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日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

インド共和国
Republic of India



概況

インドは人口13億6千万人を超え、29の州で構成される多民

族国家である。人種、言語、宗教、気候、カレンダー等州や地域

により異なっている。

大学はIITをトップクラスとして、学部入学には厳しい競争が

ある。理系分野出身者（特にIIT出身者）が、官民ともに重要な

役職についている。

歴史的な背景や、将来のキャリアのため、米国等に留学する

学生も多い。

宗教

ヒンディー教 79.8% 、イスラム教

14.2% 、キリスト教2.3% 、シク教

1.7%、仏教0.7%、ジャイナ教0.4%

（2011年国勢調査）

主要産業

農業、鉱工業、IT産業

GDP成長率

4.2%（2019年）

一人当たりのGDP

2,104ドル（2019年）

成人識字率

74%（2018年、世銀）

大学進学率

28%（2018年、世銀）

国内大学数（国公立、私立）

993（2020年）

在留邦人数

10,294（2019年）

首都

ニューデリー

人口

13億6641万（2019年）

人口増加率

2.4%

面積

328万㎢

言語

ヒンディー語他

通貨

インドルピー

基本情報
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教育事情

インドの教育制度は５・３・２・２制。初等学校（５年）上級初等

学校（３年）は義務教育で、公立学校は無料。中等学校（２

年）終了後、１０学年終了共通試験に合格した者は上級中等

学校（２年）へ進学。

第１２学年終了共通試験の結果により希望する大学へ進学

するが、IITなどのトップレベルの大学では別途試験がある。

公立学校ではヒンディー語もしくは地域の言語を使用する

が、都市部の私立学校は就学前教育の幼稚園入学時より英

語で授業が行われる。

インドにおいては特にインド工科大学（IIT）のステータスが

高く、理系の教育が盛んである。

英語教育・IB教育の状況

英語教育は広くいきわたっている。多民族国家であり多

様な言語を各地で有するがゆえに、全土で通用する言語

は唯一英語という理由から第二次、第三次産業の管理職

には英語が必須とされる。

学校教育についても私立校は小学校入学時より英語を

ベースに教育が行われている。IB導入校についても140

校を数え、世界第5位となっている。

日本語教育の状況

２０１５年５月より翌年６月に国際交流基金が実施した調

査によれば、インドにおける教育機関は１８４、学習者は２４

千人である。インドにおいてはヒンディー語および地域の

ローカル言語に加え英語の習得が極めて重要であり、日

本語学習は第三言語学習のカテゴリーである。

日本語能力試験はJLPTが中心的な地位を占めており、

日系企業に勤務する従業員もしくはその希望者が多く受

験している。日系企業のインド進出により全体的に増加傾

向である。
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日本への留学者数

合計1675人

（2020年度JASSO外国人留学生在籍状況調査結果より）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

大学生、高校生

日本留学を希望する動機（多い順）

学位取得

留学希望先機関（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多

い順）

大学院、学部

専攻分野（多い順）

工学系、社会科学系

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

２～３年

経済的状況（留学資金）

奨学金、奨学金＋自費、全額自費

留学後の進路希望

上級課程へ進学、日本での就職

日本留学事情
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インドから日本への留学生数の推移

「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構



主な留学先国

米国、カナダ、豪州、ニュージーランド

主な留学先教育課程

修士、博士、学部

主な専攻分野

STEM系、MBA

海外への留学者数

46万人

その他、特徴的な事項

英語を母国語とする諸国へ留学、就職となる

現地日本関連情報

インドに浸透している日本文化は主にパソコン用ゲームソフト

が主であり、「クレヨンしんちゃん」などに代表されるアニメー

ションが一定の認知度を保っている。その他音楽、映画、ファッ

ションに関しては極めて限定的であり広がりを得てはいない。

日本食についても圧倒的にベジタリアンが多数を占める国柄

で、一部富裕層の嗜好はあるものの特殊なカテゴリーとなって

いる。現地では日本大使館を中核としていろいろな観点より日

本紹介のイベントを開催している。

海外留学事情
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留学生リクルーティング・コラム

インドの優秀な学生は国全体の方向性から、英語をベース

としたSTEM系に強い傾向にある。基本的には修士、博士と

いった資格を得て留学した国で就職してキャリアを積んで行

くという人生設計を持つ人間が多い。このため、優秀な学生

を獲得するためには「英語による授業にて履修可能」であるこ

と、および将来の就職の可能性があることが重要なポイントと

なる。

さらに「奨学金獲得の可能性」についての目途等の情報が

重要である。

一般的にインド人学生は留学先を決める際に、少なくとも数

か国は候補として考えており、この候補の一つとしてアピール

できるかどうかが大きい。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（南西アジア地域）東京大学

写真引用元：Pixabay
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日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

