
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 732号】報告書「女性・ビジネス・法律2021」発表、ブ
ログシリーズ第8回「人事が語る〜グローバルキャリア構築のための処方箋～」、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第732号 2021年2月26日 発行

報告書「女性・ビジネス・法律2021」より 

女性の経済的機会を阻む法律面の制約 －さらなる改善が必要、
と新報告書

世界銀行は2月23日、報告書「女性・ビジネス・法律2021」を発表し、ジェンダーの平等に
ついては各国で少しずつ改善がみられるが、世界中の女性が今なお法的規制により経済的機
会に制限を受けている、と指摘しました。また、女性は今回の感染症流行が始まる以前から
既に不利な立場に置かれており、感染症の影響を緩和するための政府の施策は革新的ではあ
るものの多くの国で限定的だとし、より効果的な開発成果を実現するには、女性による全面
的な経済参加が必要であるとしています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fb2&s=mBxKshp1xDYeiupeUSJblvOYHcIcMx52UNNKBOpy6Mg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fb4&s=oSiyGknAKfcXz9GUHPL-sMGz8IVcq0SBJy_TRRBpqNk


プレスリリース︓http://wrld.bg/2v5s30ryrSX

人事が語る〜グローバルキャリア構築のための処方箋～ ブログ
シリーズ 第8回「採用はCV（英文履歴書）作成から始まってい
る︕世界銀行グループ求人応募に向けて今すぐできる応募書類

の改善方法」（佐藤永子 上級人事専門官）

今回の人事ブログでは、様々な採用に関わってきた佐藤永子 世界銀行上級人事専門官が、
面接官の目に留まりやすくするための応募書類の改善方法をわかりやすく解説しています。
 
ブログ︓ http://wrld.bg/Qeko30ryqQW 

2021年 世界銀行グループ日本人職員（ジュニア・プロフェッ
ショナル・オフィサー（JPO）／ミッドキャリア（MC））募

集＜一次選考受付締切：2021年3月18日（木）＞

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）ポジションを募集中です。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。尚、採用関連のキャ
リアセミナーもオンラインで開催します。詳しくは下方の「セミナーのお知らせ」をご覧く
ださい。

一次選考受付締切：2021年3月18日（木）23時59分
詳細・応募方法： http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9
※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。

東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コンサルタント
（知識管理）募集＜3月12日(金)応募締切＞

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fb5&s=yTjyeH2qJ9LvhL_tLLUI00ooXwHkAY03UjKh2RDHr0Y
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fb6&s=o2EbAQOaPC08HzCvWIS0l-7wBEC3-I1Tx-ryBxKNPX0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fb7&s=vhlO46FOlIw0mQ5HzqLkL-WDEkTVrMEVIhn1gW8l3gc


世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、日英の両言語を使って知識共有のた
めのプログラムやイベントを企画・運営する短期コンサルタントを募集しております。社会
科学など関連分野の修士号以上で、関連経験を少なくとも３年有することなどが条件となり
ます。勤務地は原則日本で、応募締切は2021年３月12日（金）です。

勤務形態：Short-Term Consultant/パートタイム
雇用期間：週数日程度の勤務で最長年間150日間まで（応相談）
勤務開始日：2021年4月
勤務地：東京
応募締切：2021年3月12日（金）
詳細・応募： http://wrld.bg/frNt30ryrTc

IFCストーリー「明るい展望: ウズベキスタンの未来を支える太
陽光発電」 

ウズベキスタンでは、経済成長に伴い電力需要の増加が見込まれており、世界銀行グループ
のスケーリング・ソーラー・プログラムを活用して太陽光発電所の建設に取り組んでいま
す。

IFCストーリー︓ http://wrld.bg/9JcT30rysAU

セミナーのお知らせ

質の高いインフラ投資（QII）の適用と実践：福岡市と富山市の取組み
（オンライン開催）

日時：2021年3月2日（火）午前11時～午後12時15分
内容：福岡市の効率的な水管理と、富山市のコンパクトシティ開発の取組みを、経済効率と
インフラガバナンスの観点を通じて紹介した事例集の作成に携わった世界銀行の都市開発専
門家が、事例研究から得た知見を共有するとともに、国内外の政府関係者や都市開発実務者
が、現地のプロジェクトにおいてどのように質の高いインフラ投資の原則を開発途上国の現
場において実践できるかについて議論します。
詳細： http://wrld.bg/aQYY30rxtoi

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fb8&s=OwPb5UlAp6Tr_9mur14lSwIHQVsorib77K3p2e1N7ao
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fb9&s=uRJPZV_uSK1LE1xGtQfdmB2YlTK5cg498Qv2tt1_rbs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fba&s=oGSrsLJfTHk8eLw6IjwpxAYy06A0UHVgQ8NeEz_iz3w


世界銀行グループ人事専門官として働く
キャリアセミナー（オンライン開催）

日時：2021年3月4日（木）午前8時～9時（日本時間）
内容：佐藤永子・世界銀行人事総局上級人事専門官、貝塚由美子・世界銀行グループ国際金
融公社（IFC）上級人事専門官、戸崎智支・世界銀行人事総局HRビジネスパートナーが、自
身のこれまでのキャリアパス、2021年日本人採用プログラム（ミッドキャリア）で募集して
いる人事専門官（タレント・マネージメント）のTOR概要、世界銀行グループの人事部の構
成、人事担当者のキャリアパス、日本の民間セクターでの人事経験はどのように活かされて
いるかなどお話しします。
詳細： http://wrld.bg/ycqG30rwV0V

ガバナンスと組織・制度の構築に向けて︓A Deep Dive into Governance
and Institutions
世界銀行モーニングセミナー（第94回）（オンライン開催）

日時：2021年3月5日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：エドワード・オロウォーオケレ世界銀行ガバナンス・グローバルプラクティス局長が
テクノロジーを活用した途上国のガバナンスと組織・制度の構築に向けた課題と展望、世界
銀行の取組みをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/Q7x730rysF9

第6回MIGAジェンダー・リーダーシップ・アワード
世界銀行ライブ配信

日時：2021年3月8日（月）午前11時から（日本時間） 
内容：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大目標に貢献し、女性の進歩とジェンダー
平等の目的を推進することを目指した、確かな実績を持つリーダーを称えます。 今年の受
賞者は、女性の果たす役割や活躍が重要視されてこなかった金融界において、ジェンダー平
等の促進の模範を示してきたオードラ・ロー、クリフォードキャピタルCEO兼専務理事で
す。受賞の様子は、下記リンクよりライブでご視聴いただけます。
視聴：http://wrld.bg/prsn30ry8FK （英語）

IFCキャリアセミナー
（オンライン開催）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fbb&s=PLUojdvgJH_tmbU3EMalcxhzRueIsyd2NQmncRi2RwQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fbc&s=CJqr-LEQFbvnvW4_v1KLUdOzxrl5XkFpoS1QZcjWFYs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fbd&s=fbWfJX5y3nlLHnNxt_ivQL302iuuMEUP_bZR76wbrcA


