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＜締切間近：10⽉1⽇（⾦）＞2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミッション 

＜締切間近：10⽉1⽇（⾦）＞2021年 世界銀⾏グループ・リク
ルートミッション

世界銀⾏グループ・リクルートミッションでは、本年も⽇本国籍を持つ⽅を対象に、多岐に
渡る職種を募集しています。応募受付の締切が近付いておりますところ、ご応募をご検討さ
れている⽅は、⼿続きをお急ぎください。

詳細：http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10b5b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10b5d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10b5e


 
【世界銀⾏募集ポジション】
応募締切は、10⽉1⽇（⾦）午前8時59分（⽇本時間）です。

上級エネルギー専⾨官＜WB1＞
上級運輸専⾨官＜WB2＞
保健専⾨官／保健エコノミスト（マラウイ）＜WB3＞
財務分析担当官＜WB4＞
監査監督官＜WB5＞
IT担当官、セキュリティ・リスク・コンプライアンス担当−IT政策・基準＜WB6＞
内部調査担当官／申⽴て対応担当官＜WB7＞
保健専⾨官／保健エコノミスト（ワシントンDC）＜WB8＞
社会開発専⾨官＜WB9＞
気候変動対策資⾦専⾨官＜WB10＞
気候変動専⾨官＜WB11＞
気候変動アナリスト＜WB12＞
インフラ専⾨官＜WB13＞

【多数国間投資保証機関（MIGA）公募ボジション】
応募締切は9⽉29⽇(⽔)午前8時59分（⽇本時間）です。＜MIGA1＞は応募を締め切りまし
た。

Environmental and Social Development Specialist＜MIGA2＞
Extended Term Temporary＜MIGA3＞

国際⾦融公社（IFC）の公募ポジションは応募を締め切りました。
9⽉27、28⽇に関連セミナーを開催します。詳しくは、「(2)セミナーのお知らせ」をご覧く
ださい。

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

2021年世界銀⾏グループ リクルートミッション 説明セミナー（質疑応答）



⽇時：2021年9⽉27⽇（⽉）午後8時〜午後8時45分（⽇本時間）
内容：佐藤真⼸・⼈事総局⼈事専⾨官が参加し、今回募集されている世界銀⾏の13ポストに
応募を検討されている皆様から事前に参加登録フォームや、進⾏中にWebexのQ＆Aセクシ
ョンを通じて皆様からお送りいただいた質問にお答えする予定です。また、監査監督官
（WB5）に関するビデオメッセージも上映します。
詳細： http://wrld.bg/M61230rVhXr

南アジア地域における社会持続可能性・インクルージョンに向けた世界銀⾏
の取り組み
世界銀⾏モーニングセミナー（第119回）

⽇時：2021年9⽉28⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：ロビン・マーンズ社会持続可能性・インクルージョングローバルプラクティス南アジ
ア地域担当プラクティスマネージャーが、南アジア地域における社会持続可能性・インクル
ージョンの課題と世界銀⾏の取組みについてご説明します。
詳細： http://wrld.bg/cd1x30rScvI

低炭素交通
低炭素・気候変動対応型都市に向けた知識共有シリーズ 第3回

⽇時：2021年9⽉29⽇（⽔）午後4時〜午後5時20分（⽇本時間）
内容：インドネシアと中国の都市における気候変動に配慮した持続可能な都市交通の取り組
みで得た経験を紹介するとともに、経験と教訓に基づく低炭素都市交通システムを推進する
ための都市政策やグッドプラクティスを探ります。
詳細： http://wrld.bg/nxvH30rUXFa

Introduction to Floating Solar Projects and Political Risk Mitigation
MIGA・世界銀⾏共催ウェビナー

⽇時：9⽉29⽇（⽔）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：世界銀⾏の上級エネルギー専⾨家ズザナ・ドボロトコバ博⼠を招き、⽔上太陽光発電
に関する無料ウェビナーを開催致します。多数国間投資保証機関（MIGA）東京事務所の 林
⽥修⼀ 駐⽇代表 兼 東南アジア副代表と、⼩出愛 アナリストも登壇します。
詳細：http://wrld.bg/R9ra30rVgIi （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10b5f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10b60
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10b61
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10ce8


東アジア・⼤洋州 半期地域経済報告 2021年10⽉版
世界銀⾏モーニングセミナー（第120回）

⽇時：2021年10⽉1⽇（⾦）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 2021年10⽉版」の執筆を主導したエルギ
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/MRDz30rVhSy