スリランカ民主社会主義共和国
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka



概況

少数派タミル人の反政府勢力との25年以上に亘る内戦が

2009年に終結し、その後着実に経済成長を遂げ、一人当たり

のGDPが4,000米ドルと南西アジアでは一番高い水準にある。

非同盟の立場を維持しつつ、隣国インドと良好な関係を維持し、

日本との関係も深い。近年は中国との関係も強化されている。

2019年4月のテロ事件で大きな被害を受けたが、治安は改善

してきている。今年に入って新型コロナウィルス感染症が急拡大

し、10月にようやく全土でロックダウンが解除された。

インド洋航路の中継点にあり、南アジアのハブを目指している。

2019年11月の大統領選で、ゴタバヤ・ラージャパクサ大統領が

当選し、実兄のマヒンダ・ラージャパクサ元大統領が首相に就任

した。

首都

スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ

人口

約2,103万人（2016年）

人口増加率

0.6％（2010-2015年、国連）

面積

6万5,610㎢

言語

シンハラ語、タミル語

宗教

仏教徒（70.1%）、ヒンドゥ教徒

（12.6%）、イスラム教徒（9.7%）

通貨

ルピー

基本情報
主要産業

農業（紅茶、ゴム、ココナツ、米作）、

繊維業、観光業

GDP成長率

-3.6% （2020年、スリランカ中銀）

一人当たりのGDP

3,682米ドル

（2020年、スリランカ中銀）

成人識字率

91.7%（2018年、世銀）

大学進学率

19.6% （2018年、UNESCO）

国内大学数（国公立、私立）

国立（UGC）17、公立8、私立18

在留邦人数

791人

（2020年、在スリランカ日本大使館）
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教育事情

スリランカの教育制度は英国をモデルにつくられ、初等教育

5年(5歳から），中等教育（前期）4年、中等教育（後期）2年で、

GCE（全国統一試験）O（オー）レベル試験を受験し高校に進

学する。高校（カレッジ）2年の後、大学進学資格となるGCE・

Aレベル試験を受験する。基本的に公立学校は初等から大学

まで無償で教育を受けられる。義務教育は中等前期までの9

年。識字率は高く、教育言語はシンハラ語、タミル語、英語が

使われている。Aレベル試験は8月に試験があり、受験生はそ

の結果に基づき志望校を提出するが、最終的に振り分けが終

わりまで1年以上かかる。

大学はUGC（The University Grants Commission)

のもとに国立大学がコロンボ大学、ペラデニヤ大学、ルフナ大

学、スリジャヤワルダナプラ大学、モラトゥワ大学など17校。近

年は学位を授与できる私立大学や専門学校もつくられてきて

いるが、国立大学に入学できるのは、Aレベル試験合格者の

10％程度と言われている。多くの学生が海外の大学に進学し、

海外の大学への関心は高い。

英語教育・IB教育の状況

初等教育入学時から、英語を第一外国語（必修）として学習

している。コロンボ、キャンディ等にはインターナショナルス

クールがあり、多くはEdexcel GCEを想定した学習が行わ

れ、英米に多く留学している。IB（国際バカロレア校）として、

オーバーシー・スクール・オブ・コロンボ、ブリティッシュ・ス

クール・イン・コロンボがある。

日本語教育の状況

Aレベル試験、Oレベル試験とも日本語が選択科目として採

用され、英語、フランス語に次いで学習者の多い外国語に

なっている。日本語学習者は中高で1万人、ほとんどが女性で

日本語教師になるのが目標。大学3校（ケラニア大学、サラガ

ムワ大学、ラジャラタ大学）で500人。

ケラニア大学には日本学研究センターが設置され、国際交

流基金の日本語専門家が派遣されている。コロンボにあるス

リランカ日本文化センター（通称笹川ホール）でもスリランカ日

本語教育協会（JLEA）による日本語教育を行うとともに、日

本語能力試験（JLPT）及び日本留学試験(EJU)を実施して

いる。
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日本への留学者数

5,238名（専門学校、日本語学校含む)

（2019年度JASSO外国人留学生在籍状況調査より）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

高校、大学

日本留学を希望する動機（多い順）

学位取得、キャリア形成、日本への関心

留学希望先機関（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多い順）

専修学校、日本語学校、大学、大学院

専攻分野（多い順）

社会科学（経済・ビジネス）、工学、人文科学

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

4年（学部）、2年（大学院）

日本留学事情

経済的状況（留学資金）

一人当たりGDPが4,000米ドルを超え、私費留学生も増加

留学後の進路希望

大学院卒業生は大学教員、研究者、政府機関、

学部卒業生は日本企業
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スリランカから日本への留学生数の推移