日時：2021年3月12日（金）午後8時～午後9時30分
内容：2003年に国際金融公社（IFC）に入社し、ワシントンDC本部に勤務するグローバル
ヘッドの豊田牧子が、自身の経歴やIFCの活動、貿易金融部門での業務についてご紹介しま
す。
詳細： http://wrld.bg/zN8H30ruFQw

ビルド・バック・ベター︓東日本大震災から10年の歩みと今後の防災のあり
方について
特別セミナー（オンライン開催） 

日時：2021年3月18日 (木) 午前8時～9時30分（日本時間）
内容：2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年となる節目の今、そこから得られた
教訓や課題を今後の防災およびビルド・バック・ベター（より良い復興）にどのように活か
していけるのか、議論します。
詳細： http://wrld.bg/E8ss30rysJT

日本のコンパクトシティ開発の軌跡と質の高いインフラ投資：富山市の経験
から学ぶ
（オンライン開催）

日時：2021年3月26日（金）午後1時30分～午後 3時20分
内容：富山市の都市政策担当者をお迎えし、同市とTDLCが発刊したケースブックの改訂版
「Development Knowledge of Toyama City（富山市のまちづくりのノウハウ）」の内容を基
に、富山市のコンパクトシティ開発の軌跡をたどり、国の政策との整合性、自治体としての
役割、民間企業との連携などについて振り返るとともに、日本のコンパクトシティ開発のア
プローチが、途上国でどのように応用できるかについて議論します。
詳細： http://wrld.bg/MlxW30ry9oB

 

主なニュース

全ての難民の子どもたちに教育を

世界銀行と国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）による報告書によると、難民の教育のた
めに割り当てられる平均年間費用は、世界の難民の85％を受け入れている途上国の公的教育
支出の5％未満です。同報告書は、全ての受入国の難民教育費用を見積もるための方法をと
りまとめ、国レベルでの難民の包括的な教育計画の開発促進を目指しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fbe&s=dX1w8Q196Ah93EYVZ2OxeI0x4SKj3gdP-LmffLSaW2I
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fbf&s=K2-c-xtdMkIlce0o8JbH8N6GYCW9bFpMDThMC8cxTFA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc0&s=r-ekD8MTEJfHSIhU9OVjgaYhIsLwgh5JqkjDBe_1RC0


プレスリリース︓ http://wrld.bg/w2yF30rysGc （英語）

東アジア地域：より大きな改革で持続可能な経済回復を促進

2月23日に世界銀行が発表した報告書では、世界が急速に変化する中で東アジア地域を開発
するためには、生産性の向上と経済発展においてイノベーションが必要であるとし、製造業
のみならずサービス業の改革支援や、企業の改革能力を強化するためのより良い政策の再考
察が必要だと指摘しています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/yQHW30ryrLq （英語）

タジキスタン︓医療能力の強化と脆弱な人々の保護

世界銀行は2月22日、タジキスタンにおける863万ドルの新型コロナウイルス感染症ワクチ
ン支援の承認に加えて、1,257万ドルの追加支援を提供します。この支援は、同国の医療制
度と緊急の社会的支援を強化することにより、感染危機の直接的な影響から最も脆弱な世帯
を保護することを目的としています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/a67r30ryrLs （英語）

新型コロナウイルス感染症により貧困国の3分の2が教育予算を削減

世界銀行とユネスコによる報告書では、新型コロナウイルス感染症の世界的流行以降、低・
中所得国の3分の2が教育における公的予算を削減していると指摘し、政府と国際開発コミュ
ニティは、教育システムにより多くのより良い投資を行い、支出と学習、その他の人的資本
がもたらす成果を強化する必要があるとしています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/Lk9b30ryrLx （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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc1&s=sMYa9hDXvgYYETLGZ_xsVcvLhzWf4AV1Hi6dCiRSr8U
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc2&s=p9TaQqk2JF7mktARyWvZl7VSogw9t2gZ5Q4XXwkzTdE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc3&s=bWM9sC5dccrWQp66mo150DAFXBrbLZO6jeIC4XnXBDA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc4&s=hkkA3hctckd-vxIH4cQ0tmoFzE8fMYbiqwrffFI6_YM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc5&s=ocq9q4p0XhXDTMe60HEdMqHUN-s0ho7jLondvN_gixU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc6&s=THsaSaHKHNvPyVzlupZeJtRgTRTv6cikbwWPRZ-5qmc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc7&s=2naAqDAhfpvdNRstrmdGyaG3bjqkq6WAk-ei9Lnfxzw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc8&s=YBnZqFSnc-4b_6sFsWDf8dO8-8JAacDGe8D9VlfO6RI


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=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fc9&s=4HAysCethC8ssgVx9LQOy5UvuAFfAP5YPELXgPOPeWc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fca&s=eAkmfh9YOvl6ixy9S2TcdIC9HkSQ2stzfArwD-gtaFE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hef73429%2C55a34f1%2C55a7fcb&s=6anvqjDNeZpyPKoe318ox2FPfui5cDPktTZykOAqRHM


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 731号】世界銀⾏がアフリカでの新型コロナウイルス感染症ワクチン
供給に初の⽀援、ブログ：最貧国の⾷料不安急拡⼤への対応、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第731号 2021年2⽉19⽇ 発⾏

世界銀⾏がアフリカでの新型コロナウイルス感染症ワクチン供給に初の⽀援 

世界銀⾏がアフリカでの新型コロナウイルス感染症ワクチン供給に初の
⽀援

世界銀⾏は2⽉11⽇、⼩島嶼国カーボベルデにおける新型コロナウイルス感染症ワクチンへの低価格で公
平なアクセスの確保に、国際開発協会（IDA）から追加資⾦500万ドルの⽀援を承認しました。今回の
追加資⾦は、新型コロナウイルス感染症ワクチン40万回分以上の他、ワクチン接種をスムーズに進めるため
のマスク等の個⼈防護具（PPE）や医療機器の調達・配布に充てられます。世界銀⾏の資⾦によるプロ
ジェクトとして、COVAX ファシリティ（COVID-19 Vaccine Global Access Facility）と協⼒し、アフリカ
で国家による新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種計画と調達・配布を⽀援するのは今回が初めてと
なります。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311895&s=Ou3iI50LQ4wsD74BZiiD2ctkF_ItQNaAosvr_epuZ7s
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311897&s=kMKeeOa2M5TYW5f_goUwamUo2k1lmRdICl1UDjzzGns


プレスリリース：http://wrld.bg/J0XA30rxvHg

ブログ：最貧国の⾷料不安急拡⼤への対応

新型コロナウイルス感染症の影響により、世界銀⾏のグループ機関である国際開発協会（IDA）の⽀援
対象である最貧国・最脆弱国において⾷料不安が深刻化しています。⾷料安全保障は喫緊の重要課題
で、すべてのセクター、地域、社会階層に影響を及ぼします。IDAは、国連機関、⼈道⽀援機関、 研究機
関など幅広いパートナーと連携し、様々な局⾯で⾷料不安に取り組み、農業、社会的セーフティネット、保
健、⽔、マクロ経済の安定性の課題に対応するなど、⾷料不安の課題に⼀層の⼒を注いでいます。

