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概要
国際機関の日常とは？ どんな仕事をしているのか？ 世界で勝負するための資質とは？ ＩＭＦと世
界銀行での実際の職務経験を元

この教訓ノート概要版は日本・世界銀行共同プロジェクト「大規模災害から学ぶ」の成. 果物であ
る。本書は財務省 . により作成された：日本. 政府内閣府、総務省、国土交通省、金融庁、国際
協力機構、アジア防災センター、国際復 ... 堤防を破壊しつつ襲い掛かる中、消防団など地域社
会が最前線で津波に対することとなっ. た。地域社会が関係者.
1995年 神戸大学大学院国際協力研究科助教授(この間世界銀行コンサルタントを経験) 2002

年 タンザニア・ . アフリカにおける国際開発援助の展開と日本の役割」栗田匡相・野村宗訓・鷲尾
友春 編著『日本の国際開発援助事業』日本評論社, pp.37-66. Takahashi .. 国際協力を『創
る』ために」『神戸大学最前線』vol.18: 8-9. 高橋基樹 2011.
2017年8月21日 . 日本弁護士連合会国際交流委員会との連携〜国際交流委員会委員長及
び副委員長との意見交換〜. 国際協力部教官 .. が，日本人の国民性になじみやすいことなどで
あり，紛争解決におけるそのメリットは大. きい。一方，その .. 他方，担保取引法には世界銀行が，
土地法にはアメリカ，ドイツ，オーストラリア. がそれぞれ関与.
2014年10月9日 . 今年の日本の経済成長率予想は0.9％とされ、7月時点から0.7ポイント引き下
げられた。これは先進国 . しかし、緩やかなペースで回復が進んでおり、影響は一時的なものと考え
られる、とIMFが見なしていることをロイターは伝える。 ◇円高の .. IMFと世界銀行の最前線―日
本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 [amazon].
IMFと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 [ 井出穣治 ]. 1,944
円. 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 井出穣治 児玉十代子 日本評論社アイエム
エフ ト セカイ ギンコウ ノ サイゼンセン イデ,ジョウジ コダマ,トヨコ 発行年月：2014年05月16日 ページ
数：216p サイズ：単行本 ISBN：9784535557833 井出.
現場感覚」のある. 「投資家」としての財務省. 「財務省」と聞くと、コストカッター、金庫番、といった
印. 象を持つ方も多いのではないでしょうか。その点、入省以. 来よい意味で裏切られ続けてきまし
た。 まず、財務省 . の先にいる最前線で苦労・活躍されている方を実際に訪. れ、膝詰め . 世界
経済や国際金融、開発政策等を議論する国際会議. が世界.
cover. ＜E-Book＞. IMF ト セカイ ギンコウ ノ タンジョウ : エイベイ ノ ツウカ キョウリョク ト ブレトン
ウッズ カイギ. IMFと世界銀行の誕生 : 英米の通貨協力とブレトンウッズ会議 / 牧野裕著 . 1 cover
IMFと世界銀行の最前線 : 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 / 井出穣治, 児玉十
代子著; 2 cover 顔のない国際機関 : IMF・世界銀行.
2013年11月30日 . 日本に、そして世. 界に、JICAの取り組みと理念を大いに発信しました。 IMF・
世界銀行年次総会で世界へ発信. 公式セミナー「雇用と開発」で基調講演を行う田中理事 .. 円
借款. 直接投資金融など. 多国間援助. 有償資金協力. 海外投融資. 国際機関に対する融資
など. 経済開発などの援助（一般プロジェクト無償など）. 銀行貸付.
3 図書 国際金融危機とIMF. 岡村, 健司, 武藤, 功哉, 梅村, 元史. 大蔵財務協会. 9 図書 新し
い国際金融. 大塚, 順次郎. 東洋経済新報社. 4 図書 新・国際金融入門. Tew, Brian, 片山,
貞雄(1930-), 木村, 滋(1927-). 東洋経済新報社. 10 図書 IMFと世界銀行の最前線 : 日本人
職員がみた国際金融と開発援助の現場. 井出, 穣治(1978-), 児玉, 十代.
