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ブログ︓世界の⽔不⾜解消に向け、積極的な対応を （写真︓Shutterstock）

ブログ︓世界の⽔不⾜解消に向け、積極的な対応を

世界⼈⼝の4分の1に相当する20億⼈が、安全な飲料⽔を確保できず、半数に相当する36億
⼈が安全な衛⽣施設にアクセスを持っていません。セネガルのダカールで開催中の国際会
議、世界⽔フォーラムでは、1）政策・制度改⾰の拡⼤、2）官⺠投資の拡⼤、3）市⺠参加
の促進、の3つの柱に重点を置き、⽔セクターにおける緊急⾏動を取りまとめる予定です。
マルパス世界銀⾏総裁のブログでご覧ください。

ブログ︓http://wrld.bg/3Wx830sfo7h 

世界銀⾏グループ⽇本⼈職員募集＜募集期間︓2022年3⽉18⽇

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c3e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c40
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c41
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c42


〜4⽉20⽇＞

世界銀⾏グループは、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）ポジションを募集しています。JPOとMCのいずれのプロ
グラムも、最初の2年間の勤務期間を⽇本政府が⽀援し、その後、勤務評価に基づき1年延⻑
が可能です。またさらにその後、世銀の正規職員となる可能性があります。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。

世界銀⾏ 共同⼤学院奨学⾦制度（JJ/WBGSP） ⽇本⼈向け特
別枠＜募集期間︓2022年1⽉31⽇〜4⽉8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。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）

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=h17bedf26,7e125f5,7e18c43
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c44


国際⾦融公社（IFC）は、⽇本政府の⽀援により、アフリカにおける投融資やアドバイザリ
ー業務を担当する⽇本⼈職員を2名募集しています。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。

世界銀⾏で働く〜窪寺絢⼦ 世界銀⾏査閲パネル ジュニア・プロフェッショナ
ル・オフィサー
キャリアセミナー

⽇時︓2022年3⽉29⽇（⽕）午後8時〜午後9時（⽇本時間） 
内容︓窪寺絢⼦ 世界銀⾏査閲パネル ジュニア・プロフェッショナル・オフィサーが、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/c0ec30sfnJZ

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c45
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c46
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c47


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 

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

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。

※世界銀⾏のメール配信システムのリニューアルに伴い、送信者名・送信元メールアドレスがWorld Bank
Tokyo <ptokyo@worldbank.org> から WBTokyo eNews <WorldBank@newsletterext.worldbank.org>に変わり
ました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c48
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c49
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c4a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c4b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c4c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c4d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c4e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c4f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17bedf26,7e125f5,7e18c50
mailto:ptokyo@worldbank.org


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 782号】世界銀⾏グループ⽇本⼈職員募集 本⽇開始、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第782号 2022年3⽉18⽇ 発⾏ http://wrld.bg/aClX30r5uAe

世界銀⾏グループ⽇本⼈職員募集＜3⽉18⽇開始＞

世界銀⾏グループ⽇本⼈職員募集＜3⽉18⽇開始＞

世界銀⾏グループは、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）ポジションを募集いたします。JPOとMCのいずれのプロ
グラムも、最初の2年間の勤務期間を⽇本政府が⽀援し、その後、勤務評価に基づき1年延⻑
が可能です。またさらにその後、世銀の正規職員となる可能性があります。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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5b473
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5b475
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5b476


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。

IFC︓アルメニアの⼥性起業家への投資促進を図る新しい取組
みを発表

アルメニアの⼥性起業家を⽀援する新たな取組みとして、⽇本政府の協⼒を得て、国際⾦融
公社（IFC）は⼥性が経営する企業の資⾦アクセスの改善を図るとともに、ビジネス展開に
必要なソフトスキル向上のためのプログラムを提供しています。
  