ブログ： http://wrld.bg/f0Bb30rxuxQ

2021年 世界銀⾏グループ⽇本⼈職員（ジュニア・プロフェッショナル・オ
フィサー（JPO）／ミッドキャリア（MC））募集＜応募締切：2021

年3⽉18⽇（⽊）＞

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）ポジションを募集中です。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。尚、世界銀⾏グループ⽇本⼈採⽤プログラムの説明会や、採⽤関連のキャリアセミナー
もオンラインで開催します。詳しくは下⽅の「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

応募締切：2021年3⽉18⽇（⽊）23時59分 
詳細・応募⽅法  ： http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9
※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。

IFC専務理事兼上級副総裁にマクタール・ディオップ世界銀⾏副総裁を
任命

デイビッド・マルパス世界銀⾏グループ総裁は2⽉18⽇、世界銀⾏副総裁（インフラ担当）のマクタール・デ
ィオップを国際⾦融公社（IFC）の専務理事兼上級副総裁に任命しました。同⽒は、これまでにない規
模とスピードで進む新型コロナ危機対応⽀援をさらに推し進め、経済回復に向けた取組みを⽀援します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311898&s=3tlTp8nynx8Iz_zMuZQOMDuehxTJbF5MTILD_TxWlaU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311899&s=IjMuLkYkIm5mbXPVO6Psa_M53NMGNVUAcZ2DIt2LMNU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C531189a&s=62p6qxeH9QoaTTVHYiUSIqJ7pxf4GuGiExnIs--xCR0


プレスリリース： http://wrld.bg/hofM30rxQUK（⽇本語）
プレスリリース： http://wrld.bg/QjPo30rxvEZ  （英語）

多数国間投資保証機関（MIGA）オペレーションズ・アナリスト募集＜
応募締切：2⽉24⽇（⽔）＞

応募先：http://wrld.bg/vynw30rwUgH
勤務地：ワシントンDC
締切：2⽉24⽇（⽔） 11:59pm UTC
職責：発展途上国の様々なセクターにおける政治リスク保険引受け業務に必要なクレジット・モデル分析
作業のアシスト。案件の稟議の作成、案件当事者分析、セクター分析資料、会議資料の作成、その他情
報収集や議事録の作成等のサポート。
採⽤要件：修⼠号（MBAまたはファイナンス関連の分野での修⼠号など）と、⼤⼿⾦融機関、経営コ
ンサルティング会社、商社などでの投資銀⾏業務、プロジェクトファイナンス、輸出⾦融、企業融資、信⽤
分析業務などに関する2年以上の実務経験、もしくはそれに準ずる資格や経験。

東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コンサルタント（広報）募
集＜応募締切：2⽉22⽇（⽉）＞

世界銀⾏東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、⽇英の両⾔語による広報活動や広報戦略の⽴
案を先導する短期コンサルタントを募集しています。PRやジャーナリズム、マーケティングなど関連分野の学
⼠号以上の学歴と、これらに関連する業務経験を5〜10年を有することなどが主な応募条件となっていま
す。

勤務地：原則⽇本 
応募締切：2021年2⽉22⽇（⽉）
詳細・応募： http://wrld.bg/M7EG30rtdA9

ブログ：感染症の世界的流⾏からの包括的な復興における社会的企
業の役割とは

新型コロナウイルス感染症によって国家や市場が混乱する中、地域社会や脆弱層を救ったのは、社会的
企業でした。常に弱い⽴場の⼈たちの⽬線で活動してきた経験やノウハウが、効果的な⽀援につながりまし
た。新型コロナウイルス流⾏下において、アジアやアフリカで活躍する成果連動型融資を通じた社会的企業
の「包括的な復興」に向けた取り組みや、社会的企業との豊富な連携実績がある「成果連動型アプローチ
のためのグローバルパートナーシップ（GPRBA）」についてご紹介しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C531189c&s=TFsManwnM2gNK8lXby9DdF65eVMUiEU03lN1cgkGPfE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C531189d&s=sYbM-j40Wbs4WiDsJdTN9DaAMQhl7h0nAyCwhLMsSr0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C531189e&s=vjCRbllyEeV1RnJDsK5ZlZN6SwVN7-y2qNRtknagQ2k
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26211


 
ブログ： http://wrld.bg/DMtP30rrKXk

セミナーのお知らせ

2021年世界銀⾏グループ⽇本⼈採⽤プログラム 説明会
（オンライン開催）

⽇時：2021年2⽉24⽇（⽔）午前8時〜午前9時（⽇本時間）、2⽉23⽇（⽕）午後6時〜午後
7時（⽶国東部時間）
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
ョンの募集が、2⽉15⽇から始まります。つきましては、2021年世界銀⾏グループ⽇本⼈採⽤プログラムに
関する説明会をオンラインにて開催します。本プログラムへの応募にご関⼼をお持ちの皆様、将来世界銀⾏
グループでのキャリア機会にご関⼼をお持ちの皆様はぜひ、ご参加ください。
詳細： http://wrld.bg/9hEY30rwzUz

世界銀⾏で働く〜佐藤瑞⻄ 世界銀⾏環境・天然資源・ブルーエコノミーグローバルプラク
ティス環境専⾨官
キャリアセミナー（オンライン開催）

⽇時：2021年2⽉24⽇（⽔）午後6時30分〜午後7時30分（⽇本時間）
内容：佐藤瑞⻄ 世界銀⾏環境・天然資源・ブルーエコノミーグローバルプラクティス環境専⾨官が、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/dQgR30rwBKI

急速な拡⼤（Going Viral）：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
感染症と仕事の変容の加速化
世界銀⾏モーニングセミナー（第91回）（オンライン開催）

⽇時：2021年2⽉26⽇（⾦）午前8時〜午前9時
内容：2020年9⽉発表の報告書「急速な拡⼤（Going Viral）：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と仕事の変容の加速化」の⾸席執筆者であるギレルモ・ベイリス世界銀⾏ラテン
アメリカ・カリブ海地域担当チーフエコノミスト室リサーチエコノミストが、同報告書の主なポイントをご説明しま
す。
詳細： http://wrld.bg/Wjuz30rvEXs

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C531189f&s=lMB2gku-aL2WO1fgw3BxnpkU0NwN9j3q0ieOpgjuJPE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a0&s=hJHUEVHZmXgNTtznKBLeCI3QDYX9EonQZnW0P91uYQc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a1&s=EdCDG7K22wWlPG-GLNmrZ4SU0Sfy7KqVQt73jJWFfPo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a2&s=H06BTKs8PDGtilY7MdBSzsOqje7Sp8bxvdBllalrDzI


質の⾼いインフラ投資（QII）の適⽤と実践：福岡市と富⼭市の取組み
（オンライン開催）

⽇時：2021年3⽉2⽇（⽕）午前11時〜午後12時15分
内容：福岡市の効率的な⽔管理と、富⼭市のコンパクトシティ開発の取組みを、経済効率とインフラガバ
ナンスの観点を通じて紹介した事例集の作成に携わった世界銀⾏の都市開発専⾨家が、事例研究から
得た知⾒を共有するとともに、国内外の政府関係者や都市開発実務者が、現地のプロジェクトにおいてど
のように質の⾼いインフラ投資の原則を開発途上国の現場において実践できるかについて議論します。
詳細： http://wrld.bg/aQYY30rxtoi

