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はじめに
このガイドブックは、長岡技術科学大学の学生が、IIITDMカンチープラム
校に留学するにあたって、できるだけスムーズに現地の生活に入れるよ
うにアドバイスをするガイドブックです。
インド一般情報や、チェンナイ市内の情報については、出発前に、市販
のトラベルガイド等をよく読んでおいてください。
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出発前

準備一般

• インドやチェンナイに関する一般旅行情報を読んで、必要なものを揃える。

• 実際にIITマドラスに留学した先輩のアドバイスを受ける。

飛行機手配について

• 日本からチェンナイまでの直行便はありません。シンガポール、マレーシア、デリーなど
を経由して行きます。チェンナイ到着時刻は、必ず、朝から日中にしてください。日没後
の到着は可能な限り避けてください。飛行機の遅れや、ピックアップの問題などがあっ
た場合に、本人はパニックしますし、周りの対処もむずかしくなります。

海外旅行傷害保険

• 必ず加入してください。

用意したほうがよい書類・写真

• パスポートの写真ページ、VISAページ、最終ページのコピーは、各2部ほど用意しておく。

• パスポートサイズ証明写真は複数枚用意しておく。

• IITMオファーレター原本（滞在の住所証明）以外に、コピー2部ほど。

• パソコンの持ち込みはなるべく自分使用の１台のみ。



現地でカード等を利用したい場合

• 現地のATMでキャッシュの引き出しができること

を確認済みのカードを利用する。

※いずれにしても、カードやATMが使用できなかっ

た場合等を考慮の上、当面対応できるだけの十分

な日本円「現金」を持ってきてください。現地で両替

可。

• 現地携帯電話番号及び寮滞在の証明書等を元

に、非居住者用の現地銀行口座を開設すると、

通帳とデビットカードが発行される。（もし他行で

扱わない場合は、ＩＩＴＭキャンパス内のＳＢＩで申

し込み可。）

• 現地の電子マネーカードの、ＰａｙＴＭは、買い

物等によく利用されているが、銀行口座が必要。

• Ｍａｋｅ ｉｎ Ｉｎｄｉａ、Ｄｉｇｉｔａｌ Ｉｎｄｉａ、などのインド

の政策で、インド国内発行のカード利用や支払

いのオンライン化が進んでいる。ＡＴＭからは、

500ルピー、2千ルピー札しか出てこない場合が

多く、小銭が不足しがち。

• 両替商を呼べば、日本円キャッシュをインドル

ピーキャッシュに両替してくれる。

現地で利用する携帯電話

• 日本の携帯のローミングサービスは、便利だ
が高額なので、非常時のみに使用できる分に
はよい。

• 現地で使う携帯電話は、現地または日本で、
SIMフリータイプのスマートフォンを入手して、
現地でPrepaid SIMを使うと便利。（証明写真、
住所証明が必要。5-6ヶ月の長期滞在の学生
は、Wifiだけで済ますことを考えず、必ずSIMを
購入してください。）

• 学内に滞在中は、 スマートフォンに”Ｗｈａｔｓａ
ｐｐ”をダウンロードして、Ｗｉｆｉ環境でメッセージ
や電話を使うことが多い。

服装

• 軽装だけでほとんど問題なし。靴は、運動靴とサ
ンダルの両方があるとよい。膝下丈のズボンなど
を注意する先生方もいるので、男女共、研究室や
授業ではFull Lengthのズボン類を穿いたほうが
よい。

衛生用品

• 衛生面に注意が必要。除菌用ウェットティッシュ、
水に溶けるティッシュペーパーなど。身の回りの
清潔を保つグッズを持参するとよい。

• 蚊などの虫除け対策が必要。現地でも調達可。
（チェンナイでは涼しめの2月が蚊発生のピー
ク。）虫除けに、長ズボン、靴下など。刺された後
の、痒み止めは、強力なものを日本から持ってき
たほうがよい。



チェンナイ空港到着後

• Immigrationチェックで、審査の際、自分からは話さない。聞かれたことには、できるだけ簡潔
に答える。

• その後、階下（Arrival Hall）に降りる前に、パスポートに入国スタンプがきちんと押されている
かを確認するスタッフがいる。

• Hand Luggage（機内持込み荷物）のX線チェックを済ませたら、搭乗した便名のベルトコンベ
アーに進み、Baggage Reclaim（スーツケースなどの手荷物受取）をする。荷物の番号チェック。

