（日本語は下へ）

Date & Time:

Speaker and
Moderator:

January 20th, 2021 (Wed.)

9:30am‐10:30am (Japan Standard Time)

<Speaker>
Karin Finkelston, Vice President, Partnerships, Communications, and Outreach at International Finance
Corporation (IFC), World Bank Group
<Moderator>
Prof. Tatsufumi Yamagata (APS)

For:

All APU students and Kyushu University students (School of Interdisciplinary Science and Innovation)

Languages:

English

Content:

Karin Finkelston, Vice President of International Finance Corporation (IFC), the largest global development
institution focused exclusively on the private sector in developing countries, will discuss global
development challenges, operations of IFC, responses to COVID‐19, and types of experts and talents IFC is
looking for.
<Speaker’s Profile>
Please refer to the IFC’s website
( https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/leadership/karin_finkelston )

Registration:

1. Please click on the On Campus Recruiting and Event Search in the Campusmate Web.
2. Input all necessary information and search event you wish to participate.
3. Please select event you wish to participate and click ‘register’.
* Any events you have registered will be highlighted in red.
4. You will need Meeting ID and password to attend this session on Zoom. Refer to the Campus Terminal
for more details.

Deadline:

Registration Deadline: January 19th, 2021 (Tues) @ 11:00 JST
* Registration after the deadline will not be permitted.

◆ For those who have not yet completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ (DECPR) ◆
It takes only 1 minute!!!
ONLY students who have completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ are eligible to apply for the
events held by the Career Office.
‘Desired Employment and Career Path Registration’ can be found through the following link:
https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do
or through these steps: Campus Terminal >> Campusmate Web >> ‘Desired Employment and Career Path Registration’
* You can update DECPR multiple times so please update your registration if your career path ever changes.
Notes of Caution:
(1) We recommend you connect online from a place with good Internet connection on the day of the event. Make sure not to log in late
neither.
(2) If you wish to cancel your participation during the registration period, please look for the event on Campusmate Web and click on the
Cancel button.
(3) Please refer to the Academic Office website for how to use ZOOM via http://en.apu.ac.jp/academic/page/content0327.html/?c=17
[Career Office]

TEL: 0977-78-1128 E-mail: career2@apu.ac.jp

日時：

講演者・司会：

2021 年 1 月 20 日（水） 9:30-10:30 (日本時間)
＜講演者＞ カリン・フィンケルストン氏 （世界銀行グループ 国際金融公社（IFC）パートナーシップ・コ
ミュニケーション・アウトリーチ担当副総裁）
＜司会＞ 山形辰史 教授（アジア太平洋学部）

対象：

APU 全学生、九州大学共創学部学生

言語：

英語
カリン・フィンケルストン世界銀行グループ・国際金融公社（IFC）副総裁が、国際協力分野のグロー
バルな課題と展望、民間セクターに特化した世界最大の開発機関である IFC の業務概要と新型コロ
ナウイルス感染症拡大への対応、求められる人材像についてお話しします。

内容：

＜講演略歴＞
2017 年より現職。世界各地の国際金融公社（IFC）の顧客やパートナーとの関係構築や対外的な活
動を統括。現職以前は、多数国間投資保証機関（MIGA）副総裁兼 COO として、MIGA 史上最大の業
績を達成し、アフリカやアジアにおけるエネルギー及びインフラ投資の増加、欧州や中南米への民間
資金動員に革新的な取組みを進めたほか、IDA18 民間セクター枠の創設を通じ脆弱・紛争国への民
間資金動員に尽力。それ以前は、IFC 初代グローバル・パートナーシップ担当副総裁（2014－2015
年）、アジア・太平洋地域担当副総裁（2011－2013 年）、同地域担当局長/局次長（2006－2011 年）、
中 国 ・ モ ン ゴ ル 担 当 マ ネ ジ ャ ー （ 2000－ 2006 年 ） を 歴 任 し 、 ア ジ ア 勤 務 は 17 年 超 に 及 ぶ 。
Manufacturers Hanover Trust Company、Barents Group を経て、1996 年にインベストメント・オフィサ
ーとして IFC に入社。ハーバード・ビジネス・スクールで MBA 取得、ダートマス大学卒。

参加方法：

① Campusmate Web より「オンキャンパス・リクルーティング等イベント情報検索」をクリックする。
② 条件を入力し参加を希望するイベント情報を検索。
③ イベント情報を選択し「参加申込」をクリックする。
※申込みが完了すると申込みをしたイベント情報が赤く表示されます。
④時間になったら Zoom を立ち上げ、ミーティング ID / パスコードを入力（キャンパスターミナル参照）。

申込締切：

2021 年 1 月 19 日（火） @ 11:00
・締切以降は申し込みができません。

◆ 進路希望・求職登録 未登録の方へ ◆
キャリア・オフィス主催のイベントは「進路希望・求職登録」完了後、参加できます。
右記 URL より、まずは登録を行ってください。https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do
又は、[キャンパスターミナル]→[Campusmate Web]→[進路希望・求職登録]で登録できます。
※この「進路希望・求職登録」は何度でも更新することができます。
＜お願い＞
①当日はインターネット環境の安定した場所からすることを推奨します。また、開始時間に遅れないように注意してください。
②申込期間中のキャンセルはキャンパスメイトの各イベント画面の「参加取消」をクリックしてください。
③Zoom の利用については、アカデミック・オフィス WEB サイトを参照してください( http://www.apu.ac.jp/academic/page/content0327.html/ ）。
【お問い合わせ先（キャリア･オフィス）】TEL：0977-78-1128

E-mail：career2@apu.ac.jp

