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　2017年10月に印日政府間で技能実習制度に関する協力覚書が締結、
2018年2月にインド共和国認定の技能実習送出し機関23社が決定した
時点から、インドの技能実習制度はスタートを切りました。
　事業開始当初、日本の皆様にとってインドは、中国やベトナムを中心とす
る他の送出し国と比較して、距離的にも心理的にもまだまだ遠い国という
イメージが大きかったようです。弊社は、日本の監理団体様や実習実施者
様と情報交換を重ねながら、日本の現状を知り、またインド技能実習生の
クオリティの高さをご理解いただく努力を続けた結果、2019年8月に初の
技能実習生送出しに漕ぎ着けることができました。心より感謝いたしており
ます。

　2020年3月には社名がIL&FS SKILLS DEVELOPMENT CORP 
LTD.からLEARNET SKILLS LTD.（ラーネット・スキルズ）に変更となり
ました。これを機に、送出し機関業務の一層の充実を目指します。インド
最大の職業技能訓練企業である自社の強みを最大限に活かし、良質な
技能実習生の育成、スムーズな送出し、日本国内での技能実習生へのフォ
ローなど、万全の体制を整えて邁進していく所存です。
　わたくしたちは、技能実習制度を通じて、インドと日本が、お互いによりよく
豊かな社会を創り出し、成長していくことを心より望んで止みません。
　どうぞ、ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。
 2020年10月吉日

ラーネット・スキルズ
LEARNET SKILLS LTD.
COO＆グループ責任者
Ketul Acharya
（ケトゥル・アチャリア）

ご挨拶

ラーネットのなりたち

SCHOOLNET（スクールネット）は、公立・
私立の小・中・高校に、最新技術を駆使した
教育プログラムやデジタルコンテンツを提供
する教育事業を中心に、若年層労働者への
職業技能訓練、企業誘致による地域事業開
発も手がける企業です。

インド技能開発・起業促進省
Ministry of Skill Development and 
Entrepreneurship (MSDE)

インド全国技能開発公社
National Skill Development Corporation (NSDC)

教育企業スクールネット インド政府

● インド政府の政策「Skill India」推進のために2011年設立

80％出資 20％出資

「Skill India」は、インド国内での「ものづくり」を推進す
る労働政策です。そのための技術を身につけた人材を育
成する職業訓練企業として、ラーネットは2011年に設立
されました。インド全国技能開発公社（NSDC）と、教育
企業スクールネットが共同出資しています。
　インドにおける技能実習制度を統括するNSDCが認可
した送出し機関は、現在25企業（2020年8月現在）あり

ます。広い国土を考えると少ないと感じるかもしれません。
これは、企業の規模や実績、資本力、日本とのコネクショ
ンの有無など、送出し機関認可の審査基準が非常に厳し
かったためです。
　ラーネットは、インド国内最大の職業訓練企業である実
績と、NSDCとの強いリレーションシップを活かし、質の高
い技能実習生の送出しを目指します。

インドにおける技能実習制度を
統括している公共企業体
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ラーネット・スキルズ
会社概要

名称：
LEARNET SKILLS LTD.
設立：2011年

年商：17億ルピー
　　  (約24億円)
総従業員数：約2500人
所在地：ニューデリー
※ 住所はP16に

● 全国規模だからできること

● 職業訓練企業だからできること

　ラーネットはインド国内に150の研修施設を有し、これらの拠点を
含むネットワークを利用して、インド全国から技能実習生候補の募
集を行なうことができます。また、過去に多数の卒業生を送り出した
実績から、さまざまな企業との連携もあり、多様な職種の募集ルー
トを確保しています。介護人材に関しては、全国の看護系教育機関
（大学・短大・職業訓練企業など）と連携した募集活動を行なって
います。遠隔地で応募した技能実習生候補とは、オンライン面談を
実施するなど、効率的な募集活動が可能です。

　ラーネットには、技能実習制度にマッチした多彩な職業訓
練メニューがあります。その指導に当たる職業トレーナーが、
技能実習生候補のスキルを的確に判断し、受入れ要件に則
した人材を選抜します。
　社内に常駐する職業カウンセラーによる心理テストやメンタ

