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世界銀行、ウクライナに追加で45億ドルの支援を動員

世界銀行、ウクライナに追加で45億ドルの支援を動員

世界銀行グループは11月22日、ウクライナ行政機能のための公共支出支援（PEACE）プロ
ジェクトの下で、45億ドルの追加資金を動員したと発表しました。同プロジェクトは、ウク
ライナ政府が国・地域レベルで基礎的サービスと政府の中核機能を維持することを目的と
し…続きを見る

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e04
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e06
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e07
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e08


COP27のサイドイベントにTDLCが参加

東京開発ラーニングセンター（TDLC）は気候変動会議（COP27）のサイドイベント「地方
の気候行動に関する日米豪印ワークショップ」に参加し、防災・強靭性・土地グローバルプ
ラクティスのプラクティスマネージャーであるマイトレイ・ダスは、都市の気候変動対策を
促すための知見共有についてとりまとめ、促進するTDLCの役割とこれまでの成果について
発表しました。また、TDLCチームリーダーのクリストファー・パブロは、パネルディスカ
ッションに参加し…続きを見る

セミナーのお知らせ

健康的な食事を求めて︓所得拡大・食糧価格と食事の質の変化
世界銀行セミナー

日時：2022年12月2日（金）午前11時～午後12時（日本時間）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはYoutubeのライブストリーミング）
内容：国際農業研究協議グループ（CGIAR）傘下の研究センターの一つである国際食糧政策
研究所（IFPRI）で食糧価格、貿易、貧困に関する調査研究を主導するウィル・マーティン
上級研究フェローの来日の機会を捉え、低所得国・中所得国・高所得国における食糧供給・
消費と食事の質に関する同氏の最新の研究の主なポイントと、どのような政策が求められる
のかについてお話しします。
詳細を見る

IFC キャリアセミナー

日時：12月8日（木）午後6時30分～午後7時10分（会場参加のみレセプションが午後8時ま
で）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはオンライン参加）
内容：国際金融公社（IFC）では、途上国の開発支援に関心のある、熱意ある日本人職員の
採用を積極的に行っています。本セミナーは、エレナ・ブルガスカイア IFC副総裁の来日に
際し、IFCの活動や採用プログラム、求める人材像などについてご説明します。
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=h1c2494ec,936ed2c,9373e09
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e0a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e0b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e0c


　

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=h1c2494ec,936ed2c,9373e0d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e0e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e0f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e10
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e11
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e12
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c2494ec,936ed2c,9373e13
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パンデミック基金、G20で発足

パンデミック基金、G20で発足

G20議長国を務めるインドネシアは11月13日、パンデミック基金事務局とともに、パンデミ
ック基金の発足を発表しました。パンデミック基金は、各国が将来における保健への世界的
脅威のリスクを軽減できるよう機能強化を図ることを目的とし…続きを見る

セミナーのお知らせ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966da
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966dc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966dd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966de


ブラジルの道路プログラムに関する投資機会 
※開催日が11月9日から11月22日に変更となりました。

日時：2022年11月22日（火）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：インフラ投資にご関心があり、アジアを拠点とする投資家を対象に、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

社会ニーズにあわせてしなやかに変容する魅力ある都市づくり
第11回アジア・スマートシティ会議: スマートシティセッション 

日時：2022年11月25日（金）午後3時50分～午後5時（日本時間）
開催形式：オンライン
内容：居住性の高い暮らしを求める地域住民のニーズに応えしなやかに変容する都市をどの
ように設計するかについて、国内外のアプローチと事例を紹介します。
詳細を見る

IFC キャリアセミナー

日時：12月8日（木）午後6時30分～午後7時10分（会場参加のみレセプションが午後8時ま
で）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはオンライン参加）
内容：国際金融公社（IFC）では、途上国の開発支援に関心のある、熱意ある日本人職員の
採用を積極的に行っています。本セミナーは、エレナ・ブルガスカイア IFC副総裁の来日に
際し、IFCの活動や採用プログラム、求める人材像などについてご説明します。
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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966df
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e3
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http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966e9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bf45d31,9292c39,92966ea
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【世界銀行東京事務所　Eニュース 811号】分析結果報告書「気候と開発：行動計画」発
表、他
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分析結果報告書「気候と開発：行動計画」

