
貧困との闘い－知識を駆使して
日本政府・世界銀行パートナーシップ

日本開発政策・人材育成基金の 20 年間を振り返る



日本は、20年以上前から、貧困削減につい

て独自のビジョンを展開していました。そ

れは、世界有数の技術協力やグローバルな

知識へのアクセスにより、貧しい国々に人

材育成の機会を提供することでした。これ

は、途上国が経済成長のための政策やプロ

グラムを策定する上で、また貧しい人々の

生活の質向上を図る上で欠くことのできない

基本要素です。1989 年、日本政府はこのビ

ジョンを実現すべく、世界銀行とのパート

ナーシップを発足させ、世銀を受託機関と

する日本開発政策・人材育成基金（PHRD）を

設立しました。

PHRD基金の使命を最も端的に表している

のが、世界銀行および国際通貨基金（IMF）の

総務（当時）であった橋本龍太郎元大蔵大臣に

よる「開発政策の策定や実施の責任を担える

人材の育成を支援するため、途上国に技術

協力を提供する」（1987年9月26日）という言

葉です。

成長のための種まき
援助効果の基本原則ビジョンと使命

PHRD プログラムを通じて、日本は他に先駆けて援助効
果の基本原則を提唱してきました。

• 様々なセクターやテーマへの拠出をひとつの大きな基金で

一元化し、信託基金の乱立を防ぐ。

• 開発援助戦略が目指す国別優先課題に沿ったグラントを提供

する。

• 国やセクターごとに使途を限定しない。

• アンタイドとし、財やサービスの効率的な調達を可能にする。

写真：Curt Carnemark
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効果の高いグラントを支える重要な資金源 主要プログラム

写真：Thomas Sennett

PHRD基金は、低所得国（グラント受領時の国民1人当た
り年間所得が 900ドル以下）を対象とする技術協力や

キャパシティ・ビルディングのイニシアティブに対するグ
ラントを支える重要な資金源です。PHRD 基金は、譲許的
資金を経済・金融危機に陥った国にいち早く提供しました
が、多くの国ではこれが唯一の譲許的資金源でした。

バングラデシュ ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル インド
インドネシア メキシコ
パキスタン フィリピン
ベトナム

多様で独自なプログラム
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独自性があり、長期的な効果を実現する
PHRDプログラム

• 世界に広がる対象範囲—受益国は 150か国を超えています。

• 相乗効果—グラントが世銀のプロジェクト・ファイナンス、

トレーニング、キャパシティ・ビルディングと結びついて

いることにより、途上国の制度・管理能力が強化され、内外

の資源の活用に役立っています。

• 戦略的焦点—国毎の状況、人材育成、金融危機への対応、

環境、農業研究、教育に重点が置かれ、柔軟性と継続性を確

保することで、持続的な成果につながっています

• 高い開発効果—PHRDの奨学金プログラムおよび技術協力

プログラムに関する外部評価 2件が、高い開発効果を報告し

ています。

• 日本・世界銀行共同大学院奨学金制度は、途上国の専門家の

ための大学院教育を支援するもので、PHRD基金のプログラ

ムでは最も長い歴史があります。

• PHRD・世界銀行研究所（WBI）能力開発グラント・プログラ

ムは、2008年まで、特に東・南・中央アジア地域を重点対

象とする能力開発活動を支援しました。

• 日本・インドネシア大統領奨学金プログラム（JIPS）は、2008

年に設立され、経済・社会開発分野でインドネシアの研究者

を支援しています。

• 日本・世界銀行パートナーシップ・プログラムは、日本と世

銀の協力関係を促進するリサーチプログラム、ワークショッ

プ、セミナーを支援しています。

PHRD グラント受領上位 9 か国 • PHRD基金最大のプログラムであるPHRD技術協力（TA）プロ

グラムは、1989年から 2008年の期間に、途上国が世銀によ

るプロジェクトを準備・実施する際の支援、および気候変動

関連の活動に対する支援を提供してきました。2009年のプロ

グラム見直し後は、アフリカにおけるコメの増産、災害対策、

障害者支援に重点が置かれています。

技術協力 
1,623.7

その他 29.4
紛争後復興 84.3

日本コンサルタント信託基金 80.4

多国間 262.0

スタッフ・グラント 20.8

パートナーシップ 50.9

奨学金＋JIPS
204.5

WBI全体 43.2
気候変動イニシアティブ・
グラント（CCIG） 31.6

PHRD基金プログラム別拠出額
単位：百万ドル



PHRD 技術協力プログラムは、開発プログラムの質の向上
を目指した技術協力を提供するという独自の戦略へと発

展しました。プロジェクトの立ち上げ段階での準備に重点が
置かれていること、グラントがアンタイドで途上国政府によ
る直接実施が条件となっていることが、PHRD 技術協力プロ
グラムが意義と有効性の大きさを維持する上で重要な役割を
果たしています。

