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持続可能な開発目標（SDGs）アトラス2020年版：創造的ビジュアルを用いた事例紹介と分析 

持続可能な開発目標（SDGs）アトラス2020年版：創造的ビジ
ュアルを用いた事例紹介と分析

世界銀行が11月16日に発表した「持続可能な開発目標（SDGs）アトラス2020年版」では、
新しくクリエイティブな手法を駆使し、データの視覚化を通じて17の各ゴールへの達成に向
けた進捗状況をわかりやすく紹介しています。アトラスのデータは、世界銀行の世界開発指
標に収録されたデータを用いているほか、世界各地の科学者や研究者による新しいデータに
ついても分析しています。

ブログ：http://wrld.bg/SYII30rlVkf

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa22&s=IkoA4vLP7Zn7v7_uasgbFQpngS0D6VjcNvKd_ojvpvE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa24&s=2cJDzZ3FsNuaEzvtD2uGJgzDFRD-ws20ctMzvlRr2eY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa25&s=mV_hhs1FBzEFE2SVB91HWRBuyIabgS-ObpTrn4a7ceg


MIGAとNEXI、日本から発展途上国への投資を拡充へ

世界銀行グループの多数国間投資保証機関（MIGA）と日本の政府系輸出信用機関である日
本貿易保険（NEXI）は、本邦投資家による発展途上国に対する直接投資への協力強化の協
定を交わしました。両機関は協力して、本邦の投資家を支援し、なかでも低所得国（IDA
国）や脆弱国、紛争の影響下にある国々（FCS）の質の高いプロジェクトへの直接投資の呼
び込みに貢献していきます。

プレスリリース： http://wrld.bg/cuMY30rlVku

年次報告書（日本語版）最新版掲載

世界銀行の2020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。「前例のない時代
における途上国支援」をテーマに、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。以下リンクからご覧ください。

年次報告書： http://wrld.bg/98XN30rlVkw

「エコプロOnline2020 持続可能な社会の実現に向けて」に世
界銀行もオンライン出展

2020年11月28日（土）までオンラインで開催されている「エコプロOnline2020 持続可能な
社会の実現に向けて」の世界銀行バーチャルブースにおいて、世界銀行の取組みをご紹介し
ています。ぜひお立ち寄りください。
 
詳細： http://wrld.bg/RZRu30rlMjg

セミナーのお知らせ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa26&s=8RUeJg8OdGmH3svO1ebSlcsXqaVXB8ngKTUPhhi_hGo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa27&s=cF3mLiB4oGyRQqyD4wcgwUfaI3ac0gZ_2leATe3lT28
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa28&s=vrpIChPsuv_kdl73HxC7iKxk6FOiLN4tCyDnRP8POKE


国際開発金融機関（MDBs）で働く
キャリアセミナー

日時：2020年12月4日（金）午後6時～午後7時30分
内容：津田塾大学創設120周年記念にあたり同大学が主催校となって開催される第31回国際
開発学会全国大会（2020年12月5～6日）のプレイベントとして、新型コロナウイルス感染
症拡大危機での厳しい条件のなかでの業務を含め、キャリア経験談をオンラインでご紹介し
ます。国際協力分野でのキャリアを志望する中高生・学部生・大学院生、若手プロフェッシ
ョナルはじめ、どなたでもご参加いただけます。
詳細： http://wrld.bg/o7ag30rhFXM

協働による途上国への対外直接投資の拡充

日時（米国東部時間）：2020年12月8日（火）午前9時～午前10時
日時（日本時間）： 2020年12月8日（火）午後11時～12月9日（水）午前0時
内容：MIGAの新ハンドブック「Expanding Political Risk Insurance: A Partnership Approach
to Grow Private Investment」の発刊を機に、「協働による対外直接投資の拡充」というテー
マでMIGAの俣野長官およびその他の国際開発金融機関などからのパネリストと共にウェビ
ナーを主催致します。当日は、政治リスク保険を用いた民間資本の新興国への誘致に関する
機会や課題について議論致します。
詳細： http://wrld.bg/HCGQ30rkSVh（英語）

IFCキャリアセミナー

日時：2020年12月9日（水）午後8時～午後9時30分 
内容：2018年にIFCに入社し、ワシントンDC本部に勤務する中野ちえみエコノミストが、
自身の経歴やIFCの活動、セクター経済開発効果部門での業務について、オンラインでお話
しします。
詳細：http://wrld.bg/yHJ930rhFXL

 

主なニュース

ジェンダーに基づく暴力の防止を強化

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa29&s=rN19qt9KtgFM_e_IK0zgGheQzke9ZAivrZHY0FOyuHc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa2a&s=E3rzxEcmXEe7KYVoIHz6_gfXSPcFIJEo0p8Qk_Tjwqg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa2b&s=4RbvYdbgEwDkxyiBcWzhCUiLtm4PKhqQ52Lg0lZ-rc4


