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1
シンガポールの基礎知識（アジ

アの基礎知識 2）
田村 慶子著 めこん 2016.4

p208～213に文献リス

トあり
中央・多摩 292.3/5201/2016

（中）7107288812

（多）7107645227

2
シンガポールを知るための65章

（エリア・スタディーズ 17）
田村 慶子編著 明石書店 2016.6

第4版 p351～359 に文

献リストあり
中央・多摩 302.2/5144/2016

（中）7107621922

（多）7107745080

3

移住者たちのリアルな声でつ

くった海外暮らし最強ナビ ア

ジア編

室橋 裕和編 辰巳出版 2017.9 中央 292.3/5221/2017 （中）7109448450

4
リビングインシンガポール シ

ンガポール総合生活ガイド

日本シンガポー

ル協会編集

日本シンガポー

ル協会
1998.6

p116～121に文献リス

トあり
中央 2923/3099/98 （中）1128633503

5 シンガポールに暮らす ジェトロ編 ジェトロ 2006.11

シンガポールで生活す

る上で役立つ情報、歴

史や文化を紹介

中央 292.3/5014/2006 （中）5013054035

6
シンガポール謎解き散歩（中経

の文庫た-23-1）
田村 慶子著 KADOKAWA 2014.11 中央

S/292.3/5192/20

14
（中）7105730875

7 東南アジアを知る事典 桃木 至朗編集 平凡社 2008.6

新版 関連項目を50音

順に収録するほか、各

国の歴史と現状などを

概説

中央・多摩
R/292.3/5115/20

08

（中）5015338171

（多）5015602980

8

ARCレポート シンガポール

2017/18年版（経済・貿易・産

業報告書）

ARC国別情勢研

究会編集

ARC国別情勢研

究会
2017.8

政治・社会情勢、経済

動向、対日関係などを

記載。

中央 332.2/3188/2018 （中）7109406254

9
Malaysia & Singapore

handbook
Paul Dixon. Footprint c2010. 第7版 672p 中央 F/292.3/D62/M （中）7100732240

10
地球の歩き方 2018～19 D20

シンガポール

地球の歩き方編

集室編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2018.1 中央

290.9/5121/2019

-4-20
（中）7109850648

11

地球の歩き方リゾートスタイル

R19 2017-2018 ファミリーで

行くシンガポール

地球の歩き方編

集室編集

ダイヤモンド・

ビッグ社
2017.2 中央

290.9/5123/2018

-19
（中）7108556088

12
シンガポール（ことりっぷ海外

版）
昭文社 2017.9

第2版 6つのジャンル

でシンガポールのおす

すめを紹介

中央
290.9/5581/31-

2017
（中）7110332609

13 10日暮らし、特濃シンガポール 森井 ユカ著 晶文社 2017.10 中央 292.3/5222/2017 （中）7109602873

14
シンガポール（旅行ガイドにな

いアジアを歩く）
高嶋 伸欣著 梨の木舎 2016.2

シンガポールの戦争関

連施設などをエリアご

とに紹介

中央・多摩 292.3/5197/2016
（中）7107041833

（多）7109635177

15
シンガポール美的亜細亜食堂

(ダイニング)
有本 香著 小学館 2005.7 中央 596.2/5217/2005 （中）5011388916

16

シンガポール絶品!ローカルごは

ん（地球の歩き方GEM STONE

64）

丹保 美紀著
ダイヤモンド・

ビッグ社
2015.5 中央

596.22/5023/201

5
（中）7105721052

17

物語シンガポールの歴史 エ

リート開発主義国家の200年

（中公新書2208）

岩崎 育夫著 中央公論新社 2013.3

p251～255に文献リス

ト、p259～262に年表

あり

中央・多摩 223.9/5008/2013
（中）7101956426

（多）7102029012

18
シンガポール都市の歴史

（Images of Asia）

マヤ・ジャヤ

パール著
学芸出版社 1996.3

p134～138に文献リス

トあり
中央 2239/3010/96 （中）1127819636

19
スタンフォード・ラッフルズ

シンガポールを創った男

ナイジェル・

バーリー著
凱風社 1999.3 中央 2893/ラ14/301 （中）1128804502
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海外修学旅行の準備に役立つブックリスト

シンガポール
★このブックリストは、自由に改変・配布してお使いいただけます。
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20 東南アジア史研究の展開
東南アジア学会

監修
山川出版社 2009.5

地域別・テーマ別の研

究ハンドブック。巻末

p1～54に文献リストあ

り。

中央 223.0/5018/2009 （中）5016790418

21
日本人のシンガポール体験 幕末

明治から日本占領下・戦後まで
西原 大輔著 人文書院 2017.3 中央 319.1/6318/2017 （中）7108747670

22
Historical dictionary of

Singapore
Justin Corfield.