⼤きなうねり：気候変動による国内移住 
世界銀⾏モーニングセミナー（第121回）

⽇時：2021年10⽉8⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：9⽉13⽇発表の報告書「⼤きなうねり：気候変動による国内移住」（Groundswell
Part 2: Acting on Internal Climate Migration）のとりまとめを主導したヴィヴィアン・クレメ
ント気候変動グループ気候変動専⾨官と、カンタ・クマリ・リガウド気候変動グループ ア
フリカ地域担当主任環境専⾨官が、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/r5tE30rVhVM

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

主なニュース

スリランカ：気候変動への強靭性を強化

スリランカ政府と世界銀⾏は9⽉20⽇、スリランカにおける異常気象から⼈々の⽣命、財
産、公共資産を保護することを⽬的とした9,200万ドルの⽀援に合意しました。このプロジ
ェクトは、気象災害に対するより正確な予測や、早期警報システムの改善、洪⽔に強いイン
フラへの投資を促進し、同国の約1,120万⼈が受益する⾒込みです。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10ce9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cea
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10ceb


プレスリリース： http://wrld.bg/Z1N730rVhCf （英語）

ニジェール：⼥性と⼥児の栄養⾯や保健サービスへのアクセスを改善

世界銀⾏は9⽉23⽇、ニジェールの国⺠により良い保健サービスを提供するための⽀援を承
認しました。15年にわたる本プロジェクトの第1段階では、グローバル・ファイナンス・フ 
ァシリティ（GFF）からの2,500万ドルを含む1億2,500万ドルにより、⼥性、⼦供、⻘少年
の保健と栄養⾯の成果を加速させ、2026年までに約650万⼈を⽀援する予定です。

プレスリリース： http://wrld.bg/hDjx30rVhCa （英語）

ネパール：環境に配慮した強靭で包括的な開発

ネパール政府と世界銀⾏を含む開発パートナーは9⽉24⽇、環境に配慮した強靭で包括的な
開発（GRID）に向けたネパールの戦略的⾏動計画を⽴案するための「カトマンズ宣⾔」を
承認しました。世界銀⾏は、同国政府の取組みや持続可能な開発⽬標に則した投資と政策⾯
での助⾔を⾏うことで、GRIDアジェンダを⽀援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/9gYh30rVhC6 （英語）

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=h13e7c614,6e06a0f,6e10cec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cef
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cf0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cf1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cf2


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=h13e7c614,6e06a0f,6e10cf3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cf4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cf5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13e7c614,6e06a0f,6e10cf6


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 760号】気候変動により2050年までに2億1,600万⼈が国
内移住を余儀なくされる恐れ、2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミッション応募受付
中、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第760号 2021年9⽉17⽇ 発⾏

報告書「⼤きなうねり」最新版発表 

気候変動により2050年までに2億1,600万⼈が国内移住を余儀な
くされる恐れ

世界銀⾏は9⽉13⽇に発表した報告書「⼤きなうねり」最新版の中で、移住の強⼒な原動⼒
となっている気候変動が原因で、2050年までに世界の6地域で2億1,600万⼈が国内移住を余
儀なくされる懸念があるとする⼀⽅、今後の取組みを促進することにより、気候変動による
移住の規模を最⼤で8割減らす可能性があると指摘しています。また、同報告書は、世界全

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d25205
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d25207


体の温室効果ガス排出量の削減など、気候変動を原因とする移住の要因緩和を進め、今後の
移住の流れに備えるための政策提⾔を⾏っています。

プレスリリース：http://wrld.bg/A0Uz30rUe3P

＜応募受付中＞2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミッシ
ョン

⽇本国籍を持つ⽅を対象に、多岐に渡る職種を募集している2021年の世界銀⾏グループ・リ
クルートミッションの応募を受付中です。IFCのポジションへのご応募をご検討されている
⽅は、締切間近となっておりますのでお急ぎください。
 
詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5 
 
【世界銀⾏募集ポジション】
応募締切は、10⽉1⽇（⾦）午前8時59分（⽇本時間）です。

上級エネルギー専⾨官＜WB1＞
上級運輸専⾨官＜WB2＞
保健専⾨官／保健エコノミスト（マラウイ）＜WB3＞
財務分析担当官＜WB4＞
監査監督官＜WB5＞
IT担当官、セキュリティ・リスク・コンプライアンス担当−IT政策・基準＜WB6＞
内部調査担当官／申⽴て対応担当官＜WB7＞
保健専⾨官／保健エコノミスト（ワシントンDC）＜WB8＞
社会開発専⾨官＜WB9＞
気候変動対策資⾦専⾨官＜WB10＞
気候変動専⾨官＜WB11＞
気候変動アナリスト＜WB12＞
インフラ専⾨官＜WB13＞