池上彰『世界を救う７人の日本人―国際貢献の教科書』日経BP社、2010年。 ・ウィリアム・イース
タリー（著）・小浜裕久他（訳）『放漫な援助』東洋経済新報社、2009年。 ・伊勢崎賢治『国際貢
献のウソ』ちくまプリマー新書：筑摩書房、2010年。 ・井出穣治、児玉十代子『IMFと世界銀行の
最前線―日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場』日本.
335.059：K83：39/2000, 税務統計から見た法人企業の実態 会社標本調査結果報告 昭和
39,40,45,57,59-63,平成元,2,4-12年分, 国税庁, 1966-2002. 335.059：So5：91=1=1/3, 事業所統
計 .. 335.21：N99：To=97, ニュービジネス白書 1997年版 情報ビジネス最前線, ニュービジネス協
議会,通商産業省, 1996.12. 335.21：N99：To=98, ニュー.
IMFと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場/井出穣治/児玉十代
子」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品か
ら、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌
日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料です。
IMFと世界銀行の最前線 : 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場. フォーマット: 図書;
責任表示: 井出穣治, 児玉十代子著; 言語: 日本語; 出版情報: 東京 : 日本評論社, 2014.5;
形態: xiv, 216p ; 19cm; 著者名: 井出, 穣治(1978-) <DA18032550> · 児玉, 十代子(1973-)
<DA18032572>. 書誌ID: BB15640415; ISBN: 9784535557833.
ＩＭＦと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場/井出 穣治/児玉 十

代子（経済・ビジネス） - 国際機関の日常とは？ どんな仕事をしているのか？ 世界で勝負するた
めの資質とは？ ＩＭＦと世界銀行での実際の職務経験を元に、国際機関で働く若手.紙の本の購
入はhontoで。
2008年4月4日 . から日吉と三田での教育の連続性と一貫性という点を考慮してカリキュラムの編成
を行い，何度かの改定をも試みてき. た。こうした改定の .. 国際金融論. 4. 《各論的科目》. 国際
経済学各論（国際経済政策論）. 2. 春 学 期. 国際経済学各論（ミクロ貿易論）. 2. 春 学 期. 世
界経済各論（国際開発協力論）. 2. 春 学 期. 世界経済.
24, イラン・イラク戦争でIJPCの建設現場に爆撃｡ .. 12, 対外経済協力審議会､政府開発援助を
3～5年の間に対GNP比を先進国水準(0.35%)並みに改善するよう答申, 11 . .. 国際金融不安に
対応するため､国際通貨基金の一般借り入れ取り決め(GAB)の資金枠を現在の60億SDRから
170億SDRに拡大する､IMFの大幅増資を早急に実現.
在パキスタン日本国大使館. ２ 経済政策. 在パキスタン日本国大使館. ３ 金融. 三菱東京ＵＦＪ
銀行カラチ支店. ４ 外国為替管理制度. 三菱東京ＵＦＪ銀行カラチ支店. ５ ODA ... カラチ市内
の治安悪化を重く見た連邦政府は，. 州政府に治安対策を .. パキスタンは米国により対テロ対策
の最前線と位置付けられ、大量に米国から援助が実施された。
【TSUTAYA オンラインショッピング】IMFと世界銀行の最前線/井出穣治 Tポイントが使える・貯ま
るTSUTAYA/ツタヤの通販サイト！本・漫画 . IMFと世界銀行の最前線. 日本人職員がみた国
際金融と開発援助の現場 . 諸国との関係は?IMFと世銀での実際の職務経験を元に、国際機関
で働いている若手の日本人職員の仕事内容を具体的に描く。
（２）ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）に関する日本・世界銀行共同研究 . （５）プレス・ツアー
「保健医療から見たミャンマーの今：日本の可能性を探る」 .. 金融. スティーブ・CM・ウォン マレーシ
ア戦略国際問題研究所経済上席部長. ２．地域安全保障協力に対する非政府組織の貢献強
化. マッカーサー財団が立ち上げた大型プロジェクト「.
2015年7月8日 . 彼らの目的は、ミャンマーの最新の投資環境とインフラを中心としたビジネスの可能
性について、国際機関日本アセアンセンターと駐日ミャンマー連邦共和国大使館の . 1992年に日
本、93年に世界銀行・IMF（国際通貨基金）の援助が再開され、95年にはASEAN加盟や米国と
の国交を正常化させるなど、着実に国際社会への復帰.
