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公益財団法人日印協会 代表理事･会長 

森 喜朗 

 

 新年おめでとうございます。 

公益財団法人日印協会は、本年で112年目を迎えました。 

 

日印協会は財政基盤や人的体制など脆弱性はあります

が、昨年は、『月刊インド』『現代インド･フォーラム』を

順調に発刊し、モディ首相歓迎会や時宜を得た講演会を

開催し、ホームページを充実させて各種情報の提供や行

事の紹介を増やし、また企業活動への支援やアドバイス

などにも注力いたしました。 

 

法人会員は退会もありましたがそれを上回る新規入会により約 120 社となり、ま

た個人会員は 500 人の大台に乗りました。いずれも新記録です。 

皆様のご協力にお礼申し上げます。 

 日印両国は、政治安全保障、経済、文化学術交流などの面で協力を拡大しつつあり

ますが、昨年 6 月のナレンドラ･モディ政権の発足により、一層のモメンタムを得ま

した。昨年 8 月末から 9 月初めに訪日したモディ首相は、安倍晋三首相との波長が極

めて合うことを改めて両国民に示しました。アベノミクスとモディノミクスは、その

成長志向と規制緩和などの既得権への挑戦において多くの共通項を持っております。

両国政府は、アジアにおける平和と安全の問題についても極めて似通った認識を共有

しております。昨年 12 月、安倍政権が総選挙で大勝し長期政権の基盤を固めました

が、インド側の期待も大きいものがあります。日印両国政府の関係は益々強化される

ことは、疑いありません。 

 経済面においては日本からの投資や経済協力の点で両国政府および企業間の協力は

加速されつつあり、文化面においても文化行事の両国での開催も増大しつつあります。

観光ビザや就労ビザの緩和により旅行者や企業人の往来も増えております。日本の県

や市とインドの州や市との姉妹関係も、ようやく活発になってきた感があります。青

年交流はまだまだですが、若者の相手国に対する関心は増大しております。 

 本年は、昨年両国首脳によって確立された｢特別戦略的グローバル･パートナーシッ

プ｣という基礎の上に、具体的な施策や措置を官民協力して実行して行く年となるは

ずです。 

 日印協会も、役職員一同、引き続き微力を尽くしてまいる所存でございます。 

 会員の皆様の御健勝を祈念申し上げますとともに、あらためてご支援ご鞭撻をお願

い申しあげます。 

 

1. 年頭のご挨拶 
New Year ’s Greeting 
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日印協会個人会員 下西 啓一郎 

はじめまして。インド工科大学(Indian Institute of Technology, 以下 IIT)カラグプル校

(Kharagpur)農業食品工学部(Agricultural & Food Engineering Department)1 年生の下西 啓一郎

です。合格率 130 倍の受験を突破し、2014 年 7月に入学しました。この度、私のインドでの受験生

活や大学生活などについて、紹介させていただきます。  

 

第一章 インドに決めた理由 

IIT について初めて知ったのは父で、仕事の中で偶然知る機会があったそうです。その時

は私がまだ灘中学 2年生の時でしたが、父の強い勧めで、中 3の夏、初めて一人で語学留

学のためインドへ行きました。その後、IIT が全寮制で勉強のよくできる環境であること

や、インドがアジアの中での英語圏であること、親日的で、今目覚しい発展を遂げている

国であることを知りました。 何度も語学留学を重ねているうちに、次第に自分の心の中で

｢よし、IIT に行ってみよう｣という気持ちになりました。 

 

第二章 高 3 での高校留学の決断 

中学 3年から高校 2年まで、夏休みや春休みを利用してインド･イギリス･フィリピンに留

学しました。しかし、語学留学を重ね、いざ IIT を受験するとなったときに、自分の英語

力が理系の受験には不足しており、受験勉強はやはり現地で傾向や対策をするべきだとい

うことを思いました。熟慮の結果、高校 3年生の 1 年間を、インドの高校に通いながら受

験対策をしようと決断しました。(この際、この期間インドで勉強したことを日本の単位に

読みかえていただき、休学することなく通常通り 3年間で灘高校を卒業しました) 

