
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 821号】ブログ「FDI低迷の中、MIGAが革新的取組みを
展開」、IFC特集記事「アフリカの気候変動」、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第821号　2023年1月27日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

ブログ「FDI低迷の中、MIGAが革新的取組みを展開」

ブログ︓FDI低迷の中、MIGAが革新的取組みを展開

新興国にとって資本形成と知識移転には外国直接投資（FDI）が不可欠だとされているもの
の、こうした国々へのFDIフローはこの10年間、相対的に伸びておらず、全体的な経済成長
のペースに追いついていないのが実情です。この状況を打ち破るため、途上国への投資促進
を使命とするMIGA （世界銀行グループの多数国間投資保証機関）は、各種のプロダクトを
拡充させてきました。俣野弘 多数国間投資保証機関 （MIGA）長官がMIGAによる革新的取
組みをブログでご紹介しています。…続きを見る

IFC特集記事：アフリカの気候変動

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f3b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f3d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f3e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f3f


アフリカの民間企業が、気候変動がもたらす喫緊の課題に対して、エネルギーや住宅などの
様々な分野で新たな取組みを始めています。アフリカ諸国にとって民間セクターによる取組
みは不可欠で、地球環境の保護だけでなく、国家の持続可能なエネルギー政策や地域社会、
そしてそこで暮らす人々への生活に寄与する、アフリカの画期的な民間企業による取組みを
紹介します。…続きを見る

世界銀行 質の高いインフラ投資（QII）パートナーシップ︓コ
ミュニケーションコンサルタント募集

「質の高いインフラ投資（QII）パートナーシップ」では、プロジェクト関連資料（英文）
の日本語翻訳や広報資料の作成・翻訳を担当するコンサルタントを募集します。勤務地は東
京、応募締切は2月10日です。…続きを見る

2023年 世界銀行インターンシップ・プログラム（BIP） 応募
受付中＜応募締切間近：1月31日＞

修士／博士課程在籍中のフルタイムの学生を対象に、1月31日までオンラインで応募を受け
付けています。インターン期間は2023年5月から9月の間で通常最低4週間の勤務です（有
給）。年齢制限はありません。…続きを見る（英語）

セミナーのお知らせ

国際協力業界で働く 
キャリアセミナー

日時：2023年2月5日（日）午後12時15分～午後1時15分（日本時間）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはオンライン参加）
場所：山西福祉記念会館・ホール（会場参加の場合）
内容：2月4日（土）と5日（日）に大阪で開催されるワンワールド・フェスティバルには、
世界銀行もブースを出展する他、2月5日（日）には、国際協力機構（JICA）、海外コンサ
ルタンツ協会（ECFA）、関西NGO協議会との共催でキャリアセミナ－「国際協力業界で働
く」を実施します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f40
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f41
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f42


詳細を見る

アジアにおける海洋プラスチック汚染と対策：生態系への影響と国際協力の
取組み
国際シンポジウム 

日時：2023年2月6日（月）午後1時30分～午後4時（日本時間）
開催形式：ハイブリッド（会場参加またはZoomによるライブ配信）
場所：世界銀行東京事務所　東京開発ラーニングセンター（TDLC）（会場参加の場合）
内容：海洋プラスチックの主たる発生源とみなされているアジアの発展途上国に焦点を当
て、プラスチック汚染の現状と対策のための取組みについて議論します。
詳細を見る

日本の民間企業とアフリカの大学連携構築プロジェクト 実施報告会 

日時：2023年2月10日（金）午後3時～午後5時30分（日本時間）
開催形式：ハイブリッド形式（会場参加またはWebexによるオンライン参加）
場所：世界銀行東京事務所　東京開発ラーニングセンター（TDLC）（会場参加の場合）
内容：世界銀行と一般社団法人コペルニク・ジャパンの共催で、プロジェクトに参画した日
本の企業3社ー株式会社SPEC、株式会社チャレンジ、日研株式会社ーと各々のアフリカの
パートナー大学ーモイ大学（ケニア）、ガーナ大学 （ガーナ）、ネルソン・マンデラ・ア
フリカ科学技術大学院大学（タンザニア）ーによる、各事業の実施内容と成果報告を行いま
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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f43
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f44
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f45
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f46
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f47
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f48
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f49
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f4a


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=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f4b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f4c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cfb9bbf,9862bf6,9864f4d


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 820号】ブログ「東アジア・太平洋地域：次なるパンデ
ミックを防ぐために」、コミュニケーションコンサルタント募集、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第820号　2023年1月20日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

ブログ「東アジア・太平洋地域：次なるパンデミックを防ぐために」

ブログ「東アジア・太平洋地域：次なるパンデミックを防ぐた
めに 」

東アジア・太平洋地域では、次なるパンデミックの予防に向けたアプローチが求められてい
ます。人間と自然環境は相互に依存しているとの考えの下、統合的枠組みとして設計された
ワンヘルスは、将来的なパンデミックのリスクを最小限に抑えるための持続可能かつ費用対
効果の高い方法です。…続きを見る

世界銀行 質の高いインフラ投資（QII）パートナーシップ︓ コ
ミュニケーションコンサルタント募集

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc0f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc11
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc12
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc13


「質の高いインフラ投資（QII）パートナーシップ」では、プロジェクト関連資料（英文）
の日本語翻訳や広報資料の作成・翻訳を担当するコンサルタントを募集します。勤務地は東
京、応募締切は2月10日です。…続きを見る

2023年 世界銀行インターンシップ・プログラム（BIP） 応募
受付中

修士／博士課程在籍中のフルタイムの学生を対象に、1月31日までオンラインで応募を受け
付けています。インターン期間は2023年5月から9月の間で通常最低4週間の勤務です（有
給）。年齢制限はありません。…続きを見る