【国際⾦融公社（IFC）公募ポジション】
応募締切は、9⽉25⽇（⼟）午前8時59分（⽇本時間）です。＜IFC1＞＜IFC2＞は応募を締
め切りました。

環境・社会開発アソシエイト＜IFC3＞

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d25208
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d25209


インベストメント・アナリスト＜IFC4＞
インベストメント・オフィサー＜IFC5＞
シニア・インベストメント・オフィサー＜IFC6＞

 
【多数国間投資保証機関（MIGA）公募ボジション】
応募締切は9⽉29⽇(⽔)午前8時59分（⽇本時間）です。＜MIGA1＞は応募を締め切りまし
た。

Environmental and Social Development Specialist＜MIGA2＞
Extended Term Temporary＜MIGA3＞

9⽉23、24、28⽇に関連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。

＜9⽉20⽇締切＞世界銀⾏グループ・ヤングプロフェッショナ
ル・プログラム：IFCとMIGAの募集

世界銀⾏グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム（世界銀⾏グループYPP）の国
際⾦融公社（IFC）と多数国間投資保証機関（MIGA）の応募受付の締切は、9⽉20⽇午後11
時59分（UTC／協定世界時）となります。世界銀⾏グループは、多様な職業・学問・⽂化背
景を持ち、資格要件を満たすすべての⽅の応募を歓迎しています。

詳細： http://wrld.bg/Go7o30rRxEZ

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

グローバル・ラウンドテーブル：世界銀⾏におけるキャリア形成と⽇本⼈へ
の期待

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d2520a


⽇時：2021年9⽉23⽇午前8時〜午前9時（⽇本時間）/ 2021年9⽉22⽇午後7時〜午後8時
（⽶国東部時間）
内容：開発業務の第⼀線で活躍する⽇本⼈プロフェッショナルと、セクターや国別開発戦略
に責任を持つ幹部職員とが世界各地から集い、世界銀⾏におけるキャリアと特に⽇本⼈に向
けられた期待について意⾒交換を⾏います。
詳細： http://wrld.bg/5kWA30rSAYU

約束を実⾏する：コロナ後に向けたプライマリ・ヘルスケアの再考
世界銀⾏モーニングセミナー（第118回）

⽇時：2021年9⽉24⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：6⽉29⽇発表の報告書「約束を実⾏する：コロナ後に向けたプライマリ・ヘルスケア
の再考」のとりまとめを主導したフイフイ・ワン世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラ
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説明します。
詳細： http://wrld.bg/DY0730rTfzW

南アジア地域における社会持続可能性・インクルージョンに向けた世界銀⾏
の取り組み
世界銀⾏モーニングセミナー（第119回）

⽇時：2021年9⽉28⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：ロビン・マーンズ社会持続可能性・インクルージョングローバルプラクティス南アジ
ア地域担当プラクティスマネージャーが、南アジア地域における社会持続可能性・インクル
ージョンの課題と世界銀⾏の取組みについてご説明します。
詳細： http://wrld.bg/cd1x30rScvI

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

 

主なニュース

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d2520b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c2


ネパール：教育と保健の強化を⽀援

ネパール政府と世界銀⾏は9⽉15⽇、ネパールの教育分野と保健分野の強化に向けた追加融
資に合意しました。この合意により、貧困層への奨学⾦制度を推進して中退者の削減と学習
損失の緩和を⽬指すプログラムと、効率的で透明性と説明責任のある保健システムを構築す
るプログラムに、5,000万ドルずつが⽀援されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/aL3G30rUdXy （英語）

バングラデシュ：社会的保護プログラム対象者の改善が貧困削減に

9⽉16⽇発表のバングラデシュにおける社会的保護に関する報告書によると、農村部と都市
部での社会的保護プログラムの対象者を改善することで、⼤幅な貧困削減が可能だとしてい
ます。また、⼈⼝動態の変化や、労働市場の脆弱性、度重なるショックなどを考慮して、対
象者をプログラムに反映していくことが、継続的な貧困削減を後押しするだろうとしていま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/mZNm30rUdXz （英語）

ソマリア：トリプルショックからの経済回復

「ソマリア経済アップデート（仮題）」最新版では、ソマリアの経済は、新型コロナウィル
ス感染危機、洪⽔、サバクトビバッタ被害のトリプルショックから回復し、2021年の実質
GDP成⻑率は2.4％、2023年には新型コロナ感染拡⼤前と同等の3.2％に達すると予想してい
ます。報告書はまた、同国の保健分野の改善のために、財政・サービス提供・管理における
能⼒強化を推奨しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/pM6r30rUdXA （英語）