インドでの生活は、語学留学で毎回お世話になっていた語学学校の校長の Mr.Madhukar の

ご厚意もあり、彼のご自宅に 1年間ホームステイさせていただきました。こうして 1年の

間、インドで高校と塾に通うことになりました。  

 

2. IIT合格奮闘記 
Passing the IIT Entrance Examination 
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第三章 受験生活 

高 3の 1年間は、インドで生活し受験に備えました。塾はインド全国で展開している Aakash

という予備校に通いました。受験に必要な科目は数学、化学、物理の 3 科目で、使用言語

は英語です。英語で授業を聞き問題を解くのは初めての経験だったのでとても苦労しまし

た。ただ数学は言語の障壁もなく、はじめからトップレベルを維持できました。  

勉強の面で特に苦労したのは、英語でテキストを読むスピードが遅かったことや、物理と

化学の一部のカリキュラムが日本ではカバーされていない部分があったこと、問題の出題

形式に慣れるのに時間がかかったことなどです。そのほか生活の面では、高校でも塾でも

生徒の間の会話はヒンディー語で交わされていて孤独感を味わい、苦労しました。1 年間

腰をすえて勉強した甲斐もあり、英語で理解するスピードは格段に上がり、問題への慣れ

や対応力は、努力やかけた時間に比例して徐々についていきました。孤独感については、

一度冬休みを利用して 2 ヶ月間帰国し、気持ちをリフレッシュしました。その期間で、英

語でどうしても理解できなった部分を灘校の先生に教えていただきました。  

入試は、4月上旬に行われた 1次試験にて、130 万人の受験者から 15 万人が 2次試験への

受験資格を得ます。この 5 月下旬に実施される 2 次試験は、｢IIT 16 校統一試験｣で、16

校全 1 万の席を争います。問題はマークシート方式ですが、｢選択問題･1 問 1 答型｣｢選択

問題･1 問複答型｣｢整数解答型｣のパターンがあり、全体の 7 割近くの問題は誤答 1 個につ

きマイナス 1 点されます(あてずっぽうでは通りません！)。全 1万席ですが、下位カース

トの人への座席が5,000席割り当てられていました。私が属していたのは残り5,000席の｢一

般カテゴリ｣で、こちらの方が当然合格は難しくなります。  

日本と違っていて特徴的なのは、得点順で 1 位の人から合格が決まります。全ての受験者

が希望大学及び希望学部を申請できるだけ申請し(申請する数の上限はなし)、1 位の人の

第一希望から順に希望大学の希望学部に割り当てられていくシステムです。希望によって

は、入るには相当の学力が必要になりますし、人生で受験できる回数も 2 回以内と定めら

れており、競争は厳しいです。私はこのシステムの結果、興味のある学部の中で、順位に

基づいて一番現実的なカラグプル校の農業食品工学部に入学しました。  

 

第四章 大学生活 

IIT カラグプル校はコルカタから西へ

120 キロのところにあります。カラグ

プル校には特別な歴史があり、大英帝

国の植民地だった時代、政治犯が収容

されていた刑務所が前身です。インド

独立の際、｢インドも世界トップレベル

の大学を作ろう｣というコンセプトで、

敢えてこの地に創立された IIT の最初

の学校です(現在 IIT は全 16校ありま

す)。今もその名残で、学生寮の建物は独立運動家の名前が充てられています。たとえば私

の住んでいる寮は“Lal Bahadur Shastri”の名前が使われています。大学の広さは 2,200

エーカーで、なんと東京ドーム 890 個分! と途方もありません。緑の生い茂るキャンパス

を学生たちは自転車で自由に往来します。因みに私の通う農業食品工学部はその敷地の約

4分の 1 を占め、インド国内でも最も大きい学部の一つです。  

<IIT カラグプル校 本堂> 



 

6 

 