ジェンダーに基づく暴力（GBV）は、3人に1人の女性の人生に影響を与えている課題です。
世界銀行は国際開発金融機関ではじめて、GBVに関する遵守義務を怠ったとみなされる請負
業者との契約を停止することを決定しました。世界銀行は、強固な方策や、基準、経験を通
じて、資金を提供するプロジェクトにおけるGBVのリスクの軽減と防止に取り組んでいま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/aSfJ30rlV8q （英語）

ラオス：女性が開く有給の仕事と貧困削減への道

ラオスでは1993年から2019年の間に貧困が半減したものの、依然として不平等が課題であ
り、女性の賃金と雇用機会は男性よりも低くなっています。世界銀行が支援する道路修復グ
ループプログラムにより、女性が収入を得ることが稀な状況下で定期的な収入を得られるよ
うになる機会が77%、受益世帯の収入が約3分の1増加しました。

特集： http://wrld.bg/j7nt30rlV8r （英語）

アフガニスタン：女性の起業を支援

世界銀行が支援するアフガニスタンにおける女性の社会的・経済的エンパワーメントの向上
を目的としたプロジェクトの下、6万7,000人以上の農村部の貧しい女性たちが少額融資を受
け起業しています。プログラムは資金管理とローン返済に関するトレーニングを義務付けて
おり、女性たちの経済的自立を後押しします。

特集： http://wrld.bg/Swtt30rlV8s （英語）

「アクセラレータプログラム」によりグローバルな基礎学習を改善

新型コロナウイルス感染症の世界的流行による学校閉鎖により、世界は厳しい教育危機に直
面しています。より公平で回復力のある教育システムの構築を支援するために、世界銀行は
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）、国際連合児童基金
（UNICEF）、米国国際開発庁（USAID）とともに、新たな「アクセラレータプログラム」
を立ち上げました。

特集： http://wrld.bg/13QG30rlV8u （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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa2c&s=PYTWrm0UqOxismc-0sAjUuuhU2ZXsRZH47YyqeQ2WhE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa2d&s=fYevyyuBxeW5uNuQFkeec7A-5_KRe5L2IxAyDb3D9sk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa2e&s=mFMSS44crsONb3vTDlMj0yu-iUTFddMSxDFoXodAFDc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa2f&s=0nMp4NAXN2mQdQHRqC5P62B6Ug5ZJ58j7Mwi1KnNuY4


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=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa30&s=seGEiZUIMvrSZ-tTPHXGo4iRW5Mk90_Qvkn88i6imLM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa31&s=BOhqXr8Hy6Kwdw_1oQdGAfiKB_2IU6TzAKXExIDZX5o
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa32&s=XSQ0L2eZGzX5fY7jljlUTmaiKqlpJ3WX69z3OkH9jrI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaa33&s=87SQPUkzTylj93pS2_odn8FJ8lWJAUK6PCalBaRstj8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaaac&s=naCLPzrFV-l5yjXtShJ-HcPpqY1tiAqQhQLML5qM8tg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaaad&s=-WqsEMJcCLF36BzOnqQUK-wB1AhZynv5N5H66oqoPuI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hce36f8b%2C4bd70cc%2C4bdaaae&s=HJd1bRHMTWxDbpT_x1jV1U7CJlIS8y0I3XJOJ4B4ee0


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 721号】IDAと民間セクターが最脆弱国の感染症対策で
連携、 締切間近：JPO（気候変動）ポジション追加募集、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第721号 2020年11月20日 発行

IDAと民間セクターが最脆弱国の感染症対策で連携 

IDAと民間セクターが最脆弱国の感染症対策で連携

民間セクターは、各国が新型コロナウイルス感染症の世界的流行を克服する上で不可欠な存
在です。国際開発協会（IDA）の民間セクター・ウインドウ（PSW）は、脆弱な市場におけ
る経済活動の継続を支援するために、国際金融公社（IFC）と多数国間投資保証機関
（MIGA）を通じて融資を行い、この困難な状況の下での企業による事業継続を支援してい
ます。

特集：http://wrld.bg/2Quj30rkT1j

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4027c&s=_858ChnE243LlbIdagWGH8R8VlAJeyqIvXlSPfAXfjU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4027e&s=frrViCLWhALw_5eQaOR2PoVKifd8rFPDXL6SYx1nH24
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4027f&s=ol7xMHyXaTrfxgQ2KGBh6zV54CjGvEfP4w9JZvNp-Y0