2008 年には PHRD 技術協力プログラムに関する評価が行わ
れ、次の報告がなされました
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PHRD基金の目覚しい功績
キャパシティ・ビルディング PHRD�技術協力プログラム—意義と有効性のモデル

• 参加型で実施される制度面の能力強化は、PHRD基金の最も重

要な貢献のひとつ。

• 技術協力やトレーニングを通じた政策立案および改革の支援

は、受益国による適切なマクロ経済政策の策定、金融・銀行制

度改革、農業・食糧政策の策定、保健・教育制度の改善に寄与。

• 給水、灌漑、下水道、運輸システムの設計の向上。

• 紛争後支援および先駆的な気候変動イニシアティブの支援。

• 専門家が不足する国における奨学金を通じた知識の活用。

• PHRDグラントのような特長を兼ね備えた資金は、他にあまり

類を見ない。

• 地方政府レベルでプロジェクト準備を行うには、財政管理、調

達、社会セーフティガードなど幅広い分野でのキャパシティ・

ビルディングが必要である。

• 幅広い協議が行われるよう参加型アプローチの実施が益々重要

視されているが、参加型アプローチは資源集約的であり、すべ

ての国が実行できるとは限らない。PHRD技術協力プログラム

は、こうしたアプローチの主流化を支援すると共に、構造的に

複雑なプロジェクトに対して最善の技術的アドバイスを提供し

ている。

• 気候変動グラントは、国別開発優先課題に重要な役割を果たす

ことから、気候変動イニシアティブに対する資金提供のニーズ

は増大している。

（報告書の全文はhttp://www.worldbank.org/phrd（英語）および
http://www.worldbank.org/japan/about-j（日本語）でご覧いただけます）

かつての受益国が今やドナーに
設立当事に PHRD グラントを受けた国の多くは、その
後、低所得国ではなくなっています。中には劇的な成
長を遂げて今やドナー国となり、G20の一員となって
いる国もあります。PHRD 基金によるキャパシティ・
ビルディングや知識移転が、こうした国の成長の一助
となっていると言えるでしょう。

「インドネシアでは、地方への権限委譲に伴いキャパシ
ティ・ビルディングのニーズが特に州レベルで非常に高
い。ワークショップ、技能の移転、指導は PHRD 技術
協力の基本要素だが、研修に向けられるグラントの割
合がさらに高まって欲しい」

インドネシア地域開発・地方自治担当次官
Ir. Suprayoga Hadi 博士

写真：Curt Carnemark 写真：Curt Carnemark



危機や紛争にいち早く対応

日本はこれまでも、非常に迅速な危機対応を行ってきました。

• 金融セクター助言サービス・プログラム（1998年）は、中国、イ

ンドネシア、フィリピン、韓国、タイ、ベトナムを中心に、

アジア金融危機に素早く対応しました。

• 金融セクター・プログラムに続いて実施された宮沢イニシア

ティブは、産業改革、都市再開発、革新的システム、輸出に

重点を置き、経済不調にあえぐ域内各国を支援しました。

「Can Asia Compete? （アジアは競争に勝ち残っていけるか）�」

と題する報告書は、このプロジェクトの大きな成果です。

• 紛争後基金は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カンボジア、東

ティモール、タジキスタン、ルワンダの復興開発を支援しま

した。

写真：Tim Cullen

紛争後の国々に対する支援の例：

• ボスニア・ヘルツェゴビナ—雇用創出、インフラの復旧、

難民帰還の促進を目的とし、労働集約的な小規模公共事業

に的を絞った紛争後プロジェクト。こうした活動により、

人々の生活の質が大幅に向上しました。

• カンボジア—政府と地域コミュニティの対話を促進し、地

元の人々にとって安定した環境を築きました。

• ルワンダ—難民の再定住や基本インフラ整備で政府を支援。

このグラントはルワンダの国営公益事業の民営化の成功に

貢献しました。

• 東ティモール—政治参加と代議制という民主主義の原則を

コミュニティに周知。インフラの復旧や経済活動の再開に

もグラントが使用され、女性が世帯主の家庭や暴力の被害

者など、最も弱い立場の人々に対する支援も行われました。

PHRD技術協力で旧ソ連諸国を再生
今から 20年前、ベルリンの壁が壊され、続いてソ連
が崩壊しました。東欧諸国の多くは、こうした危機的
状況の混乱の中から誕生しました。そのため、民間銀
行、生産性の高い産業、アグリビジネス、土地保有制
度をどのように構築し運営していくかについての知識
は限られたものでした。しかし行政には、統制経済か