日本郵船(株). 1991年, ジョンズ・ホブキンス大学高等国際問題研究大学院修了(国際関係論
修士－アフリカ研究）. 1992年, (財)国際開発センター研究員（この間JICAザンビア事務所へ企画
調査員として出向）. 1995年, 神戸大学大学院国際協力研究科助教授(この間世界銀行コンサ
ルタントを経験). 2002年, タンザニア・ダルエスサラーム大学経済.
IMFと世界銀行の最前線ー日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 (Frontline of IMF

and the World Bank: Ground Field of International Finance and Development from
Perspectives of Japanese Staff). 日本評論社 (Nihon Hyoron Sha Ltd.) 2014年5月. This book
explains the daily work at the International Monetary Fund and.
IMF(国際通貨基金) : 使命と誤算 / 大田英明著; 3 cover IMF : 世界経済最高司令部20カ月
の苦闘 / ポール・ブルースタイン著 ; 東方雅美訳; 4 cover IMF自由主義政策の形成 : ブレトンウッ
ズから金融グローバル化へ / 西川輝著; 5 cover IMFと世界銀行の最前線 : 日本人職員がみた国
際金融と開発援助の現場 / 井出穣治, 児玉十代子著; 6 cover.
2017年7月10日 . IMFと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場/井
出穣治/児玉十代子 著：井出穣治 著：児玉十代子 出版社：日本評論社 発行年月：2014年05
月 価格： 1,944 円 レビュー： 0 件 ／ 平均評価： 0.00 点 販売店名： オンライン書店boox
@Yahoo!店 □ 詳細は、こちらをクリック 2017/07/10 03:51 更新.
整備」（日本政策投資銀行）、「農林漁業」（農林漁業金融公庫）、「沖縄政策」（沖縄振興開
発金融公. 庫）。 . 政府系金融機関改. 革の再編対象となっている国際協力銀行の政府開発援
助（ＯＤＡ）業務と統合し、首相直轄の「Ｏ . 民間議員らは「日本輸出入銀行と海外経済協力基
金を国際協力銀行に統合した効果は小さかった」. として、同銀行の.
2016年5月30日 . ＩＭＦ―世界経済最高司令部20ヵ月の苦闘 上・下 149. ＩＭＦと世界銀行の最

前線―日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 149. 相倉久人ジャズ著作大全 上・下―
言葉によるジャズ行為の爛熟章 366. 愛国者の憂鬱 108. 「愛国」の技法―神国日本の愛のかた
ち 61. 愛妻・納税・墓参り―家族から見た三宅久之回想録 83.
ＩＭＦと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場のページです。日本の
書籍・雑誌が早く安くお買い求めいただける日本書店 NihonBooks.comへようこそ。
開発協力 、従来事業 実施管理 焦点 当. 、今日成果 重視. 、. 評価. 手段. 注目 。 年 経済
開発協力機構（. ） 開発援. 助委員会（. ）上級会合. 「 世紀 向. ：開発協力 通. 貢献」（通称「.
新開. 発戦略」） 採択. 年 国際連合総会. 開発目標 採択 見. 、. 国際開発 世界. 成果 重視.
開発事業 求. 、開発協力 大. 転換 要求 。 背景 踏. 、開発援助機関 開発途上.
IMFと世界銀行の最前線. 井出積治・児玉十代子/害(日本人職員がみた国際金融と開発援助
の現場. 国際機関の日常とは? どんな仕事をしているのか? 世界で勝負するための資質. とは?組
織の概要から日常業務までを若手職員の視点から解説。○1,800円+税. 診断や薬物療法等の問
題点・限界に鋭く切り込み、あるベき診療の方向性を明ら.
IMFと世界銀行の最前線 - 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 - 井出穣治 - 本の
購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みん
なのレビュー・感想も満載。
第2次世界大戦に敗れ国民がまだ経済的困難に直面していた1954年に、日本はコロンボプランに
加. 盟し技術協力を開始したが、国際協調 . その後ODA（政府開発援助）大国として名を馳せた
日本の国際協力の原点を、. ここに見ることができる。 今日ODA ... いては、これまでもODA事業
の最前線に立つ現場. からの声として、毎年海外建設協会.