11月24日（火）締切間近：JPO（気候変動）ポジション追加募
集

追加募集となったジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）ポジションの応募締
切が間近となっております。気候変動を担当する部署に所属し、パリ協定や長期的な低炭素
都市計画に沿ったクライアント国の気候変動緩和策に貢献する気候変動関連の分析や助言を
担当します。環境・気候変動などの関連修士号および2年以上の関連分野における経験必須
です。詳しくは以下のリンクをご覧いただき、お早目にご応募ください。
 
募集締切：2020年11月24日（火）正午（日本時間）
詳細・応募： http://wrld.bg/os4130rhEvk

世界銀行財務局採用キャンペーン

世界銀行財務局では、ミッドキャリア向け（GC-GHランク）の計30ポジションを募集する
キャンペーンを実施しています。募集中のポジション、詳細、応募、締切日時は以下のリン
クよりご覧ください。

勤務地：ワシントンDC
応募締切：2020年11月11日～27日のいずれか（ポジションにより異なります）
詳細・応募： http://wrld.bg/k3EW30rjkd7 （英語）

11月27日（金）締切：東京開発ラーニングセンター（TDLC）
短期コンサルタント（日本語／英語 翻訳者）募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、TDLCに関する様々な翻訳業務（主に
日英翻訳）を担当する短期コンサルタントを募集しております。勤務地は原則日本で、応募
締切は2020年11月27日（金）です。詳細・応募方法は、下記のリンク先をご覧ください。

詳細・応募： http://wrld.bg/857Y30rjFRl

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40280&s=P4kvuV-HB3zbSgqMzrlTTX5dYAPDXKs3yvZXF4T_ySI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40281&s=35ZiUb9UT7BR1NWHFWWCKdPsuuhW8Lm7f0ATCdLvi3g
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40282&s=B0wLgL8S-BARxg6-atG-6voHO_3O4Wrr00D1hEJyeso


セミナーのお知らせ

キャリアガイダンス〜国際機関における働き方
国際連合日本政府代表部・世界銀行グループ共催

日時（米国東部時間）：11月23日（月）午後8時～午後9時30分
日時（日本時間）：11月24日（火）午前10時～午前11時30分
内容：本オンラインキャリアセミナーでは、国連、世界銀行の職員が、それぞれの機関の概
要や採用プログラムをご紹介し、国際機関でのキャリアについてお話しします。国際機関へ
の就職に興味をお持ちの方はぜひご参加ください。
詳細： http://wrld.bg/a6Bd30rkIMM 

国際開発金融機関（MDBs）で働く
キャリアセミナー

日時：2020年12月4日（金）午後6時～午後7時30分
内容：津田塾大学創設120周年記念にあたり同大学が主催校となって開催される第31回国際
開発学会全国大会（2020年12月5～6日）のプレイベントとして、新型コロナウイルス感染
症拡大危機での厳しい条件のなかでの業務を含め、キャリア経験談をオンラインでご紹介し
ます。国際協力分野でのキャリアを志望する中高生・学部生・大学院生、若手プロフェッシ
ョナルはじめ、どなたでもご参加いただけます。
詳細： http://wrld.bg/o7ag30rhFXM

協働による途上国への対外直接投資の拡充

日時（米国東部時間）： 2020年12月8日（火）午前9時～午前10時
日時（日本時間）： 2020年12月8日（火）午後11時～12月9日（水）午前0時
内容：MIGAの新ハンドブック「Expanding Political Risk Insurance: A Partnership Approach
to Grow Private Investment」の発刊を機に、「協働による対外直接投資の拡充」というテー
マでMIGAの俣野長官およびその他の国際開発金融機関などからのパネリストと共にウェビ
ナーを主催致します。当日は、政治リスク保険を用いた民間資本の新興国への誘致に関する
機会や課題について議論致します。
詳細：http://wrld.bg/HCGQ30rkSVh（英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40283&s=XIKllcJYOgJO1v6PRDKRo14Wkz22dHm8_JwBxR8MluY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40284&s=bkiV_3PDuGgxMg460mYcQlauq5oPcGAHD2Pz0BPy2mI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40285&s=VF-6bUL5yCVcHOsypc8arGmxwkJ6ZYfQzmQG3byyLfQ


IFCキャリアセミナー

日時：2020年12月9日（水）午後8時～午後9時30分
内容：2018年にIFCに入社し、ワシントンDC本部に勤務する中野ちえみエコノミストが、
自身の経歴やIFCの活動、セクター経済開発効果部門での業務について、オンラインでお話
しします。
詳細： http://wrld.bg/yHJ930rhFXL 

 