生活は全寮制かつ、友達との相部屋で、寝食を共にします。寮の食堂では、一日 3 食が無

料で提供されます。大学の敷地内には学生寮、教授の宿舎、体育館やグラウンド、プール、

マーケット、さらには病院や銀行や交番もあり、大学の敷地内で生活が完結します。寮内

食堂外のカフェやレストランでは政府の補助金のおかげでとても安く飲食ができます。 

IITでは、2学期制(秋学期･春学期)をとっており、初めての中間･期末試験を経験しました。 

筆記式の 3 時間のテストで内容も難しくハードでした。1 年生はこの 2 学期を物理学期と

化学学期の 2 グループに分けられ、全学部共通の勉強をします。そして、2 年生から各学

部の勉強が始まります。秋学期で一番好きだった授業はコンピュータプログラミングで、

上位 15パーセントくらいの成績を修めることができました。  

今後の大学生活については、また機会があればレポートしたいと思います。  

 

第五章 さいごに 

IIT に来てみて、楽な生活ではありませんが、一つ一つの体験が日本ではできない貴重な

体験です。課外活動でも、｢農村の道を造る｣といったボランティア活動をしました。まだ

まだ 1年目の 1学期が終了したところですが、この先も有意義な大学生活を送りたいと思

います。 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

(写真提供; 執筆者) 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑<ルームメイトの Anishと Pranay 

中央が筆者               自室にて> 

→<独立記念日         大学本堂前にて> 

<毎週のボランティアで訪問している村の教室>       <ボランティアの年末キャンプ合間の綱引き> 

Kharagpurにて 
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Ⅰ. 内政 

12月2日 

 与党BJPは、2日の議会役員会において、同党ヴァジパイ元首相の誕生日である、12月25日を「Good Governance 

Day」とすることを決定した。 

 

12月8日 

 各種報道によれば、ハリヤナ州において、BJPの支持母体である民族奉仕団(RSS)が、イスラム教徒約200

名を、ヒンドゥー教に改宗させ、金銭を渡していることが明るみになった。これを受けて、インド議会で

は、野党各党が、イスラム教およびキリスト教から、ヒンドゥー教への改宗を、強制すべきでないとし、

本件に関する国会での審議を要求し、重要法案の審議を拒否するなど、議会が混乱した。 

12月23日 

 23日、選挙管理委員会は、ジャンムー･カシミール州及びジャールカンド州において投票を実施した州議

会議員選挙の結果を以下のとおり発表した。 

ジャンムー･カシミール州(全87議席)  獲得議席数(前回からの増減) 

人民民主党(PDP)                 28議席(＋07議席) 

インド人民党(BJP)                  25議席(＋14議席) 

ジャンムー･カシミール民族評議会(JKNC)     15議席(－13議席) 

コングレス党                          12議席(－05議席) 

その他                   7議席(－03議席) 

 

ジャールカンド州(全81議席) 

インド人民党(BJP)             37 議席(＋19議席) 

ジャールカンド解放戦線(JMM)         19 議席(＋01議席) 

ジャールカンド開発戦線(JVM)               8議席(－03議席) 

コングレス党                  6議席(－08議席) 

AJSUP                     5議席(±00議席) 

その他                    6議席(－09議席) 

 

 

メモ： 

上記決定を受けて、人的資源開発省は、各公立学校に対し、25日にエ

ッセイ･コンテストやセミナー等を実施するよう通達を出したが、インド

の祝日であるクリスマスの日に、学校を開講日とすべきでない旨の、

野党らの反発を受けたため、オンライン上のエッセイ･コンテストを26

日に実施するべく、変更がなされた。なお、モディ首相は、25日の記念

行事の一環として、自身の下院選挙区であるヴァラナシを訪問し、ヴ

ァラナシ･ヒンドゥー･大学で講演した。(写真右) 

3. インドニュース（2014年 12月） 
News from India 

 

source; HP of Prime Minister of India  
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メモ： 

ジャンムー･カシミール州では、ＢＪＰは、ヒンドゥー教徒が住民の過半数を占める、ジャンム地域で、議席を大幅に伸

ばした結果、第二党に躍進。第一党のＰＤＰが、どの政党と連立を組むか、が注目される。同州で連立政権を担って

いたＪＫＮＣとコングレス党は、議席を大きく減らして敗北した。ジャールカンド州でも、ＢＪＰは躍進し、ＡＪＳＵＰとの

連立により、ＪＭＭ及びコングレス党の連立政権から、政権を奪取する見込み。 

 