2016年3月31日 . 策の下、既存の円借款を始めとする援助信用及び輸出信用制度を基盤とし
て、JICA、JBIC にお. ける融資 . 本調査では、調査目的であげた近年の国際情勢の環境変化に
対する海外インフラ向け公的金融. 制度の変化 ... 世界銀行の上下水道プロジェクト投資額を見
てみても、アジアが主要な対象エリアであること. がわかる。
世界中どこでも配送料無料のYesAsia.comで「ＩＭＦと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国
際金融と開発援助の現場」を買おう！「井出穣治／著 児玉十代子／著」ほか人気の「日本語
の書籍」もあります。 - 北米サイト.
IMFに関連した本. IMFと世界銀行の誕生―英米の通貨協力とブレトンウッズ会議 牧野 裕 日本
経済評論社; 貧困の世界化―IMFと世界銀行による構造調整の衝撃 ミシェル チョスドフスキー
柘植書房新社; IMFと世界銀行の最前線―日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 児
玉十代子 日本評論社. >> 「IMF」を解説文に含む用語の一覧.
IMFと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場/井出穣治/児玉十代
子 · IMFと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発 購入ページ 1,944円. 著：井
出穣治 著：児玉十代子出版社：日本評論社発行年月：2014年05月.
のサポートの下で急速に増大する世界銀行の援助規模と影響力に比して、ＦＡ. Ｏの農業開発援
助における存在感は急速に低下していった。それどころか、国. 連システムの中においてさえ、開発
援助を分野横断的に統合しようとする国連. 開発計画（ＵＮＤＰ）の存在の下で、また開発途上諸
国への農業開発金融を専. 門とする国際農業開発.
IMFと世界銀行の最前線―日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場の感想・レビュー一
覧です。
そのため、マクロ経済政策運営や金融制度の. 構築、運営に関する人材育成のニーズが大きい。そ
こで、IMF（Internation- al Monetary Fund：国際通貨基金）、世界銀行グループ（World Bank.
Group）、ADB（Asian Development Bank：アジア開発銀行）などの国際. 機関が、人材開発に力
を入れてきている。1. 本章の執筆に当たっては、基礎資料.
の解決には，発展途上国自身による自助努力に加えて，先進諸国および国際機関からの環境.
分野における技術・経済的な支援が不可欠となっている。 日本政府は，「世界に貢献する日本」
をスローガンに，専門家派遣や研修の受け入れなど. の技術協力のほか，インフラ整備，教育や保
健・医療，平和構築など多様な分野における政. 府開発援助を.

1981年9月、国際金融公社（世界銀行グループの一機関で、発展途上国の民間セクターに対す
る投資支援や技術支援を . 先進国には、IMFで「先進国（Advanced Economies）」と分類されて
いる諸国が含まれています。 ... 資産クラス、投資期間、成長要因で新興国を分解する細かい投
資の枠組みの開発、新興国の再評価を段階的に進めなが.
2014年9月25日 . 児玉十代子・都市専門官より、世界銀行でのキャリアにご関心をお持ちの皆様
を対象に、入行するまでの経験、世銀での業務、将来世銀での勤務を希望される方へのメッセージ
をお話します。 . 課程社会政策専攻修了。著書に『IMFと世界銀行の最前線－日本人職員から
見た国際金融と開発援助の現場』（日本評論社）がある。
2017年12月1日 . 国際金融システム、財政調整、IMF. . 坂口ゼミは小西ゼミと合同で、フィリピン
のマニラにてアジア開発銀行の総裁である中尾武彦総裁とお会いしました。ADB職員でも会える機
会の少ない総裁から約40 . 【日本人職員からのお話】 坂口ゼミ・小西ゼミの両ゼミで現ADBの日
本人職員4人の方にお話を聞かせていただきました。
Attribute of the Author, Individual. Place, 東京. Notes, 日本銀行勤務. SRC:IMFと世界銀行
の最前線 : 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 / 井出穣治, 児玉十代子著 (日本
評論社, 2014.5). Date, 1978. See from' reference, Ide, J. Codes, AuthorityID=AU00090747

NCID=DA18032550.
