
～世界銀行講演会・外務省外交講座 案内～ 

 

○ 立命館大学では、下記の通り世界銀行講演会および外務省外交講座を開催します。 

第一部の世界銀行講演会では、Adrienne Nassau 世界銀行 1818 Society（OB/OG 会）会長

が自身の世銀職員としての 30 年間の経験を通して、世銀の役割や職員の仕事について講

演します。第二部の外務省外交講座は、次代を担う大学生・大学院生に流動する国際情勢

や外交問題および外務省の仕事についての理解を深めて頂くことを目的に開催されます。 

 

＊参加申込方法につきましては、別紙申込書をご参照ください。 

 

開催概要 

日時 2007 年 3 月 27 日（火） 

第一部 世界銀行講演会 12：30～14：00 

第二部 外務省外交講座 14：15～15：45 

会場 立命館大学 衣笠キャンパス 恒心館 3 階 730 教室 

（立命館大学びわこくさつキャンパス コラーニングハウスⅠ C107 

にてサテライト中継） 

 

 

 

プログラム概要 

12：30～14：00 世界銀行講演会（英語） 

「国際機関（世界銀行）で働くということ」 

講師：Adrienne NASSAU 世界銀行 1818 Society 会長  

 

14：00～14：15 休憩 

 

14：15～15：45 

 

外務省 外交講座 

「外務省の仕事について」 

講師：外務省北米局日米地位協定室長 伊澤 修氏 

 

 

 

 



WORLD BANK LECTURE 
"My life through contributions to build a healthier world by working in 

the World Bank for 30 years" 

 

A lecture by Adrienne K. NASSAU,  

President of the World Bank 1818 Society   

 

Date:  Tuesday March 27th 2007 

Time:  12:30～14:00 

Venue:     Ritsumeikan University Kinugasa Campus,  

Room 730, 3rd floor of the Koshinkan Hall (No.13 on the map) 

 

Also available through live video connection at  

Ritsumeikan University Biwako Kusatsu Campus, 

Room C107, Co-learning house   

 

*The lecture will be in English 

 

Adrienne K. Nassau has 30 years of experience at the World Bank in program 

management, project design, financial analysis, and urban planning for efforts 

in reconstruction, cultural heritage, urban development, housing, and water & 

sanitation all over the world.  She has dealt with officials in all levels of 

government, including public utilities, as well as executives in the banking, real 

estate, and tourism industries.  She has served as the elected President of 

the 1818 Society, the World Bank’s retiree organization, for the past 3 ½ 

years.    

 

*For participation, please send the attached application form or e-mail us at 

ruk@st.ritsumei.ac.jp with your name, affiliation, and contact information by Friday 

March 23. 



 

（別 紙） 

 

 

～世銀講演会・外務省外交講座～ 

参参 加加 申申 込込 書書   

AApppplliiccaatt iioonn  FFoorr mm  ffoorr   tthhee  WWoorr lldd  BBaannkk  LLeeccttuurr ee    

《FAX》 075-813-8206 

● 世銀講演会および外務省外交講座は事前に申込が必要です[参加費無料]。 

● 参加ご希望の方は、本申込書に必要事項をご記入の上、3 月 23 日（金）までにファックスにてお申込ください。 

● E-Mail による申込も可能です。本申込書の必要事項（ご氏名、所属、連絡先）をメールにてお送りください。 

また、必ず参加希望の講演会・講座をご明記下さい。 

E-Mail アドレス ： ruk@st.ritsumei.ac.jp 

ご氏名 

Name 

 

所属 Affiliation 

 (大学名など) 

 

連絡先 Contact info. 

（固定電話・携帯電話など） 

(cell phone number etc.) 

 

 

 

 

 

e-mail アドレス  

参加希望講演会・講座 

（いずれかに○をつけてください） 
（１） 世銀講演会 

（２） 外務省外交講座 

（３） 世銀講演会および外務省外交講座 



 


