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IPCC ☛（気候変動に関する政府間パネル）
IPPF ☛（国際家族計画連盟）
IAVI

F
☛（国連食糧農業機関）
FASID ☛（国際開発高等教育機構）
トラック・イニシアティブ）
FTI ☛（ファスト・

J

FAO

XVI

☛（日本貿易振興会）
JICA ☛（国際協力機構）

JETRO
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JPF

☛（ジャパン・プラットフォーム）

S

LDC行動計画 ……………………………………61

☛（南部アフリカ開発共同体）
SICA ☛（中米統合機構）
「中等理数科教育強化」
プロジェクト）
SMASE ☛（
STEP ☛（円借款における本邦技術活用条件）

M

T

L
LDC

☛（後発開発途上国）

☛（ミレニアム開発目標）
MERCOSUR ☛（南米南部共同市場）
MLF ☛（多数国間基金）
MDGs

SADC

☛（アフリカ開発会議）
TICAD IV ☛（第4回アフリカ開発会議）

TICAD

TICAD IVサイドイベント組織委員会 ………………25

N
☛（アフリカ開発のための新パートナーシップ）
NERICA ☛（ネリカ稲）
NEXI ☛（日本貿易保険）
NEPAD

NGO ……………22,24,30,31,34,50,62,71,72,73,
77,79,82,83,85,95,99,101,103,105,113,135,140,
142,143,144,145,146,147,148,149,150,152,153,
157,161,165,171,172,178,195,196,197,208,209,
210,211,221,222,223,227,229,230,231,233,234,

U
☛（国連合同エイズ計画）
UNDP ☛（国連開発計画）
UNESCO ☛（国連教育科学文化機関）
UNFPA ☛（国連人口基金）
UNHCR ☛（国連難民高等弁務官事務所）
UNICEF ☛（国連児童基金）
（米国）
）
USAID ☛（国際開発庁
USP ☛（南太平洋大学）
UNAIDS

237,243
NGO・外務省定期協議会 …………………143,209

O

V
VCT

☛（自発的な検査とカウンセリング）

ODAシンボルマーク ………………………………154

W

ODA民間モニター…………………149,152,153,210
OECD外国公務員贈賄防止条約 ………………158
OECD-DAC

☛（経済協力機構開発援助委員会）

☛（国際獣疫事務局）
OOF ☛（政府開発援助以外の公的資金）

OIE

P
PDCAサイクル ……………………………………155

☛（アフリカ稲センター）
WASABI ☛（水と衛生に関する拡大パートナーシッ

WARDA

プ・イニシアティブ）

☛（国連世界食糧計画）
WHO ☛（世界保健機関）
WID ☛（途上国の女性支援）
WTO ☛（世界貿易機関）
WFP

WTO香港閣僚会議………………………………234

☛（太平洋諸島フォーラム）
PKO ☛（国連平和維持活動）
PRSP ☛（貧困削減戦略文書）
PIF
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