日本評論社は1918年創業。法律時報、法学セミナー、 . と世界銀行の最前線. IMFと世界銀行
の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 . 第３章 IMFの変貌とアジアとの関係
のあり方 １．国際金融危機を受けた新たな取り組み：危機の再発防止に向けて ２．IMFとアジアの
関係 □ コラム□ 第２部 世界銀行 第１章 世界銀行の全体像.
2008年10月31日 . 日本 ERM 経営協会：Japan Enterprise Risk Management Association
(JERMA). www.j-erm.org. Table of Contents（ . 【財務トピックス最前線： 我が国におけるIFRS
の導入について】 上薗 朗 p.62. 【XBRLの .. 世界銀行は、開発援助の世界で量的にも質的にも
圧倒的に優位を持ち、ほぼ０％の金利で. 40 年の長期融資を.
機構は，第 3 期中期目標期間においては、政府開発援助（ODA）大綱（平成４年閣議決定，
同 15 年. 改定）及び . （２）事業構想力の強化・情報発信力の強化に関し，IMF・世界銀行総
会等のハイレベルの国際会議等. で機構の行った .. 国際開発金融機関との協調融資を促進した
ほか、ハード・ソフト両面で日本の優れた技術・ノウハウ. 等を活用し.
と言う次第はありますが、長く自由陣営の盟主であった米国は、1990年以降も引き続き、「普遍理
念（民主主義、人権）」の擁護者として国際社会に君臨し、にらみをきかせて来ました（国際政治
学者イアン・ブレマーのいう「G1の世界」）。が、この１０年、中露両国をはじめ多数の国が「自国本
位」の振る舞いを大幅に強め、普遍的理念そっちのけで国益.
2014年5月20日 . 国際機関の日常とは?どんな仕事をしているのか?世界で勝負するための資質と
は?国際機関とアジア諸国との関係は?IMFと世銀での実際の職務経験を元に、国際機関で働い
ている若手の日本人職員の仕事内容を具体的に描く。
現場における民間企業の参画が欠かせません。特にエ. ンジニアリング・コンサルタントに担って頂くべ
き役割は. 大きく、最適な事業計画の立案、適切な入札の枠組み. の構築、契約管理・施工管
理を通じた工事の適切な実. 施、等の各段階において、様々な環境配慮の取り組み. の最前線に
立っていただいています。 世界的に見ればリーマンショック.
2017年3月29日 . 1059, 353, 図書, IMFと世界銀行の最前線：日本人職員がみた国際金融と開
発援助の現場, 338/I19, 014010026376, 1026, 日本語, 国際通貨基金, 世界銀行, 金融．銀
行．信託. 1060, 井出穣治,児玉十代子著.--日本評論社,2014. 1061. 1062, 354, 図書, 池上彰
のアフリカビジネス入門, 338/I33, 013010109265, 948, 日本語.
学の教育・研究で日本をリードする存在として世界的に認められています。 2008 年～ 2010 年に
は、平和構築や開発支援の分野の人材育成を行う「国. 際協力の即戦力となる人材育成プログ
ラム」が文部科学省大学院教育改革. 支援プログラムに採択されました。修了生も国際機関や外
務省、各国政府. や国際援助機関、グローバルに活動する.
ＩＭＦと世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場. 著者： 井出穣治 . Ｉ

ＭＦと世界銀行の最前線（井出穣治/児玉十代子）の本の通販ならmibonにおまかせください！経
済・金融・時事の本や日本評論社の本、新刊コミックや新刊文庫など、みなさまが欲しい本がきっと
見つかります。ご購入金額1,500円（税込）以上で送料無料.
2017年3月4日 . 第 16 章「米州関係における中国の台頭」（遅野井茂雄）は、中南米諸国から
見た中国の. 台頭とそのインパクト . うち、気候変動、国際テロリズム、国際金融秩序をめぐる米中
関係に関する論文を収めて. いる。 第 17 章「米中 .. 易・関税一般協定（ＧＡＴＴ）、国際通貨基
金（ＩＭＦ）、国際復興開発銀行（世界銀行）. が中心となって、.
著者の属性, 個人. 場所, 東京. 一般注記, 日本銀行勤務. SRC:IMFと世界銀行の最前線 : 日
本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 / 井出穣治, 児玉十代子著 (日本評論社,
2014.5). Dates of Birth and Death, 1978. から見よ参照, Ide, J. コード類, 典拠ID=AU00025596

NCID=DA18032550.