ルチェックを行ない、カウンセリングを通じて、日本で働くことの
意義や注意点、モチベーションの保ち方も指導しております。
　また、グループ企業スクールネットが持つ各種の教育プログ
ラム開発のノウハウを活かし、技能実習生育成に最適なコミュニ
ケーション力に重きを置いた日本語教育を用意しています。

小・中・高校、
企業、公共機関への
教育プログラム

提供

労働者斡旋実績
50万名

職業認定
有資格指導者
800名以上

研修能力
年間20万名卒業生

210万名

研修施設数
24州150拠点

インド最大の職業訓練企業

カンプール

デリー

首都

主要都市

コルカタ

チェンナイ

ハイデラバード

アーメダバード

ムンバイ

プネー

バンガロール
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● インドの労働事情 ● ラーネットの技能実習

インドの労働力の魅力

　2014年にモディ政権が発足以来、インドの景気は好調
です。失業率も低く、平均賃金も上昇しています。しかし、
富裕層・中間層を除いた大多数の労働者の実態は、企業
の多くが従業員50名以下の中小企業であり、労働組合な
どもあまり発達していないため、労働者の権利が守られて
いるとは言い難い状況です。企業都合の退職で、転職を余
儀なくされるケースも多いようです。
　2018年に三菱UFJ銀行が発表した月額平均賃金の
調査では、製造業一般工員の場合、デリーで423ドル（約
46,530円）、ムンバイやバンガロールなど地方都市では約
250ドル（約27,500円）となっています。法令で定められた

最低賃金は、デリーの工場等の非熟練工員で月額13,896
ルピー（約22,200円）、半熟練工員15,296ルピー（約
24,500円）です。日本で働く金銭的な魅力はまだまだ大き
いと言えるでしょう。
　車市場ではマルチ・スズキがトップシェアを走り、インド
初となる高速鉄道整備計画（2023年ムンバイ⇔アーメダ
バード間で開通予定）では日本の新幹線方式が採用され
るなど、日本の高い技術力や信頼性が多くの人々の知ると
ころとなっています。日本で働きながら、その高い技術を学
べる技能実習制度は、インドの若い労働者たちにとって、や
りがいのある制度となっていくはずです。

　インドの若者が、日本での技能実習で高いスキルを身
につけ、帰国後はそのスキルを活かしてインド国内の「も
のづくり」に貢献する。これは、日本の技能実習制度が掲
げる「技能移転」の考え方、インド政府が推進する「Skill 

India」政策の双方にぴたりとマッチします。ラーネットは、
インド・日本の法令を遵守し、良質な技能実習生を送出す
ことで、単なる労働者派遣ではない「真の技能実習制度」
を実現させたいと考えています。

技能実習への取り組み

外部委託なしの強み

厳選・迅速な社内面接・選抜

ラーネット

膨大な労働者のプール

技能実習にカスタマイズした
日本語教育

全国に広がる拠点

本部と各拠点を結ぶオンラインを利用したweb面談によ
り、遠隔地の応募者にも迅速に対応（監理団体様、実習実
施者様ともweb面談可能）。
職業カウンセラーによるメンタルチェックと適性テスト。

送出し機関のなかには、人材募集や日本語教育を外部業者
に委託しているケースも多 あ々ります。ラーネットでは、すべ
て自社内で構築したシステムを活かして業務を行なってい
るため、出国までの流れがスムーズです。

過去に職業技能訓練を終了して就業した労働者（現在未
就労も含む）の現状は、データベースで管理されています。
就業年数、職務経験内容（業種・実務内容）、年齢などさま
ざまな条件での検索が可能ですから、募集要件に見合った
候補者を効率的に募集することができます。

400時間以上の入国前日本語講習で、N5以上の日本語能
力の習得を目指します。職種に応じた語彙や表現の学習に
も対応。

7億を超える労働人口 高い英語力

海外志向の強い若者

インド政府の後押し

上下関係の理解

インドの人口は13億人を突破して
います。そのうちの65％以上、8億
4,000万人以上が20～65歳の労
働人口となっています。その膨大な
若い労働力の中から、優秀な人材を
大量に送り出すことができます。

