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シ ン ガ ポ ー ル について調べる 
 

 

 

                  

１．キーワード     ３．図書で情報を探す        ５．インターネットで情報を探す 

２．概要を知る     ４．新聞・雑誌で情報を探す     ６．こんなことも調べられます                 

１．キーワード 

資料・情報を探すときにこれらのキーワードを使うと便利です。 

「シンガポール」「Singapore」「東南アジア」「都市国家」「マラッカ海峡」「多民族」「多言語」 

「華僑」「華人」「リー・クアンユー」「Lee Kuan Yew」 

２．概要を知る 

概要を知るために、まずは参考書や事典類、入門書で調べましょう。 

 

千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」から図書を探すことができます。 

検索項目に「全項目」を選択して、「シンガポール」、「東南アジア」など、いくつかのキーワードを組

み合わせて検索すると、幅広く図書を探すことができます。 

検索項目に「件名」を選択して検索すると、より内容に沿った資料を見つけることができます。検索項

目に「分類」を選択して検索すると、分野ごとの資料を見つけることができます。 

例）全項目「シンガポール」＆ 全項目「歴史」で検索 ⇒ 141件ヒット 

件名「シンガポール」＆  件名「歴史」で検索 ⇒ 28件ヒット 

      件名「シンガポール」＆  分類「2」（歴史・地理）で検索 ⇒  61件ヒット（2018年 3月時点） 

書 名 出版情報 請求記号 

シンガポールを知るための 65章 第 4版 
田村慶子編著 明石書店  

2016 
西30223/9 

シンガポールの文化や社会について深く知りたい人のための入門書です。p351-359に関連書ガイドを掲載しています。 

地球の歩き方 ’15～’16 シンガポール 
「地球の歩き方」編集室編 

ダイヤモンド・ビッグ社  2015 
東29093/2/16-4-20 

旅行用のガイドブックですが、観光情報だけでなく、シンガポールの文化・社会・歴史について幅広く知ることがで

きます。折り込みマップ付き。（データ:2014年10月現在） 

東南アジアを知る事典 
桃木至朗編 

平凡社 2008 

中223/8 

西223/2 

東223/1/08 

東南アジア各国の歴史や文化について書かれている総合事典です。p617-622「シンガポール」の項に国の概要を、p690

にシンガポールについて調べるときに役立つ文献リストを掲載しています。 

シンガポールの基礎知識 
田村慶子著 

めこん 2016 
東29239/8 

シンガポールの歴史、政治と行政、産業・経済・労働、対外関係等について写真や地図を多用してわかりやすく解説

しています。シンガポールを代表する人物を取り上げたコラムも掲載しています。 

３．図書で情報を探す 

1965年に独立し、急速的な発展を遂げたシンガポール。2016年には日本との国交 50周年を迎

えました。このパスファインダーでは、シンガポールについて調べるときに参考となる資料や情

報をご案内します。 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
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【こんな図書があります】 

＜シンガポールの歴史・地理＞（件名「シンガポール」かつ歴史・地理を表す分類「2」でAND検索します。） 

＜シンガポールの社会・経済＞(件名「シンガポール」かつ社会・経済を表す分類「3」でAND検索します。） 

 ＜シンガポールの文学＞         （件名「シンガポール」かつ文学を表す分類「9」でAND検索します。） 

 

 

 

 