インドネシア：エネルギー転換を推進する初の揚⽔発電所

世界銀⾏理事会は9⽉10⽇、インドネシア初の揚⽔発電所を建設するための3億8,000万ドル
の⽀援を承認しました。このプロジェクトは、同国政府の掲げる化⽯燃料からのエネルギー
転換と脱炭素化の⽬標を後押しするとともに、需要ピーク時の発電能⼒を向上させ、ジャワ
島とバリ島の住⼈に、より環境に優しく信頼性の⾼い電⼒を提供します。

プレスリリース： http://wrld.bg/R5Gg30rUdXB （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c6


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=h13a0c653,6d2362e,6d252c7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252c9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252ca
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252cb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252cc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13a0c653,6d2362e,6d252cd


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 759号】財務局「インパクトレポート2020」⽇本語版を
発表、2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミッション応募受付中、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第759号 2021年9⽉10⽇ 発⾏

財務局「インパクトレポート2020」⽇本語版を発表 

財務局「インパクトレポート2020」⽇本語版を発表

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、 サステナブル・ディベロップメント・ボンド及びグリーンボンドと、
これらの債券が⽀援するプロジェクトに焦点を当てた報告書「インパクトレポート2020」⽇
本語版を発表しました。成果のハイライト、発⾏概要、融資承認額・融資実⾏済額や新たな
プロジェクト事例をご紹介しています。

詳細：http://wrld.bg/8ySg30rTy5B

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f021
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f023
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f024


応募受付中：2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミッショ
ン

2021年の世界銀⾏グループ・リクルートミッションでは、⽇本国籍を持つ⽅を対象に、多岐
に渡る職種を募集しています。＜IFC1＞、＜IFC2＞、＜MIGA1＞のポジションは、応募締
切間近となっていますので、ご応募をご検討されている⽅はお急ぎください。
 
詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5 
 
【世界銀⾏募集ポジション】
世界銀⾏のポジションの応募締切は、全て10⽉1⽇（⾦）午前6時59分（⽇本時間）です。

上級エネルギー専⾨官＜WB1＞
上級運輸専⾨官＜WB2＞
保健専⾨官／保健エコノミスト（マラウイ）＜WB3＞
財務分析担当官＜WB4＞
監査監督官＜WB5＞
IT担当官、セキュリティ・リスク・コンプライアンス担当−IT政策・基準＜WB6＞
内部調査担当官／申⽴て対応担当官＜WB7＞
保健専⾨官／保健エコノミスト（ワシントンDC）＜WB8＞
社会開発専⾨官＜WB9＞
気候変動対策資⾦専⾨官＜WB10＞
気候変動専⾨官＜WB11＞
気候変動アナリスト＜WB12＞
インフラ専⾨官＜WB13＞

 
【国際⾦融公社（IFC）公募ポジション】
＜IFC1＞＜IFC2＞以外の応募締切は9⽉25⽇（⼟）午前6時59分（⽇本時間）です。

アソシエイト・インベストメント・オフィサー−アジア・⼤洋州アップストリーム＜
IFC1＞締切間近：9⽉14⽇（⽕）午前6時59分（⽇本時間）
シニア・インベストメント・オフィサー（製造業、脱炭素化、不動産、気候投資、保
健）＜IFC2＞ 締切間近：9⽉14⽇（⽕）午前6時59分（⽇本時間）
環境・社会開発アソシエイト＜IFC3＞
インベストメント・アナリスト＜IFC4＞
インベストメント・オフィサー＜IFC5＞
シニア・インベストメント・オフィサー＜IFC6＞

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f025


 
【多数国間投資保証機関（MIGA）公募ボジション】

上級気候変動専⾨官＜MIGA1＞ 締切間近：9⽉11⽇(⼟)午前8時59分（⽇本時間）

 
様々な関連キャリアセミナーを開催しています。詳しくは、「セミナーのお知らせ」をご覧
ください。

世界銀⾏グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム：
IFC、MIGAの募集

世界銀⾏グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム（世界銀⾏グループYPP）で
は、現在国際⾦融公社（IFC）及び多数国間投資保証機関（MIGA）のみ、9⽉20⽇午後11時
59分（UTC／協定世界時）まで応募を受け付けています。国際開発への情熱、⼤学院レベル
の学位、関連分野での職務経験を持ち、そして将来の管理職となる資質を兼ね備えた⽅のご
応募をお待ちしています。

詳細： http://wrld.bg/Go7o30rRxEZ

世界銀⾏の名を騙る詐欺・不正投資勧誘にご注意ください

不正な投資勧誘、振り込み依頼のファックスやメール、虚偽の求⼈情報や採⽤通知など、世
界銀⾏や世界銀⾏グループ機関の名を騙った詐欺が増えています。下記をお読みいただき、
ご注意ください。

