
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 817号】ウクライナの緊急支援に総額6億1,000万ドルの
資金パッケージを承認、9つの図表で見る2022年、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第817号　2022年12月23日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

不安定な1年を振り返って︓9つの図表で見る2022年

世界銀行、ウクライナの緊急支援に総額6億1,000万ドルの資金
パッケージを承認

世界銀行グループは12月20日、戦争の続くウクライナの救援・復興を加速させるプロジェク
トを含む新たな資金パッケージを発表しました。世界銀行が国際復興開発銀行（IBRD）の
貸出として、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新
たに動員します。…続きを見る

不安定な1年を振り返って︓9つの図表で見る2022年

世界銀行は重複する危機と闘い、より安定的で公平な回復に貢献すべく、今年1年を通じ、
これまでになく大きな各国のニーズを満たすための支援拡大に向け、パートナーと協力して
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加盟国の拠出・出資増強を図りました。気候変動対策への投資拡大や、食料価格高騰と食料
不足の深刻化など9つのチャートを使って、具体的な取り組みをご紹介します。…続きを見
る

2023年インターンシップ・プログラム 応募受付中

世界銀行財務局ファイナンス インターンシップ・プログラム 
4年制⼤学を2024年1〜9⽉の間に卒業⾒込みの⽅を対象に、1⽉9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30⽇から8⽉8⽇までの10週間で、世銀本部
（ワシントンDC）の財務局にてフルタイムの勤務（有給）となります。…続きを見る
 
世界銀行インターシッププログラム（BIP）
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）

IFC チーム・アシスタント募集中＜締切延長：1月16日＞

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

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
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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=h1c95cd42,959b969,959ca35
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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 816号】2023年インターンシップ・プログラム 応募受付
中、2022年度年次報告書⽇本語版掲載、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第816号 2022年12⽉19⽇ 発⾏ http://wrld.bg/aClX30r5uAe

2022年度年次報告書⽇本語版掲載

2023年インターンシップ・プログラム 応募受付中

世界銀⾏財務局ファイナンス インターンシップ・プログラム
4年制⼤学を2024年1〜9⽉の間に卒業⾒込みの⽅を対象に、1⽉9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30⽇から8⽉8⽇までの10週間で、世銀本部
（ワシントンDC）の財務局にてフルタイムの勤務（有給）となります。 …続きを⾒る

世界銀⾏インターシッププログラム（BIP）
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、有給の勤務で
す。年齢制限はありません。…続きを⾒る（英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c7b7674,94fffd1,95416da
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2022年度年次報告書（⽇本語版）掲載

世界銀⾏の2022年度⽇本語版年次報告書をウェブサイトに掲載しました。世界銀⾏の地域
別、分野別の活動や新たな取組みをご紹介しています。…続きを⾒る

IFC︓未来への⾷料供給―多重危機に⽴ち向かうIFCのグローバ
ル・フード・セキュリティ・プラットフォーム

ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに広まった世界的な⾷料不安に対応するべく、国際
⾦融公社（IFC）は総額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、農家や⾷品貿易・加⼯業者などへの⾦融⽀援や、農
業や気候変動対応、デジタル化など様々な分野において⾷糧安全保障に資する取組みを⽀援
していきます。…続きを⾒る

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

このメールは送信専⽤のアドレスから配信されています。 WorldBank@newsletterext.worldbank.org にメー
ルをいただいても内容の確認およびご返答ができません。お問合せは ptokyo@worldbank.org までお願
いいたします。
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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 815号】債務返済が貧困国で2000年以降最大の圧迫に、
生物多様性の保全を通じて地球の未来を確保するために、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第815号　2022年12月9日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

債務返済が貧困国で2000年以降最大の圧迫に

債務返済が貧困国で2000年以降最大の圧迫に

債務返済が貧困国で2000年以降最大の圧迫となり、経済的ショックからの回復、貧困削減、
気候変動に立ち向かう機会を不透明にしています。…続きを見る 

生物多様性の保全を通じて地球の未来を確保するために

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c559bb4,945c455,94645a8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c559bb4,945c455,94645aa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c559bb4,945c455,94645ab
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c559bb4,945c455,94645ac


生物多様性は、気候変動や紛争といった危機による開発への悪影響を緩和します。また、雇
用やGDPを生み出すことで、貧困国や各国の貧困層コミュニティを助けています。世界銀行
は今年のCOP15の意欲的な成果を達成するために取り組んでいきます。…続きを見る

世界銀行、経済安定化と生計維持に向け、スリランカを再度
IDA適格国 に承認

世界銀行は12月5日、スリランカの要請を承認し、国際開発協会（IDA）の譲許的資金適格
国としました。スリランカは、譲許的資金として低金利での資金提供を受けることで、経済
の安定化と、貧困と飢餓に苦しむ国民数百万人の生計維持を図る政府主導の改革プログラム
を実施できるようになります。…続きを見る