詳細︓ http://wrld.bg/s0nQ30seGJF  

IFC︓グリーン化がアフリカの製造業にもたらす利益 

重⼯業が成⻑を牽引する時代が終わり、気候変動危機が深刻化する中、アフリカは製造業の
グリーン化を進めることで新たな経済発展と⾼度化を実現できる可能性を秘めています。そ
のためには、地域の豊富な資源を活かし、産業基盤となるインフラへの投資と⼈材の能⼒向
上に向けた取組みが不可⽋となります。

詳細︓ http://wrld.bg/fPBA30seGKs

世界銀⾏ 共同⼤学院奨学⾦制度（JJ/WBGSP） ⽇本⼈向け特

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5b477
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5daac
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5daad


別枠 ︓募集期間2022年1⽉31⽇〜4⽉8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。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）

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〜正⽊貴明 世界銀⾏ 貧困・平等グローバルプラクティス 
東部・南部アフリカ地域担当 エコノミスト 
キャリアセミナー

⽇時︓2022年3⽉22⽇（⽕）午後8時〜午後9時（⽇本時間） 
内容︓正⽊貴明 世界銀⾏貧困・平等グローバルプラクティス東部・南部アフリカ地域担当
エコノミストが、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。また今回は、⼾崎智⽀・⼈事総局HRビ
ジネスパートナーも登壇します。
詳細︓ http://wrld.bg/2Pn330scttL

世界銀⾏で働く〜⿑藤吉洋・世界銀⾏ガバナンスグローバルプラクティス公
共セクター専⾨官、岡橋⿇美・ガバナンス専⾨官
キャリアセミナー

⽇時︓2022年3⽉23⽇（⽔）午前8時〜午前9時（⽇本時間） 
内容︓⿑藤吉洋・世界銀⾏ガバナンスグローバルプラクティス公共セクター専⾨官と、岡橋
⿇美・同ガバナンス専⾨官が、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。また今回は、⼾崎智⽀・⼈
事総局HRビジネスパートナーも登壇します。 
詳細︓ http://wrld.bg/gO7R30seAaC 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5daae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5daaf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5dab0


世界銀⾏グループ 投資紛争解決国際センター（ICSID）の役割と機能につい
て
世界銀⾏モーニングセミナー（第134回） 

⽇時︓2022年3⽉25⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間） 
内容︓ICSIDは国際投資紛争の調停と仲裁を⾏う場を提供することで、外国投資の促進に貢
献しています。本セミナーでは、メグ・キニア投資紛争解決国際センター（ICSID）事務局
⻑が、ICSIDの役割と機能についてご説明します。 
詳細︓ http://wrld.bg/7ltW30seAOt 

 

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

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。

※世界銀⾏のメール配信システムのリニューアルに伴い、送信者名・送信元メールアドレスがWorld Bank
Tokyo <ptokyo@worldbank.org> から WBTokyo eNews <WorldBank@newsletterext.worldbank.org>に変わり
ました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5dab1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5dab2
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http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5dab7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5dab8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17986b66,7d59444,7d5dab9
mailto:ptokyo@worldbank.org


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 781号】東日本大震災11周年によせたメッセージ、ウク
ライナに7億ドル超の緊急資金パッケージを支援、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第781号　2022年3月11日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

世界銀行、ウクライナに7億ドル超の緊急資金パッケージを支援

東日本大震災11周年によせたフォーグレ持続可能な開発担当副
総裁からのメッセージ

東日本大震災から11年を迎えるに当たり、ユルゲン・フォーグレ持続可能な開発担当副総裁
が犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表すると共に、絶え間ない復興の取組みを続けて
こられた皆様に敬意を表しました。
世界銀行東京防災ハブは90カ国以上で災害への強靱性構築の支援をしています。

Twitter投稿： http://ow.ly/hINM30se6m5

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19c0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e2