世界銀⾏グループ⼈事専⾨官として働く
キャリアセミナー（オンライン開催）

⽇時：2021年3⽉4⽇（⽊）午前8時〜9時（⽇本時間）
内容：佐藤永⼦・世界銀⾏⼈事総局上級⼈事専⾨官、⾙塚由美⼦・世界銀⾏グループ国際⾦融公
社（IFC）上級⼈事専⾨官、⼾崎智⽀・世界銀⾏⼈事総局HRビジネスパートナーが、⾃⾝のこれまでの
キャリアパス、2021年⽇本⼈採⽤プログラム（ミッドキャリア）で募集している⼈事専⾨官（タレント・マネ
ージメント）のTOR概要、世界銀⾏グループの⼈事部の構成、⼈事担当者のキャリアパス、⽇本の⺠間セ
クターでの⼈事経験はどのように活かされているかなどお話しします。
詳細： http://wrld.bg/ycqG30rwV0V

IFCキャリアセミナー
（オンライン開催）

⽇時：2021年3⽉12⽇（⾦）午後8時〜午後9時30分
内容：2003年に国際⾦融公社（IFC）に⼊社し、ワシントンDC本部に勤務するグローバルヘッドの豊⽥
牧⼦が、⾃⾝の経歴やIFCの活動、貿易⾦融部⾨での業務についてご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/zN8H30ruFQw

 

主なニュース

アフガニスタン：⾷料安全保障の改善と⼲ばつの影響を軽減

世界銀⾏理事会は2⽉16⽇、アフガニスタンの農村部における⼲ばつと新型コロナウイルス感染症に対す
る⽀援を⽬的とした、国際開発協会（IDA）からの9,750万ドルのグラントを承認しました。このプロジェク
トは、現在⾏われている⼈道⽀援活動を補完し、同国で最も⾷料不安と⼲ばつの影響を受けている78の
地区の約220万⼈に現⾦⽀援を提供します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a3&s=vXLttQhg0MtJBpxYDJ5mZAPUUsQIj35qosahewafVws
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a4&s=B98ovatmHlcU20pzHOukEi4Ax0-gMaVmuSZ_1wMKk7E
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a5&s=G_pzmZQ1EdCbQ5HbHgOQIM7l8PySBxcvX6UChM2riLA


プレスリリース： http://wrld.bg/auFk30rxuwy （英語）

モンゴル：公平な新型コロナウイルス感染症ワクチンへのアクセス

世界銀⾏理事会は2⽉11⽇、モンゴルにおける新型コロナウイルス感染症対応に5,070万ドルの追加⽀援
を承認しました。今回の⽀援は、⼈⼝の60％以上へのワクチン接種という政府の⽬標に向けて同感染症
ワクチンの購⼊と実施を促進し、⼿頃な価格の公平なワクチンへのアクセスを可能とします。

プレスリリース： http://wrld.bg/U7bX30rxuwC （英語）

タジキスタン：新型コロナウイルス感染症ワクチンの実施を⽀援

世界銀⾏理事会は2⽉11⽇、タジキスタンの新型コロナウイルス感染症ワクチンの調達と輸送を⽬的とした
863万ドルの追加融資を承認しました。このプロジェクトにより、ワクチン接種プログラムの優先接種対象者
グループが設定され、追加ワクチンが供給され次第、より多くの⼈への接種を⾏えるようになります。

プレスリリース： http://wrld.bg/IR3x30rxuwD （英語）

レバノン：公正かつ公平なワクチン接種のためのモニタリング

世界銀⾏と国際⾚⼗字・⾚新⽉社連盟（IFRC）は2⽉12⽇、レバノンにおける新型コロナウイルス感染
症ワクチンの接種活動をモニタリングするための協定に署名しました。この合意の下、IFRCは独⽴した第三
者機関として、同国におけるワクチンの安全な取り扱いと、全ての⼈への公正かつ公平なアクセスを確保す
るために、ワクチン接種の実施が国内計画、国際基準、世界銀⾏の要件に準拠しているかどうかをモニタリ
ングします。

プレスリリース： http://wrld.bg/pESq30rxuwE （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=hed037af%2C530fdbc%2C53118a6&s=01kS2nTQbvIT8gf5_0mKAaR3vOAjNu58ORWcFuokUbw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a7&s=Xx3R-34zahMZHcjgP3eHgPFL40HMtB5GvbLSYxIrAas
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a8&s=0XfEbp3Mn9r572b3yCZN7hmKW3Fl3QhBV25KnHip4Sw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118a9&s=W-CTdXj5Ng3XeYIA-r67ngoPX8oGeJFDv2_JXILVV4A
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118aa&s=Jh60_gycqOGTmYcnBZ75rp-jq5drEowgkpRXITI4o1Q
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C53118ab&s=ew9YJ20fWor0FOOMkyZ5pZi3j1TcYE1ixHYjGGhnHuw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311924&s=eWVZf1H55MHVyoc_lZQHaemvMjAzp6EIXrm2aDZcQCQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311925&s=bK82031jghAULH91RFSyIQqhGyUSJ_jNPiz1gOyRhLQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311926&s=BGS6vVFWxD6wsY2gGYxQXJFcvhDoQRvAk7x5PF3on10
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311927&s=Prt-ZH-GCabUpPJ1b05b0J4ympy01k8Mi1F3UsJagNk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hed037af%2C530fdbc%2C5311928&s=xZI-N4zWVqgrlbQCZsbQSTrS1J937LlU5MHYQ3bTYQ8




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 採用特集号】＜応募受付開始＞2021年 世界銀行グルー
プ日本人職員（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）／ミッドキャリア
（MC））募集、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 採用特集号 2021年2月15日 発行

＜応募受付開始＞2021年 世界銀行グループ日本人職員（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー
（JPO）／ミッドキャリア（MC））募集  

＜応募受付開始＞2021年 世界銀行グループ日本人職員（ジュ
ニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）／ミッドキャ

リア（MC））募集

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfd2&s=IR50fQvFUlbNfxd4njBzpkLypi_dpLbFAz9ZL-IjghE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfd4&s=u_vPj696CL9kCL74O_5fRSiOVmLehL6eZY-ZI_SMcLA


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）ポジションの募集を本日開始しました。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。尚、
世界銀行グループ日本人採用プログラムの説明会や、採用関連のキャリアセミナーも近日中
にオンラインで開催します。詳しくは下方の「関連セミナー情報」をご覧ください。
  
※各ポジションの詳細及び募集要項は随時更新されます。最新情報は、以下のウェブサイト
をご覧ください。 
http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9
  
【募集職種】
JPO

JPO防災・気候変動（南アジア地域）
JPOエネルギー （ナレッジ・専門知識）
JPOグローバルマクロ・債務チーム
JPOコンプライアンス・アドバイザー・オンブズマン（IFC）
JPOリサーチ・アナリスト（MIGA）