セミナーのお知らせ

アジアにおける海洋プラスチック汚染と対策：生態系への影響と国際協力の
取組み
国際シンポジウム

日時：2023年2月6日（月）午後1時30分～午後4時（日本時間）
場所：世界銀行東京事務所　東京開発ラーニングセンター（TDLC）（会場参加の場合）
開催形式：ハイブリッド（会場参加とZoomによるライブ配信）
内容：海洋プラスチックの主たる発生源とみなされているアジアの発展途上国に焦点を当
て、プラスチック汚染の現状と対策のための取組みについて議論します。
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=h1cde7ea2,97cc762,97cdc14
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc15
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc16
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc17


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=h1cde7ea2,97cc762,97cdc18
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc19
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc1a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc1b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc1c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc1d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cde7ea2,97cc762,97cdc1e


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 819号】「世界経済見通し」最新版発表、マリ・エル
カ・パンゲストゥ専務理事の講演を東京大学で開催（1月17日）、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第819号　2023年1月13日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

「世界経済見通し」最新版発表

「世界経済見通し」報告書：急激かつ継続する成長減速が開発
途上国に大打撃

世界銀行は1月10日発表の「世界経済見通し」最新版で、インフレの高進、金利の上昇、投
資の減少、およびロシアのウクライナ侵攻による一連の混乱に直面して、世界の経済成長は
急激に鈍化している、との見方を示しました。2023年の世界経済成長率は1.7％に減速し、
2024年には2.7％成長すると予測されます。…続きを見る 

マリ・エルカ・パンゲストゥ専務理事の講演を東京大学で開催

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fa4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fa6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fa7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fa8


（1月17日）
1月17日（火）、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）による講演「Tackling the Crisis Facing Development」を東京大学（本郷キャンパ
ス）で開催します。対面式のみで、事前登録が必要となりますところ、ご参加希望の方は、
下記のリンクからお申込みをお願いいたします。
　
主催：東京大学未来ビジョン研究センター（IFI）
共催：世界銀行、東京大学公共政策大学院（GraSPP）
日時：2023年1月17日（火）午前10時25分～午前11時25分（日本時間）
開催形式：対面（オンライン配信なし・要事前登録）
場所：東京大学（本郷キャンパス）国際学術総合研究棟4階 講義室B
詳細・お申込み

世界銀行スタッフの講師としての派遣

世界銀行東京事務所では、教育機関（大学院・大学・高校など）、市民団体、地方公共団体
や公的機関などに、世界銀行スタッフ（防災ハブや東京開発ラーニングセンターを含む東京
事務所所属スタッフ等。ワシントン本部スタッフを派遣できる場合もあります）を講師とし
て派遣しています（日本国内のみ）。…続きを見る

2023年 世界銀行インターンシップ・プログラム（BIP） 応募
受付中

修⼠／博⼠課程在籍中のフルタイムの学⽣を対象に、1⽉31⽇までオンラインで応募を受け
付けています。インターン期間は2023年5⽉から9⽉の間で通常最低4週間の勤務です（有
給）。年齢制限はありません。…続きを見る（英語）

TDLCが福岡市と連携しインド・アーメダバード市へ水道管理
に係る技術協力

東京開発ラーニングセンター（TDLC）は、福岡市と協力し、インド・アーメダバード市に
対して下水道管理システムの改善に係る技術協力を行います。 その第一弾として、同市幹

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fa9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737faa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fab


部職員等が一月中旬に来訪し、福岡市の高度な下水処理システムを学ぶべく現場視察を実施
することとなりました。…続きを見る

IFCチーム・アシスタント募集中

国際金融公社（IFC）東京事務所では、チーム・アシスタントを募集しています。雇用期間
および応募締切を延長しました。

雇用形態：短期コンサルタント契約（フルタイム）
雇用期間：2023年3月（応相談）より2023年12月末まで
待遇：IFCの規定に基づく
応募締切：2023年1月16日正午（日本時間）
詳細・応募 

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=h1cc4c0cc,9734b08,9737fac
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fad
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737faf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fb0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fb1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fb2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fb3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1cc4c0cc,9734b08,9737fb4


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 818号】マリ・エルカ・パンゲストゥ専務理事の講演を
東京大学で開催（1月17日）

世界銀行東京事務所　Eニュース 第818号　2023年1月5日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

マリ・エルカ・パンゲストゥ専務理事セミナー「Crises facing
development and the role of the World Bank Group（仮

題）」

1月17日（火）、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）による講演「Crises facing development and the role of the World Bank Group（仮

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ca6f7cb,9688ea6,96918ca
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ca6f7cb,9688ea6,96918cc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ca6f7cb,9688ea6,96918cd


題）」を東京大学（本郷キャンパス）で開催します。対面式のみで、事前登録が必要となり
ますところ、ご参加希望の方は、以下のリンクからお申込みをお願いいたします。

主催：東京大学未来ビジョン研究センター（IFI）
共催：世界銀行、東京大学公共政策大学院（GraSPP）
日時：2023年1月17日（火）午前10時25分～午前11時25分（日本時間）
開催形式：対面（オンライン配信なし・要事前登録）
場所：東京大学（本郷キャンパス）国際学術総合研究棟4階 講義室B
お申込み・詳細： http://wrld.bg/qf0z50MiMTV

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/%E3%81%8A%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%83%BB%E8%A9%B3%E7%B4%B0%EF%BC%9A%20http://wrld.bg/qf0z50MiMTV
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ca6f7cb,9688ea6,96918ce
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ca6f7cb,9688ea6,96918cf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ca6f7cb,9688ea6,96918d0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1ca6f7cb,9688ea6,96918d1
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