世界銀行東京防災ハブ: http://wrld.bg/Yqj130se5RJ

世界銀行、ウクライナに7億ドル超の緊急資金パッケージを支
援

世界銀行理事会は3月7日、ウクライナへの追加の財政支援パッケージとして、4億8,900万ド
ルのウクライナ経済的緊急事態からの回復のための融資を承認しました。今回動員される支
援は総額7億2,300万ドルとなります。今回の緊急支援は、医療従事者の賃金、高齢者の年
金、脆弱層のための社会的保護プログラムなど、ウクライナ政府が国民に不可欠なサービス
を提供するために役立てられます。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/pCYc30se5RK 

ウクライナ大統領との電話会談に関するマルパス世界銀行総裁
の声明

マルパス世界銀⾏総裁は3月4日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話で会談し、世界銀
行理事会に提出するウクライナ経済的緊急事態からの回復のための融資（約5億ドル）や、
ウクライナのグラント資金ニーズを満たすよう設置された世界銀行のマルチドナー信託基金
について話し合いました。

声明： http://wrld.bg/94lG30se5RN

第7回MIGAジェンダー・リーダーシップ・アワード、俣野長官
より発表

多数国間投資保証機関（MIGA）のジェンダー・リーダーシップ・アワードは、貧困の削減
と繁栄の共有という世界銀行グループの2つの目標に貢献し、女性の進歩とジェンダー平等
を目指した、確かな実績のあるリーダーを称えます。今年の受賞者は、多様性と包括性の促
進に取り組んでいるルーシー・ ハインツ Actis パートナー兼エネルギーインフラストラクチ
ャ責任者でした。受賞の様子と、すべての人にクリーンエネルギーを提供するための議論を
録画でご覧いただけます。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e5


録画： http://wrld.bg/1gnm30sbGkQ （英語）
Linkedin： http://ow.ly/45nH30se0iQ （英語）

ブログ︓より良い回復の実現で求められる、インフラ投資の
「質」

質の高いインフラ投資は、質の高い成長の促進、富の構築、そして福祉の向上に不可欠で
す。日本と世界銀行は、質の高いインフラ投資パートナーシップを締結し、質の高い成長を
促進するインフラ投資を支援しています。新型コロナウイルス感染症のショックから回復途
上にある現在、このパートナーシップは、ビルドバック・ベター・アプローチを支援してい
ます。

ブログ︓ http://wrld.bg/goJV30se5RP

事前告知： 日本人職員（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））募集（3月開始）

世界銀行グループは、2022年3月中旬（予定）から、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）ポジションの募集を開始いた
します。JPOとMCのいずれのプログラムも、最初の2年間の勤務期間を日本政府が支援し、
その後、勤務評価に基づき1年延長が可能です。またさらにその後、世銀の正規職員となる
可能性があります。募集されるポストの詳細と応募方法は、準備ができ次第、以下のページ
で公開します。現在、応募条件・よくあるご質問を掲載しておりますのでご覧ください。

詳細： http://wrld.bg/KZx130sb2CF
 
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 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人向け特
別枠 ：募集期間2022年1月31日～4月8日

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19e9


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。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

世界銀行における質の高いインフラ投資（QII）パートナーシップのコミュニケーション担
当と、国際金融公社（IFC）シニア・コミュニケーションズ・オフィサー募集のご案内で
す。皆様のご応募をお待ちしています。

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
ン担当

勤務地：東京
期間：2022年4月1日から6月30日までの間で最大60日間
応募条件：統計学、経済学、工学、金融、公共政策の修士号、またはその他同等の学位、お
よびプロジェクトの策定と実施における2年以上の実務経験、または同等の組み合わせ。
応募締切：2022年3月15日
詳細・応募： http://wrld.bg/vwvC30sbNML

IFC︓シニア・コミュニケーションズ・オフィサー

雇用形態：短期コンサルタント契約
雇用期間：2022年4月（応相談）より2022年9月末まで （10月以降、年間150日まで延長
可）
待遇：IFCの規定に基づく
応募締切：2022年3月15日正午（日本時間）
詳細・応募： http://wrld.bg/K3K830scttY

　

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=h17791296,7cbff28,7cc19ea
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19eb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19ec