インドでは英語は準公用語となって
います。すべての人が不自由なく話せ
るというわけではありませんが、流暢
に喋れなくても相手の話していること
がわかるレベルまで広げれば、大抵
の人は英語が理解できると言えます。

インドでは、毎年70～80万人の労
働者が、仕事を求めて海外に渡って
います。彼らが求めるのは、国内より
大きな収入と、高度な技術を取得す
るチャンスです。生活水準の向上や
海外での労働経験は、国内でのステ
イタスにもなるため、若い労働者ほ
ど海外志向は強いようです。

国内での「ものづくり」を推進する政
策「Skill India」を掲げるインド政
府は、それを実現する人材育成の手
段のひとつとして技能実習制度を捉
え、大きな期待を寄せています。特
に介護人材に関しては、2018年の日
印首脳会談後、日本国内閣官房及
び厚生労働省と、インド共和国保健
家族福祉省の間で「ヘルスケアと健
康分野における協力覚書」が交換さ
れました。覚書には、介護技能実習
生候補のための日本語教育センター
設置、日本からの介護福祉士の派遣
や、教育カリキュラム・教材の提供な
ど、介護技能実習生に介護に関する
事前教育を提供する送出し機関へ
の支援などが盛り込まれています。
※ 決定事項ではありません。

インドは、古くからの身分制度の影響
もあり、基本的に縦社会です。そのた
め、日本社会での上司と部下の関係
性への順応も高いと思われます。年
長者を敬う精神も持ち合わせていま
すが、たとえば上司が自分より年下で
も、上司であれば素直に指示に従う
といったメンタルを備えています。

インド全土に広がる150の研修センターのすべてで、募集
活動が可能。
介護人材に関しては、全国の看護系教育機関（大学・短
大・職業技能訓練学校など）と連携。

送出し準備機関
日本語教育、職業訓練

人材の募集・社内選抜、
面接手配、書類作成、

出国準備などの送出し業務

送出し機関
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送出し準備機関
日本語教育、職業訓練

人材の募集・社内選抜、
面接手配、書類作成、

出国準備などの送出し業務

送出し機関
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●入国までの流れ ●充実の教育プログラムと講師陣
　母国語以外の言語を学び、それを実際に使いこなすこ
とは、誰にとっても簡単なことではありません。だからこそ、
語学を教える高いスキルを持った講師陣が、的確でわかり
やすい授業を行ない、短期間での日本語力アップが叶えら

れるプログラムを実践しています。ラーネットでは、インド
人日本語講師には、日本語研究機関MOSAIでの研修の
ほか、日本国内にある日本語学校での研修を受講させるな
ど、常にそのスキルアップを図っています。

●インドでは、送出し予定の
ない技能実習生候補の募
集は禁止されています。

●専門のカウンセラーによ
る職業カウンセリングでは、
本人のみならず家族も同席
の上で、仕事の内容、日本
で長期間働くことのメリッ
ト・デメリット、必要な心構
えなどを、丁寧に説明。外国
での長期間の就業に耐え得
るメンタル保持者であるか
を見極めます。

●この日本語研修で、学習
態度、今後の日本語教育を
修了できるだけの学習能力
の有無を見極めます。

● 現在のインドの国内規約
では、インド大使館やNSDC
（技能実習統括機関）への
書類申請などは必要ありま
せん。

※日本語教育のレベルや研修期
間などは、監理団体様・実習実
施者様のご要望に添ったカスタ
マイズが可能です。

N4到達まで
6か月!