ら自由経済への移行に取り組むだけの態勢が整ってい
ませんでした。

こうした国々が緊急に必要としていた技術協力のため
のグラント資金を唯一供給できたのが、PHRD 技術協
力プログラムです。PHRD 技術協力グラントは、世界
経済への統合に向けて持続可能な制度を構築するため、
独自の貢献をしました。
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• アンドラ・プラデシュ州はインドで最も干ばつが多い地域の 1

つであり、3500万人の住民の多くが貧困状態にあります。地

元村落に密着した計画立案を通じて、干ばつによる厳しい影響

を緩和するアンドラ・プラデシュ干ばつ適応イニシアティブ・

プロジェクトの準備に PHRD技術協力グラントが役立てられ

ました。このプロジェクトは、関係機関の広範なパートナー

シップの下で、干ばつ対策の監視を行い、適応戦略を貧困削減

に組み込もうというものです。

• サービス提供におけるガバナンスの向上を目指すチャド都市開

発プロジェクトの準備に、技術協力グラントが役立てられまし

た。その後、チャドは 1500万ドルの世銀グラントを受け取り、

目に見えないものを形あるものに

技術協力グラントは、世銀が融資する 3,000件以上の
プロジェクトの準備段階において途上国を支援して

きました。これらのプロジェクトが社会・経済インフラの
改善、社会サービス（保健、教育、社会的保護、上下水道な
ど）の提供、農業研究や生産性向上、行政、ガバナンス、融
資やエネルギーへのアクセスをいかにして実現したかは、数
多くの事例が示す通りです。

写真：Curt Carnemark

ケララ州政府による農村部の水道整備の態勢づくり
ケララ州北部の農村部の家庭は、何年かぶりに 2月から
5月にかけての乾季に水不足に悩まされずにすみました。
これを可能にしたのは、ケララ州政府の革新的な農村
部上下水道プログラム「Jalanidhi」であり、その準備には
PHRD 技術協力グラントが活用されました。このプログ
ラムでは、水道の管理責任を地元コミュニティが担う
ことにより、農村部の家庭への給水を実現しました。

ヨルダン川西岸およびガザ地区における
ガバナンスと能力の向上
PHRDグラントは、ヨルダン川西岸地区でいくつかの革
新的プロジェクトの準備に大きく貢献し、パレスチナ
自治政府の実行能力を高めました。中でも地方自治体
開発投資基金は、次のような活動を支援しています。

• 実績連動型の資本投資グランドを通じて地方政府を支
援し、能力向上と、市民に対する説明責任を強化。

• ドナー間の調和を確保。ドナー 6者による調和のとれ
た資金提供。

ンジャメナ、ムンドゥ、サール、アベシェなどの大都市で生

活環境の向上を図っています。

• 中国の農村保健プロジェクト準備のための技術協力により、農

村部貧困層の保健サービスへのアクセス向上を図りました。

• エジプト、エチオピア、スーダンへのグラントにより、東ナ

イル川流域の水資源のより良い活用が、環境保護に配慮しつ

つ促進されました。域内全域の貧困削減を目指してこれら 3か

国政府は協力して取り組みを進め、その結果、東ナイル・プ

ログラムの総合開発の準備を整えることができました。
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気候変動への積極的な対応

写真：Arne Hoel

日本は、1997 年に京都で開催された気候変動枠
組条約締約国会議のホスト国でした。それ以降、
日本政府は、京都議定書の実施に向けてリーダー
シップを発揮し、気候変動に関する数々の国際的
イニシアティブを支援してきました。これには、
温室効果ガス排出削減や技術・制度面の能力強化
などの適応・緩和活動が含まれています。