都市開発実務者向け対話型研修（TDD）：低炭素・気候変動対応型都市

日時：2022年3月14日（月）〜18日（金）
内容：低炭素開発を進め、気候変動に対応したスマートな都市へと移行する方法について、
世界銀行の借入国からの参加者が理解を深める場を提供します。一般公開日は3月15日
（火）で、テーマは「野心的な緩和目標を達成するための都市の役割」です。
詳細： http://wrld.bg/5vlt30se5RG

世界銀行で働く〜徳田香子・世界銀行保健・栄養・人口グローバルプラクテ
ィス グローバルエンゲージメント担当業務担当官
キャリアセミナー

日時：2022年3月15日（火）午後8時～午後9時（日本時間）
内容：徳田香子 世界銀行保健・栄養・人口グローバルプラクティス グローバルエンゲー
ジメント担当業務担当官が、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/mx3x30sct0O

世界銀行で働く〜正木貴明　世界銀行　貧困・平等グローバルプラクティス 
東部・南部アフリカ地域担当 エコノミスト
キャリアセミナー

日時：2022年3月22日（火）午後8時～午後9時（日本時間）
内容：正木貴明　世界銀行貧困・平等グローバルプラクティス東部・南部アフリカ地域担当
エコノミストが、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/2Pn330scttL

　

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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19ed
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19ee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19ef
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19f0


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=h17791296,7cbff28,7cc19f1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19f2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19f3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19f4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19f5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19f6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17791296,7cbff28,7cc19f7


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 780号】ウクライナでの戦争に関するIMF・世界銀行グ
ループの共同声明、報告書「女性・ビジネス・法律2022」発表、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第780号　2022年3月4日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

報告書「女性・ビジネス・法律2022」発表

ロシアとベラルーシに関する世界銀行グループの声明

世界銀行グループは3月2日、ロシアのウクライナ侵攻とウクライナ国民に対する敵対行為を
受けて、ロシアとベラルーシにおけるすべてのプログラムを直ちに停止しているとの声明を
発表しました。世界銀行グループは、2014年以降、ロシアへの新規支援または投資を承認し
ておらず、また2020年半ば以降、ベラルーシへの新規支援も承認していません。
 
声明： http://wrld.bg/r5Wr30sct0m

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219eb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219ed
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219ee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219ef


ウクライナでの戦争に関するIMF・世界銀行グループの共同声
明

国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事と世界銀行グループのデイビ
ッド・マルパス総裁は3月1日、ウクライナの戦争についての声明を発表しました。両機関は
協力して資金調達と政策面でウクライナを支援しており、早急に支援を強化しています。ま
た、世界銀行グループは、今後数カ月で展開する30億ドルの支援パッケージを準備していま
す。

声明： http://wrld.bg/Zc3M30sct0s

報告書「女性・ビジネス・法律2022」発表

世界銀行は1日、世界銀行は報告書「女性・ビジネス・法律2022」を発表し、男性と同等の
経済的機会を持たない労働年齢の女性は約24億人、女性の完全な経済参加を阻む法的障害が
残る国は178カ国に上る、と指摘しました。86カ国で女性が何らかの雇用制限を受けてお
り、95カ国は同一労働同一賃金を義務付けていません。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/SzQL30sct0t

国際開発ジャーナル3⽉号に西尾副総裁の寄稿が掲載：コロナ
禍での貧困撲滅を目指す

国際開発ジャーナル3月号に、最貧国74カ国への資金援助を行う世界銀行グループの国際開
発協会（IDA）の第20次増資交渉（IDA20）を担当した西尾昭彦副総裁のインタビュー「コ
ロナ禍での貧困撲滅を目指す」が掲載されました。今後、IDAを含め世界銀行グループはど
のような支援を展開していくのか等をご紹介しています。

特集： http://wrld.bg/M2RS30sctpH

事前告知： ⽇本⼈職員（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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f2