詳細： http://wrld.bg/F9j930rTyJA

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f026
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f027


CVの書き⽅
キャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉13⽇（⽉）午後12時〜午後1時（⽇本時間）
内容：2021年世銀グループリクルートミッションへの応募準備に向けたCVの書き⽅セミナ
ーを開催いたします。これまで培ってきた専⾨性をいかに⾯接官に理解・評価してもらうた
めのテクニックをいくつかご紹介し、世界銀⾏グループのうち主に世界銀⾏のポジションに
応募することを前提としたCVの書き⽅のアドバイスを提供します。
詳細： http://wrld.bg/Ii9C30rScl3

世界銀⾏で働く〜⼤野尚⼦ 世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラクティ
ス東部・南部アフリカ担当上級業務担当官
キャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉13⽇（⽉）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：⼤野尚⼦ 世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラクティス東部・南部アフリカ担
当上級業務担当官が、世界銀⾏⼊⾏前から現在までの経験談、これまで担当してきた業務、
現在担当している業務などについてお話しします。質疑応答には、佐藤真⼸・⼈事総局⼈事
専⾨官も参加します。
詳細： http://wrld.bg/1CgY30rSVds

世界銀⾏で働く〜⾺渕樹・世界銀⾏開発⾦融総局（DFI）上級業務担当官
キャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉14⽇（⽕）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：⾺淵樹 世界銀⾏開発⾦融総局（DFI）上級業務担当官が、世界銀⾏⼊⾏前から現在ま
での経験談、これまで担当してきた業務、現在担当している業務などについてお話ししま
す。質疑応答には、佐藤真⼸・⼈事総局⼈事専⾨官も参加します。
詳細： http://wrld.bg/o1uI30rSVir

世界銀⾏で働く〜弥富圭介・気候変動グループ炭素市場・イノベーションユ
ニット 上級気候変動専⾨官
キャリアセミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f028
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f029
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f02a


⽇時：2021年9⽉15⽇（⽔）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：弥富圭介 世界銀⾏気候変動グループ炭素市場・イノベーションユニット上級気候変
動専⾨官が、世界銀⾏⼊⾏前から現在までの経験談、担当してきた業務などについてお話し
します。質疑応答には、佐藤真⼸・⼈事総局⼈事専⾨官も参加します。
詳細：http://wrld.bg/wZPH30rS4LL

アフリカ地域における⼈間開発セクターの課題と世界銀⾏の取り組み
世界銀⾏モーニングセミナー（第117回）

⽇時：2021年9⽉16⽇（⽊）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：アミット・ダール⼈間開発プラクティスグループ アフリカ地域担当局⻑が、アフリ
カ地域における⼈間開発セクターの課題と世界銀⾏の取組みについてご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/esIC30rTyMQ

「都市、⽂化、創造性」レポート発表イベント
クリエイティブ都市イベントシリーズ第1回 

⽇時：2021年9⽉16⽇（⽊）午前9時〜午前10時（⽇本時間）
内容：：「クリエイティブ都市イベントシリーズ」の第1回⽬となる本イベントでは、世界
銀⾏がUNESCOとともに発表した「都市、⽂化、創造性：持続可能な都市開発と包括的成
⻑のための⽂化と創造性の活⽤」と、TDLCが発⾏したケーススタディ「京都：クリエイテ
ィブ都市（都市の競争⼒と包摂的な都市変容のための創造性の活⽤）」のご紹介を兼ね、都
市の変容と経済活動の向上においてクリエイティブ・スペースが果たす役割を探ります。
詳細： http://wrld.bg/7aeQ30rSVj9

グローバル・ラウンドテーブル：世界銀⾏におけるキャリア形成と⽇本⼈へ
の期待

⽇時：2021年9⽉23⽇午前8時〜午前9時（⽇本時間）/ 2021年9⽉22⽇午後7時〜午後8時
（⽶国東部時間）
内容：開発業務の第⼀線で活躍する⽇本⼈プロフェッショナルと、セクターや国別開発戦略
に責任を持つ幹部職員とが世界各地から集い、世界銀⾏におけるキャリアと特に⽇本⼈に向
けられた期待について意⾒交換を⾏います。
詳細： http://wrld.bg/5kWA30rSAYU

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f02b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f02c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f02d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f02e


約束を実⾏する：コロナ後に向けたプライマリ・ヘルスケアの再考
世界銀⾏モーニングセミナー（第118回）

⽇時：2021年9⽉24⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：6⽉29⽇発表の報告書「約束を実⾏する：コロナ後に向けたプライマリ・ヘルスケア
の再考」のとりまとめを主導したフイフイ・ワン世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラ
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説明します。
詳細： http://wrld.bg/DY0730rTfzW