気候変動グラントの成果
• カリブ海地域—モデリングを通じた気候変動に関する地
域の戦略的枠組みの準備支援（後に中央政府レベルでも
同枠組みを採用）。

• コロンビア—高山生態系（「パラモ」）における初の炭素・
水循環プロトコルの開発を支援。このモデリング活動は、
適切な適応策を策定するための重要な情報源として貢献。

• ブルガリア—地熱エネルギーの利用を促進して温室効果
ガスの排出削減を図る計画の立案で、気候変動グラント
を通じてブルガリア政府を支援。地熱エネルギー利用の
弊害に関する研究が、再生可能エネルギーに関する新法
制定に貢献。

PHRD は、先駆的な気候変動適応・緩和策を支援しています。

PHRD気候変動イニシアティブ・グラントは、カーボンフッ
トプリントを削減し、気候変動に対する地元住民の適応を支
援するため、次のような先駆的な活動を行っています。

• 政府機関が気候変動問題への理解を深めるよう能力を強化。

• 気候変動に対応するための長期的な戦略計画の準備を支
援。分析・モニタリングを通じ、科学を開発に適用。

• 適応の費用と効果について調査するパイロット・プロジェ
クトに資金を提供。

• 日本の主要な気候研究機関との研究協力を促進。

• ラテンアメリカ地域諸国の科学者に、衛星を用いた高解
像度データ取得による地球観測のためのトレーニングを
実施。
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日本／世界銀行共同大学院奨学金制度は、高いプロ意
識を備えた卓越した次世代の専門家を育てることに貢

献しています。

「この奨学金制度により、高度な教育を受けて開発関係分野
に従事する専門家のコミュニティが生まれる･･･奨学生たち
は、帰国後、それぞれの高度な知識や技能を活かして経済
や社会の開発を加速化させて行くだろう」

山口健治 日本理事
世界銀行、1987年5月27日

本プログラムがこの 20年にわたり、
開発分野の専門家の技能やリーダー
シップ構築に大きく貢献してきたこ
とはこれまでの実績からも明らかで
す。相互の結びつきが強まり益々
競争が激しくなる今日の世界経済の
中で途上国が発展するためには、こ
うした技能は不可欠です。

これまで 3,750人を超える中堅専門
家に、公的管理や財政、インフラ
の計画・管理、都市・農村開発、
農業と水資源管理といった主要分野
を習得するための奨学金が授与されましたが、そのほとん
どは低所得国からの申請者に対するものです。

日本の NGO37人も奨学生に選ばれています。

近年、日本で学ぶ奨学生が急増しており、これまでに 466
人以上の奨学生が日本の大学で学ぶ機会を得ています。

本プログラムでは、アフリカ、日本、米国の各大学とのパー
トナーシップも行われています。大学院奨学金制度と日本
を代表する学術機関の協力関係は、日本が、優れた知識基
盤を有する分野で、知識移転を通じて途上国の能力開発を
支援しようとする強いコミットメントの表れです。現在、
日本の 4つの大学に、5つのパートナーシップ・プログラム
が設けられています。横浜国立大学のプログラムは、イン
フラ整備に関する日本の特別な専門知識を活かしたものです。
筑波大学では、政策管理を集中的に学ぶことができます。
慶應義塾大学、横浜国立大学、埼玉大学／政策研究大学院
大学（GRIPS）のプログラムは税務政策に特化しています。

www.worldbank.org/wbi/scholoarship

Niermala Hindori-
Badrising
スリナム
スリナム政府、
大統領政策顧問
社会科学大学院、1996年

次世代のリーダーを育成

「私は横浜国立大学で、ブータンにおける日常的な道路保守、また沿道斜面安定化に向けた土壌バイオエンジニアリ
ング技術応用のための代替アプローチを研究しました。フィールド・トリップでは、日本国内の崩壊斜面の安定化
や復旧で効果を上げている「宮脇メソッド」と呼ばれる植樹法を視察する機会を得ました。ブータンに帰国後、私
は 1 年にわたり試験区画を観察し、宮脇メソッドの植樹法がブータンの沿道に適用可能かどうかを調査しました。
その結果、宮脇メソッドは沿道斜面の安定化に有益であることがわかりました。2005 年 3 月に修士号を取得した
後もブータンの道路局で研究を続け、現在はティンプーにある公共事業・人間定住省の道路局で技監をしています」