ハイスキルな講師陣
ラーネットでは、以下の講師とスタイルで日本語を指導します。
1. インド人講師による対面授業
2. 日本とのオンラインによる日本人講師の遠隔授業
3. 日本国内の日本語学校から派遣された日本人講師による対面授業
※インド人講師は、日本の日本語学校での研修を受講し、スキルアップを図ります。

日本語基礎教育

技能実習生候補最終社内選考

入国前日本語講習開始

MOSAI（Mombusho Scholar Association 
of India）は、日本の大学や研究機関、企業
などで経験を積んだ専門家によって構成さ
れた組織。在インド日本大使館、国際交流
基金などと連携し、インド・日本間の教育、
研究における交流の促進、インドにおける日
本語学習の奨励などを行なっている。

技能実習生に特化したプログラム
入国までの限られた期間で日本語力を上げるために、技能実習生用に開発した
ラーネット独自のプログラムを採用。日本語研究機関MOSAIが編集したオリジ
ナルのテキストで、インド人が効率よく日本語を習得できる工夫を重ねています。
ほかに、『みんなの日本語』『新完全マスター 日本語能力試験』『日本語総まと
め』、ビデオ教材なども併用しています。

コミュニケーション力の重視
試験対策には読み書きは重要です。しかし仕事の現場でもっとも必要なのは、コ
ミュニケーション力だと私たちは考えています。相手の言葉（指示）が理解できな
いときに、わからない・困っている自分の状況を相手に伝えよう、咄嗟のときには
たとえ上手な日本語でなくても、意思疎通を図ろうとトライできる会話力を身につ
けられるよう指導しています。

インドとの違いを踏まえた文化・生活マナー研修
挨拶や食事などのマナーのほか、時間厳守、上司（指導者）の指示に従って行動
するなど、職場のルール遵守を指導します。また、ゴミ出しや交通機関の利用法、
買い物の仕方など日常レベルで必要なルール・マナーに関しては、日本在留・就
業経験のあるインド人、インド駐在中の日本人など、インドと日本双方の生活・文
化を理解している方を招いての研修も行なっています。

英語での授業
授業は、母国語であるヒンディー語のほか、英語でも行なっています。技能実習
生候補を社内選考する際に、規定以上の英語力を条件としているため、ラーネッ
トの技能実習生は、職場での英語によるコミュニケーションも可能です。

MOSAIとは

実習計画
承認申請

受入れ要件に基づく募集開始
書類審査、適性テスト、メンタル
チェック、カウンセリング、健康
診断、面接による1次社内選考

日本からの求人依頼

監理団体様、及び実習実施者様
面接・採用決定

出国

在留資格認定証明書受領

出国準備開始
・visaの取得
・健康診断
・渡航準備

入国後のフォロー
・実習生への定期的なモニタリング
・ヒンディー語通訳の手配・派遣

約2か月

約4か月
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● インド国内の看護師の現状 ● 介護実習生に対する考え方

● インド国内の看護師資格

● アジア系インド人の採用

　インドでは、病院数・病床数ともに増加を続けており、看護師は常に不足している状
況です。しかし、医療環境を改善するために不可欠な看護師ですが、その社会的地位
も賃金も低いままとなっているため、高い志で看護師を目指しても、低賃金によってモ
チベーションが保てず、それが看護レベルの低下を招くという悪循環が起きているよう
です。インドの調査会社が2019年に発表したデータでは、看護師の平均賃金は、ボー
ナス・各種手当を含めた年収で240,482ルピー（約384,700円）となっています。
　低予算での運営を余儀なくされる国公立病院に対して、企業が大きな資本を投下
して経営する私立病院は、施設や設備が整い、賃金も高いため、専門資格と経験を有
する看護師が集中しがちです。また、高収入を求めてアメリカやヨーロッパ、中東など
の英語圏に、有能な看護師が流出している状況も頭の痛い問題です。

　現在のインドには、日本のような高齢者向け介護施設は
ほとんどありません。かつての日本のように、3世代以上が
一緒に暮らし、高齢者の介護は家族が行なっている家庭
が数多く存在します。そうした環境で育つインドの若者は、
自然と介護に対する関心が高く、日本で介護の知識や技
術を学べる介護技能実習をチャンスと捉えています。
　インド政府も、現在の中国がそうであるように、急激な高

齢者の増加を近い将来に控え、国としての対策に乗り出そ
うとしています。日本で高い介護技術を学んだ介護実習生
が、将来のインドの介護事業に欠かせない人材となってく
れることを目標に、ラー
ネットは介護技能実習
に取り組みたいと考え
ています。