南アジア地域における社会持続可能性・インクルージョンに向けた世界銀⾏
の取り組み
世界銀⾏モーニングセミナー（第119回）

⽇時：2021年9⽉28⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：ロビン・マーンズ社会持続可能性・インクルージョングローバルプラクティス南アジ
ア地域担当プラクティスマネージャーが、南アジア地域における社会持続可能性・インクル
ージョンの課題と世界銀⾏の取組みについてご説明します。
詳細： http://wrld.bg/cd1x30rScvI

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

 

主なニュース

ペルー：経済回復のために包括的で環境に配慮した電⼒セクターを⽀援

世界銀⾏理事会は9⽉9⽇、ペルーにおける電⼒サービスの信頼性、気候変動に対する強靭性
の強化を⽬的とした7,000万ドルの⽀援を承認しました。このプロジェクトは、貧困率の⾼
い地域の電⼒の質とアクセスの向上や、温室効果ガス（GHG）排出の少ない電⼒供給の促
進、経済回復に向けた電⼒セクター改⾰を推進するための技術を⽀援します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f02f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f030
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f031


プレスリリース： http://wrld.bg/H7BL30rTyHU （英語）

南スーダン：ワクチン配布と最も脆弱な⼈々に届く医療サービス

世界銀⾏と国連児童基⾦（ユニセフ）が協⼒して南スーダンで実施している5,350万ドルの
プロジェクトでは、新型コロナウイルス感染症ワクチンの配布や、⽀援が届きにくい地域の
最も脆弱な⼈々、とりわけ⼦どもと⼥性への必要不可⽋な医療サービスの提供など、5つの
分野を中⼼に⽀援を⾏っています。

プレスリリース： http://wrld.bg/dUo730rTz2O （英語）

ツバル：世界銀⾏グループとのパートナーシップを強化

世界銀⾏グループとツバル政府は9⽉2⽇、パートナーシップを強化するための新たな合意に
署名しました。今回の合意により、世界銀⾏と国際⾦融公社（IFC）は、ツバルにおける⽀
援や開発を進めるにあたり、様々な分野で必要となる技術⽀援や専⾨知識の共有の提供を、
更に拡⼤することが可能となります。

プレスリリース： http://wrld.bg/OFXM30rTyHR （英語）

ラオス：基礎教育改善による⼈的資本への⼤幅な投資

世界銀⾏とラオス政府は、幼児・初等教育の成果改善と、全国の教育システムの強化を⽬的
とした4,700万ドルのプロジェクトを開始しました。ラオスにおける現在の学習レベルは低
く、低年齢期の学習成果の改善が重要視されています。国際開発協会（IDA）と教育のため
のグローバルパートナーシップ（GPE）からの資⾦を活⽤した本プロジェクトにより、
1,300以上の村の3〜5歳の⼦供たちに幼児教育が提供されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/7yOx30rTyHQ （英語）

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=h13761890,6c7d947,6c7f032
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f033
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f034
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f035
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h13761890,6c7d947,6c7f036
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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 758号】＜募集開始＞2021年 世界銀⾏グループ・リクル
ートミッション、世界銀⾏グループYPPプログラム、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第758号 2021年9⽉3⽇ 発⾏

＜募集開始＞2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミッション 

＜募集開始＞2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミッショ
ン

2021年の世界銀⾏グループ・リクルートミッションの募集が、9⽉1⽇から始まりました。
⽇本国籍を持つ⽅を対象に、多岐に渡る職種を募集しています。途上国への開発援助に、ご
⾃⾝の専⾨性と経験を活かしてみませんか。

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5
募集期間： 2021年9⽉1⽇午前9時から10⽉1⽇午前6時59分（⽇本時間）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd681a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd681c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd681d


※IFC、MIGAのポジションは締切⽇が異なりますのでご注意ください。
 
【世界銀⾏募集ポジション】
■上級エネルギー専⾨官■上級運輸専⾨官■保健専⾨官／保健エコノミスト（マラウイ）■財
務分析担当官■監査監督官■IT担当官、セキュリティ・リスク・コンプライアンス担当−IT政
策・基準■内部調査担当官／申⽴て対応担当官■保健専⾨官／保健エコノミスト（ワシントン
DC）■社会開発専⾨官■気候変動対策資⾦専⾨官■気候変動専⾨官■気候変動アナリスト■イ
ンフラ専⾨官
 