「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構



主な留学先国

米国、オーストラリア、マレーシア、インド、日本

（UNESCO UIS 2021.4.15）

主な留学先教育課程

大学

主な専攻分野

社会科学（ビジネス）、エンジニアリング

海外への留学者数

24,118人

その他、特徴的な事項

留学国で就労機会を求める人が多い

現地日本関連情報

1952年の国交樹立以来、日本とスリランカは、貿易・経済・

技術協力を中心に良好な関係が続いている。1952年のサン

フランシスコ講和会議で、ジャヤワルダナ代表（後、大統領）

が日本擁護の演説をし、日本の国際社会復帰を助けたこと

がよく語られる親日国である。日本は医療、インフラ、災害復

興など一貫して支援している。

2019年4月のテロ事件と新型コロナウイルス感染拡大の

影響で日本からの観光客が一時中断している状況にあるが、

終息すれば、人的交流・文化交流のさらなる発展が期待され

る 。ペ ラデ ニヤ大 学には Sri Lanka-Japan Study

Centerがあり、例年8月にスリランカ・日本の大学の研究交

流の会議が開催されている。

2022年はスリランカと日本の外交関係樹立70周年にあ

たりさまざまな交流イベントが検討されている。

海外留学事情
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留学生リクルーティング・コラム

スリランカ国内の大学定員に限りがあるため、海外の大学への

留学の関心は高い。

これまで英語圏に向かっている学生の流れを日本にシフトさせ

るため、各大学の英語によるプログラムや、大学での生活、奨学

金、卒業後のキャリア支援など、各大学の特徴と魅力を効果的に

発信することが望まれる。情報サービスや経済・ビジネス分野と

ともに、都市・インフラ、食品・農業、観光、SDGs関連分野などが

有望である。STEM教育に対する関心も高い。

スリランカの留学生は卒業後も留学国で仕事を求める人も多く、

高度人材として日本での雇用機会創出が今後の課題である。コ

ロンボ市内にあるスリランカ拠点は、日本大使館・JICAなど日本

の政府機関、スリランカにある日本語教育機関、JAGAASなど

日本留学卒業生組織と緊密な連携をとり、各週、高校、大学を訪

問し（またはオンラインで）日本留学説明会を開催している。
作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（南西アジア地域）東京大学

写真引用元：Pixabay
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日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

バングラデシュ人民共和国
People's Republic of Bangladesh



概況

バングラデシュは、二度の独立（1947年の印パ分離独立及

び1971年の西パキスタンからの独立）を経て誕生した。独立

後は国父ムジブル・ラーマンの下で国づくりが進められた。そ

の後政情は安定しなかったが、2018年総選挙で、シェイク・ハ

シナ首相が3期連続で首相に就任し現在にいたっている。

2016年に日本人7名を含む22名が犠牲となるダッカ襲撃テ

ロ事件が発生した。2019年までは年率8%近いGDP成長率

を達成、一人当たりGDPも2,000ドルを目前にし、LDC（後

発開発途上国）卒業を目指している。新型コロナ感染拡大によ

り、2020年のGDP成長率は3.5%。300社を超える日系企

業が進出している。

首都

ダッカ

人口

1億6,468万人

（2020年、世界銀行）

人口増加率

1.05% （2018年、世界銀行)