空港建物出口手前
出口手前、左手に、タクシー予約のブースや、Money Exchanger（換金所）がある。当面必要なインドルピーは

ここで換えておく。 （その後は、ATMによるルピー引き出しを利用することが多い。または、両替商による両

替。）

Arrival Hall出口後
送迎の車は、通常IIITDM契約のタクシー会社を利用できる。

Arrival HallのExitを出ると、手すりの外側に、Pick up（出迎え）の人たちが大勢いる。手すりの内側から見て、自

分の名前（または大学名）のカードを持った人を探す。

万が一、出迎えの人に会えなかった場合、Arrival Hall出口を出た後にも先払いのタクシー（プリペイドタクシー）

予約ブースがあるので、ここでも予約できる。定額で安心。約６００-８００ルピー。 （その場に迎えがくる。）

日本語でのサポートの必要を感じたら、現地コーディネーターに連絡してください。 (最終ページに連絡先あり)

空港内のWiFi通信状況は弱め。場所にもよる。





IIITDMカンチープラム学生寮（Student Hostel）到着後

• オフィス電話番号： 044-2747-6300

• 学生寮（または学部）到着後、学生ボランティアなどがついてく
れるので、生活面のことは彼らに聞ける。

• 必要書類の記入、作成など（学生証発行など）を済ます。なる
べく到着して直ぐに済ませるべき。

• ３ヶ月以上の滞在の場合、必ず、在チェンナイ日本国総領事
館に在留届を提出する。

（カンチープラム地域も在チェンナイ日本総領事館の管轄地域
です。）

↓ オンライン提出ができる。
http://www.chennai.in.emb-japan.go.jp/j/consulate/

• 帰国の際にも帰国の旨領事館に連絡を入れる。

在チェンナイ日本国総領事館
Consulate-General of Japan at Chennai
No. 12/1, Cenetoph Road, 1st Street
Teynampet, Chennai 600 018 INDIA
Tel: +91-44-2432-3860/1/2/3
FAX: +91-44-2432-3859

http://www.chennai.in.emb-japan.go.jp/j/consulate/


生活面について
• 寮にはエアコンなし。天井のファンだけ。

• 停電や断水、インターネットの切断はしばしばある。

• シャワーは水。（使用する前に、水が出るかどうか、まずチェック。水が止まる場合もあり。）

• トイレにはペーパーの備え付けはない。基本は水で洗い自然乾燥。

• 学内に生活品等の売店（Gurunath Store／グルナート・ストア）はある。

• Indian Bank、SBI Bankの ATMあり。

• IIITDM内は禁酒禁煙。

• 新しい大学なので、現時点ではこじんまりしているが、学生寮（ホステル）がまとまっており、学生たちの仲が良い。長岡技大

学生の留学時期には学園祭などはないが、ホステル・ゾーンでしばしばイベントが催される。

• 特にキャンパス内では、わからないこと、アドバイスを受けたいこと、相談したいこと、など、自ら周り（学生、Student

Admission担当者、チューター（or メンター or教授）、コーディネーター）に聞いて早めに解決していくこと。

• インド全体で、小銭（硬貨）が不足しているので、お店では、小銭を求められることが多い。小銭のおつりを支払ってもらえな
いこともあるので、なるべく小銭は用意しておく。

• ２千ルピー札は、大型スーパーなどでは使えるが、個人商店での使用は好まれない。

• 大型スーパーマーケット等で、出店時にレシートを守衛に見せることがあるので、レシートを取っておく。

• カード類のATMでの使用注意事項：

-カードは、一旦差し込んで読み込ませたら、抜いてから、ボタン操作

- 1日に引出せる最高額は1万ルピー程度。（カードによって、一度に引き出せる金額がかなり少額だったり。）

• 市内など、学外では、向こうから声をかけて来た人とは行動や食事を共にしない。自分の情報も教えない。（住所、今後の予
定、など。）



・ インドでは、全土で狂犬病があるが、国の対策としては、野良犬は殺処分せず、ABCコントロー
ル／Animal Birth Control（一頭一頭捕獲し、不妊・断種の手術、狂犬病予防接種をして、元の居
住地に戻す）を繰り返している。手術と予防接種が済んでいる犬には、右耳の先に、L字またはV
字型の切れ目があるので、判別可能。