　インドの看護師は、レベルが細分されており、許可され
た業務内容もそれぞれに異なります。トップレベルのNP
（Nurse Practitioner）は、医師の監督・指示なしに、診
断、治療、薬の処方などを行なうことができます。業務内容
が日本の看護師に近いのはRN（Registered Nurse）です
が、そのなかでも保有する資格・経験によって、仕事内容は
細分化されています。
　看護職に就くために必要な資格は、大きく3つに分類で
きます。看護師資格は、4年制の看護大学修了後に取得
できるB.Sc、大学や短大で学ぶGNM／ANMHYがありま
す。資格取得後、State Nursing Council（看護協議会）に

登録されると、RN（一般看護師）として勤務できます。上記
3種の資格をベースに、PB（Post Basic）と呼ばれる専門
性の高い資格を積み上げて、キャリアアップを目指します。
　GDAは、職業訓練学校で受講できる短期コースで、看護
助手の資格を得ることができます。医師または看護師の指
示のもとに、患者の食事、排泄、体位交換などの介助が可
能となる、介護技能実習の実務に最も近い資格です。
　NSDC認可の下、ラーネットが独自に開設した高齢者介
護者資格GC（Geriatric Care）は、高齢者介護に特化した、
医療機関での介護・支援の実務体験を含む480時間以上
の技能訓練コースです。

　ラーネットでは、介護人材に関しては、中国やブータンに近いアッサム州
など、インド北東部での募集に力を入れています。この地域の人々は、中国
やベトナムの人々に酷似した容貌の人が多いからです。アジア系とはまった
く異なるインド人の顔立ちは、介護の現場にはなじまないのではないかとい
う監理団体様・実習実施者様の不安も、解消できると考えております。
　この地域の人々は、仏教徒が多く、昔ながらの大家族でひとつ屋根の下
に住まう暮らしをしているので、祖父母の世話などを通じて介護が身近にあ
り、高い関心を持っています。

技能実習への取り組み（介護）

資格 教育機関 就学期間 学習内容

B.Sc in Nursing
（看護師） 看護大学 4年 看護の基本知識、注射や投薬、助産、応急処置

などの医療行為（日本の看護師資格に近い）

GNM
（General Nursing and Midwifery）

（看護助産師）
看護大学
短大 3年 看護の基本知識、看護師・助産師としての

医療行為

ANMHY
（Auxiliary Nurse Midwife and Health 

Workers）
（補助看護師・助産師および保健医療従事者）

看護大学
短大 2年

看護の基本知識、看護師の指示のもとに
行なう医療行為
農村部の子ども、母親、高齢者へのヘルスケア

GDA
（General Duty Assistant）
（患者の介護・支援）

職業訓練校 4か月 医療従事者の指示のもとに行なう、
患者の食事、排泄、体位交換などの介護行為

インド看護師資格の概要

インド北東部での募集メリット
・アジア系の顔立ち

・仏教徒が多い

・介護への関心が高い
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● インド国内の看護師の現状 ● 介護実習生に対する考え方

● インド国内の看護師資格
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● 介護技能実習生の履歴に合わせた3つのコース
　介護実習では、介護技能実習生を3つのタイプに分類し
それぞれが入国要件を満たすために必要な研修を行ないます。

介護技能実習生学習スケジュール

コース 対象 期間（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

コース
1

職・学歴要件
保持者

日本語 N5-N4日本語教育 入国前日本語講習

GC研修

コース
2 N4以上合格者

日本語 入国前日本語講習

GC研修 GC研修

コース
3 未経験者

日本語 N5-N4日本語教育 入国前日本語講習

GC研修 GC研修

介護の職歴・学歴要件は満たしているが、
日本語を学んだことがない介護技能実習生が対象
6〜7か月の日本語研修でN4合格、入国前日本語講習でN3に近
い実力まで伸ばします。