Ⅱ. 経済 

12月2日 

 2日、インド準備銀行は、金融政策会合を開催し、政策金利の据え置きを発表した。 

12月17日 

 17日付フィナンシャル･エクスプレス紙は、ソフトバンクがインド不動産ポータルサイトのハウジング･

ドットコムとの間で、既存株主と共に総額9,000万ドルの出資を行うことに合意した旨報じた。 

12月19日 

 各紙報道によれば、19日、統一物品サービス税(GST：Goods and Service Tax)導入のための憲法改正法

案が下院に提出された。審議は次期国会以降に持ち越された。 

メモ： 

ＧＳＴとは、インドの複雑な間接税の簡素化を目的とし、中央販売税、州付加価値税(ＶＡＴ)、物品税、サービス税等多

様な間接税を統合するもの。報道によれば、憲法改正法案は、上下両院で3分の2以上の賛成が必要であるが、与

党インド人民党(ＢＪＰ)及び友党は、上院(全 243議席)では 59議席しか有していないこと、また、同改正法案は、半数

の州政府により承認されなければならないことが今後の課題となる。 

 

Ⅲ. 外交 

12月3日 

 インド外務省発表によれば、3日、スワラージ外相は、下院で最近のモディ首相の外国訪問につき演説し、

歴史的な総選挙結果は国際的な関心を呼び覚まし信頼を回復した、モディ首相の下、インドの急速な進展

が楽観視されており、世界の平和･繁栄へのインドの貢献に期待が広がっている、モディ首相は、世界に

おけるインドの役割と立場につき明確なビジョンを提示し、期待されるリーダーシップをとっていくとの

シグナルを送り、約束を行動に移し、機会を成果に変える能力を提示してきた、我々は、安全保障上の利

益について明確に話し、それらをしっかりと守る意志を示してきたと述べた。 

メモ： 

スワラージ外相は、同演説の中で、二国間関係について、日本との関係を特別戦略的グローバル･パートナーシップ

に格上げした旨、また、中国とは、明確に関係を深める一方、懸案問題についても対話の焦点を当てた旨述べた。

また、米国との戦略的パートナーシップのモメンタムを回復し、豪州との関係で新たな道筋をつけ、過去の消極的な

ルック･イースト･ポリシーから、(事業の遂行をより協調した)積極的なアクト･イースト･ポリシーへと転換したと述べ

た。また、日本から官民の取組により今後5年間で約350億米ドル規模の投融資を行うとのコミットメントを得るととも

に、中国と200億米ドル規模の投資に合意し、また、今後5年間で米国企業から420億米ドル規模の投資計画の見積

もりを得たと述べた。 

12月10日～11日 

 10日～11日、政府発表によれば、プーチン露大統領は、訪印し、モディ首相と首脳会談を行った。首

脳共同声明や共同記者発表によれば、両首脳は、防衛、貿易、原子力、エネルギー分野等での協力拡大
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に合意した。また、原子力協力に関する文書等、計 20

本の合意文書が署名された。(写真右) 

 13日付ザ･ヒンドゥー紙は、「印露関係、試練の時」と題

した社説において、プーチン大統領訪印につき、生産的で

あったが古来の友好関係の輝きが霞んだことは否定できな

いと論じ、また、インドが軍事品の調達先をロシア以外へ

も多様化していることについてロシアが面白く思っていな

い中、モディ首相が今回、ロシアについて「最も重要な防

衛パートナーである」と述べたことは重要である、ロシア

が西側諸国から孤立し、インドが米国に接近する中、印露

関係は多くの課題に直面するであろうと論じた。 

 