国際政治経済学研究科の各専攻のアドミッションポリシー（入学者受入れの方針）、カリキュラムポ
リシー（教育課程編成・実施の方針）、及びディプロマポリシー ... 金融論専攻。 日本銀行金融研
究所を経て本学に。為替介入. の為替レートへの影響、為替レートの変動が. 国内物価に及ぼす
影響、銀行の貸し渋りが中. 小企業に及ぼす影響などを研究.
在庫のある店舗（0）. IMFと世界銀行の最前線―日本人職員がみた国際金融と開発援助の現
場 [単行本]. 井出 穣治、児玉 十代子. ￥1,944; 59ポイント（3％還元）. 在庫のある店舗（0）.
日本経済に明日はあるのか [単行本]. 小峰 隆夫. ￥1,728; 52ポイント（3％還元）. 在庫のある店
舗（0）. 働き方改革の経済学―少子高齢化社会の人事管理 [単行本].
Amazonで井出穣治, 児玉十代子のIMFと世界銀行の最前線―日本人職員がみた国際金融と
開発援助の現場。アマゾンならポイント還元本が多数。井出穣治, 児玉十代子作品ほか、お急ぎ
便対象商品は当日お届けも可能。またIMFと世界銀行の最前線―日本人職員がみた国際金融
と開発援助の現場もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
これらの援助形態は. さらに、ドナー国が開発協力の対象や内容を独自に企画・立案して行なう
「二国間援助」. と、国際機関や国際 NGO などの実施団体を通じて行なう「多国間援助」に . 日
本の ODA の特徴は、二国間援助のうち円借款による政府貸 ... 斎藤(1999, p.29)によれば、
1980 年代半ばから日本と世銀・IMF との協調融資が本格化す.
Buyee（バイイー）は、日本の通販サイト・オークションサイトの代理入札・代理購入サイトです。IMF
と世界銀行の最前線 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 / 井出穣治 〔本〕,
Economy, generalなら、Buyee。
第238回 2013年11月22日 国をつくり、人を守る。―JICAの法整備支援の経験と展望― 佐藤直
史氏（弁護士、JICA国際協力専門員） 金田雅之氏（JICA産業開発・公共政策部）. ・第237回
2013年10月28日 2013 年 IMF・世界銀行年次総会の評価と今後の課題藤井大輔氏（世界銀
行日本理事代理） 渡邉和紀氏（IMF日本理事室審議役） 記録.
世銀・IMFなどのfinanceに重点を置いた機関と異. なるところでしょう）。 他方、各委員会の活動を
支えているの . 交換）の総勢四人の日本人職員が勤務しています。 ○サマージョブ. パリの夏は観
光客で賑わいますが、住人 ... 国際租税課係長、主計局主査、アジア開発銀行総裁補佐官、.
IMF財政局審議役、主税局国際租税課課長、国際局総務.
第三世界の開発を通じて、経済だけでなく政治・社会的にも世界中の民衆に最も強大な影響を
もつ世銀。宗教的「教義」ともいうべきその組織原理を、内部資料を駆使して解明する。同著者の
『なぜ世界の半分が飢えるの…
現在、日本銀行在籍。著書：『IMFと世界銀行の最前線―日本人職員がみた国際金融と開発
援助の現場』（共著）. 近藤 哲生（こんどう てつお） 講師. 講師. UNDP（国連開発計画）駐日代
表. 東京都立大学経済学部卒。米国ジョーンズ国際大学で開発学修士号取得。 1981年外務
省に入省し、条約局法規課、在フランス大使館、ザイール（現コンゴ.
2015年8月1日 . 8月1日 マネーの会 現役日銀マンに聞く そもそも金融政策ってなんだろう(東京
都)。 . 金融政策とはなにか、また内外経済の現状と先行きを日銀がどうみているのかについて、お
話いただきます。 . http://www.amazon.co.jp/IMFと世界銀行の最前線―日本人職員がみた国際

金融と開発援助の現場-井出穣治/dp/4535557837.