対GDP比1.4％の年間投資により、2050年までの排出量70％削
減と、強靭性強化が可能

11月3日発表の、世界の温室効果ガス（GHG）排出量の34％を占める20カ国以上を対象とし
た分析結果報告書「気候と開発：行動計画」では、対GDP比1.4％の年間投資により、途上
国の温室効果ガスを2050年までに70％削減し、強靱性を高めることが可能になると指摘し
ています。低所得国は今後、気候変動の影響を管理し、低炭素型経済に向けて…続きを見る

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd2f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd31
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd32
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd33


セミナーのお知らせ

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

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・世界銀行開発金融担当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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd34
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd35
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd36


詳細を見る

中東・北アフリカ地域経済報告2022年10月版―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
世界銀行モーニングセミナー（第156回）

日時：2022年11月18日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
開催形式：オンライン（Youtube）
内容：10月5日発表の「中東・北アフリカ地域経済報告2022年10月版―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」の執筆チームのアーネスト・セルゲンティ
世界銀行中東・北アフリカ地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミストとホダ・アセム
同コンサルタントが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細を見る

ブラジルの道路プログラムに関する投資機会
※開催日が11月9日から11月22日に変更となりました。

日時：2022年11月22日（火）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：インフラ投資にご関心があり、アジアを拠点とする投資家を対象に、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

社会ニーズにあわせてしなやかに変容する魅⼒ある都市づくり 
第11回アジア・スマートシティ会議: スマートシティセッション

日時：2022年11月25日（金）午後3時50分～午後5時（日本時間）
開催形式：オンライン
内容：居住性の高い暮らしを求める地域住民のニーズに応えしなやかに変容する都市をどの
ように設計するかについて、国内外のアプローチと事例を紹介します。
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=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd37
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd38
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd39
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd3a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd3b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd3c


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=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd3d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd3e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd3f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd40
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fbd41
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fc1f2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bdba8fa,91fadcb,91fc1f3


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 810号】人事担当副総裁、開発金融担当副総裁によるキ
ャリアセミナーのご案内、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16回、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第810号　2022年11月4日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

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16回

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16回

今回の人事ブログ「世界銀行グループ 今後の採用動向」では、現在の人事戦略や優先事
項、最新の採用動向、そして日本人候補者として世界銀行グループへの転職を実現するため
の準備、11月中旬に来日する人事担当副総裁、開発金融担当副総裁のセミナーについて、戸
崎智支・人事総局 HRビジネスパートナーが…続きを見る

※関連キャリアセミナーの詳細については、セミナーのお知らせをご覧ください。

ブログ「太平洋島嶼国地域のモジュラー橋：気候変動に備えた
ソリューション」

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9162466
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9162468
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9162469
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,916246a


ソロモン諸島のインフラ開発省（MID）は、費用と長期性能のバランスを取りつつ、劣化し
た橋梁インフラを架け替えなければならないという大きな課題に直面しています。日本政府
が出資している「質の高いインフラ投資（QII）パートナーシップ」からのグラント資金に
より、「ソロモン諸島における道路・航空プロジェクト（SIRAP）」下でモジュラー橋の実
施可能性・設計・調達に関する詳細な検討が行われ…続きを見る

セミナーのお知らせ

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=h1bbc2692,91617e3,916246b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,916473a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,916473b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,916473c


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・世界銀行開発金融担当副総裁の来日の機会を捉え、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

ブラジルの道路プログラムに関する投資機会
※開催日が11月9日から11月22日に変更となりました。

日時：2022年11月22日（火）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：インフラ投資にご関心があり、アジアを拠点とする投資家を対象に、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=h1bbc2692,91617e3,916473d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,916473e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,916473f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9164740
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9164741
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9164742
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9164743
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9164744
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9164745
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9164746
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1bbc2692,91617e3,9164747
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