メモ： 

共同声明及び共同記者発表の主要点は以下のとおり。 

* 共同声明の主要点 

原子力協力： 設備及び予備品の現地化、ウランの採掘等において協力を拡大。インドは、ロシアの設計による原

子力発電所の第二番目の建設地を特定することに合意。 

防衛協力： 防衛協力が防衛システムの共同設計･開発の段階に入っていることを確認。共同研究、共同開発、共

同製作に基づく防衛協力を拡大する機会が限りなく存在することを確認。 

経済関係： 2025年までに二国間貿易を300億ドル、投資を双方向に150億ドルまで拡大させるとの目標を設定。 

国際情勢： 国連安保理の承認のない経済制裁に反対。ロシアは、インドの安保理常任理事国入りを支持。 

* 共同記者発表でのモディ首相の発言概要 

戦略的パートナーシップは、比類のないもの。国際関係が変化しても、印露関係の重要性は不変。インドは、より

多くの防衛協力の選択肢を有しているが、ロシアは最も重要な防衛パートナーであり続ける。我々は、どのようにし

て「Make in India」(製造業の振興を目指すキャッチフレーズ)を含むインドの優先的政策に沿って印露関係を調整する

かを議論した。ロシアが最も先進的なヘリコプターを完全にインドで生産することに同意したことを嬉しく思う。我々

は、少なくとも原子炉10機の建設を目指すという野心的なビジョンをまとめた。 

12月18日～23日 

 大統領府発表や各紙報道によれば、18日から 23日、バングラデシュのハミッド大統領がインドを訪問し、

19日、ムカジー大統領と会談した。ハミッド大統領は、22日、西ベンガル州のコルカタを訪問し、トリ

パティ同州知事、ママタ･バナジー同州首相に面会した。 

メモ： 

ムカジー大統領は、入院していたが、ハミッド大統領と大統領府で会談し、職務に復帰した。ムカジー大統領は、西

ベンガル州出身であり、バングラデシュと同じくベンガル語が母語である。ハミッド大統領は、今回の会談中、ムカジ

ー大統領が長期にわたりバングラデシュの友人であると賞賛し、バングラデシュへの再訪問を招請した。 

 

 

 

 

 

source; HP of Prime Minister of India 

  

 

<PM’s meeting with H.E. Md. Abdul Hamid,  

President of Bangladesh> 

Dec 19, 2014 

source; HP of Prime Minister of India  
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Ⅳ. 日印関係 

12月 17日 

 外務省発表によれば、17日午後、安倍総理はモディ首相と電話会談を行った。モディ首相から、衆議院

議員選挙における安倍総理大臣の勝利と、選挙を通じて「アベノミクス」が国民の信任を得たことに対し

祝意を表明した。これに対し安倍総理大臣から、今後、成長戦略を含む経済政策をさらに力強く進める旨、

また、「モディノミクス」と連携し、モディ首相と力を合わせ、大きな可能性を秘めた日･インド関係をさ

らなる高みへ引き上げていきたい旨述べた。 

(外務省HPでも詳細がご覧いただけます。 URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page4_000861.html) 

 