ミッドキャリア

人事専門官（タレント・マネージメント）
ガバナンス専門官
上級生物多様性専門官

【応募条件】
JPOとMCに共通する応募条件

世界銀行の各職種に関連する分野で修士号（MBA、CFAを含む）を有する方
募集職種が定める必要とする実務経験を持つ方
英語で職務遂行可能な方
日本国籍を有する方
PHRDスタッフグラントなど過去に日本政府の支援を受けたことがない方

JPOとMCそれぞれ求められる応募条件
ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）

年齢：2021年4月1日現在で35歳以下の方
2年以上の関連分野での実務経験

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfd5&s=fNje4eItnYKZ4HdyFNOnmlmZEBV8vXUw50d_8qsfWzk


ミッドキャリア（MC）

5年以上の関連分野での実務経験

【応募締切】
2021年3月18日（木）23時59分
※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。
 
【詳細・応募方法】
以下のウェブサイトをご覧ください。
http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9

多数国間投資保証機関（MIGA）オペレーションズ・アナリス
ト募集

応募先：http://wrld.bg/vynw30rwUgH
勤務地：ワシントンDC
締切：2月24日（水） 11:59pm UTC
職責：発展途上国の様々なセクターにおける政治リスク保険引受け業務に必要なクレジッ
ト・モデル分析作業のアシスト。案件の稟議の作成、案件当事者分析、セクター分析資料、
会議資料の作成、その他情報収集や議事録の作成等のサポート。
採用要件：修士号（MBAまたはファイナンス関連の分野での修士号など）と、大手金融機
関、経営コンサルティング会社、商社などでの投資銀行業務、プロジェクトファイナンス、
輸出金融、企業融資、信用分析業務などに関する2年以上の実務経験、もしくはそれに準ず
る資格や経験。

関連セミナー情報

世界銀行で働く〜田中幸夫 世界銀行水グローバルプラクティス 東部・南部ア
フリカ地域担当 上級水資源管理専門官
キャリアセミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfd6&s=jQgmQxSPrmVr2AS5rv8MklXITmgHDGJT6N0cxzQoSIY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfd7&s=ichecdcncnaqHmwVXIN6Jb9piN3KB3HOYPo-9xPRs8U


日時：2021年2月18日（木）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：「世界銀行で働く」シリーズでは毎回、世界銀行の日本人職員が登壇し、途上国が直
面する開発課題、自身が担当するセクターの現況、世界銀行による途上国に対する様々な支
援活動と自身が担当する業務、これまれのキャリアパスなどを紹介します。今回は、田中幸
夫世界銀行水グローバルプラクティス 東部・南部アフリカ地域担当 上級水資源管理専門官
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（ミッドキャリア）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/g7vp30rwi2C

2021年世界銀行グループ日本人採用プログラム 説明会
（オンライン開催）

日時：2021年2月24日（水）午前8時～午前9時（日本時間）、2月23日（火）午後6時～午後
7時（米国東部時間）
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）ポジションの募集が、2月15日から始まります。つきましては、2021年世界
銀行グループ日本人採用プログラムに関する説明会をオンラインにて開催いたします。本プ
ログラムへの応募にご関心をお持ちの皆様、将来世界銀行グループでのキャリア機会にご関
心をお持ちの皆様は、ぜひご参加ください。
詳細：http://wrld.bg/9hEY30rwzUz

世界銀行で働く〜佐藤瑞西 世界銀行環境・天然資源・ブルーエコノミーグロ
ーバルプラクティス環境専門官
キャリアセミナー（オンライン開催）

日時：2021年2月24日（水）午後6時30分～午後7時30分（日本時間）
内容：佐藤瑞西 世界銀行環境・天然資源・ブルーエコノミーグローバルプラクティス環境
専門官が、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/dQgR30rwBKI

世界銀行グループ人事専門官として働く
キャリアセミナー（オンライン開催）

日時：2021年3月4日（木）午前8時～9時（日本時間）
内容：佐藤永子・世界銀行人事総局上級人事専門官、貝塚由美子・世界銀行グループ国際金
融公社（IFC）上級人事専門官、戸崎智支・世界銀行人事総局HRビジネスパートナーが、自

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfd8&s=a5i3LvSnAqnAEIZzBX3J7YIBFl18cfLkCJWanqXQGgU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfd9&s=CSBxD0GrSDJCtgpUCf2aQh55NkBbvLWEoq_gzTT3uc4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfda&s=OGAr5i_ibwKg4wLHKGpZMFB1UDINorQGxDoB43-1JX0


身のこれまでのキャリアパス、2021年日本人採用プログラム（ミッドキャリア）で募集して
いる人事専門官（タレント・マネージメント）のTOR概要、世界銀行グループの人事部の構
成、人事担当者のキャリアパス、日本の民間セクターでの人事経験はどのように活かされて
いるかなどお話しします。
詳細： http://wrld.bg/ycqG30rwV0V

IFCキャリアセミナー
（オンライン開催）

日時：2021年3月12日（金）午後8時～午後9時30分（日本時間）
内容：2003年に国際金融公社（IFC）に入社し、ワシントンDC本部に勤務するグローバル
ヘッドの豊田牧子が、自身の経歴やIFCの活動、貿易金融部門での業務についてご紹介しま
す。
詳細： http://wrld.bg/zN8H30ruFQw 

 

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=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bcfdb&s=fNtlt6k4115P4F88GcCmPFJmlrcDwsOeKR_9ii8PJpQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bd072&s=DlypD4HGa0t6FRSR5hV5orktua7ljU6bk9FlHZsQH9c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bd073&s=6kouPSI-OBNkey73xVjy5agLYKDLv9B0QeYKEDtsBgk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bd074&s=Vree4exXP3tv-6O2avzPSXMlxp1zEaeok-JmEuGLaFU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bd075&s=sal5W3JzmVWUXjYC-yMDGLgI-XR22zhD7oBvVDuQ8NM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bd076&s=RJEAwvgHzzjaCYD0nWHFOnJJUrZ77oUTNxek0FcrmZ4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bd077&s=IsbfzFHH6-vGW1rIB981ewSP6W99Ofhx0zAxNG5Vci0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bd078&s=SkDTMW5q14_76ugM1xGI4ryhj1MASu3Mox0JICqYk54
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hebae6a6%2C52ba4fb%2C52bd079&s=ZxCCfMxHM94R0euuIch5M2UpkG5EBMi5jzsK-Xd1DiE


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 730号】＜2月15日募集開始＞2021年 世界銀行グループ
日本人職員（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）／ミッドキャリア
（MC））募集、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第730号 2021年2月12日 発行

＜2月15日募集開始＞2021年 世界銀行グループ日本人職員（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー
（JPO）／ミッドキャリア（MC））募集 

＜2月15日募集開始＞2021年 世界銀行グループ日本人職員（ジ
ュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）／ミッドキ

ャリア（MC））募集

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eeee&s=3ygrtXODxTZ5wS4C_WrxCO6RT_Rdvc1XMjZm-b3cukU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef0&s=hXQev2mxCPI8PFAboxKxSi1MHxf2drgLZ3IyO5tvrWQ


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）ポジションの募集を2月15日（月）に開始します。今回募
集されるポストの詳細と応募方法は、下記のページで公開されます。