主なニュース

下水道へのアクセスを強化し公衆衛生を向上

11月19日の「世界トイレデー」に発表された報告書では、数百万世帯が下水道インフラへの
接続が可能でありながら下水道を利用できていないと指摘し、下水道を引き込むための費用
を支払うことができない、またはサービス供給側からの情報が不十分であるなどの障壁を取
り除くための新たなアプローチが必要だとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/GjtS30rkSTG （英語）

バングラデシュ：コックスバザール地区のロヒンギャ難民と地域社会への追
加支援

世界銀行とバングラデシュ政府は11月18日、ロヒンギャ難民の支援プロジェクトへの1億ド
ルの追加支援合意書に調印しました。これにより、ロヒンギャ難民と受入コミュニティの
水、衛生サービス、エネルギー、災害に強いインフラへのアクセスが拡大され、14万800人
の地域住民を含む約78万800人が恩恵を受ける見込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/32Ru30rkSTL （英語）

ハイチ：農業セクターの生計改善を後押し

11月19日、世界銀行理事会は、ハイチにおける農業の回復力と持続可能性の向上を目的とし
た775万ドルの追加融資を承認しました。このプロジェクトは、生産性向上と市場へのアク
セス改善により農業セクターの生計を改善し、変化する気象パターンへの適応を通じて農業

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40286&s=vtDU4DqMv679zss046WlyipgSE-AUfXgYHKeKmdcoTY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40287&s=onfEMdrLK1Uoo7cXTvjXwiS9noASuwC7KIhCbLGxYVk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40288&s=yBUZpMyEYK1Re_YshzQEdIXrZhkxeWrf2bFjE0gWg_o


の長期的な持続可能性を支援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/yM5V30rkSTN  （英語）

スーダン：基礎教育の維持と改善

世界銀行の理事会は11月18日、教育のためのグローバルパートナーシップ（GPE）からの
6,150万ドルのグラントによるスーダンの教育プログラムを承認しました。この資金は、推
定600万人の生徒への教科書、書物、読書支援プログラムの提供や、復学や衛生施設の建設
を含む約3万人の女子への学習環境の改善に使用されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/ewjP30rkSTS （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=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40289&s=UgAoUZvSBypNkEWJBhPFFTYPVfWnOQggWYWRCoKFDts
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4028a&s=sQmCTBtmrn8gitUonDpnXske1xwwzxdvPsite8FAxjg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4028b&s=2jfRqyWxK9_RlzfWFU3wvaNNFmZdq6EUEqNRDEYzr2c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4028c&s=SVhzL2gxE8OWLVPLVl73aTg37VBcrjTqQGK4xSy4IIo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4028d&s=0Nx95RTADvAeWP6kgWlVUgLgkqUsdomrgBoyoIJeNHc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4028e&s=2Aj24WwWrWllWj0f-fzXjOCWvlccZDYiXiXLWhS1GnA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b4028f&s=lHwijE3bGH4lmfImvbYhWa6SQhwdl0KQbOOqxfga0ns
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40290&s=ZmFvA84Oyj8R3dDNU1X1gCFJwDcoVbGVbM7AIt1KlIc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hcba4485%2C4b3cdc9%2C4b40291&s=brrqz2NwvcdST0gkrmGzL18SU5SFztz38rJj7fJg8ME


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 720号】人事ブログ「世界銀行グループが求める次世代
リーダーシップ」、 JPO（気候変動）ポジション追加募集、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第720号 2020年11月13日 発行

世界銀行財務局採用キャンペーン 

人事ブログ「世界銀行グループが求める次世代リーダーシッ
プ」佐藤永子 世界銀行人事総局上級人事専門官

世界銀行では、世界銀行本部人事総局の担当者が最新の採用動向、職場としての魅力をタイ
ムリーに情報発信し、採用ウェブサイトでは伝えきれない情報などをお伝えするブログシリ
ーズ「人事が語る〜グローバルキャリア構築のための処方箋～」を掲載しています。
 
第5回目となる「世界銀行グループが求める次世代リーダーシップ 」では、佐藤永子上級人
事専門官より、世界銀行グループが求めるリーダーシップ要素・能力・リーダーシップのあ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9ab17&s=IKfJ6uJ06JMEij0-5SEDyBOFPlR9KfhPw7bJsnE5dIY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9ab19&s=EoWaN1lxbtx61nb7AMQ3X09JX4VFspYltsSP_A0qEM8


り方とはどういうものか、また世界銀行グループがリーダーシップの素質を高めていくため
にどのようなサポートをしているかを紹介しています。
 
ブログ：http://wrld.bg/FFv630rjP6j

JPO（気候変動）ポジション追加募集＜11月24日（火）正午
（日本時間）締切＞

世界銀行では、ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）ポジションの応募を受
付けています（追加募集）。気候変動を担当する部署に所属し、パリ協定や長期的な低炭素
都市計画に沿ったクライアント国の気候変動緩和策に貢献する気候変動関連の分析や助言を
担当します。環境・気候変動などの関連修士号および2年以上の関連分野における経験必須
です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
 