【国際⾦融公社（IFC）公募ポジション】
■アソシエイト・インベストメント・オフィサー−アジア・⼤洋州アップストリーム■シニ
ア・インベストメント・オフィサー（製造業、脱炭素化、不動産、気候投資、保健）■環
境・社会開発アソシエイト■インベストメント・アナリスト■インベストメント・オフィサー
■シニア・インベストメント・オフィサー
 
【多数国間投資保証機関（MIGA）公募ボジション】
■上級気候変動専⾨官
 
様々な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。

世界銀⾏グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム：
IFC、MIGAの募集

世界銀⾏グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム（世界銀⾏グループYPP）で
は、現在国際⾦融公社（IFC）及び多数国間投資保証機関（MIGA）のみ、9⽉20⽇午後11時
59分（UTC／協定世界時）まで応募を受け付けています。国際開発への情熱、⼤学院レベル
の学位、関連分野での職務経験を持ち、そして将来の管理職となる資質を兼ね備えた⽅のご
応募をお待ちしています。
 
詳細： http://wrld.bg/Go7o30rRxEZ 

IFC：PPE⽣産の現地化戦略を推進するアフリカ企業の挑戦

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd681e


ナイジェリア出⾝のオデュナイヤは、イギリスでキャリアを積んだ後、両親が祖国で起業し
たヘルスケア製品を製造するウェミィ・インダストリーズの経営を引き継ぎました。新型コ
ロナ感染症危機下において、国際⾦融公社（IFC）などから⽀援を受け、既存事業との相乗
効果を⾼いマスクや個⼈⽤防護具事業に参⼊、材料の不織布の現地⽣産を進め、必需品の国
内供給の安定化を図るとともに⻑期的な成⻑戦略を進めています。
 
IFC特集： http://wrld.bg/cQkp30rSVgn

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。  

開発研究の実践：DIME分析データハンドブック
世界銀⾏モーニングセミナー（第116回）

⽇時：2021年9⽉10⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：6⽉16⽇発表の新報告書「開発研究の実践：DIME分析データハンドブック」
（Development Research in Practice: The DIME Analytics Data Handbook）の共著者でもあ
るルイザ・アンドレ―ド世界銀⾏開発経済総局開発インパクト評価（DIME）ジュニアデー
タサイエンティストが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/elTC30rScpm

IFCキャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉10⽇（⾦）午後6時30分〜午後8時（⽇本時間）
内容：国際⾦融公社（IFC）では海外で活躍する⽇本⼈職員をスピーカーに招き、キャリア
セミナーを定期的に開催しています。今回は、2019年⼊社でニューデリー事務所に勤務する
吉江奏太 アソシエイト・インベストメント・オフィサーが、⾃⾝の経歴やIFCの活動、南ア
ジア地域における製造業、アグリビジネス、サービス分野での投資業務についてご紹介しま
す。オンラインによる実施（ウェビナー）となります。
詳細： http://wrld.bg/MdnE30rNcdk

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd681f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6820
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6821


CVの書き⽅
キャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉13⽇（⽉）午後12時〜午後1時（⽇本時間）
内容：2021年世銀グループリクルートミッションへの応募準備に向けたCVの書き⽅セミナ
ーを開催いたします。これまで培ってきた専⾨性をいかに⾯接官に理解・評価してもらうた
めのテクニックをいくつかご紹介し、世界銀⾏グループのうち主に世界銀⾏のポジションに
応募することを前提としたCVの書き⽅のアドバイスを提供します。
詳細： http://wrld.bg/Ii9C30rScl3

世界銀⾏で働く〜⼤野尚⼦ 世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラクティ
ス東部・南部アフリカ担当上級業務担当官
キャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉13⽇（⽉）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：⼤野尚⼦ 世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラクティス東部・南部アフリカ担
当上級業務担当官が、世界銀⾏⼊⾏前から現在までの経験談、これまで担当してきた業務、
現在担当している業務などについてお話しします。質疑応答には、佐藤真⼸・⼈事総局⼈事
専⾨官も参加します。
詳細：http://wrld.bg/1CgY30rSVds

世界銀⾏で働く〜⾺渕樹・世界銀⾏開発⾦融総局（DFI）上級業務担当官
キャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉14⽇（⽕）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：⾺淵樹 世界銀⾏開発⾦融総局（DFI）上級業務担当官が、世界銀⾏⼊⾏前から現在ま
での経験談、これまで担当してきた業務、現在担当している業務などについてお話ししま
す。質疑応答には、佐藤真⼸・⼈事総局⼈事専⾨官も参加します。
詳細： http://wrld.bg/o1uI30rSVir