書 名 出版情報 請求記号 

物語シンガポールの歴史 
岩崎育夫著 

中央公論新社 2013 
東22399/3 

シンガポールの英国植民地時代から、日本占領、独立、現在までの歴史がわかりやすく解説されています。 

シンガポールに暮らす ジェトロ編 2006 東29239/4/06 

シンガポールで暮らすための必要な手続き、住まい、食、医療など、生活する上で役立つ情報を、シンガポール在

住経験者が解説しています。シンガポールの歴史や文化なども紹介しています。（データ：2006年時点） 

書 名 出版情報 請求記号 

シンガポールの奇跡 
坂口可奈著 

早稲田大学出版部 2017 
東30223/86  

シンガポールが発展を遂げた理由を、他民族国家、能力主義国家、移民国家というシンガポールの３つの特徴を各

章で解説しています。政治学だけでなく、歴史学、社会学など多角的な視点から分析しています。 

シンガポール「多人種主義」の社会学 
鍋倉聰著 

世界思想社 2011 
中31682/24 

シンガポールの多人種主義政策と、それに関わる問題などシンガポール社会について考察しています。 

シンガポール ARCレポート 
ARC国別情勢研究会 

1981-2015 

中33223/16 

西33223/6 

東33223/30 

シンガポールの政治・社会情勢、経済動向、貿易・投資動向など、一冊でシンガポールの経済状況がわかるレポー

トです。また略史や関係機関といった基礎データも収録しています。 

日本企業のための 

シンガポール進出戦略ガイド Q&A 

久保光太郎・山中政人編著 

中央経済社 2014 
西 33892/39 

シンガポールへ進出する日本企業が直面する疑問点や、税制・法律など実務上の重要事項を、Q&A形式でわかりやす

く解説しています。 

書 名 出版情報 請求記号 

東南アジア文学への招待 
宇戸清治編 

段々社 2001 
東929/1 

東南アジア各国の文学事情、文学史をわかりやすく解説しています。p[273]-332「シンガポール文学」の項に解説、

作品、近現代文学史年表を掲載。p345に日本語で読めるシンガポール文学作品リストを収録。 
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・千葉県立図書館ホームページ（http://www.library.pref.chiba.lg.jp/） 

「図書・雑誌・視聴覚資料検索」の資料種別で「雑誌」にのみ☑を入れると、雑誌の特集記事のタイト

ルなどから探すことができます。 

（個々の記事については調べ方案内（パスファインダー）「雑誌記事・論文を探す」を参照） 

例）全項目「シンガポール」で検索 

「シンガポール、ヴァーティカル・グリーン・シティ」『a+u 建築と都市』（2012年 6月号）  

・新聞記事データベース 

県立図書館では、キーワードや日付から関連記事を検索できる新聞記事データベースをご利用いただけ

ます。詳細は県立図書館ホームページ「オンラインデータベース一覧」をご確認ください。 

≪利用できる新聞記事データベース≫ 

聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）、毎索（毎日新聞）：３館で利用可能 

日経テレコン 21（日本経済新聞）：中央・西部で利用可能 

ヨミダス歴史館（読売新聞）：中央のみ利用可能 

  例）日経テレコン 21を「シンガポール and 日本企業」で検索 

   「シンガポール・日本国交５０周年特集――半世紀の交流を礎に、アジアの都市開発、力合わせ」 

   （『日本経済新聞』2016.8.8 朝刊 p.21） 

シンガポールについて調べるのに便利なサイトをご紹介します。 

・外務省 シンガポール共和国（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/singapore/index.html） 

面積・人口などの基本情報のほかに、政治、外交、経済、対日関係がまとめられています。 

・日本シンガポール協会（http://www.singaaso.or.jp/index.html） 

 シンガポールの食事や祝祭日などのシンガポール情報や、シンガポール関連公共機関へのリンクを掲載

しています。 

・VisitSingapore.com（http://www.visitsingapore.com/ja_jp/） 

シンガポール政府観光局が運営する、シンガポール旅行情報に関する公式サイト。目的別の観光地情報

や、旅行情報などを掲載しています。 

・地球の歩き方 シンガポール（http://www.arukikata.co.jp/country/SG/） 

「２．概要を知る」で紹介しているガイドブックのサイト。基本情報以外にも、ビザなどの旅行情報、 

日常会話やマナーなどの現地情報があります。 

・シンガポール経済開発庁 日本語ページ（http://www.edb.gov.sg/content/edb/ja.html/） 

 シンガポール政府の省庁の一つで、シンガポール経済に関するニュースや統計、投資家向けガイドなど

が掲載されています。 

・JETRO（日本貿易振興機構） シンガポール（http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/） 

ジェトロの海外ネットワークを通じて収集したシンガポールに関するビジネス情報を提供しています。 

シンガポールに関するニュースや基本情報、統計などがご覧いただけます。 

・日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 図書館（http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/） 