コース
1

日本語資格、前職要件ともに該当しない
介護技能実習生が対象
7〜8か月の日本語研修でN4合格、同時進行で高齢者介護者資
格GCを受講・修了して介護の学歴要件を満たします。その後の
入国前日本語講習で、N3に近い実力まで伸ばします。

コース
3

日本語検定N4以上に合格しているが、
看護の職歴・学歴がない介護技能実習生が対象
入国前日本語講習と同時進行で、高齢者介護者資格GC
を受講・修了して前職要件を満たします。

コース
2

●ラーネット独自の介護技能実習生教育プログラム
　ラーネットでは、日本国内の日本語学校および医療コン
サルタント会社と提携し、介護技能実習生育成に特化し
た特別プログラムを作成しました。職場や日常生活でのコ
ミュニケーション力を強化し、「日本の介護」「自立支援」の

考え方や現場で日常的に使われる用語・表現の学習で、日
本での仕事・生活にスムーズに移行できる介護技能実習
生を育成します。

※プログラムの内容は、監理団体様・実習実施者様のご要望に応じたカスタマイズが可能です。

GC研修
NSDC認定の高齢者介護者資格（GC：Geriatric Care）を取得す
るためのプログラムを実施しています。介護技能実習生養成のため
にラーネットが独自に開設した、医療機関での実習を含む480時間
のプログラムで、介護の基本理念のほか、高齢者の食事、排泄、体
位交換、入浴などの介護の基本作業について学びます。

入国前日本語講習
N4合格者の実力をブラッシュアップし、N3に近い日本語力を目指し
ます。また、「自立支援」の概念、介護の現場で頻出する用語や表現
についても学びます。日本国内の日本語学校と医療コンサルタント会
社が監修した、日本の介護現場の実情に即したプログラムです。

N5-N4日本語教育
ハイスキルな日本語講師陣による、的確で効率のよい指導で、限られ
た時間のなかで介護技能実習生の実力アップを図ります。日本語検
定の試験対策と、日本入国後に求められるコミュニケーション力を、
バランスよく伸ばせるプログラムを採用しています。日本語学習のなか
に、日本文化やマナー・ルールも織り交ぜた実践的な内容です。
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インドへの渡航
2019年6月現在、成田⇔デリー（JAL／ANA／エアイ
ンディア）、成田⇔ムンバイ（ANA）の直行便が就航し
ています（往路・約9時間、復路・約8時間）。関空か
らは、香港を経由してデリー、ムンバイに向かうエアイ
ンディア便（待機時間あり／乗り換えなし）が就航中
です。2020年までには、ANAがチェンナイ就航、JAL
はバンガロールへの就航を発表しており、今後も増え
ていく見込みです。東南アジアでトランジットする便
は、成田・関空・中部国際空港や、広島空港、福岡空
港からも、さまざまな航空会社が就航しています。

食事
インド人の多くが信仰するヒンドゥー教では、牛は神聖
な動物とされているため、牛肉は食べません。また、ベジ
タリアンが多いのも特徴です。ベジタリアンは、肉・魚だ
けでなく卵や乳製品も食べないビーガン（完全菜食主
義者）、卵・乳製品は食べる人など、さまざまなレベルが
あります。主食は、北部は小麦粉を焼いたチャパティや
ロティ、南部では米が主流です。日本人におなじみのナ
ンは、実は家庭ではあまり食べません。ラーネットでは、
社内面接時に日本の食文化を説明し、対応できる人材
を選抜しています。自炊が可能であるかの確認も行なっ
ています。

多くの日本の皆様にとって、インドはまだまだ未知の国かもしれません。
そこで、監理団体様や実習実施者様とお話しする際によく聞かれることについて、
簡単にまとめてみました。

意外と知らないインドのこと

宗教
インドでは、およそ80％の人がヒンドゥー教を信仰して
います。ほかに、イスラム教が15％、キリスト教や仏教
徒は数％です。インドといえば、ターバンを巻いた人を
イメージする方も多いと思いますが、彼らはシーク教
徒です。ヒンドゥー教は、イスラム教やキリスト教のよ
うな一神教ではなく、さまざまな神々が存在し、その点
では八