チミ
横浜国立大学2003年卒業

写真：Curt Canemark
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TDLCのオープンに際し、ジェームズ・D・ウォルフェンソン
世界銀行総裁（当時）は、次のように述べました。
「日本は世界第二位の世銀拠出国であり、アジア・大洋州
地域をはじめとする世界中の貧困国に対する日本からの多大
な支援は広く知られ、各方面から尊敬されている。しかし、
資金だけでは十分な効果を上げられないことは経験からも明
らかである。重要なのは、知識と専門性の力をいかにして
解き放つかを承知しているかどうかである。
TDLCは、日本をはじめとする域内諸国の経験を生かす素晴
らしい資源であり、特に域内での知識共有の促進において
協力の中心となるであろう。新しい施設がオープンすると
いうだけではなく、日本と東アジア・大洋州地域や世界と
の関わりの新たな 1章の幕開けとなるよう希望する」

谷垣禎一財務大臣（当時）は、次のように述べました。
「TDLC はアジア・大洋州地域における人材育成や行政分
野のキャパシティ・ビルディングを促進する貴重な手段であ
る。日本政府も TDLC に大きく期待している」
TDLCは、保健サービスや災害リスク管理における日本の専
門知識や経験を生かし、技術力や人的資源の能力を高めて
きました。日本の 700以上の大学を結ぶネットワークを含
む革新的な学習プログラムを通じて、TDLCは東アジア・大
洋州地域やアフリカ地域をはじめとする地域の幅広い人々に
働きかけています。

詳細は www.jointokyo.orgをご覧ください。

東京開発ラーニングセンター（TDLC）は、2004年6月1日に設
置され、グローバル・ディベロップメント・ラーニング・
ネットワーク（GDLN）のメンバーとして知識やトレーニングの
拠点となっています。GDLNは、衛星通信、光ファイバー通
信、デジタル通信を駆使して世界中のパートナーを結んでい
ます。官民、そして非政府組織に対し、セミナー、トレーニ
ング・イベント、会議などで相互協力の機会を促進していま
す。これにより日本は、地域開発のための資金源としてだけ
でなく、現場でのキャパシティ・ビルディングに役立つ開発
実務、知識、解決策の提供者としての役割も担うことができ
るようになっています。

知識の共有－日本の諸機関による貢献 地域間の知識の促進

日本の組織による知識の移転と日本の技術へのアクセス
地球シミュレータ（ES）は、複雑な地球規模の環境変動のシ
ミュレーションを行うために日本の 3つの政府機関（宇宙航
空研究開発機構、日本原子力研究開発機構、海洋研究開発
機構）が2002年に開発した世界最大最速のコンピュータです。
コロンビアの総合国家統合計画－高山生態系を支援すべく、
日本とコロンビアの科学者がこの ES を使用して、気候変動
が高山生態系という壊れやすい環境に及ぼす影響のシミュ
レーションを行っています。ES モデルが規模を縮小して国
家レベルや地域レベルでアクセス可能となったのは初めてで
あり、世界中の気象学者がこの活動を注意深く見守ってい
ます。

日本の研究者との協力
日本と世界銀行のパートナーシップで重視されているのが、
経済開発に関する日本の研究者との共同分析研究です。ア
フリカ企業研究では、世銀の研究チームが、国際開発高等
教育機構（FASID） 、政策研究大学院大学（GRIPS） 、JICA研究
所、日本の財務省および外務省の研究者と緊密に協力して
います。東アジアの展望に関する研究は、世銀が、国際東
アジア研究センター（北九州） 、GRIPS、FASID、JETROアジ
ア経済研究所（JETRO-IDE）など、日本のさまざまな研究機関
と共同で実施しています。

（本プログラム関連の書籍はすべて、以下のウェブサイトでお求めいただけ
ます：publications.worldbank.orgおよびbooks.google.com）

写真：Edwin Huffman



日本人にとっての機会創出
日本人スタッフ・長期コンサルタント・プログラムは、

世界銀行で働く日本人スタッフの経費を 2 年から 5 年の期間
負担します。2000 年のプログラム開始以降、146 人の日本
人がこのプログラムの支援を受けています。

「世界銀行ジャカルタ事務所で有期雇用スタッフとして働い
た 2004年から 2007年の間、PHRDプログラムによるご支援
をいただき、心より感謝しております。2007年半ば以降、
シニア・エコノミストとして世界銀行カブール事務所に勤務
しています。PHRDプログラムにより、世界銀行のシステム
と使命について学ぶ素晴らしい機会を得ることができました」
石原陽一郎、シニア・エコノミスト、世界銀行カブール事務所（アフガニスタン）