募集締切：2020年11月24日（火）正午（日本時間）
詳細・応募： http://wrld.bg/os4130rhEvk 

世界銀行財務局採用キャンペーン

世界銀行財務局では、ミッドキャリア向け（GC-GHランク）の計30ポジションを募集する
キャンペーンを実施しています。募集中のポジション、詳細、応募、締切日時は以下のリン
クよりご覧ください。

勤務地：ワシントンDC
応募締切：2020年11月11日～27日のいずれか（ポジションにより異なります）
詳細・応募： http://wrld.bg/k3EW30rjkd7 （英語）

東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コンサルタント
（日本語/英語 翻訳者）募集＜11月27日（金）締切＞

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、TDLCに関する様々な翻訳業務（主に
日英翻訳）を担当する短期コンサルタントを募集しております。勤務地は原則日本で、応募

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb0&s=0c0FuiSpPQLjBp5rdtKmRhjvAXSAaLCWR2dVHgpcdl8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb1&s=TPa7dR2ctgy9kvKQXh8dQKZoEdcRLxG8lJr2GodaGhg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb2&s=Fzginc4N8Sh1hmb5h8rMIsGyupkTLygRmQJhuKOjiuM


締切は2020年11月27日（金）です。詳細・応募方法は、下記のリンク先をご覧ください。

詳細・応募： http://wrld.bg/857Y30rjFRl

GoogleとIFC、アフリカのインターネット経済に関する新報告
書「e-Conomy Africa 2020」を発表

Googleと国際金融公社（IFC）がアフリカのインターネット経済について新たな報告書「e-
Conomy Africa 2020」を発表しました。アフリカのインターネット経済は2025年までにア
フリカ全土のGDPの5.2％、経済貢献の規模は約1,800億ドルに達し、2050年までには7,120
億ドルに達する可能性があると試算しています。

報告書： http://wrld.bg/vHVL30rjPh2

セミナーのお知らせ

テクノロジーで再編するコロナ後の都市～日本のスマートシティの知見を共
有
スマートシティライブ サイドイベント

日時：2020年11月17日（火）午後6時～午後6時50分
内容：日本を代表するスマートシティや民間企業の代表者をお招きし、新たな都市の展望や
トレンド、そして都市の新たな課題に取り組むためのテクノロジー等を紹介します。またサ
メ・ワーバ世界銀行グローバルディレクターがメインイベントのスピーカーとして登壇しま
す。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/hHOL30rjkgS
※ プログラム開始時間が前後する場合がございます。

ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2020年秋版：新型コロナウイルス感染
症と人的資本
世界銀行モーニングセミナー（第86回）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb3&s=h_Jrwimg65GlSUBm_sFjdG0T3GVRp7XBjBWZimM3WAg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb4&s=3ZtwQabVa85MGWZqQe2NCy4ZVz5Cz_Fp0LGUog9hLTE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb5&s=sBygfKVDhy3qbcbCpLphGJ5lquGrctvFrcHTQjHZR1Q


日時：2020年11月18日（水）午前8時～午前9時
内容：半期経済報告「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2020年秋版：新型コロナウイル
ス感染症と人的資本」（Europe and Central Asia Economic Update, Fall 2020: COVID-19
and Human Capital）の共著者でもあるイヴァン・トーレ世界銀行ヨーロッパ・中央アジア
地域担当チーフエコノミスト室エコノミストが、同報告書の主なポイントをオンラインでご
紹介します。
詳細・ご質問受付： http://wrld.bg/UrFI30rjP52

一次産品市場の見通し 2020年10月版
世界銀行モーニングセミナー（第87回）

日時：2020年11月20日（金）午前8時～午前9時
内容：：「一次産品市場の見通し」（Commodity Markets Outlook）を含め、世界銀行の一
次産品価格・市場に関する分析のとりまとめを担当するジョン・バフェス世界銀行マクロ経
済・貿易・投資グローバルプラクティス見通しグループ上級農業エコノミストが、10月22日
発表の同報告書の主なポイントをオンラインでご紹介します。
詳細・ご質問受付： http://wrld.bg/FoDJ30rjP59