詳細：http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9

尚、2月24日（水）に「2021年世界銀行グループ 日本人採用プログラム 説明会」、2月18日
（木）と2月24日（水）にキャリアセミナー「世界銀行で働く」、3月12日（金）に「IFCキ
ャリアセミナー」をオンラインで開催します。詳しくは下方の「セミナーのお知らせ」をご
覧ください。

転載記事：ブロックチェーン技術を活用した世界銀行債券

株式会社エヌ・ティー・エス発行 「ブロックチェーン3.0～国内外特許からユースケースま
で〜」（監修 鈴木淳一）の第2編 第1章 7節では、有馬良行 世界銀行財務局駐日代表が、世
界銀行の概要と、「ボンダイ」発行の背景、債券市場におけるブロックチェーン活用の可能
性などを説明しています。以下のリンクより、転載記事をご覧いただけます。
 
特集： http://wrld.bg/GlsN30rwBBr 

＜応募締切：2月22日（月）＞東京開発ラーニングセンター
（TDLC）短期コンサルタント（広報）募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、日英の両言語による広報活動や広報
戦略の立案を先導する短期コンサルタントを募集しています（応募締切は2021年2月22日
（月）に延長）。PRやジャーナリズム、マーケティングなど関連分野の学士号以上の学歴
と、これらに関連する業務経験を5〜10年を有することなどが主な応募条件となっていま
す。勤務地は原則日本です。

詳細・応募： http://wrld.bg/M7EG30rtdA9

IFCストーリー：夢を追い続けるアフガニスタンの女性起業家

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef1&s=MbAHFoKfrr4Pmvfz4gxwy4kDU3TuiZMu-2FMQ6jEDW8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef2&s=M6oZLXWatSICI-fdhbUuxeOHIG19RcBoogl2zgovqFY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef3&s=dmUq2zjvMF8qi7-iXqYy5lNzT5_SLTtv8vJyJTPHGWI


たち

アフガニスタン に住む22歳のセルセラ・ニーハンは、12年に及ぶ難民生活を経て、厳格な
慣習や悪い治安、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、国際金融公社（IFC）が出
資するマイクロファイナンス機関の支援を得て、長年の夢であった起業を実現しました。

IFCストーリー： http://wrld.bg/zvgE30rwhFH

ブログ「沿岸地域の強靭性：ベトナム沿岸地域開発におけるリ
スクと機会」

世界的にも極めて自然災害が多いベトナムの沿岸地域コミュニティは頻繁に台風、高潮、洪
水、海岸浸食、干ばつ、塩害を経験していますが、沿岸地域の観光業、工業、養殖業などの
経済セクターは活況を呈しており、ベトナムの継続的な社会経済発展を力強くけん引する可
能性があります。ベトナム政府、世界銀行、防災グローバル・ファシリティ（GFDRR）が
新たに共同作成したレポート「沿岸地域の強靭性」は、災害リスクを系統的に分析し、強靭
な沿岸地域の発展を後押しするためのアクションプランを示しています。

ブログ： http://wrld.bg/jIVc30rrKXj

セミナーのお知らせ

世界銀行で働く〜田中幸夫 世界銀行水グローバルプラクティス 東部・南部ア
フリカ地域担当 上級水資源管理専門官
キャリアセミナー

日時：2021年2月18日（木）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：「世界銀行で働く」シリーズでは毎回、世界銀行の日本人職員が登壇し、途上国が直
面する開発課題、自身が担当するセクターの現況、世界銀行による途上国に対する様々な支
援活動と自身が担当する業務、これまれのキャリアパスなどを紹介します。今回は、田中幸
夫世界銀行水グローバルプラクティス 東部・南部アフリカ地域担当 上級水資源管理専門官
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（ミッドキャリア）での応募か

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef4&s=BNiM3RiWi_2dO7is9BkWTapDzXNusCQPqc7t7Ftb1rQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef5&s=lMVPG4V2IQSy28onVEuvDMcPLT31d-iYtAfhfvreKwU


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/g7vp30rwi2C

世界経済見通し（GEP）2021年1月版
世界銀行セミナー（オンライン開催）

日時：2021年2月19日（金）午前8時～午前9時30分（日本時間）
内容：1月5日発表の新報告書「世界経済見通し（GEP）2021年1月版」をとりまとめたアイ
ハン・コーゼ世界銀行公平成長・金融・制度担当副総裁代行兼見通し局長が、同報告書の主
なポイントをオンラインでご説明します。
詳細： http://wrld.bg/jxgo30rvvsy

2021年世界銀行グループ日本人採用プログラム 説明会
（オンライン開催）

日時：2021年2月24日（水）午前8時～午前9時（日本時間）、2月23日（火）午後6時～午後
7時（米国東部時間）
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）ポジションの募集が、2月15日から始まります。つきましては、2021年世界
銀行グループ日本人採用プログラムに関する説明会をオンラインにて開催いたします。本プ
ログラムへの応募にご関心をお持ちの皆様、将来世界銀行グループでのキャリア機会にご関
心をお持ちの皆様は、ぜひご参加ください。
詳細：http://wrld.bg/9hEY30rwzUz

世界銀行で働く〜佐藤瑞西 世界銀行環境・天然資源・ブルーエコノミーグロ
ーバルプラクティス環境専門官
キャリアセミナー（オンライン開催）

日時：2021年2月24日（水）午後6時30分～午後7時30分（日本時間）
内容：佐藤瑞西 世界銀行環境・天然資源・ブルーエコノミーグローバルプラクティス環境
専門官が、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/dQgR30rwBKI

急速な拡大（Going Viral）：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と仕事の変容の加速化

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef6&s=gJ3EcOnyH1VgFnztjuw4ITE5tJtiAXEI7Wwi8ebi6Us
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef7&s=lw1hdvv5v1Rigw_T8vvZm_Ir5N38oPi6QIF1wVwhczo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef8&s=6f1v19ZXazy0PLoaMiTUOdhQg5NjFsqdiPauVFy-mJQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eef9&s=s04K9nxWp-lABRMBGKvok0VceWeCy_hv6d5K-h-9A4M


世界銀行モーニングセミナー（第91回）（オンライン開催）

日時：2021年2月26日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：2020年9月発表の報告書「急速な拡大（Going Viral）：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と仕事の変容の加速化」の首席執筆者であるギレル
モ・ベイリス世界銀行ラテンアメリカ・カリブ海地域担当チーフエコノミスト室リサーチエ
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/Wjuz30rvEXs

IFCキャリアセミナー
（オンライン開催）

日時：2021年3月12日（金）午後8時～午後9時30分（日本時間）
内容：2003年に国際金融公社（IFC）に入社し、ワシントンDC本部に勤務するグローバル
ヘッドの豊田牧子が、自身の経歴やIFCの活動、貿易金融部門での業務についてご紹介しま
す。
詳細： http://wrld.bg/zN8H30ruFQw 

 

主なニュース

ペルー：成果連動型融資制度を利用した教育の質の改善

世界銀行が支援するペルーの教育を改善するための成果連動型プログラムでは、2014年から
2016年の間、同国のほぼ全ての地域で、教師の採用や予定通りの教材配布、生徒の出席率向
上など、主要な取組み面での改善が見られ、生徒の読書と数学における学力も向上しまし
た。