世界・地域レベルで開発のために活用される日本の専門知識
日本コンサルタント信託基金により日本のコンサルタントは、
2,500件以上のコンサルティング業務を通じて専門知識を提
供してきました。こうした業務は、個人のみならず団体にも
依頼されました。国際的な専門知識を提供した日本の主な団
体としては、名古屋大学、株式会社パデコ、関西電力株式会
社、株式会社アルメック、三菱総合研究所などがあります。

18 19

機会の創出 日本の貢献に対する認知度の向上

PHRD 支援を通じた日本の貢献が広く認識されるよう、次の
アプローチが採用されています。

• 調和化や協調を徹底するため、世銀職員は受益国にある日本

大使館とPHRDプログラムに関する協議を行う。

• グラント受益国は、PHRDグラントによる支援を受けた刊行

物、トレーニング・プログラム、セミナー、ワークショップ

が日本政府からの資金提供を受けたものであることを明示す

る。刊行物やセミナーで使うバナーには日本国旗をつける。

• PHRDグラントに関する世銀プレスリリースはすべて、日本

からの資金拠出について明言する。

• 受益国は、PHRDの支援を受けた活動が地元の報道で取り上

げられ、そうした資金が日本からの拠出であることを、各種

広報資料、公式通知、レポート、刊行等で明示する。

• 受益国とのグラント調印式典に日本大使館員を招く。

（日本の貢献に対する認知度向上に関するガイダンス・ノートは、PHRD年次報告
書に掲載されています）

詳細は、http://www.worldbank.org/phrd（英語）または
http://www.worldbank.org/japan/about-j（日本語）をご覧ください。

シルダリア川デルタ管理・北部アラル海保全プロジェクト－フェーズ II 準備
のための PHRD 技術協力グラントの調印式。写真は、伊藤哲雄在カザフスタ
ン特命全権大使（当時）とカザフスタン共和国の A・S・エシモフ農業大臣。
写真撮影：世銀職員。
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食糧危機、エネルギー危機、金融危機が各地域を揺
るがせ、気候変動やそれに伴う自然災害が人的資

源や経済資源に甚大な損害をもたらす今日、ニーズは依然
として援助を上回っています。また、HIV／エイズをはじ
めとする新たな感染症が世界中に広がり続けています。

日本は 20年間にわたり制度構築を支援してきましたが、今
後はアフリカにおけるコメ生産拡大、災害対策と復興、栄
養状態の改善、エイズ・ワクチンの開発、世界的金融危機
の影響で極度の貧困に陥った最貧困層への社会的保護といっ
た分野で支援を行います。世界・地域レベルでのプログラ
ム、大学院奨学金プログラム、その他の知識共有プログラ
ムに対する日本の支援は今後も継続されることでしょう。

途上国が、能力強化、健全な開発政策の策定、危機対応を
行えるよう、柔軟で適切かつタイムリーな対応を開発援助
の最先端に立って進めるという PHRD 基金の当初の目的は、
20 年前と変わらず現在も引き続き大きな意義を持ってい
ます。

今後の展望

21

写
真

：
To

m
as

 S
en

ne
tt



22 23

後列左から、Milagros B. Reyes（プログラム・アシスタント） 、Roberto Tarallo（マネージャー） 、Bermet Sydygalieva（プロジェクト・アナリスト） 、
Mohamed I. Diaw（シニア・プログラム・アシスタント） 。前列左から、Junhui Wu（グローバルパートナーシップ信託基金業務局長） 、
Wahida Huq（シニア・オペレーション・オフィサー） 。写真：Deborah W. Campos

PHRDプログラム管理運営チーム 日本／世界銀行共同大学院奨学金制度チーム

左から、Lamoussa Gama（プログラム・オフィサー） 、Danielle Carbonneau（奨学金アドミニストレーター） 、江尻由美（プログラム・アナリスト）



世界銀行グループはグラント受益国と共に
日本政府および日本国民の皆さまに対し
貧困削減のための開発援助への多大なる貢献に
感謝の意を表します。

世界銀行
譲許性資金・グローバルパートナーシップ担当副総裁室
グローバルパートナーシップ信託基金業務局
プログラム管理運営ユニット
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世界銀行
1818 H Street, NW
Washington DC 20433 USA

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10F
http://www.worldbank.org/japan/jp

日本政府