国際開発金融機関（MDBs）で働く
キャリアセミナー

日時：2020年12月4日（金）午後6時～午後7時30分
内容：津田塾大学創設120周年記念にあたり同大学が主催校となって開催される第31回国際
開発学会全国大会（2020年12月5～6日）のプレイベントとして、新型コロナウイルス感染
症拡大危機での厳しい条件のなかでの業務を含め、キャリア経験談をオンラインでご紹介し
ます。国際協力分野でのキャリアを志望する中高生・学部生・大学院生、若手プロフェッシ
ョナルはじめ、どなたでもご参加いただけます。
詳細・お申込み：http://wrld.bg/o7ag30rhFXM

IFCキャリアセミナー

日時：2020年12月9日（水）午後8時～午後9時30分
内容：2018年にIFCに入社し、ワシントンDC本部に勤務する中野ちえみエコノミストが、
自身の経歴やIFCの活動、セクター経済開発効果部門での業務について、オンラインでお話
しします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/yHJ930rhFXL 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb6&s=_MJnamhE-aolIHVqj2qVgBua6Z7zRyxk3SwWpQj-PWI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb7&s=bAhZu_RUKYZVmRPjpfGRBhmGXjBNiOTj5OBSzBbvb9I
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb8&s=E73pTrP5cSPMCJXu1Z8iB-UMayHyZL4PLAfuei0s_no
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abb9&s=OiqbBVZoKnoUmqE6D3ATmRJaa2SpAxPyuguez_B6uNs


 

主なニュース

イベント録画「東アジア・大洋州地域における海洋プラスチック問題：危機
と機会」

使い捨てのプラスチック製品は新型コロナウイルス感染症の世界的流行下において急激に深
刻化しており、海洋プラスチックごみ問題に取り組む国々の負担をさらに重くしています。
11月3日、東アジア・大洋州地域の海洋プラスチックによる汚染問題に対応するための政
策、投資、技術革新などについて議論を深め、同地域における世界銀行グループの取組みに
ついてご紹介するオンラインセミナーが開催されました。以下のリンクより録画でご覧いた
だけます。

詳細・録画： http://wrld.bg/zjju30rjPvC （英語）

ラテンアメリカ・カリブ海地域：農業と食料システムの未来

世界銀行の新報告書は、ラテンアメリカ・カリブ海地域における新型コロナウイルス感染症
の影響からの回復に、同地域の農業セクターと食料システムの持つ大きな可能性を活用する
ための行動が必要だとしています。同報告書で提案された行動案は、食料生産能力の長期的
な継続や、すべての生命や農業に関わる自然環境の持続可能性の確保を促進することが可能
です。

プレスリリース： http://wrld.bg/uvXC30rjOYm （英語）

イラク：感染危機と石油価格暴落により貧困増加

世界銀行が発表したイラクの経済状況に関する最新の報告書によると、新型コロナウイルス
感染症と石油価格の暴落による甚大な経済的ショックは、最大550万人を貧困に追いやる可
能性があると指摘し、同国の貧困層と最も脆弱な人々を支援するための喫緊の財政刺激策と
経済改革を呼び掛けています。

プレスリリース： http://wrld.bg/aSzp30rjOYn （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abba&s=oY6Y2e5IAmDPVBLR3x3k_wIQNXRcOEYcYorI5AeEr5M
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abbb&s=_3qu51sD8eev2c4LDQ5Ib8jHm3dzuo3dHD4PSk1IEY0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abbc&s=GBtDSNsSacIGTMOSqIGCgxe7_7lDsqFBCvG4hXAybZQ


中米のハリケーン被害を支援

11月4日にニカラグアからホンジュラスに上陸したハリケーンイータは、中央アメリカに深
刻な洪水や地滑りの被害をもたらしました。米州開発銀行（IDB）、世界銀行、中米経済統
合銀行（CABEI）は、最も被害を受けた2カ国、グアテマラをはじめとする中央アメリカ諸
国を対象に、被害を受けた人々への短期的な支援や、復興のための中期・長期的な支援を提
供します。

プレスリリース： http://wrld.bg/m69R30rjOYq （英語）

ガーナ：新型コロナウイルス感染症対応を強化

世界銀行理事会は11月10日、ガーナにおける新型コロナウイルス感染症による緊急事態への
準備と対応を目的とした国際開発協会（IDA）からの1億3,000万ドルの追加支援を承認しま
した。このプロジェクトは、感染の予防と封じ込め、安全な経済活動の再開、将来のワクチ
ン開発にも貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/xq9j30rjOYu （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=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abbd&s=A14_K2uuFSjqMQTcpZd9H907bIkBj99-SBhfVRSptaY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abbe&s=-Y5CSNTQRLIoyGe_sM1iJyHfZLa4Ankft5H1xCUbx_E
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abbf&s=69BbUIpIEK7wxi37Hc8as8ZWe2RCFLxm7E4AneQ4bj8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abc0&s=pyPUjlEhWbXMnQ4dHXjuxXHfDs-In-y5RwQbAyI4w6M
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abc1&s=HUmey8o0vxH8ezxSYzD6dQbU548MgIuW17RyjX92wBs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abc2&s=3Txp3rAFcA93aftaiwcIHbmZCjLePhH5QI5GNqbC0Do
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abc3&s=LTkKbksGnw5IQ988E2Ke-48F1JY824e3Mxu334F4Rsg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abc4&s=dSYkANyYeFLbAbsbmlIo8YpBQaNHbj8ZIvcSt6Wa1JU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc8bb2a7%2C4a96b44%2C4a9abc5&s=Ozq7lmB-O1MbbBxhg15GMfne8SWB2avhK7XxyhNOkHM