面積

14万7千平方キロメートル

言語

ベンガル語

宗教

イスラム教90.4%、その他9.6%

通貨

タカ

基本情報 主要産業

衣料品、縫製品産業、農業

GDP成長率

3.51%

（2020年、バングラデシュ統計局）

一人当たりのGDP

1,968ドル

（2020年、世界銀行）

成人識字率

72.9% 

(2019年、バングラデシュ統計局）

大学進学率

20.6% (2018年、UNESCO）

在留邦人数

984人（2020年、外務省）

国内大学数（国公立、私立）

国公立50、私立107

（2021年、バングラデシュUGC）
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教育事情

バングラデシュの学校教育制度は、初等5年、前期中等3年、

中期中等2年、後期中等2年の5-3-2-2制。正規教育には公

立、私立、NGO学校に加えて、イスラム学校（マドラサ）など多

様な形態がある。またNGOによる非正規（ノンフォーマル）教

育も行われている。初等教育の就学年齢は6歳、義務教育は

初等の5年、公立校は無償で、ベンガル語が用いられている。

就学率は上がってきているが、貧困などによる中途退学率は

20%と高い。9年生から、理系・文系・商業系などのコースに

振り分けられる。中期中等修了時にSSC（Secondary

School Certificate)を受験、また後期中等教育修了時に

HSC (Higher Secondary Certificate)を受験し、合格

すると大学入学資格が与えられる。大学は以前はダッカ大学

など限られていたが、政府の拡充策により、現在は国公立・私

立あわせて150校を超える大学が大学助成委員会（ＵＧＣ）に

登録されている。3年または4年の履修で学士を取得した学生

は1年または2年の修士課程に進むことができる。

英語教育・IB教育の状況

バングラデシュの私立学校には、英語を教授言語とするイン

グリッシュ・ミディアム・スクールが多数あり、英国のGCE

（General Certificate Education）のＯレベル・Ａレベル

試験など海外のカリキュラムに基づく教育を行っている。ダッカ

に は International School Dhaka, American

International School DhakaなどのIB校がある。

日本語教育の状況

国際交流基金の調査（2018年度）によると、バングラデシュ

における日本語教育機関数は85、学習者数4,800名、内訳は

高等教育機関で700名、学校教育以外で4,000名となってい

る。日本語能力試験（JLPT）はバングラデシュ日本留学同窓

生協会（JUAAB）が実施し、2020年合計で2,891名が受験

した。大学入試では日本語は扱われていない。ダッカ大学には

社会学部日本学科、現代言語研究所日本語科に日本語学士

課程がある。またシャハンギノゴル大学等で日本語初級コース

が設けられている。またバングラデシュ日本語教師会があり約

30名が登録している。日本の進出企業増加に伴い、日本語の

需要は高まっている。
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日本への留学者数

3,098名

（2020年、専修学校、日本語学校含む、JASSO調査）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

高校、大学

日本留学を希望する動機（多い順）

学位取得、キャリア形成、日本への関心

留学希望先機関（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多い順）

専修学校、大学院、大学、日本語学校

専攻分野（多い順）

工学、社会科学、人文科学

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

2年（大学院）、4年（学部）

日本留学事情

経済的状況（留学資金）

私費留学生の拡大のためには奨学金の拡充が不可欠

留学後の進路希望

大学院卒業生は大学教員、研究者、政府機関、

学部卒業生は日本企業

948 
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「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構



主な留学先国

米国、マレーシア、オーストラリア

（UNESCO UIS 2021.4.5）

主な留学先教育課程

大学、大学院

主な専攻分野

IT、エンジニアリング、ビジネス

海外への留学者数

50,004人 （UNESCO UIS 2021.4.5）

現地日本関連情報

日本は1972年2月の国交樹立以来、最大の援助国とし

てバングラデシュの国づくりと経済発展に協力してきた。

親日国として、日本への関心と期待は大きい。JICA,

JETRO など政府関係機関 、 Bangladesh Japan

Society 、 また JUAAB 、 AOTS Alumni Society

(BAAS)など日本留学同窓会、日本バングラデシュ商工

会議所、ダッカ日本商工会など商工団体、 日本語教育機

関、バングラデシュで活動している日系NGOなど日本に

関連する団体は多い。これらの団体の多くは拠点事業の

ステークホールダー会議に参加している。

2022年はバングラデシュと日本の外交関係樹立50周

年にあたりさまざまな交流イベントが検討されている。

海外留学事情
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留学生リクルーティング・コラム

バングラデシュは平均年齢が24歳と若者の多い国であり、

生産年齢人口が総人口に占める割合が高い「人口ボーナス

期」に入っている。高い経済成長のポテンシャルがあり、日本

企業の進出もさらに拡大することが予想される。日本は最大

の援助国であり、また大の親日国であることや英語能力を有

する人も多いことから、日本留学生市場として、高度外国人

材のソースとして有望である。IT・デジタル分野、機械・電気

などエンジニアリング、防災・社会基盤、医療・保健、SDGs、

さらにビジネス分野などでの留学生のリクルーティングが期待

できる。IT分野ではJICA・宮崎大学による「外国人ICT技術

者人材育成プログラム（B-JET）」が実績をあげている。地域

や産業界と連携し、インターンシップや就職機会と合わせた取

り組みが必要と思われる。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（南西アジア地域）東京大学

写真引用元：Pixabay
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日本留学海外拠点連携推進事業カントリーレポート（南西アジア地域）

2021年11月作成

独立行政法人日本学生支援機構日本留学海外拠点連携推進本部
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