（MC））募集（3⽉開始）

世界銀行グループは、2022年3月中旬（予定）から、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）ポジションの募集を開始いた
します。JPOとMCのいずれのプログラムも、最初の2年間の勤務期間を日本政府が支援し、
その後、勤務評価に基づき1年延長が可能です。またさらにその後、世銀の正規職員となる
可能性があります。募集されるポストの詳細と応募方法は、準備ができ次第、以下のページ
で公開します。現在、応募条件・よくあるご質問を掲載しておりますのでご覧ください。

詳細： http://wrld.bg/KZx130sb2CF
 
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 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人向け特
別枠 ：募集期間2022年1月31日～4月8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。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

世界銀行における質の高いインフラ投資（QII）パートナーシップのコミュニケーション担
当と、国際金融公社（IFC）シニア・コミュニケーションズ・オフィサー募集のご案内で
す。皆様のご応募をお待ちしています。

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
ン担当

勤務地：東京
期間：2022年4月1日から6月30日までの間で最大60日間
応募条件：統計学、経済学、工学、金融、公共政策の修士号、またはその他同等の学位、お
よびプロジェクトの策定と実施における2年以上の実務経験、または同等の組み合わせ。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f4


応募締切：2022年3月15日
詳細・応募： http://wrld.bg/vwvC30sbNML

IFC︓シニア・コミュニケーションズ・オフィサー

雇用形態：短期コンサルタント契約
雇用期間：2022年4月（応相談）より2022年9月末まで（10月以降、年間150日まで延長
可）
待遇：IFCの規定に基づく
応募締切：2022年3月15日正午（日本時間）
詳細・応募： http://wrld.bg/K3K830scttY

　

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〜根木和幸・世界銀行運輸グローバルプラクティス グローバ
ル道路安全ファシリティ（GRSF）ジュニア・プロフェッショナル・オフィ
サー
キャリアセミナー

日時：2022年3月8日（火）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：根木和幸 世界銀行 運輸グローバルプラクティス グローバル道路安全ファシリティ
（GRSF）ジュニア・プロフェッショナル・オフィサーが、自身のこれまでのキャリアパ
ス、日本人採用プログラム（JPO）で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/YvWb30sbOaa

取引所を通じたジェンダー平等推進のためのガイダンス
IFC-UNSSE共同報告書発表記念WEBセミナー

日時：2022年3月9日（水）午前0時～（日本時間）
内容：国際金融公社（IFC）と国連の持続可能な証券取引所イニシアティブ（SSE）は、世
界の取引所や規制当局の取組み事例をとりまとめた共同報告書「取引所を通じたジェンダー
平等の推進のためのガイダンス」の発表に際し、オンラインセミナーを開催します。
詳細： http://wrld.bg/sBy630sct0H

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f8


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） 説明会

日時：2022年3月10日（木）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：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）ポジションの募集開始（2022年3月中旬予定）にあたり、2022年世界銀行グ
ループ日本人職員採用プログラムに関する説明会をオンラインで開催します。
詳細： http://wrld.bg/GgX130sct0L

世界銀行で働く〜徳田香子・世界銀行保健・栄養・人口グローバルプラクテ
ィス グローバルエンゲージメント担当業務担当官
キャリアセミナー

日時：2022年3月15日（火）午後8時～午後9時（日本時間）
内容：徳田香子 世界銀行保健・栄養・人口グローバルプラクティス グローバルエンゲー
ジメント担当業務担当官が、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/mx3x30sct0O

世界銀行で働く〜正木貴明　世界銀行　貧困・平等グローバルプラクティス 
東部・南部アフリカ地域担当 エコノミスト
キャリアセミナー

日時：2022年3月22日（火）午後8時～午後9時（日本時間）
内容：正木貴明　世界銀行貧困・平等グローバルプラクティス東部・南部アフリカ地域担当
エコノミストが、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/2Pn330scttL

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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219f9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219fa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219fb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219fc
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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=h17552b2e,7c1bd4b,7c219fd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219fe
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c219ff
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c21a00
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c21a01
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c21a02
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h17552b2e,7c1bd4b,7c21a03
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