今月の注目点: 上下院の「ねじれ」とモディ政権の政策推進 

本年のインド冬期国会は、11月24日から12月23日まで開会された。ＢＪＰ率いるＮＤＡ政権

は、下院議席の3分の2近くを占める圧倒的多数を持つのに対して、上院においては過半数に遠く及

ばず、いわゆる「ねじれ」現象が生じているため、重要な法案採択が円滑に進まない状況にある。

また、今国会では、ジョティ食品加工業閣外相による、ヘイト･スピーチ問題(注: 12月1日、同閣外

相が、今後行われるデリー準州選挙では、有権者は、ラーマ神の子供の政府(ＢＪＰ)あるいは、私生

児の政府か、を選択しなければならない、と発言したことについて、野党から厳しい批判を受け、2

日、同閣外相は下院にて謝罪した。モディ首相も、同発言は許容できないが、同閣外相は初めて閣

僚を経験する初当選の議員であり、且つ既に謝罪を行っている旨発言し、同閣外相を擁護した。)や、

ＲＳＳによる他宗教徒の集団改宗問題などを取り上げて、野党側が与党を厳しく批判し、議会の審

議が中断する場面が見られた。それでも、今国会では、統一物品サービス税(ＧＳＴ)導入のための憲

法改正法案が下院に提出されたほか、労働者改正法案及び実習生法改正法案が採択された。また、

モディ政権は、経済と汚職一掃の政策を推進するため、大統領令(公布後直ちに発効し、次期国会開

始日から6週間後まで有効)の発出を進めている。すなわち、保険法改正法案や炭鉱違法割り当て(い

わゆるコール･ゲート問題)を受けて10月に大統領令として発出された石炭採掘場(特別条項)法案と

いった重要法案は、国会において審議未了となったが、別途大統領令を12月24日に発出する決定

を行った。また、懸案となっていた土地収用法の改正案についても12月31日付で大統領令として

発出された。 
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=◇ 最近のイベント ◇= 

◆第 35回 様々なインド 『インド人噺家が語るインド漫談』 

2014年 12月 5日(金)午後 6時から、日印協会個人会

員のマルカスさんこと｢立川談デリー｣師匠(写真左)を、

協会寄席にお招きし一席お願い致しました。 

 6時ジャストに登場。｢皆さん! インド時間で遅れると

心配されたのでは? ｣と先ず笑わせてくれました。故談志

大師匠直伝の粋な江戸っ子(デリーっ子?)口調で高座開

始。日本大使館の日本語講座で1年24か月(3年間)学び、

1977年に国際交流基金の招待で初来日など日本語と日本

の関わりが枕でした。 

 立川流への入門は 98年、東海道 53次の名前もすべて覚えた落語修行、大師匠との漫才の話など多々あり

ました。それに先立つインドでの談志さんとの出会い、ベナーレス(Varanasi)の死を待つ人他の話、インド

には“貧はあるが困はない”等々から宗教･哲学論。更にクトゥブ･ミナールで有名なクトゥブッディーン他

歴史･時代･世話物からインパール談やら現代にも及び、洒落･落語の所作も入れそして考察に富んだ噺に引き

込まれお客さんはお腹をよじると共に勉強をされていました。 

師匠からのクイズを一つ、｢インドで多い動物は何か?｣、答えは｢馬です。“野次馬”と言う馬です｣。 

未だ未だ漫談速記録にはお伝えしたいことをメモしましたがこの辺で失礼します。(お後が宜しいようで) 

 名人会直前の急な冷え込みやらでお風邪を召され足を運ぶことの出来なかったお客様も居られ、20名弱で

御膝送りとは行きませんでしたが、皆様はご満悦の様子でした。勿論寄席がはねた後の般若湯･智水入り懇親

会が大いに盛り上がったのは云う迄もありません。 

尚、マルカス様著書『インド流! 』(サンガ書房)を御寄贈頂きましたことをお伝え申し上げます。 

師匠! 有難うございました。 

 

 昨年はインド総選挙後のシンポジウム(経済広報センター/日印経済委員会/協会･共催）、モディ新首相歓迎

レセプション(日印友好議員連盟/協会･共催)、ナマステ･インディ(後援)、更に恒例の交流会等の重要行事が

続いた為、“様々なインド”講演会は第 35回が本年最初で最後となりました。 

新春からは従来同様出来るだけ本“様々なインド”を開催したいと思っていますのでご参加の程を宜しく

お願い申し上げます。 

 

尚、先月号でご案内の通り、新年第一回は 1月 23日(金)です。会員で(株)BFGジャパンリミテッド代表取

締役の宮本洋子さんを講師にお迎えし、「こだわり旅行屋が教えるインドの美味しいお話」について講演して

頂きます。緑の楽園とも呼ばれているケララ州についての最新情報もお話して頂く予定です。 

 

因みにこの日(1月 23日)は奇しくもスバス･チャンドラ･ボースの生誕日です。 

皆様、お誘い合わせの上お越し下さい。 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 
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=◇ 今後のイベント ◇= 

◆サラスワティ･プジャ 2015 ―Saraswati Puja 2015― 

日本では弁才天もしくは弁財天として知られているサラスワティのプジャを行います。 

日 時: 2015年 2月 8日(日) 11:00～19:00 

会 場: ティアラこうとう(江東公会堂)  東京都江東区住吉 2-28-36 

   地下鉄都営新宿線･東京メトロ半蔵門線 ｢住吉｣駅下車 A4出口徒歩 4分 

プログラム: Puja Start 11:00～ 

Worship(Anjali) 12:00～12:30 

Guest Speech 12:30～13:00 

Prasad Distribution(Lunch) 13:00～15:00 

Cultural Programu 15:00～19:00 

Aruti  19:00～19:30  

入 場: 2,000円～(寄付をお願いします) 

主催･問合: India(Bengal) Cultural Association Japan(IBCAJ) 

      ☎ 090-9847-2202  E-mail ionfo@ibcag.org 

 