ヒトを含む全ての哺乳類は、狂犬病にかかる可能性がある。また、狂犬病には、潜伏期間がある
ので、一見正常に見える動物が、感染している可能性も否定できない。

このことから、全ての動物には触らないこと。

※実際に周りで狂犬病患者がでたことはないので、過度に心配はしないでください。

ですが、市内、州内含め、狂犬病ゼロではないことは意識しておくべき。

万が一、動物に咬まれ、傷を負った場合は、患部を石鹸でよく洗ってから、病院で狂犬病予防ワ
クチンを暴露後接種する。（間隔をあけて６回接種が必要。）

狂犬病について

Bed Bugについて
・ 年間通して高温多湿なので、マットレスは、ときどきベッドから外して、埃を叩いて、風を通す。
シーツ・枕カバーはこまめに洗ってください。寝具が原因で、虫にかまれ、広がることがある。

保健衛生面について
季節によるが、全体的に蚊が多いので、蚊や虫除け対策が十分に必要。

虫除けネット（窓用）や、All Out、Odomosなど、併用。虫刺されの塗り薬。



• キャンパス内に 24 x 7対応のMedical Centerがある。男性/
女性のスタッフ/ナースがいる。

• 病状により、学生を近くの病院： Chettinad / Tagore /
SRM に連れて行ってくれる。

• 救急車（Ambulance）はキャンパス内でも利用でき、学生を
希望する病院に連れて行ってくれる。

• “Chettinad Health City”総合病院は最寄り。

IIITDMのメディカル・センターを

利用する場合は、IIITDMの

学生証を持参。

IIITDM内メディカル・センター



タクシー会社と利用方法
OLA

モバイルアプリをインストールして、アプリか
ら直前に予約。

UBER

モバイルアプリをインストールして、アプリか
ら直前に予約。

FAST TRACK （事前予約で長時間利用の場合）

電話予約： 044-2473-2020

※↑Fast Trackは、直前に電話せず、早め（前日等）
に時間指定して予約したほうが確実。

車種：

・Small car （ミニカー： TATA Indica(インディカ)の場合
が多い）

・Sedan （普通車： TATA Indigo(インディゴ)、TOYOTA
Etios(エティオス)など）

・Innova （イノーヴァ： 6-7人乗りの場合）

・Tempo （テンポ： 12人乗りの場合）

など

予約の際のキーワード：
・ Pickup Place （出発点）
・ Drop Place （目的地）
・ 「Return」 または 「Up & Down」 （往復）
• Waiting time
（往復で、その間に待ってもらう時間がある場合）

• Drop only （片道）
• Landmark （目印になる建物等）
• A/C（エアコンあり）、Non A/C（エアコンなし）

※ 予約後、通常、携帯に、・予約の確認のSMS、

・ドライバーの名前と連絡先

・その後ドライバー本人から電話連絡、が入る。

※ 支払は、メーター制で後払い。

※ おつりがない場合に困らないよう、なるべく細かいお金
を用意しておく。

※ 予約できても、当日キャンセルされる場合など、不測の
事態もあり、100％頼れないのが現実。

その場合は、オート（リキシャ）＝自動三輪をつかまえて行
くことになる。オートは横転することもありうるので、必ず前
や上の手すりにつかまって、身体を支えてください。



留学後のインド出国時注意点

・インドルピーは持ち出し規制があり、日本に持って
帰っても外貨両替ができないので、空港で使い切る、
など工夫する。



現地コーディネーター連絡先

• 現地で日本語による相談などある場合、以下、長岡技大インドオフィス、
現地コーディネーター （IITマドラスキャンパス内にオフィス、住居あり）
に連絡してください：

オフィス： NUT India Office, Rm. 312, c/o Engineering Design Dept., IITM

氏名:    Norie Kobayashi Krishnapillai (小林憲枝)

自宅住所： w/o Prof. Shankar Krishnapillai

B26-6C (Chera Bldg.), Delhi Avenue, 

IIT Madras, Chennai 600036

オフィス携帯電話番号： （+91）9677161766

個人携帯電話番号： （+91）9840319437

自宅電話番号： （+91）44-2257-6701

（IIT内からは内線6701）

E-メール： indiaoffice@vos.nagaokaut.ac.jp

noriekk55@gmail.com


