
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 779号】マルパス世界銀⾏グループ総裁声明：世界銀⾏
はウクライナやその⼈々と共にある、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第779号 2022年2⽉25⽇ 発⾏ http://wrld.bg/aClX30r5uAe

世界銀⾏ライブ配信：第7回MIGAジェンダー・リーダーシップ・アワード「すべての⼈にクリーンエネルギ
ーを」

マルパス世界銀⾏総裁声明：世界銀⾏はウクライナやその⼈々
と共にある

デイビッド・マルパス世界銀⾏グループ総裁は2⽉24⽇、声明を発表し、「世界銀⾏グルー
プは、⻑年にわたるウクライナのパートナーであり、ウクライナの⼈々と共にあることを明
らかにしたい。（中略）ウクライナへの⽀援を直ちに実⾏するため、関係各国・国際機関と
連携しつつ、様々なオプションの準備を進めている。また、影響を受ける近隣国や⼈々をサ
ポートするための協議も重ねており、追加⽀援を⾏う予定である」と述べました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc60
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc62
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc63


声明：http://wrld.bg/ARJW30sbNMT

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⽉上旬（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。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
 
3⽉8⽇（⽕）に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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc64
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc65
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc66


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

IFC：ITアナリスト

勤務地：ワシントンDC本部
雇⽤契約期間：3年
応募条件：4年制⼤学卒の場合は4年以上、修⼠取得者は2年以上の実務経験が必須。
応募締切：2022年3⽉4⽇午前8時59分（⽇本時間）

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
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/vwvC30sbNML 

 

世界銀⾏ライブ配信：第7回MIGAジェンダー・リーダーシッ
プ・アワード「すべての⼈にクリーンエネルギーを」

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
ャ責任者です。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下
記のリンクよりライブでご視聴いただけます。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc67


 
⽇時：2022年3⽉9⽇午前1時より（⽇本時間）
ライブの視聴、ご質問はこちら： http://wrld.bg/1gnm30sbGkQ （英語）
ツイッター⽤ハッシュタグ #AccelerateEquality でも議論の様⼦がフォローできます。
後⽇録画でもご覧いただけます。

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

地域発展のための芸術祭 芸術祭は地域を観光と創造性に満ちた活気ある拠点
に変えることができるのか
クリエイティブ都市イベントシリーズ 第3回

⽇時：2022年3⽉2⽇（⽔）午後4時〜午後5時10分（⽇本時間）
内容：芸術祭を地域発展のためのツールとして活⽤する⽅法を探るため、瀬⼾内や越後妻有
といった代表的な芸術祭の仕掛⼈であり、⽇本で20年以上にわたって芸術主導の地域活性化
に取り組んできた北川フラム⽒からお話を伺います。
詳細： http://wrld.bg/7gN830sbNMB

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

 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc68
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc69
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc6a


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=h1739a060,7b89340,7b8bc6b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc6c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc6d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc6e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc6f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc70
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1739a060,7b89340,7b8bc71


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 778号】「世界開発報告」発表、トンガの⽕⼭噴⽕・⼤
津波 世界銀⾏のアセスメント報告書、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第778号 2022年2⽉18⽇ 発⾏

トンガの⽕⼭噴⽕・⼤津波 世界銀⾏のアセスメント報告書：被害規模は推定9,000万ドル

世界開発報告：隠れ債務と過剰債務の透明性向上により 世界の
⾦融リスク縮⼩と回復⽀援を

世界銀⾏は、報告書「世界開発報告（WDR）2022：公平な改⾰のための⾦融」を発表し、
途上国においてコロナ危機がもたらした⾦融⾯の脆弱性と債務の不透明性によるリスクが⾼
まっていると指摘しています。インフレ率の上昇と⾦利引上げにより回復が⼀層困難となる
中、途上国は⾦融セクターの健全化に集中的に取り組む必要があるとしています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af10fd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af10ff


プレスリリース：http://wrld.bg/wikO30sb2Cz

トンガの⽕⼭噴⽕・⼤津波アセスメント報告書：被害規模は推
定9,000万ドル

世界銀⾏はトンガの⽕⼭噴⽕・⼤津波の被害に関するアセスメントを発表し、海底⽕⼭フン
ガトンガ・フンガハアパイの⼤規模噴⽕と津波、降灰による被害が、トンガの国内総⽣産
（GDP）の約18.5％に相当する9,040万ドル （2億800万パアンガ）に上るとしています。今
回の災害では、トンガ全体で推定8万5,000⼈が被災しています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/lySK30sb2CC 