ウェビナー・シリーズ︓モロッコにおける重要インフラの強靭
性と必要不可欠なサービスの継続性強化に

2022年10月24日～27日、世界銀行の中東・北アフリカ地域の都市強靭化・土地チームと、
金融・競争力・イノベーションチーム、防災グローバル・ファシリティ（GFDRR）の共催
で、モロッコの官民のステークホルダーを対象とした一連の知識交換イベントがオンライン
で開催され、災害の衝撃に対応する重要インフラを強靭化するための優先的な介入策を、ど
のように設計、実施、拡大するかについて国際的な専門家と意見交換を行いました。…続き
を見る 

IFC東京事務所がチーム・アシスタントを募集

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9月末まで
待遇：IFCの規定に基づく
締切：2023年1月10日正午 日本時間
応募方法 :以下のページより詳細をご確認ください。

詳細を見る

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c559bb4,945c455,94645ad
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c559bb4,945c455,94645ae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c559bb4,945c455,94645af
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c559bb4,945c455,94645b0


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
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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 814号】2022年の本国送金は5％拡大、大樹生命がサス
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814号　2022年12月2日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

世界的な逆風の中、2022年の本国送金は5％拡大

世界的な逆風の中、2022年の本国送金は5％拡大 

2022年の低・中所得国（LMICs）への本国送金は、世界的な逆風にもかかわらず、5％増の
6,260億ドルに達するとみられています。…続きを見る

大樹生命がサステナブル・ディベロップメント・ボンドに投資
～生物多様性の保全の取組みに賛同～

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、開発途上国の生物多様性と生態系サービスの持続可能な管理及び自然環境
保護を統合した開発を支援する世界銀行の戦略、プロジェクト、プログラムについて投資家
との対話を続けており、この一環としてこの度、生物多様性の重要性を啓発する総額5,000

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c39ab5c,93b5a07,93b86e6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c39ab5c,93b5a07,93b86e8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c39ab5c,93b5a07,93b86e9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c39ab5c,93b5a07,93b86ea


万豪州ドルのサステナブル・デベロップメント・ボンド（償還期間15年）を発行しまし
た。…続きを見る 

IFC︓パートナーと共にエジプト最大の太陽光及び風力発電所
の建設に11億ドルを投融資

国際金融公社（IFC）は、アラブ首長国連邦、日本、オランダ、さらに民間商業銀行のパー
トナーと共に、エジプトで100万人分のクリーン・エネルギー供給を可能にする11億ドルの
資金調達パッケージを発表しました。この資金調達パッケージにより、アラブ首長国連邦を
拠点とするアメア・パワーが、アフリカで1ギガワット以上の再生可能エネルギーを最低価
格帯で供給できる、エジプトでの 太陽光発電所及び風力発電所の2つの建設、所有・運営を
支援します。…続きを見る

災害リスク軽減を強化：気候変動への適応と強靭性構築に向け
て

2022年10月12日、世界銀行年次総会の一環で開催された世界銀行の都市・防災・強靭性・
土地グローバルプラクティス（GPURL）、世界銀行防災グローバルファシリティ
（GFDRR）、世界銀行独立評価グループ（IEG）が共催したイベントで、途上国、ドナー
国、国際機関の国際的リーダーが、災害リスク軽減を高め、今後の課題に対応するための強
靭性構築には何が必要なのかについて活発な議論を展開しました。…続きを見る

セミナーのお知らせ

貧困と繁栄の共有2022年版：進路の修正 
世界銀行モーニングセミナー（第158回）

日時：2022年12月8日（木）午前8時～午前9時（日本時間）
開催形式：オンライン（Youtube）
内容：2022年10月5日発表の新報告書「貧困と繁栄の共有2022年版：進路の修正」
（Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course）をとりまとめたチームのジェ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c39ab5c,93b5a07,93b86eb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c39ab5c,93b5a07,93b86ec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1c39ab5c,93b5a07,93b86ed


ド・フリーマン世界銀行開発研究グループ主任エコノミストとヨンソー・キム貧困・平等グ
ローバルプラクティス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。
詳細を見る

アフリカの昆虫食と水耕栽培：新たな循環型食料経済
世界銀行セミナー

日時：2022年12月8日（木）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のライブストリーミング）
内容：2021年12月8日発表の報告書「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
業エコノミストの来日の機会を捉え、同報告書の主なポイントをご紹介するセミナーを開催
します。
詳細を見る

IFC キャリアセミナー

日時：2022年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あり。
午後7時15分～午後8時）
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。本セミナーでは、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。

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
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