2013年12月7日 . 国際協力といえばODA（政府開発援助）」というイメージが世の中の主流でした
が、そのイメージは古いものであり、90年代後半以降は民間資金が急増しており開発 . 国際機関
や民間企業、JICA職員）とよばれる業界で求められるのは、途上国における実務経験だけではな
く、一般的なビジネススキルやマネジメント力等、日本国内.
著者の属性, 個人. 場所, 東京. 一般注記, 日本銀行勤務. SRC:IMFと世界銀行の最前線 : 日
本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 / 井出穣治, 児玉十代子著 (日本評論社,
2014.5). 生没年等, 1978. から見よ参照, Ide, J. コード類, 典拠ID=AU30111583

NCID=DA18032550.
Ⅳ．世界銀行の開発援助政策に関する調査・・・・・・・・・・・・・・・ 96. 第１ 世界 .. ＷＦＰは国連
の一組織であり、食料が不足している最前線に行き、 .. 日本人職員. は専門職で 14％を占め、
歴代総裁も日本人が就任している。 （ＡＤＢの業務、金融危機への対応）. ＡＤＢでは、政府向け
の貸付けであるソブリン業務だけでなく、民間のプロジェクトに.
今回のパブリックセミナーでは、2006年から2010年春まで日本人として初めて同合同開発委員会の
事務局長としてアジェンダ設定やコミュニケ取りまとめ等に奔走された元世界銀行・ＩＭＦ合同開発
委員会事務局長で現在国際協力機構理事の小寺清（こでらきよし）氏がスピーカーとして、同委
員会の成果および開発援助の潮流についての報告をされ.
・1G26031 「世界に挑む産業界・官界トップリーダーによる連続リレー講義：社会基礎学∼グローバ
ル人材に社会が求める教養」. （総合科目Ⅲ . 職員向け語学研修の拡充、TOEIC等 ... 現代の
金融システム. ゴールドマン・サックス証券（株）コンプライアンス部門統括 マネージングディレクター.
1985年日本銀行入行。IMF出向、ニューヨーク事務所.
世界銀行と国際通貨基金（IMF）はこのたび共同声明を発表し、22の重債務貧困国（HIPC）の
債務救済のため、220億ドルを充当することを決めた。 .. このカレッジは、経済社会開発、平和と安
全保障、国連システム管理といった分野に関して、国連職員を訓練養成することを任務とし、規程
承認後、2002年1月に開校される運びとなっている。
2016年5月16日 . 紛争後の復興開発を考える : アンゴラと内戦・資源・国会統治・中国・地雷 /
稲田十一. 著. 創成社 , 2014.4. 31 398778776. 338.97-I19i. IMFと世界銀行の最前線 : 日本人
職員がみた国際金融と開発援助の現場 / 井出穣. 治・児玉十代子著. 日本評論社, 2014.5. 32
199340906. 333.8-H38k. 開発調査というしかけ : 途上国と.
著者／編者：日本国際ボランティアセンター発行／発売：めこん社価格：本体2,200円 JVCの20
年の活動を、現地で活動するスタッフの視点でまとめ、NGOの役割を明確にしていく。 .. 新しい開
発援助の哲学、新しい国際金融システムが求められるなか、世銀はいち早く変革の手を打ってき
た。 . 『ODA最前線 －国際協力専門家 その素顔－』
国際金融の本、1317商品を取り扱い中。Yahoo!ショッピングでは、ランキング/カテゴリ別に商品を探
せます。価格比較も可能。Tポイントも使えてお得。
タイトル, IMFと世界銀行の最前線 : 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場. 著者, 井
出穣治, 児玉十代子 著. 著者標目, 井出, 穣治, 1978-. 著者標目, 児玉, 十代子, 1973-. 出版
地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 日本評論社. 出版年, 2014. 大きさ、容量等, 216p
; 19cm. ISBN, 9784535557833. 価格, 1800円. JP番号, 22419321.
著者の属性, 個人. 場所, 東京. 一般注記, 日本銀行勤務. SRC:IMFと世界銀行の最前線 : 日
本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 / 井出穣治, 児玉十代子著 (日本評論社,
2014.5). Dates of Birth and Death, 1978. から見よ参照, Ide, J. コード類, 典拠ID=AU00090747

NCID=DA18032550.