◆特別展｢コルカタ･インド博物館 インドの仏 仏教美術の源流｣ 

 先月号で、平岡三保子先生(文学博士･インド美術史学者･龍谷大学仏教文化研究所)によるご寄稿でも紹介

致しました、英領時代のインドの首都であったコルカタに 1814年創立されたコルカタ･インド博物館所蔵の

仏教美術の品々が展示されます。 

また、関連事業として、講演会･講座やイベントも開催されます。詳細は、東京国立博物館のホームページ

でご覧になれます。URL  http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1701 

日 時: 2015年 3月 17日(火)～5月 17日(日)    9:30～17:00(入館は閉館の 30分前まで) 

月曜休館 

(ただし、会期中の金曜日は 20:00まで、4月 4日(土)以降の土･日･祝休日は 18:00まで開館) 

(3月 23日(月)、3月 30日(月)、5月 4日(月･祝)は開館、5月 7日(木)は休館) 

会  場: 東京国立博物館 表慶館 

JR｢上野｣駅公園口･｢鶯谷｣駅南口より徒歩 10分 

観 覧: 一 般 1,400円(1,200円/1,100円)、 

大学生 1,000円(800円/700円)、 

高校生 0,800円(600円/500円) 

中学生以下無料 

( )内は前売り(2015年 1月 17日(土)～3月 16日(月)まで販売/  

20名以上の団体料金) 

主  催: 東京国立博物館、インド政府文化省、 

コルカタ･インド博物館、インド大使館、日本経済新聞社、 

BSジャパン 

問 合: ☎ 03-5777-8600 (ハローダイヤル) 

 

※東洋館には協会所蔵のバイラヴァ立像も展示されています。どうぞご覧下さい。
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§『現代インド･フォーラム』2015年 冬季号 №24 

 協会 HPには、1月 8日にアップ致しました。 

 昨年の夏季及び秋季号では、モディ政権の内政･外交･経済等、イ

ンドの全国的な動向を取り上げましたので、今号は、“モディ新政権

後の地方政治”を特集し、下記の 4論文を掲載しております。 

1.マハーラーシュトラ州およびハリヤナ州の議会選挙 

 笠井亮平(岐阜女子大学南アジアセ研究センター特別研究員) 

2.テランガナ州の創設による同州と新アンドラ･プラデシュ州の展望 

 原島郁(在チェンナイ日本国総領事館専門調査員) 

3.タミル･ナド州政治情勢 

 原島郁(在チェンナイ日本国総領事館専門調査員) 

4.東部・北東部の州政治からみるモーディー政権の行方 

 上田知亮(京都大学特任准教授･国立民族学博物館外来研究員) 

 

右記 URLにてご覧頂けます。  http://www.japan-india.com/forum 

ご意見･ご感想等ございましたら、協会事務局までご連絡下さい。 

 

5. 新刊書紹介 
Books Review 

｢日印友好バッチ｣頒布致します。 

2013年、日印協会創立110周年を記念して、 

日印の友好を表す両国の国旗が交差するデザインの記念バッチを、 

皆様に実費でお分けして参りました。 

在庫限りで頒布は中止とお伝えしておりましたが、 

大変好評の為、追加発注し、 

引き続き頒布することに致しました。 

円安の影響で、今回のバッチは、会員の方には手渡しの場合、 

1,000円とさせて頂きます。 

(郵送の場合は、別途送料がかかります) 

なお、裏面の文字は、 

“1903年創立 日印協会”です。 

詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。 

E-mail  partner@japan-india.com 

FAX  03-5640-1576 
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§『今だから行くインド ―2050年、人口も GDPも世界一』 

   著 者: 平野 隆之 

   発 行: 旭書房 

   価 格: 1,500円+税  ISBN 978-4-901347-32-7 C0077 

著者は、1992年から 93年にかけてインド国防幕僚大学に留学し、1994年

から 98年にかけて在インド日本国大使館で防衛駐在官として勤務しました。

現在は、日印インドビジネス支援協会株式会社の代表取締役を務めています。 

研究者ともビジネスマンとも異なる、国防に携わる者の視点で日印関係を

紐解いていますが、堅苦しいものではなく、在印生活を満喫された豪胆さが

滲み出た、“インドでの生活はこんなに愉快なものなのか!? ” と思わせてく

れる内容です。 

初めてのインド赴任を不安に感じている方も、晴れやかな気分になる事でしょう。ただし、インドが向か

ない方についても具体例が挙げられています。まずは、ご一読下さい。 

◆ 目次 ◆ 

はじめに インドについて Q ＆ A 

  第1章 世界一だらけのインド  第 7章 インド的思考回路  

  第2章 なぜインド  第 8章 インドは危険な国? 