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 719号】新型コロナウイルス感染症により本国送金が
2021年までに14％減少、 モロッコでの世界銀行グループ・IMF年次総会が2022年に延期、
他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第719号 2020年11月6日 発行

新型コロナウイルス感染症により、本国送金が2021年までに14％減少 

新型コロナウイルス感染症により、本国送金が2021年までに
14％減少

世界銀行は報告書「移民と開発」最新版の中で、新型コロナウイルス感染症の世界的流行と
それに伴う経済危機が拡大を続ける中、2021年までに出稼ぎ労働者による本国への送金額
は、2019年のコロナ以前の水準から14％減少するという予測を発表しました。低中所得国

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ff4ef&s=uoPsrLOt2REgXhvS12r7hGG7CGMqQR5m7ZqltMwSqIo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ff4f1&s=sysB0QxyF1njNOVI6fv6dUKZBNEIu5P1UnIjY4u7YhI


への本国送金は、2020年に7％減の5,080億ドルとなった後、2021年には更に7.5％減の
4,700億ドルまで落ち込むとみられます。

プレスリリース：http://wrld.bg/oT8x30risRN

モロッコでの世界銀行グループ・IMF年次総会、2022年に延期

モロッコ王国、世界銀行グループと国際通貨基金（IMF）は11月5日、モロッコのマラケシ
ュで2021年10月に開催予定だ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
染症の世界的流行に伴い、2022年まで12カ月延期することを発表しました。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/meF430riJOL 

JPO（気候変動）ポジション追加募集＜11月24日（火）正午
（日本時間）締切＞

世界銀行では、追加募集となったジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）ポジ
ションの応募を受付けています。気候変動を担当する部署に所属し、パリ協定や長期的な低
炭素都市計画に沿ったクライアント国の気候変動緩和策に貢献する気候変動関連の分析や助
言を担当します。環境・気候変動などの関連修士号および2年以上の関連分野における経験
必須です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

募集締切：2020年11月24日（火）正午（日本時間）
詳細・応募： http://wrld.bg/os4130rhEvk

貧困・平等グローバルプラクティス エコノミスト募集＜11月6
日（金）午後11時59分（UTC）締切＞

経済学、公共政策学、統計学、またはその他の関連分野での修士号を有し（博士号が有
利）、関連分野における専門的な職務経験を5年以上お持ちの、優れた分析力と判断力を持
つマクロエコノミストを募集しています。本ポストは通常の空席ポストの募集となります。
締切間近です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ff4f2&s=j1X6iZziBpJJwKQHIN0z_my5CFlvABWL13vcL3yy6qc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ff4f3&s=wgRylXDpPFhBkz6o11LC2ZluUAXumNv7myb7UhJIJcs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ff4f4&s=ASL7bqlzphEBJJeNB1UpUzzVvRbjXop81hXKcpzusp8


募集締切：2020年11月6日（金）午後11時59分（UTC）
詳細・応募： http://wrld.bg/8ssC30rhFrP

都市モビリティの再計画：排出量の削減に向けて

交通渋滞など都市部の混雑がもたらす公害を打開するために、私たちにできることは何でし
ょうか。新型コロナウイルス感染症による危機対応を講じるうえで重要であった「ピークを
抑える」という考え方が、「渋滞がなく、環境に優しく、誰もが住みたくなるような都市」
を実現するためのツールとなる可能性があります。ブログでご覧ください。

ブログ： http://wrld.bg/4cA430riJYu

セミナーのお知らせ

世界銀行財務局で働く〜玉田慎也・世界銀行財務局上級財務担当官、藤本千
尋・財務担当官
キャリアセミナー

日時：2020年11月12日（木）午前8時～午前9時
内容：玉田慎也・世界銀行財務局上級財務担当官および藤本千尋・財務担当官が、世界銀行
財務局の概要と役割、自身のキャリアパスとこれまでどのような業務に従事してきたかにつ
いてお話しします。また、世界銀行財務局の新たな2つのプログラム、ファイナンス・イン
ターンシップとジュニアアナリストについてご紹介します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/Fquk30rhGkn