特集： http://wrld.bg/ORAe30rwBsN （英語）

アフガニスタン：バーミヤンにおける医療制度改革

アフガニスタンのバーミヤン市中心部から12kmにある簡易診療所では、国際開発協会
（IDA）、アフガニスタン復興信託基金（ARTF）、地球環境ファシリティ（GFF）、性と
生殖・母子・子供・青少年の健康と栄養の改善を目的としたパートナーシップが支援するプ
ロジェクトにより、主に5歳未満の子供と女性を中心に、月に1,400～1,800人の患者にサー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eefa&s=5kF5rO_zKvdu653SN3TvBv6r9RKWhW_DroCY-kZQa0M
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eefb&s=yIPjXbgyvOLt6Xht1neJptsT6lGLnep79jCGWBfF2Nw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eefc&s=qxWHdQAsqpe876uE8cA5AaJbt7boX4Z8URiBMmeggiw


ビスを提供し、住民の健康意識の向上にもつながっています。

特集： http://wrld.bg/4L6a30rwBsR （英語）

エチオピア：ラジオを通じて説明責任を強化

世界銀行が支援するエチオピア社会的説明責任プログラム（ESAP）は、2006年以来、保
健、教育、水などの基本的なサービスにおける地域の問題を支援し、政府やサービス供給の
質を向上させるための解決策を見い出してきましたが、新型コロナウイルス感染症の流行に
より安全な集会が困難となりました。そこでESAPはラジオ番組を利用した情報の共有を市
民に呼びかけ、この革新的なアプローチにより社会的説明責任の業績範囲が拡大しました。

特集： http://wrld.bg/DfHJ30rwBsT （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=hea7916b%2C527c8fa%2C527eefd&s=BDxveAfpE1uLtDHpIi3RFUPD-Z9IdUjJAS9ACqWhLrc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eefe&s=BFAC92SkYunfXKyTqY9MjRUL4XzyukJQp0aKS6doMd0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527eeff&s=ytBf3coS1PuJSccTwizZw04o57FeV2CgU_6lyRyK6jk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527ef00&s=F7CfU-gqWP42QwdHJVIMzranco66k02Ugv2O5TLeYq8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527ef01&s=JM-I5Xh1bJpX71VRXKx6y3zrken0m9graHhfV3JjuUM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527ef02&s=Wn2Dvn5xFu0_2lUg76vqq-UdFF58VMPcEMJI2w_7ji8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527ef03&s=Az4alDC_8ii00XMxZ6yhntFLeRYFyvi0OGq5CUCkExA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527ef04&s=oH8f7PD-1ASHs6Nb6IutPkKY8sGSPkgMdGfBtpYwiEk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hea7916b%2C527c8fa%2C527ef05&s=6uOAgFqKalhqvpqLYppV10_c7aazK2OeNH53x4FmtWA


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 729号】新型コロナウイルス感染症により最貧国に長期
的な経済的打撃も－直ちに行動を起こすことが世界全体の利益、経済的包摂プログラム：対
象が世界全体で9,200万人に、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第729号 2021年2月5日 発行

ブログ：新型コロナウイルス感染症により最貧国に長期的な経済的打撃も－直ちに行動を起こすことが世界
全体の利益 写真：© Mohammad Al-Arief／世界銀行

ブログ：新型コロナウイルス感染症により最貧国に長期的な経
済的打撃も－直ちに行動を起こすことが世界全体の利益

新型コロナウイルス感染症危機が始まったとき、国際開発協会（IDA）の支援対象国は既に
膨大な債務に苦しんでいましたが、危機により一部の国では債務過剰のリスクが高まりまし
た。そうした国々は、2021年末までに資金ニーズが平均を上回るとみられるため、いくつか
の厳しい選択を迫られています。IDAは、各国が急速に高まる危機に対応できるよう、グラ
ントや無利子または低利子での融資など、かつてないレベルの支援を提供しています。西尾
昭彦世界銀行開発金融担当副総裁のブログでご覧ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df6cf&s=-7zECyuyDurEWpNjdF2F2el_0C_WJ5oRVvcQWMz-f0U
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df6d1&s=scw1AZ5fDt-LIs9Nq-6QexI_z2c58TPHJUEP7NVurVU


ブログ：http://wrld.bg/BKiY30rvEKe

経済的包摂プログラム：対象が世界全体で9,200万人に

世界銀行が1月26日に発表した「経済的包摂の現状（SEI）報告書2020：支援拡充の可能
性」では、世界の最貧困層の所得拡大と資産形成を図る経済的包摂プログラムが75カ国で増
えており、約2,000万の貧困・脆弱世帯で約9,200万人が受益してると検証しています。これ
は、世界の最貧困層が7億人以上に上るという厳しい状況の中、プログラムの数が20年ぶり
に増加傾向にあることを示しています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/9soK30ruETN 

明治安田生命がサステナブル・ディベロップメント・ボンドに
投資

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）はこの度、期間15年、総額1億3000豪ドル建てのサステナブル・ディベロッ
プメント・ボンドを発行し、世界銀行の教育分野の取り組みに賛同する明治安田生命保険相
互会社が全額を購入しました。世界銀行は、国、地域、世界レベルでの資金支援、政策アド
バイス、技術支援、パートナーシップ締結などを通じて、開発途上国の子供の早期教育やケ
アに関する取組みを増やしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/XU4R30rvEQT

募集開始間近：2021年 世界銀行グループ日本人職員採用プロ
グラム（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）

／ミッドキャリア（MC））

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）ポジションの募集を間もなく開始します。今回募集され

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df876&s=SaDkj1o5RR2EMV9vWmkoRb2QrRygkjSxKVnJNs__8yY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df877&s=mn40G41VGucAisPkWf7HhZ_2gZawb4mZw97kw3BPgQI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df878&s=jsGyJbMoLBBYPDo69uwA5q6bZdCUp5pDrVrbpJv1QNM


るポストの詳細と応募方法は、近日中に下記のページで公開します。

詳細： http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9

人事ブログ第7回「職員が世界銀行を辞める理由〜退職者面談
の結果から言えること」戸崎智支 HRビジネスパートナー

第7回となる人事ブログでは、間もなく始まる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）ポジションの募集に合わせ、世界銀
行グループへの転職を検討される方々向けに、データと「退職時面談」の結果から考察した
世界銀行における日本人の離職傾向について、採用ページには掲載されていない生の情報を
お届けします。

ブログ： http://wrld.bg/NWqO30rvEJN

脆弱性・紛争・暴力（FCV）採用情報

世界銀行は、脆弱性・紛争・暴力（FCV）戦略強化の一貫として、特にFCVの影響下にある
国の現場で勤務する職員を大幅に増員する計画を打ち立てました。現在、都市開発専門官と
上級エネルギー専門官を募集しています。詳しくは以下の各リンクをご覧ください。