やおよろず

百万の神を信じる日本人と共通するものがある
といえます。戒律はイスラム教ほど厳しくないので、就
業中の制限は特にありません。自室に小さなスペース
を作って、朝晩のお祈りをする人は多いようです。

気候
国土が広いため一概には説明できませんが、デリー
などの北部では、季節は乾季、暑季、雨季に分かれ
ます。乾季（11月～翌3月くらい）は、日中の最高気
温は20度前後、夜間は10度を下回ることもあり、山
間部では雪が降る地域もあります。雨はほぼ降りませ
ん。暑季（4月～5月くらい）になると気温が急激に上
がり、最高気温が40度を超えることも珍しくありませ
んが、湿度はさほど高くなりません。雨季（6月～9月
くらい）は、スコールのような激しい雨が降り、湿度が
上がります。気温は30度以上。ムンバイなど南部地
方は、年間を通じて高温多湿ですが、乾季（11月～
翌2月くらい）は、雨量も減り、最低気温が20度を下
回る時期もあります。

平均収入
2018年に発表された月額平均賃金の調査では、製
造業一般工員の場合、デリーで423ドル（約46,530
円）、ムンバイやバンガロールなど地方都市では約
250ドル（約27,500円）となっています。法令で定
められた最低賃金は、デリーの工場等の非熟練工員
で月額13,896ルピー（約22,200円）、半熟練工員
15,296ルピー（約24,500円）です。日本で働く金銭
的な魅力はまだまだ大きいと言えるでしょう。
※1ルピー＝1.6円で計算

カースト制
カースト制は、インド社会で長らく続いていた身分制
度です。1950年に法律によって禁止されました。70
年近い時間とともに、都市部や、特に若い世代では
まったく気にしない人も多くなりましたが、残念ながら
完全に消えたわけではなく、特に地方の農村部では
まだ残っているようです。

言語
インドの公用語はヒンディー語で、第2公用語は英語で
す。ほかに、ベンガル語、ウルドゥー語、タミル語など、
22の言語が各州の公用言語として認められています。
ヒンディー語は、日本語と語順（文法）が似ているため、
インドの人々にとって比較的学びやすい言語のようで
す。また、デーヴァナーガリーという文字とアルファベッ
トを併用しているので、ひらがな・カタカナ・漢字を使
い分けることにも順応しやすいと思われます。英語は、
レベルはまちまちですが、多くの人が理解できます。

入国にはvisaが必要
インド入国には、visaが必要です。現在はイン
ド大使館まで足を運ばずに、大使館のサイト
からe-visaが取得できます。サイト上で必要
事項を記入し、写真やパスポートのコピーなど
を画像添付して申請すれば、通常2～3日で
承認され、ダウンロード・プリントアウトできる
ので便利です。日本国のパスポート所持者で
あれば、国内で手続きせず、空港到着後にア
ライバルvisaを申請することも可能ですが、現
地での手続きに時間がかかるので、あまりおす
すめできません。

学制
インドの学制は、5・3・2・2。 6歳から始まる5年間
（primary school）と3年間（pre primary school）が、
日本の小学校に当たります。その後の2年が中学で、こ
こまでの10年間が義務教育です。日本の高校に該当
するsecondaly schoolは、2年間で終了。その後、全
国試験（日本のセンター試験のようなもの）があり、成
績上位者は大学、そうでない人は各種の職業訓練校
に進学するのが一般的です。高校卒業から新卒で就
職というパターンはあまりありません。
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な動物とされているため、牛肉は食べません。また、ベジ
タリアンが多いのも特徴です。ベジタリアンは、肉・魚だ
けでなく卵や乳製品も食べないビーガン（完全菜食主
義者）、卵・乳製品は食べる人など、さまざまなレベルが
あります。主食は、北部は小麦粉を焼いたチャパティや
ロティ、南部では米が主流です。日本人におなじみのナ
ンは、実は家庭ではあまり食べません。ラーネットでは、
社内面接時に日本の食文化を説明し、対応できる人材
を選抜しています。自炊が可能であるかの確認も行なっ
ています。