世界銀⾏で働く〜弥富圭介・気候変動グループ炭素市場・イノベーションユ
ニット 上級気候変動専⾨官 
キャリアセミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6822
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6823
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6824


⽇時：2021年9⽉15⽇（⽔）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：弥富圭介 世界銀⾏気候変動グループ炭素市場・イノベーションユニット上級気候変
動専⾨官が、世界銀⾏⼊⾏前から現在までの経験談、担当してきた業務などについてお話し
します。質疑応答には、佐藤真⼸・⼈事総局⼈事専⾨官も参加します。
詳細： http://wrld.bg/wZPH30rS4LL

「都市、⽂化、創造性」レポート発表イベント
クリエイティブ都市イベントシリーズ第1回

⽇時：2021年9⽉16⽇（⽊）午前9時〜午前10時（⽇本時間）
内容：「クリエイティブ都市イベントシリーズ」の第1回⽬となる本イベントでは、報告書
「都市、⽂化、創造性：持続可能な都市開発と包括的成⻑のための⽂化と創造性の活⽤」
（世界銀⾏とUNESCO、2021年）の発表を記念するとともに、都市、⽂化、創造性の枠組
みや関係性を含め、同報告書の概要を紹介し、⽇本や世界の都市開発における意義を議論し
ます。
詳細： http://wrld.bg/7aeQ30rSVj9

グローバル・ラウンドテーブル：世界銀⾏におけるキャリア形成と⽇本⼈へ
の期待

⽇時：2021年9⽉23⽇午前8時〜午前9時（⽇本時間）/ 2021年9⽉22⽇午後7時〜午後8時
（⽶国東部時間）
内容：開発業務の第⼀線で活躍する⽇本⼈プロフェッショナルと、セクターや国別開発戦略
に責任を持つ幹部職員とが世界各地から集い、世界銀⾏におけるキャリアと特に⽇本⼈に向
けられた期待について意⾒交換を⾏います。
詳細： http://wrld.bg/5kWA30rSAYU

南アジア地域における社会持続可能性・インクルージョンに向けた世界銀⾏
の取り組み
世界銀⾏モーニングセミナー（第119回）

⽇時：2021年9⽉28⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：ロビン・マーンズ社会持続可能性・インクルージョングローバルプラクティス南アジ
ア地域担当プラクティスマネージャーが、南アジア地域における社会持続可能性・インクル

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6825
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6826
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6827


ージョンの課題と世界銀⾏の取組みについてご説明します。
詳細： http://wrld.bg/cd1x30rScvI

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

 

主なニュース

ベトナム：2021年後半の経済回復は新型コロナウイルス感染症対策に依存 

世界銀⾏が8⽉24⽇に発表したベトナムの経済動向に関する報告書によると、同国の2021年
の国内総⽣産（GDP）は、昨年12⽉の予測を2ポイント下回り、約4.8％成⻑すると予想され
ています。報告書は、新型コロナウイルス感染症が及ぼす社会的影響に対処するための社会
的保護プログラムの内容と有効性の改善を提⾔しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/1sWy30rSVfs （英語）

ガーナ：景観の回復と⼩規模鉱業の促進

世界銀⾏は8⽉30⽇、ガーナにおける景観の回復と⼩規模鉱業の促進に1億340万ドルの⽀援
を承認しました。国際開発協会（IDA）からの7,500万ドルのクレジットと地球環境ファシリ
ティ（GEF）からの2,840万ドルのグラントを含むこのプロジェクトは、持続可能な鉱業を
促進するとともに、気候変動の影響に脆弱な景観の、持続可能な⼟地、⽔、森林の管理活動
を⽀援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/FnJG30rSVfp （英語）

トンガ：パートナーシップ強化に向けた新たな合意

トンガ政府と世界銀⾏グループは8⽉24⽇、より強固なパートナーシップに向けた新たな合
意に署名しました。この合意により、トンガにおける新型コロナウイルス感染症の影響から
の回復や、気候変動や公衆衛⽣上の緊急事態に対する強靭性強化への⽀援拡⼤が可能となり

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6828
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd6829
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http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h134d2fea,6bd3b5d,6bd682b


ます。

プレスリリース： http://wrld.bg/zfk230rSVfo （英語）

ドミニカ共和国：効率的な⽀出が包括的成⻑の鍵

世界銀⾏はドミニカ共和国の公的⽀出について評価した報告書を8⽉30⽇に発表しました。
報告書は、同国における新型コロナウイルス感染症による危機が雇⽤と貧困に与える影響の
緩和や、⺠間セクターの回復促進、債務を持続可能な軌道に保つための政策を提⾔していま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/PYIm30rSVfl （英語）

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。
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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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