国際開発金融機関（MDBs）で働く
キャリアセミナー

日時：2020年12月4日（金）午後6時～午後7時30分
内容：津田塾大学創設120周年記念にあたり同大学が主催校となって開催される第31回国際
開発学会全国大会（2020年12月5～6日）のプレイベントとして、新型コロナウィルス感染
症拡大危機での厳しい条件のなかでの業務を含め、キャリア経験談をオンラインでご紹介し

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ff4f5&s=qq8eV9RPIhFXMhbu3O4_EtrOh1jndyqGk_BBMPBRDks
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ff4f6&s=lVJQGmlEbjoCZHBAJwTV5hxEI1yfE11YhYtrPue-Up4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ff4f7&s=7lHT0FuUTOXrMuLaKiwgWPUMqih_UU3XuXdcaFqtg2g


ます。国際協力分野でのキャリアを志望する中高生・学部生・大学院生、若手プロフェッシ
ョナルはじめ、どなたでもご参加いただけます。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/o7ag30rhFXM

IFCキャリアセミナー

日時：2020年12月9日（水）午後8時～午後9時30分
内容：2018年にIFCに入社し、ワシントンDC本部に勤務する中野ちえみエコノミストが、
自身の経歴やIFCの活動、セクター経済開発効果部門での業務について、オンラインでお話
しします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/yHJ930rhFXL

 

主なニュース

モロッコ：都市交通セクターへの追加支援

世界銀行の理事会は11月3日、モロッコの都市交通プログラムへの1億5,000万ドルの追加支
援を承認しました。このプログラムは2015年に開始され、既に1日あたり4万人の都市交通
利用者がサービスの向上を経験していましたが、プログラムの完了までに、1日あたりの受
益者数を13万人に増やすことを目指しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/hfoN30riL3R （英語）

インドネシア：持続可能な漁業のためのイニシアティブ

世界銀行は、インドネシア政府とともに同国の沿岸漁業の持続可能な投資を支援するイニシ
アティブを立ち上げました。地球環境ファシリティ（GEF）から100万ドルの資金提供を受
けた同イニシアティブは、漁業セクターの経済的・社会的価値を高め、沿岸漁業を糧に生活
する人々の健康と生計を支援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/IClX30riL3U （英語）

ガーナ：開発銀行の設立を支援

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ffa98&s=GbuYR4mX8g8mQtDRIBQKwO5Q_KTHJSOqsMXKNJ3HkdI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ffa99&s=tRpBWxEvTsxLmGuv49gLHw8X8NrVC8Q8gk2ABt2EznU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ffa9a&s=3d-OrnxlRoDuVBcoubWUscznaxPa5qv_w8JpFlkoEWs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hc5ec6a5%2C49fee2c%2C49ffa9b&s=PnlNbZ95qA4T0zNNPpP5ght7JvCKQhI1tzGSJYfCats


世界銀行の理事会は10月29日、ガーナにおける金融と雇用創出へのアクセスを促進するため
に、国際開発協会（IDA）からの2億5,000万ドルを活用したガーナ開発銀行の設立支援プロ
ジェクトを承認しました。本プロジェクトは、中小・零細企業（MSME）の長期融資へのア
クセスを拡大し、2,000の女性が主導するMSMEを含む約1万の企業に金融サービスを提供す
ることで、同国の経済成長と多様化に貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/bIQz30riL3Y （英語）

ニジェール：危機からの経済回復のカギとなる3つの対応

10月28日発表のニジェールにおける経済と貧困に関する最新の報告書では、同国の貧困率は
2019年の40.8％から2020年には42.1％に上昇すると予測しており、新型コロナウイルス感
染症による経済影響を軽減するには、保健対策、雇用と生計の保護、清潔な水と電力へのア
クセス向上の3つの対応が重要であるとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/ioR130riL3Z （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
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	【世界銀行東京事務所 Eニュース 722号】持続可能な開発目標（SDGs）アトラス2020年
版、MIGAとNEXIが日本から発展途上国への投資を拡充へ、他
	【世界銀行東京事務所 Eニュース 721号】IDAと民間セクターが最脆弱国の感染症対策で
連携、 締切間近：JPO（気候変動）ポジション追加募集、他
	【世界銀行東京事務所 Eニュース 720号】人事ブログ「世界銀行グループが求める次世代
リーダーシップ」、 JPO（気候変動）ポジション追加募集、他
	【世界銀行東京事務所 Eニュース 719号】新型コロナウイルス感染症により本国送金が
2021年までに14％減少、 モロッコでの世界銀行グループ・IMF年次総会が2022年に延期、
他

