券発行で得ら
れた資金（1.5億ドル）は、様々な国におけるグリーン又は社会分野のプロジェクトを実施
するための原資として、プロジェクトを実施する各国政府に貸し出されます。

プレスリリース︓http://wrld.bg/exQM30sg8y6 （英語） 

世界銀行グループ日本人職員募集＜JPO適応基金事務局（地球
環境ファシリティ）のポジション追加＞

3月30日、JPO適応基金事務局（地球環境ファシリティ）の募集を追加しました。一次選考
を行い、合格者にのみ次のステップである書類選考のご案内を随時お送りいたしますので、
お早めにご応募ください。

応募締切：4月20日（水）午後5時
詳細・応募： http://wrld.bg/KZx130sb2CF

【JPO募集職種】
■JPO環境■JPO財政政策■JPO金融セクター■JPOエネルギー・セクター管理支援プログラム
（ESMAP）■JPOアカウンタビリティ・メカニズム－メディア■JPOアカウンタビリティ・
メカニズム■JPO適応基金事務局（地球環境ファシリティ）■JPO運輸

【ミッドキャリア募集職種】
■気候変動専門官（社会的側面）■法務担当官（ICSID）■運輸専門官■IFC川上インフラ投資
担当官（アソシエイト）■IFC業務官（市場構築アドバイザリー）■保健エコノミスト／専門
官■シニア・エコノミスト（ガバナンス）■上級生物多様性専門官

関連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。

ブログ︓台風ライの被害から、復興へ向かうフィリピン

フィリピンでは2013年の台風ハイヤンの教訓を活かし、災害発生時に現場で対応を求められ
る自治体の復旧計画能力をあらかじめ養う「Ready to Rebuild (R2R)」という能力開発プロ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52a8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52a9


グラムが誕生し、2021年、台風ライの災害から回復するための「手段」を提供しました。
R2Rは世界銀行とフィリピン政府を代表する国家減災・防災委員会（仮訳）および市民防衛
局との共同で開発され、導入に至りました。また、防災グローバル・ファシリティ
（GFDRR）、そして日本―世界銀行防災共同プログラムから資金の提供を受けています。

ブログ︓ http://wrld.bg/8jP730sg2Lm

世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人向け特
別枠＜締切延長：4月15日＞ 

日本／世界銀行共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、業務経験を有するミッドキャリア
の日本人向け特別枠を設け、2年間を限度に奨学金を提供しています。応募締切が4月8日か
ら4月15日に延長となりました。詳細は、以下のリンクからご覧ください。 

詳細： http://wrld.bg/H5vW30s7fiA （英語）

採用情報

IFC：日本人職員2名を募集（日本政府の支援による採用） 

国際金融公社（IFC）では、日本政府の支援により、アップストリーム部門インフラ担当の
アソシエイト・インベストメント・オフィサーとアドバイザリー部門のオペレーション・オ
フィサーを募集しています。応募締切は、2022年4月20日です。 

詳細： http://wrld.bg/IhIJ30sfnJV

MIGA 

多数国間投資保証機関（MIGA）では、現在下記のポジションを募集しています。途上国の
開発援助にご関心のある方は奮ってご応募ください。

Senior Business Development Officer （勤務地：東京、応募締切：2022年4月11日午後
11時59分（UTC時間））
Environmental and Social Development Specialist （応募締切：2022年4月11日午後11
時59分（UTC時間））

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52aa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52ab
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52ac


Senior Environmental & Social Development Specialist （応募締切：2022年4月4日午
後11時59分（UTC時間））
Senior Integrity & Compliance Officer （応募締切：2022年4月7日午後11時59分（UTC
時間））

詳細は以下のページの「採用情報」よりご覧ください。
MIGA（日本語）： http://wrld.bg/swZT30rQSvY

　

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。 

世界銀行で働く〜遠藤伊作 世界銀行 金融・競争力・イノベーショングローバ
ルプラクティス 上級金融セクター専門官 
キャリアセミナー

日時：2022年4月5日（火）午後8時～9時（日本時間） 
内容：遠藤伊作 世界銀行 金融・競争力・イノベーショングローバルプラクティス 上級金融
セクター専門官が、自身のこれまでのキャリアパス、世界銀行への応募から採用に至るまで
の経験談、世界銀行で働く魅力などをお話しします。
詳細： http://wrld.bg/VQLA30sfoHl

IFCキャリアセミナー

日時：2022年4月7日（木）午後8時～午後9時（日本時間） 
内容：ワシントン本部にて、コーポレートリスク管理局のオペレーショナルリスク管理担当
ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）として勤務する牛嶋崇が、自身の経歴
やIFCの活動、担当する業務についてお話しします。 
詳細： http://wrld.bg/ge3830sfnK0 

東アジア・大洋州 半期地域経済報告 2022年4月版 
世界銀行モーニングセミナー（第135回）

日時：2022年4月12日（火）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：「東アジア・大洋州地域 半期経済報告書 2022年4月版」の執筆を主導するエルギ
ス・イスラマジ世界銀行東アジア・太平洋地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミスト

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52ad
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52ae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52af


が、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細：http://wrld.bg/gp2o30sg2Li 

東アジア・大洋州地域における世界銀行の保健・栄養・人口セクターの取り
組み
世界銀行モーニングセミナー（第136回） 

日時：2022年4月14日（木）午前8時～午前9時（日本時間） 
内容：アパルナ・ソマナサン世界銀行保健・栄養・人口グローバルプラクティス東アジア・
大洋州地域担当プラクティスマネージャーが、東アジア・大洋州地域における世界銀行の保
健・栄養・人口セクターの取り組みについてご説明します。
詳細： http://wrld.bg/HSaZ30sg94Y 

世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」を開設
しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。
YouTubeチャンネル︓ 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=h17e24820,7eab245,7eb52b0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52b1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52b2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52b3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52b4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17e24820,7eab245,7eb52b5
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