2021 年 4 ⽉
学⽣の皆さん、世界銀⾏グループ幹部による講義を聴講しませんか︖
東京⼤学公共政策⼤学院で「Development Operations of the World Bank Group」の講座
を担当しております未来ビジョン研究センター教授の仲浩史です。
この講義では 13 回中 6 回を世界銀⾏グループの副総裁（副総裁は途上国の⾸脳や財務⼤⾂と⾯
会する⼈です）など幹部が受け持ちます。ネット（Webex）でリンクしてワシントン DC ⼜はコロンボから
オンラインで講義してもらいます。南アジア地域やアフリカ地域などでの開発プロジェクト、開発オペレーショ
ン上のチャレンジや IFC や MIGA（双⽅とも世銀グループの組織で⺠間の開発オペレーションを⽀える）
の活動などが内容になっています。
この 6 回分の講義は、この講座を履修する公共政策⼤学院の学⽣だけでなく、東京⼤学の学⽣や他
⼤学の学⽣（学部⽣を含む）にも公開して⾏うことにしています。京都⼤学の学⽣にも公開します。将
来、世界銀⾏で働いてみたいという夢を持っている学⽣さん、開発の分野に興味を抱いている学⽣さん、
そういった学⽣さんに世界銀⾏グループのことを少しでも知ってもらいたいという願いから実施するものです。
それぞれの回毎に下記リンクから参加登録をお願いします。6 回全部でなく、関⼼のあるものだけでも構い
ませんし、講義は英語ですが、英語の勉強も兼ねて受けたいという感じでも構いません。聴講してみたい
学⽣さんの参加をお待ちしております。この貴重な機会をお⾒逃しなく。
なお、新型コロナウィルスの感染防⽌策として、講義はオンラインで⾏います。登録されたメールアドレスに
Webex の招待状を前⽇にお送りします。招待状にあるリンクをクリックしていただければ、そのまま Webex
の会議に参加できます（できない場合は、招待状に記載してあるミーティング ID とパスワードを使って参
加することになります）。講義中は⾳声をミュートにしておいてください。質問がある場合は、チャットの欄に
⾃分の⽒名を書いてください。指名しますので、そのときは、ミュートを外し、ビデオをオンにして質問してくだ
さい。
また、世界銀⾏グループの幹部は現在、新型コロナウィルス対策で多忙を極めていますため、スケジュール
や講演者が直前に変更になる可能性があります。その場合はメールでお知らせします。
第 1 回 5 ⽉ 7 ⽇（⾦）午前 8 時 30 分〜10 時 15 分
「南アジア地域での世界銀⾏のオペレーション」
講師︓Hartwig Schafer, Vice President, South Asia Region, World Bank
登録はこちらのリンクから https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=562
第 2 回 5 ⽉ 21 ⽇（⾦）午前 8 時 30 分〜10 時 15 分
「IFC（国際⾦融公社）による⺠間企業の開発オペレーションの⽀援」
講師 : Karin Finkelston, Vice President, Partnerships, Communication & Outreach, IFC
登録はこちらのリンクから https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=563

第 3 回 6 ⽉ 11 ⽇（⾦）午前 8 時 30 分〜10 時 15 分
「MIGA（多国間投資保証機構）による⺠間企業の開発オペレーションの⽀援」
講師︓ Hiroshi Matano, CEO, MIGA
登録はこちらのリンクから https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=564
第 4 回 6 ⽉ 18 ⽇（⾦）午後 6 時 45 分〜午後 8 時 30 分（この回のみ時間が異なりますので注意し
てください）
「世界銀⾏のカントリーオフィスのオペレーション︓モルディブ・スリランカ事務所」
講師︓Chiyo Kanda, Country Manager, Maldives and Sri Lanka, World Bank
登録はこちらのリンクから https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=565
第 5 回 7 ⽉ 2 ⽇（⾦）午前 8 時 30 分〜10 時 15 分
「⻄アフリカおよび中央アフリカでの世界銀⾏のオペレーション」
講師 : Ousmane Diagana, Vice President, West and Central Africa, World Bank
登録はこちらのリンクから https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=566
第 6 回 7 ⽉ 9 ⽇（⾦）午前 8 時 30 分〜10 時 15 分
「世界銀⾏のオペレーション上のチャレンジ」
講師 : Manuela V. Ferro, Vice President, Operations Policy and Country Services
(OPCS), World Bank
登録はこちらのリンクから https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=567