Scarecrow

Press
2011.

p.313-361に文献リス

トあり
中央 RF/223.9/C79/H （中）5020180086

23

シンガポールの奇跡 発展の秘

訣と新たな課題（早稲田大学エ

ウプラクシス叢書 3）

坂口 可奈著
早稲田大学出版

部
2017.3

シンガポールの社会問

題への対応を分析

p225～251に文献リス

トあり

中央 302.2/6282/2017 （中）7108792236

24
シンガポール スマートな都

市、スマートな国家

ケント・カル

ダー著
中央公論新社 2016.12

シンガポールの経済発

展、社会の安定、対外

関係における戦略を分

析

中央 302.2/6263/2016 （中）7108421701

25

シンガポール 多文化社会を目

指す都市国家（新アジア生活文

化読本）

糸林 誉史著 三修社 2000.5 中央 302.2/5059/2000 （中）5000969746

26
シンガポール「多人種主義」の

社会学 団地社会のエスニシ
鍋倉 聰著 世界思想社 2011.3

p275～289に文献リス

トあり
中央 316.8/5452/2011 （中）5020142423

27
シンガポールから学んだこと

南洋に20年生きて
小竹 裕一著 明石書店 2004.4

シンガポール在住20年

の著者が様々な民族の

人々との交流を語る本

中央 302.2/5377/2004 （中）5008946855

28

シンガポールで見た日本の未来

理想図 少子高齢化でも老後不

安ゼロ（講談社+α新書  791-

花輪 陽子[著] 講談社 2018.5 中央 302.2/6338/2018 （中）7110450907

29

「頭脳国家」シンガポール 超

管理の彼方に（講談社現代新書

1135）

田村 慶子著 講談社 1993.2 中央 3022/3230/93 （中）1125693428

30
ぱらだいす?シンガポール 日

本人がアジアで一番好きな国
小竹 裕一著 勁草書房 1999.6

シンガポールの内実を

在住20年の著者が語る
中央 3022/3691/99 （中）1128881593

31
リーダーシップとはなにか

リー・クアンユー自選語録

リー クアンユー

著
潮出版社 2014.7

リー・クアンユーはシ

ンガポール初代首相
中央 304.0/6712/2014 （中）7104223073

32
リー・クアンユー、未来への提

言

リー クアンユー

[述]

日本経済新聞出

版社
2014.1

リー・クアンユーはシ

ンガポール初代首相
中央 312.2/5440/2014 （中）7103440526

33 アジアの医療保障制度 井伊 雅子編 東京大学出版会 2009.3

p.35-66「2章 シンガ

ポール ―国家戦略の

一環としての医療―」

p262～268に各国医療

関係年表図あり

中央 498.1/5963/2009 （中）5016478589

34
交通天国シンガポール 最新交

通システムと政策
加納 敏幸著 成山堂書店 1997.12

「渋滞のない国」とい

われるシンガポールの

交通システムに関する

本

中央 6810/3073/97 （中）1128456006

35
シンガポールの光と影 この国

の映画監督たち
盛田 茂著

インターブック

ス
2015.12

同国の映画監督たちが

自国の問題をどう取り

上げているかを考察し

中央 778.2/6763/2015 （中）7106640600

36
英語と開発 グローバル化時代

の言語政策と教育

エリザベス・J.

アーリング編
春風社 2015.10

p.229-247「9章 シン

ガポールにおける言語

政策」

中央 830.7/5226/2015 （中）7106890944

37
Singapore English :

structure, variation, and

Jakob R. E.

Leimgruber

Cambridge

University
2015

p.134-145に文献リス

トあり
中央 F/838.0/L52/S （中）7107234590

38 東南アジア文学への招待 宇戸 清治編 段々社 2001.11

p.274-299に「シンガ

ポール文学」あり

p333～347に「日本語

で読める東南アジアの

文学作品リスト」あり

中央 929.0/5001/2001 （中）5003451864
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