開発途上地域の学術的文献、基礎資料、及び最新の新聞・雑誌を所蔵しています。「千葉県内図書館横断検索」

でも「大学・類縁機関」に☑を入れると、この図書館の蔵書を検索できます。 

＊インターネット上の情報は、古かったり信憑性に欠けたりする場合があるので、上記に挙げたサイトの

ように信頼できる発信元かどうか確認の上、ご利用ください。 

４．新聞・雑誌で情報を探す 

５．インターネットで情報を探す 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/
https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/search/database.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/singapore/index.html
http://www.singaaso.or.jp/index.html
http://www.visitsingapore.com/ja_jp/
http://www.arukikata.co.jp/country/SG/
http://www.edb.gov.sg/content/edb/ja.html/
http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/
http://mets2.elib.gprime.jp/search_pref_chiba/basic_table.php
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Q1.シンガポールで発行されている新聞について知りたい。なんという紙名で国内ではどこで見ること 

ができるか。 

A1.国立国会図書館ホームページでは、「国立国会図書館リサーチナビ 東南アジア関係資料: 継続受入

新聞リスト」（http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-southeast-news-list.php）から、

国立国会図書館関西館・アジア情報室所蔵の継続受入新聞一覧を見ることができます。刊行国別にな

っており、シンガポールの新聞は、「Berita harian」「The Straits Times」「The Business times」

の 3紙を受入していることが分かります。また、「国立国会図書館サーチ」（http://iss.ndl.go.jp/）

から新聞についての情報や、所蔵機関の検索ができます。詳細検索で資料種別「新聞」にのみ☑を入

れて、タイトルに紙名を入力して検索します。 

また、千葉県にはアジア経済研究所があり、一般の方も利用することができます。「アジア経済研究

所図書館 各種資料リスト」（http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Search/lists.html）では、

刊行国別の所蔵新聞の一覧のエクセルファイルを見ることができます。シンガポールの新聞は 15紙

を所蔵していることが分かります。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所（TEL：043-299-9716） 

〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2   

 

Q2.毎年どれくらいの旅行者がシンガポールを訪れているか。 

A2.『JNTO日本の国際観光統計』（国際観光振興機構編）に、世界各国地域の外国人訪問客数があります。 

日本政府観光局（JNTO）のホームページ＞世界のインバウンド市場＞世界の市場別基礎情報

（http://www.jnto.go.jp/jpn/inbound_market/index.html）から、東南アジアのタブ＞シンガポ

ールの基礎データをクリックすると、外国人訪問者数・日本人訪問者数などのデータを確認するこ

とができます。 

また、『世界の統計』（総務省統計局編 年刊）に日本から各国（地域）への訪問者数が掲載されて

います。 

 

Q3.シンガポールの国旗の意味を知りたい。 

A3.シンガポールの国旗は1959 年に制定されました。赤は全人種の融和と平等性、白は純粋さと美徳を 

  表します。5個の白い五角星は平等、正義、進歩、平和、民主主義を示し、三日月はそれら 5つの 

星が示す理想を支え、若い国家の発展を象徴しています。 

参考：『世界の国旗・国章歴史大図鑑』（苅安望編著 山川出版社 2017）p.47 

   『世界の国旗大百科 全 687旗』（辻原康夫編著 人文社 2003）p.29 

 

他にも、レファレンス協同データベース（http://crd.ndl.go.jp/reference/）をキーワード「シンガ

ポール」で検索すると、各図書館での質問・回答が載っていますので、参考にしてみてください。 

・「シンガポールの国歌を楽譜付きで見たい。」（山梨県立図書館） 

・「日本、シンガポールの教育からみた、英語の公用化について調べたい。」（桃山学院大学附属図書館） 

・「シンガポールの先端医療に関する資料を紹介してほしい。」 

（日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館） 

（インターネット最終アクセス：2018年3月30日） 

※所蔵館について 中：中央図書館（千葉市） 西：西部図書館（松戸市） 東：東部図書館（旭市） 

６．こんなことも調べられます 

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data-southeast-news-list.php
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Search/lists.html
http://www.jnto.go.jp/jpn/inbound_market/index.html
http://crd.ndl.go.jp/reference/