(OECD内の)開発援助委員会. EFA. 万人のための教育. FAWE 教育におけるアフリ*女性フオ䊷
ラム. FBO. 宗教団体. FTI. ファスト䍃トラック䍃イ䊆シアティブ. GATS サ䊷ビスの貿易に関する 般
協定. GCE. 教育のためのグロ䊷バル䊶キヤン䊕䊷ン. GF. 世界䉣イズ結核マラリア対策基金.
HIPC. 重債務貧困国. IFC. 国際金融公社(世界銀行). IMF.
国際金融のトップ国際機関にアプローチ, IMFと世界銀行の最前線-日本人職員が見た国際金融

と開発援助の現場－. 現政府の経済政策を真向から批判, アベノミクス批判. 歌から出た実, 風に
立つライオン. 衝撃的タイトルが味の本質を考えさせてくれる, 家庭の煮物に「ダシ」はいりません. 震
災復興ドキュメント, 紙つなげ！彼らが本の紙を造って.
欧州連合. IBRD. -. 国際復興開発銀行. IDB. -. 米州開発銀行. IFC. -. 国際金融公社. IMF.
-. 国際通貨基金. MDB. -. 国際開発金融機関. MIGA. -. 多数国間投資保証機関. NGO . 影
響を受ける住民（被影響住民）」とは、アジア開発銀行（ADB）が援助するプロジェク .. 対外広報
は、欧州、日本および北米の代表事務所の重要な機能となる。
教科書：, 井出穣治、児玉千代子『IMFと世界銀行の最前線 ―日本人職員がみた国際金融と
開発援助の現場』日本評論社，2014年. 参考文献：, Moeller, Gerard Martin, AIA Guide to the
Architecture of Washington, D.C., 5th Edition, The Johns Hopkins University Press, 20１２.
さらに、平成23年12月24日に閣議決定された「日本再生の基本戦略」でも、日本の国際的プレゼ
ンスを高めるべく、当面重点的に取り組む施策として、「インクルーシブな成長の基礎となる法制度
整備支援の推進」が挙げられ、「開発途上国における法の支配の確立と社会経済の基盤整備を
図り、成長を確実なものとするために、法制度整備支援を.
［2］井出穣治, 児玉十代子著『IMFと世界銀行の最前線 : 日本人職員がみた国際金融と開発
援助の現場』日本評論社、2014年、9784535557833 ［3］安江則子『EUとグローバル・ガバナンス』
法律文化社、2013年、4589035367 ［4］櫻井雅夫・岩瀨真央美『新版国際関係法入門』有斐
閣、2013年、4842040629 ［5］中村都『国際関係論への.
ﾐﾚﾆｱﾑ開発目標 ◇ﾎﾟｽﾄ 2015 開発ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ ◇ＴＰＰ. ◇国際的潮流. ◇国連. ◇世界銀行. ➀
現在我が国政府においては、ﾋﾞｼﾞﾈｽの視点を中心とした国際的な「健康・医療成長. 戦略」を ..
同年、船員保険法のほか、職員健康保険法が制定され、船員のほかに販売・金融の事業. 所に
勤務 . 総人口は国勢調査における日本人の値を用いている。
2000年4月20日 . ＮＧＯやＯＤＡ機関、国際機関からの情報のほか、ボランティア情報、現地情報
や開発問題の解説をお届けします。 . のNPOであるManagement Scienceｓ for Health (MSH)と日
本のNGO, Health and Development Service (HANDS)が、最前線の現場で活躍する人々を講
師として内外から招き定期的に開催しています。
Attribute of the Author, Individual. Place, 東京. Notes, 日本銀行勤務. SRC:IMFと世界銀行
の最前線 : 日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場 / 井出穣治, 児玉十代子著 (日本
評論社, 2014.5). Date, 1978. See from' reference, Ide, J. Codes, AuthorityID=AU00025596

NCID=DA18032550.
結城貴子東京大学研究助手，石森康一郎国際協力銀行（JBIC）プロジェ. クト開発部専門調
査員，戸田隆夫国際協力機構（JICA）米国事務所次長. に執筆をお願いし，広い学問的視野
や，実務の最前線からの視点を盛り込. むことを目指した．これらの方々のご協力に心から感謝申
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