2022年 世界銀⾏IMF春季会合

国際通貨基⾦（IMF）と世界銀⾏の2022年春季会合は、4⽉18⽇（⽉）から4⽉24⽇（⽇）
に開催されます。国際通貨⾦融委員会（IMFC）と開発委員会（DC）の会合は、オンライン
と対⾯を組み合わせたハイブリッド形式となります。

プレスリリース： http://wrld.bg/CXgy30sb2CE

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⽉上旬（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。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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af1100
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af1101
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af1102


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

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

世界銀⾏グループ⼈事総局

世界銀⾏グループ⼈事総局では、シンガポールベースの正職員ポストを募集しています。グ
ローバルな環境でHRのキャリアを積みたい⼈事専⾨家の⽅には絶好のポストですので、ぜ
ひ応募をご検討ください。
 
ポスト：Senior HR Business Partner (req15049)
採⽤部局：⼈事総局・クライアントサービスユニット
勤務地：シンガポール
応募締切：2022年2⽉21⽇ 午後11時59分（協定世界時（UTC））
詳細： http://wrld.bg/OKQ730s9uG2

IFC：ITアナリスト

国際⾦融公社（IFC）は、グローバルに展開する業務全般のITインフラやビジネス環境をワ
シントンDC本部からサポートするITアナリストを募集しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af1103
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af1104
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af1105


 
応募締切：2022年3⽉4⽇ 午前8時59分（⽇本時間）
詳細： http://wrld.bg/xAVF30sb2CI （英語）

IFC：グローバル・インターンシップ・プログラム（GIP）インターンシップ

国際⾦融公社（IFC）では現在、途上国開発分野でのキャリア構築を⽬指す修⼠課程在籍中
の⽅を対象としたグローバル・インターンシップ・プログラム（GIP）インターンシップへ
の応募を受け付けています。GIPは、将来、途上国開発の最前線で活躍するプロフェッショ
ナルと⼀緒に実務経験を積めるだけでなく、様々な研修を通じたスキルアップやネットワー
ク構築に役⽴つプログラムです。

応募締切：2022年3⽉8⽇ 午前8時59分（⽇本時間）
詳細： http://wrld.bg/hZNI30sb2CJ （英語）

MIGA：Counsel

世界銀⾏グループの多数国間投資保証機関（MIGA）では、現在 Counsel を募集していま
す。詳細はリンクの「採⽤情報」よりご覧ください。

応募締切：2022年2⽉22⽇ 午後11時59分（協定世界時（UTC））
MIGA（⽇本語）： http://wrld.bg/GusB30s9tMS

 

IFC：⽇本政府の⽀援を受けて内部統制ハンドブックを作成

事業環境の複雑化や様々なリスクへの対応のため、途上国企業にも内部統制への関⼼が⾼ま
っています。⽇本政府の⽀援を受け、国際⾦融公社（IFC）は内部統制の強化に向けたフレ
ームワークや評価ツール、参考事例をまとめたハンドブックを作成しました。
 
詳細： http://wrld.bg/Vp5X30sb2CK （英語）
ハンドブック： http://wrld.bg/KZCj30sb2CL （英語、PDF）

 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12e6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12e7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12e8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12e9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12ea


IFC：⽇本政府の⽀援を受けて作成したESGガイドブック

⽇本政府の⽀援を受け、国際⾦融公社（IFC）は途上国の企業や投資家がESGに関する理解
を深め、ESGを経営や投資判断に組み込むためのフレームワークを⽰すESGガイドブックを
作成しました。ESGにかかる国際基準や最善慣⾏、導⼊の具体的な⼿順を事例を交えて紹介
しています。
 
詳細： http://wrld.bg/4Byv30sb2CM （英語、PDF）

 

IFC：ネットゼロに移⾏するための資⾦調達⼿段

世界の関⼼がコロナ対応から気候変動対応へとシフトする中、政府や⺠間企業が気候変動対
応に必要な資⾦を調達する⼿段として、資本市場を活⽤したサステナブル・ファイナンスへ
の注⽬が⾼まっています。資⾦ニーズの⾼い途上国により多くの資⾦を呼び込むため、様々
な商品開発や規制環境の整備に向けた取組みが進んでいます。
 
特集： http://wrld.bg/mSte30sb2CQ 

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=h1717ff01,7af0026,7af12eb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12ec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12ed
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12ee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12ef
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12f0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12f1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12f2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1717ff01,7af0026,7af12f3


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 777号】マルパス総裁寄稿「歴史的な第20次増資会合：
最貧国⽀援への⽇本の確固たるコミットメント」、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第777号 2022年2⽉4⽇ 発⾏