都市開発専門官
勤務地：ヨルダン川西岸地区およびガザ地区
応募締切：2021年2月11日
詳細：http://wrld.bg/GE1630rvESb（英語） 
 
上級エネルギー専門官
勤務地：モザンビーク
応募締切：2021年2月12日
詳細：http://wrld.bg/S00h30rvESg（英語）

＜締切延長：2月22日（月）＞東京開発ラーニングセンター

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df879&s=oDw2aD8Px8oNIARf1CeHveGGibOc2g5lmmHuaMsVOJY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df87a&s=1YcEzFXrZ_Y73d9BYVhInGGJcHq2vWo0uTlqABeTQg0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df87b&s=bwcPmuYv57qRUgnmS0PiBCKWf-Q5INQJ0tX0rJlA8x8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df87c&s=j1H0Cuh0rdi-162ebtH44qsLmWhlZRh13TqBZrBhcW8


（TDLC）短期コンサルタント（広報）募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、日英の両言語による広報活動や広報
戦略の立案を先導する短期コンサルタントの応募締切を2021年2月22日（月）に延長しまし
た。PRやジャーナリズム、マーケティングなど関連分野の学士号以上の学歴と、これらに
関連する業務経験を5〜10年を有することなどが主な応募条件となっています。勤務地は原
則日本です。

詳細・応募： http://wrld.bg/M7EG30rtdA9

気象水文サービス：公的セクターの領域か、民間セクターのビ
ジネスか

気象・気候・水文サービス市場には、民間企業が続々と参入しています。どうすれば気象水
文サービスにおいて官民が効果的に協働することができ、またそれがうまく行く国とそうで
ない国があるのはなぜなのでしょうか。ブログでご覧ください。

ブログ： http://wrld.bg/zUPv30rrKXf

セミナーのお知らせ

脆弱・紛争国におけるパンデミックに対応する：世界銀行グループの役割
世界銀行グループセミナー（オンライン開催）

日時：2021年2月10日（水）午前8時～9時30分
内容：新たな世界銀行グループ脆弱性・紛争・暴力（FCV）戦略の策定をとりまとめたフラ
ンク・ブスケ世界銀行グループ脆弱性・紛争・暴力（FCV）グループシニアディレクター
が、同戦略の主なポイントと世界銀行グループの取組みについてご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/QZg330ruFBk

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df87d&s=43l2XQlR1ev2mlAt1E1yF0sCyDnXVLs9aViXPf0sjt4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df87e&s=VnMJ2-hZg8JQN5QGwBBcUKdUxS7-HQ1-k45psarK-4w
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df87f&s=VyHZYNgsFb6Lt9GhC93sNiQDsT4MIcTPa06XGUD1QtQ


持続可能な開発目標（SDGs）アトラス
世界銀行モーニングセミナー（第90回）（オンライン開催）

日時：2021年2月12日（金）午前8時～午前9時
内容：新報告書「持続可能な開発目標（SDGs）アトラス2020 年版」(Atlas of Sustainable
Development Goals 2020)のとりまとめを主導したフロリナ・ピリア 世界銀行開発データ
グループ統計専門官およびディビアンシ・ワドワ世界銀行開発データグループジュニアデー
タサイエンティストが、同アトラスの主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/QV1M30rvEX3 

世界経済見通し（GEP）2021年1月版
世界銀行セミナー（オンライン開催）

日時：2021年2月19日（金）午前8時～午前9時30分
内容：1月5日発表の新報告書「世界経済見通し（GEP）2021年1月版」をとりまとめたアイ
ハン・コーゼ世界銀行公平成長・金融・制度担当副総裁代行兼見通し局長が、同報告書の主
なポイントをオンラインでご説明します。
詳細：http://wrld.bg/jxgo30rvvsy

急速な拡大（Going Viral）：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と仕事の変容の加速化
世界銀行モーニングセミナー（第91回）（オンライン開催）

日時：2021年2月26日（金）午前8時～午前9時
内容：2020年9月発表の報告書「急速な拡大（Going Viral）：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と仕事の変容の加速化」の首席執筆者であるギレル
モ・ベイリス世界銀行ラテンアメリカ・カリブ海地域担当チーフエコノミスト室リサーチエ
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/Wjuz30rvEXs

IFCキャリアセミナー
（オンライン開催）

日時：2021年3月12日（金）午後8時～午後9時30分
内容：2003年に国際金融公社（IFC）に入社し、ワシントンDC本部に勤務するグローバル

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df880&s=hc2MvtsKpp5ptBTEU8LvdnSYwfeW0y2Mjo-Gbjf3XRQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df881&s=jKckBbP8VpXH5KLkN-PXpvHdUXWT4xAXGjcvFlB0u1U
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df882&s=-payxeeEhEwwJCVkPSPk02jlLBqevqtmH2kFp-ISAmQ


ヘッドの豊田牧子が、自身の経歴やIFCの活動、貿易金融部門での業務についてご紹介しま
す。
詳細： http://wrld.bg/zN8H30ruFQw 

主なニュース

ブータン：統計能力向上を支援

国家統計局（NSB）は世界銀行の支援のもと、ブータンに関する1,000を超える統計指標を
備えたインタラクティブデータポータルの作成と、ウェブサイトの刷新を行い、前記データ
ポータルとウェブサイトにアクセスするためのモバイルアプリを開発しました。これによ
り、適時適切な統計へのアクセス拡大、エビデンスに基づく意思決定の改善、ブータンにお
けるデータ主導の文化の促進が期待されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/qO3L30rvEE4 （英語）

バングラデシュ：西部地域の道路とデジタル接続を改善

バングラデシュ政府と世界銀行は2月1日、道路の修復や新規建設、インターネット接続の改
善などを目的とした5億ドルの支援に署名しました。デジタル接続とロジスティクスが向上
することで、農家はより少ない時間とコストで新規・既存の市場に参入できるようになり、
生鮮食品の腐敗による損失も最小限に抑えられ、同国西部地域の2,000万人以上が受益する
見込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/Jokl30rvEE5 （英語）

カザフスタン経済アップデート

カザフスタンの経済は2021年に2.5％の緩やかな成長を遂げ、2022年には3.5％に達すること
が予想されますが、世界的にみられる不均一な景気回復と金融市場における債務関連のリス
クの高まりにより、大きな下振れリスクが残っています。同国はこれまで以上に、包括的な
経済回復や生産性向上のための改革実施と、政府プログラムの有効性を確保することが求め
られます。

プレスリリース： http://wrld.bg/n5qd30rvEE6 （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df883&s=5gQzCNStuPoPPkCXdn19YXIfYk_JIw3l68Cht7eb3V0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df884&s=GGhg-3KbXwkKC9r2xv2iDUsjVNZcumhwWnbE34xf2kI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df885&s=o8NT5g3AYyACJ7fLqGi2gVz589oU5RY2uxMcX9uAgdw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df886&s=9LS3X1SOPSx3kU8LthIOdopLFGr-HfRQCL_F7t17qME


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=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df887&s=JEes_ejuAt9Pu-qotkl9uGXkGhiwawGUZi3K5Z-kL1M
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he7c89d8%2C51dbe1d%2C51df888&s=x_sXqYUbT71VAjaZRHPPK6sRkM8K3BdnVrtGlcH1izI
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