登録の際には、お名前、⼤学名、メールアドレスをお書きください。また、どの⼤学のルート（東京⼤学経由⼜
は京都⼤学経由）でこの講義のことをお知りになったのかを「その他」の欄に必ず記載してください。
連絡先

東京⼤学未来ビジョン研究センター教授

仲 浩史（hiroshi.naka@ifi.u-tokyo.ac.jp）

April, 2021
Donʼt miss the lectures by senior management of the World Bank Group!
My name is Hiroshi Naka. I am Professor of the Institute for Future Initiatives,
University of Tokyo and teach “Operations of the World Bank Group” at GraSPP
(Graduate School of Public Policy).
This class consists of 13 lectures, six of which will be taught by senior management
of the World Bank Group (WBG). They teach online from Washington DC or Colombo
through web (Webex).

The six lectures cover development operations in South

Asia and Africa, operations of IFC (International Finance Corporations, a private
sector arm of the WBG) and MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, a
guarantee provider of the WGB), and operational challenges.
These lectures are not limited to the registered students of GraSPP but are open to
any students including undergraduate students of U-Tokyo and other universities.
Even students of Kyoto University can access to the lectures. The target audience
is those who are interested in working for the World Bank or in the development
projects in the future.
If you want to listen to a lecture/lectures, please register at the link below for each
lecture.
I hope you will be enjoying the lecture(s).

Please donʼt miss this precious

opportunity for you!
All the lectures will be online lectures due to the COVID-19 infections. A Webex
invitation will be sent to your email account at least one day before the lecture. You
can join in Webex lecture by pressing the link in the invitation. If the link does not
work, you can get in Webex by typing the meeting ID and password. Please mute
your microphone during the lecture. When Q&A starts and if you have a question,
write your name in the chat box. When I designate you, please unmute and put on
video, and ask your questions.
Since the planned lecturers are currently so busy to address issues caused by the

COVID-19, please notice that a lecture schedule or a lecturer may change suddenly.
When that happens I will let you know by email.
※

If you are a GraSPP student and have completed course registration, you

donʼt need to register these five lectures. All you have to do is just proactively
participate in all the lectures and ask your questions.
Lecture 1: 8:30 am – 10:15 am, Friday, May 7
“Operations of the World Bank in South Asia Region”
Lecturer: Hartwig Schafer, Vice President, South Asia Region, World Bank
Open the link to register:

https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=562

Lecture 2: 8:30 am – 10:15 am, Friday, May 21
“Operations of IFC”
Lecturer: Karin Finkelston, Vice President, Partnerships, Communication & Outreach,
IFC
Open the link to register: https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=563
Lecture 3: 8:30 am – 10:15 am, Friday, June 11
“Operations of MIGA”
Lecturer: Hiroshi Matano, CEO, MIGA
Open the link to register: https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=564
Lecture 4︓ 18:45 – 20:30, Friday, June 18 (Please be advised that the time of this
lecture is not the same as other lectures.)
“Operations of the Country Office for Maldives and Sri Lanka”
Lecturer: Chiyo Kanda, Country Manager, Maldives and Sri Lanka, World Bank
Open the link to register: https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=565
Lecture 5:

8:30 am – 10:15 am, Friday, July 2

“Operations of the World Bank in West and Central Africa Region”
Lecturer: Ousmane Diagana, Vice President, West and Central Africa, World Bank
Open the link to register: https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=566
Lecture 6︓ 8:30 am – 10:15 am, Friday, July 9
“The World Bank: Helping Countries Achieve Development Results and Impact in

Challenging Environments”
Lecturer: Manuela V. Ferro, Vice President, Operations Policy and Country Services
(OPCS), World Bank
Open the link to register: https://ppforum.jp/?action_entry=true&forum_id=567

When you enroll, please register your name, affiliation, e-mail address and tell via
which university (University of Tokyo or Kyoto University) you know about this
lecture series in ʻothersʼ section of the form.
Contact: Hiroshi Naka, Professor, Institute for Future Initiatives,
University of Tokyo (hiroshi.naka@ifi.u-tokyo.ac.jp）