  第3章 インドの日本神話 第 9章 魅力満載のインド 

  第4章 インドに感謝 第 10章 インドで暮らす 

  第5章 カースト、関係ねぇ  第 11章 これからの日印関係 

第 6章 インドのウェリントン 第 12章 インドでビジネス 

 

明けましておめでとうございます。 

本年もご支援賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

今年の干支は羊ですが、インドの羊の頭数はなんと世界 2位だそうです。 

そして、今号の表紙は、その羊(牝羊)に乗ったアグニです。 

『リグ･ヴェーダ』の中で、アグニは火の神として、黄金の顎と歯を持ち、頭髪は

炎で、3枚または 7枚の舌を持ち、祭祀の際に火に投げ入れられる供物を味わうと

されています。 

 安寧な 1年であることを願っておりましたが、新年早々、インドから嫌なニュー

スが飛び込んできました。その後も暗いニュースが多く、気が滅入ります。 

魔を退ける力をも持つアグニにあやかり、悪しき事は祓われ、良き事が多い年とな

りますようにとの願いを込めた、アグニです。 

 皆様の、ご多幸をお祈り申し上げます。 
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入会随時受付中 

1903年、大隈重信、澁澤榮一らによって創設された日印協会は、これまで日印の相互理解の促進を目的

として、両国の友好親善に関する事業を行ってきました。両国の友好関係を更に深める為にも、協会会員

の獲得は重要な課題であると考えています。 

インドに興味のあるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。ご

希望により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。日印協会の活動に賛同して頂ける多くの

法人会員･個人会員のご入会をお待ちしております。 

☆年会費：個人             6,000円/口 ☆入会金 個人 2,000円 

学生             3,000円/口 学生 1,000円 

一般法人会員  100,000円/口 法人 5,000円 

特別法人会員  150,000円/口        (一般法人、特別法人会員共に) 

 

 

 

 

<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回発送は 2月 20日(金)を予定しております。2-3月合併号ですので、催事チラシの封入をお考えの

方は、日程をご確認のうえ事務局までご連絡下さい。チラシを封入する際には、当該催事の協会会員に

対する割引等特典の配慮をお願いしております。チラシ印刷の前にご一考下さい。 

<編集後記> 

年末の話で恐縮ですが、協会でも忘年会を致しました。当然お酒も入り、時間が経つにつれ少々くだ

けてきます。そうこうするうちに、編集子の上司が、駐印時代の事などを語り始めます。インド国内出

張の折には、K 航空を利用することがあったそうですが、なんとその頃の K のキャビンアテンダントの

制服は、真っ赤なミニスカートだったというのです。あのインドで!! 上司は、｢いや～～、もうそれだ

けが国内出張の楽しみで｣と遠くを見ながら懐かしげに話していました。この先の話の展開によっては、

セクハラ発言になるのではと編集子が気を揉んでおりましたら、上司のそのまた上司が一言、｢そんなこ

とばっかりやっているから K航空は潰れるんだ｣、と一刀両断。協会の品位とガバナンスが高位に引き戻

された瞬間でした。 

互いに一年の労をねぎらい、来る年も頑張りましょうと、忘年会を締め括りました。 

1 月 5 日の仕事始め以来、『現代インド･フォーラム』『月刊インド』発刊、新年度に向けての理事会･

評議委員会の準備等と慌ただしく、新年気分はどこへやら、いつも通りの事務局です。 

本年も、日印関係が更に深まることを祈念し、その一助となるよう、事務局員一同頑張ります。 

                                                                      (記 渡邊恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本誌に掲載致します投稿等は、執筆者のご見解･ご意見であり、 

当協会の見解を反映するものではありませんので、念のため申し添えます。 
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