多くの日本の皆様にとって、インドはまだまだ未知の国かもしれません。
そこで、監理団体様や実習実施者様とお話しする際によく聞かれることについて、
簡単にまとめてみました。

意外と知らないインドのこと

宗教
インドでは、およそ80％の人がヒンドゥー教を信仰して
います。ほかに、イスラム教が15％、キリスト教や仏教
徒は数％です。インドといえば、ターバンを巻いた人を
イメージする方も多いと思いますが、彼らはシーク教
徒です。ヒンドゥー教は、イスラム教やキリスト教のよ
うな一神教ではなく、さまざまな神々が存在し、その点
では八

やおよろず

百万の神を信じる日本人と共通するものがある
といえます。戒律はイスラム教ほど厳しくないので、就
業中の制限は特にありません。自室に小さなスペース
を作って、朝晩のお祈りをする人は多いようです。

気候
国土が広いため一概には説明できませんが、デリー
などの北部では、季節は乾季、暑季、雨季に分かれ
ます。乾季（11月～翌3月くらい）は、日中の最高気
温は20度前後、夜間は10度を下回ることもあり、山
間部では雪が降る地域もあります。雨はほぼ降りませ
ん。暑季（4月～5月くらい）になると気温が急激に上
がり、最高気温が40度を超えることも珍しくありませ
んが、湿度はさほど高くなりません。雨季（6月～9月
くらい）は、スコールのような激しい雨が降り、湿度が
上がります。気温は30度以上。ムンバイなど南部地
方は、年間を通じて高温多湿ですが、乾季（11月～
翌2月くらい）は、雨量も減り、最低気温が20度を下
回る時期もあります。

平均収入
2018年に発表された月額平均賃金の調査では、製
造業一般工員の場合、デリーで423ドル（約46,530
円）、ムンバイやバンガロールなど地方都市では約
250ドル（約27,500円）となっています。法令で定
められた最低賃金は、デリーの工場等の非熟練工員
で月額13,896ルピー（約22,200円）、半熟練工員
15,296ルピー（約24,500円）です。日本で働く金銭
的な魅力はまだまだ大きいと言えるでしょう。
※1ルピー＝1.6円で計算

カースト制
カースト制は、インド社会で長らく続いていた身分制
度です。1950年に法律によって禁止されました。70
年近い時間とともに、都市部や、特に若い世代では
まったく気にしない人も多くなりましたが、残念ながら
完全に消えたわけではなく、特に地方の農村部では
まだ残っているようです。

言語
インドの公用語はヒンディー語で、第2公用語は英語で
す。ほかに、ベンガル語、ウルドゥー語、タミル語など、
22の言語が各州の公用言語として認められています。
ヒンディー語は、日本語と語順（文法）が似ているため、
インドの人々にとって比較的学びやすい言語のようで
す。また、デーヴァナーガリーという文字とアルファベッ
トを併用しているので、ひらがな・カタカナ・漢字を使
い分けることにも順応しやすいと思われます。英語は、
レベルはまちまちですが、多くの人が理解できます。

入国にはvisaが必要
インド入国には、visaが必要です。現在はイン
ド大使館まで足を運ばずに、大使館のサイト
からe-visaが取得できます。サイト上で必要
事項を記入し、写真やパスポートのコピーなど
を画像添付して申請すれば、通常2～3日で
承認され、ダウンロード・プリントアウトできる
ので便利です。日本国のパスポート所持者で
あれば、国内で手続きせず、空港到着後にア
ライバルvisaを申請することも可能ですが、現
地での手続きに時間がかかるので、あまりおす
すめできません。

学制
インドの学制は、5・3・2・2。 6歳から始まる5年間
（primary school）と3年間（pre primary school）が、
日本の小学校に当たります。その後の2年が中学で、こ
こまでの10年間が義務教育です。日本の高校に該当
するsecondaly schoolは、2年間で終了。その後、全
国試験（日本のセンター試験のようなもの）があり、成
績上位者は大学、そうでない人は各種の職業訓練校
に進学するのが一般的です。高校卒業から新卒で就
職というパターンはあまりありません。
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