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  カテゴリー ヒンディー語 マラーティー語 日本語 英語 

1 

政治 

                政治 politics 

2             政府 government 

3                 大統領 president 

4                  首相 prime minister 

5           （州の）大臣 minister in state level 

6                   州首相 chief minister 

7                   内閣 cabinet 

8                   政治家 politician 

9           任期 one’s term of office 

10                 汚職 corruption 

11        ,         賄賂 bribe 

12 

政党 

               政党 party 

13                                           与党 ruling party 

14                                      政党事務所 party’s office 

15                           政党本部 headquarter 

16           支部 branch office 

17                                   インド人民党 Bharatiya Janata Party 

18                                           インド国民会議派 
Indian National 

Congress 

19                                           ナショナリスト会議派 
Nationalist Congress 

Party 



20                                             
再建マハーラーシュト

ラ・セーナー 

Maharashtra 

Navnirman Sena 

21                   シヴ・セーナー Shiv Sena 

22                                 大衆社会党 Bahujan Samaj Party 

23                                           インド共和党 
republican party of 

india 

24     ,    ,             ,     ,   ,     連合 alliance 

25           統一進歩連合 UPA 

26                     サフラン連合 saffron alliance 

27                                全党会議 All-party conference 

28                     党首 leader of the party 

29 

議会 

         ,        議会 Parliament/assembly 

30          議席 
Seat ( in the 

parliament/assembly) 

31           議員 
member(of 

parliament/assembly) 

32                        議席占有率 seat sharing 

33 

選挙 

              選挙 election   

34                             連邦下院選挙 Lok Sabha election 

35                                 地方議会選挙 assembly election 

36                                   選挙政治 electoral politics 

37          投票 to vote 

38                       集票 To collect vote 

39                 支持 support 

40                    立候補 candidacy 

41                   立候補者 candidate 

42             有権者 eligible voter 

43                      投票所 polling station 

44              キャンペーン campaign 

45            ,          演説 speech 

46                             選挙結果 election outcome 

47           争点 point of controversy 

48 

社会 

                          社会問題 social issue 

49                     経済 economy 

50             開発 development 



51             成長 growth(economic) 

52           搾取 exploitation 

53                            水の供給 water supply 

54           電気 electricity 

55             福祉 welfare  

56                      貧困 poverty 

57                教育 education 

58                 衛生 sanitation 

59          ,      ,           農業 agriculture 

60 

産業 

            工業 industry 

61               製造業 manufacturing 

62             ,       商業 commerce 

63                サービス部門 service sector 

64 

労働・雇用 

                雇用 employment 

65                 雇用者 employer 

66                  被雇用者 employee 

67         労働 labour 

68             労働者 labourer 

69         労働力 work force 

70                   労働組合 labor union 

71                    労働法 labor law 

72                  解雇 layoff, dismissal 

73                   失業 unemployment 

74                         失業率 unemployment rate 

75                       移民 migrant 

76           給料 salary 

77               家計 household 

78             生計 living 

79                職業 occupation 

80                      ,     ,   月収 monthly income 

81         ,     支出 spending 

82 ऋ       ローン loan 

83         貯蓄 savings 

84               賃金 wage 

85                             求職 searching job 



86                  モビリティ mobility 

87 

イデオロギー 

                社会主義 Socialism 

88                     資本主義 Capitalism 

89                   ポピュリズム populism 

90                ,         ナショナリズム nationalism 

91                        コミュナリズム communalism 

92                          世俗主義 secularism 

93 

コミュニティ 

                  ओ           アイデンティティ政治 identity politics 

94          カースト caste 

95                       カースト間平等 caste equality 

96           留保 reservations 

97            ,     コミュニティ community 

98               細分化 fragmentation 

99             マラーター Maratha 

100                           土地の子 sons of the soil 

101           ダリット dalit 

102                 アディバシス adivasis  

103               ムスリム muslims 

104     -                           非マハーラーシュトラ人 Non-maharashtrians 

105               マフィア mafia 

106                     支配階級 dominated class 

107                   中流階級 middle class 

108            差別 discrimination 

109        格差 gap(economic, social) 

110                         階級 class(social) 

111                              社会運動 social activity 

112                市民 citizen 

113                                市民活動家 civil activist 

114         権利 rights 

115          武力衝突 hostility 

116             抗議 protests 

117           攻撃 attack 

118             脅迫 threat 

119           ,  ,   意見 opinion 



120 

政策 

         ,       政策 policy 

121                  評価 assessment 

122                 満足した satisfied 

123                不満な dissatisfied 

124            流行 trend 

125             効果 effect 

126             行政 administration 

127                 研究 research 

128        
                          
      

統計 statistics 

129              ,      ,       調査 survey 

130                             インタビュー interview 

131                 質問票 questionnaire 

132 

土地 
          土地  land 

133          農地 agricultural land 

134 

行政区分 

          農村 village(farm) 

135          市民 city 

136             区 ward  

137           村 village 

138          自治体 municipal corporation 

139            地区 district 

140           州  state 

141                            地方化 localise 

 

 