歴史的な第20次増資会合：最貧国⽀援への⽇本の確固たるコミットメント 

国際開発ジャーナル2⽉号にマルパス総裁の寄稿が掲載

国際開発ジャーナル2⽉号にマルパス総裁の寄稿「歴史的な第20次増資会合：最貧国⽀援へ
の⽇本の確固たるコミットメント」が掲載されました。2021年12⽉に⽇本が主催した国際
開発協会（IDA）の第20次増資（IDA20）プレッジング会合において、過去最⼤規模の増資
が合意に⾄りました。IDA20により、最貧国が経済回復の基盤を築くための930億ドルの譲
許的資⾦が供与されます。

寄稿⽂：http://wrld.bg/fjKN30s9ukj 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79aaf97
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79aaf99
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab198


世界銀⾏グループとIMF、2022年の年次総会をワシントンDC
で開催 2023年の開催地はモロッコ

世界銀⾏グループと国際通貨基⾦（IMF）は本⽇、モロッコ王国政府と協議の上、2022年10
⽉にモロッコのマラケシュで開催する予定であった世界銀⾏グループ・IMF年次総会を、新
型コロナウイルス感染症のパンデミックに関する不確実性が継続していることを理由にワシ
ントンDCで開催すると発表しました。2023年10⽉の年次総会はマラケシュで開催される予
定です。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/Bx0M30s9ujw 

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）

週刊 ⾦融財政事情（きんざい）に林⽥修⼀ MIGA駐⽇代表の寄
稿が掲載

2⽉1⽇発売の週刊 ⾦融財政事情（きんざい）に、林⽥修⼀ 世界銀⾏グループ 多数国間投資
保証機関（MIGA） 駐⽇代表 兼 東南アジア副代表の寄稿「途上国の政治的リスクを保証
し、インパクト投資を促す取り組み」が掲載されました。MIGAは投資における政治的リス
クを保証することで、先進国の機関投資家などからの投資促進を促し、SDGsの推進に寄与
しています。

寄稿⽂： http://wrld.bg/Tplh30s9tpT （PDF）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab199
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab19a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab19b


週刊 ⾦融財政事情（きんざい）2022年2⽉1⽇号: http://ow.ly/9ctg30s9ciy

IFC「世界で活躍する⽇本⼈職員：⼩川道彦」

国際⾦融公社（IFC）で働く約90名の⽇本⼈職員は、世界各地で途上国の経済発展を⽀える
市場や機会の創出に取り組んでいます。⽔インフラ分野でキャリアを積んだ⼩川道彦は、気
候変動対応と⽔道インフラ整備を⽬指す世界中の⽔道事業者の⽀援に取り組んでいます。

詳細： http://wrld.bg/pwQH30s9tgZ （英語） 

 

採⽤情報

世界銀⾏グループ⼈事総局：⼈事コンサルタント

世界銀⾏グループ⼈事総局では、⼈事コンサルタント（2ポジション）を募集しています。
グローバルな環境でHRのキャリアを積みたい⼈事専⾨家の⽅には絶好のポストですので、
ぜひ応募をご検討ください。
 
採⽤部局：⼈事総局・キャリア開発・能⼒モビリティ・ユニット
勤務地：ワシントンDC
応募締切：2022年2⽉7⽇ 午後11時59分（協定世界時（UTC））
詳細： http://wrld.bg/OKQ730s9uG2

MIGA：Counsel 

世界銀⾏グループの多数国間投資保証機関（MIGA）では、現在 Counsel の募集を⾏ってお
ります。途上国の開発援助にご⾃⾝の専⾨性を活かせる職場にご関⼼のある⽅は、奮ってご
応募ください。詳細はリンクの「採⽤情報」よりご覧ください。

応募締切：2022年2⽉22⽇ 午後11時59分（協定世界時（UTC））
MIGA（⽇本語）： http://wrld.bg/GusB30s9tMS

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab19c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab19d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab19e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab19f


 

「質の⾼いインフラ投資（QII）」に関する無料オンラインコー
ス

世界銀⾏は、2022年1⽉24⽇〜2022年2⽉24⽇、世界初となる「質の⾼いインフラ投資
（QII）」に関する⼤規模公開オンライン講座（MOOC）を開講します。このコースは、質
の⾼いインフラ投資（QII）原則を適⽤して、環境に配慮した強靭で包摂的な開発を達成す
ることを⽬的とし、新型コロナの経済回復⽀援の⼀環として、インフラ投資をどのように効
果的に利⽤できるかご説明します。ご関⼼のある⽅は、下記リンクからご登録ください。

ご参加登録： http://wrld.bg/lMXW30s77H7 （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。

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=h16d42bca,79a78f1,79ab1a0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab1a1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab1a2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab1a3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab1a4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab1a5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab1a6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h16d42bca,79a78f1,79ab1a7
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