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シンガポール共和国、通称シンガポールはマレー半島南端、赤道 137km北に位置する。

本島であるシンガポール島及び 60以上の小規模の島々で構成される。

現代のシンガポールは 1819年にイギリスの東インド会社の交易所としてトーマス・ラッフ

ルズにより設立された。その後、1826年にイギリスの海峡植民地の一つとなった。

第二次世界大戦の間は日本の占領下となり、3年半にわたって軍政がしかれた。

その後、1945年に日本の敗戦によってイギリス統治が復活したが、1963年には独立を宣言

し、マレーシア連邦の 1つの州となった。しかし、シンガポール州政府とマレーシア連邦

政府が度々対立し、1965年に連邦がシンガポールを追放する形でシンガポールは独立し、

シンガポール共和国となった。

シンガポールは建国以来、一度も政権交代を経験していない。建国

の父と言われるリー・クアンユーが結成した人民行動党（ＰＡＰ）

が常に議会議席の大多数を占めており、この国の政治史はそのまま

ＰＡＰ及びリー・クアンユーの歴史でもある。リー・クアンユーは

1990年に辞任するまで、首相を長く務め、その後も上級相として

内閣に影響力を保った。今年 2015年 3月に 91歳で他界した。

シンガポールの現在の人口は約540万人でそのうちシンガポール国籍を持つのは384万人、

それ以外は外国籍である。シンガポール人の民族の内訳は中華系が 74％、マレー系が 13％、

インド系が 9％、その他が 3％となっている。複合民族国家であり、3系統の文化が共存し

ながらも、それぞれに異なるコミュニティーを形成している。

公用語は英語・マレー語・中国語・タミル語である。第一言語を英語として、小学校から

各民族の母国語を選択して学習する。つまり算数・理科・社会等の各教科を英語で学習し、

第 2言語は各自の選択となる。このシステムは徹底されており、殆どのシンガポール人は

2言語以上を話せるバイリンガル・マルチリンガルとなる。

シンガポールは世界的に見ても有数の教育熱心な国として知られている。

また、高学歴重視の傾向も年々加速している。

【１シンガポールドル＝約９０円】
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学習到達度調査 PISA（2012年度 各国参加者得点比較）

経済開発協力機構（ＯＥＣＤ）が行っている学習到達度調査ＰＩＳＡ（2012年 世界 65

か国の 15歳、51万人が参加）の結果を見るとアジア勢が上位を占めている。

シンガポールは他と比べても優秀なことが見てとれる。

シンガポールでは小学校から能力別のクラス編成や進路が決まる試験が小学校から大学入

学までいくつもあり、その時々の難関な試験を突破しないと上位の学校へは進めない仕組

みとなっている。初等教育である小学校が 6年、中等教育が 4～5年、高等教育が 2～3年

となっていて、小学校卒業時に全員が受ける初等教育修了試験（ＰＳＬＥ）があり、その

結果によって 4年制の急行コース、5年制の標準（学術）コース、標準（技術）コースに振
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り分けられ、進学率の高い有名校に入れるかどうかもここで決まってしまう。

また、小学校 4年時の成績に基づき、習熟度別クラス編成が行わる為、ＰＳＬＥで好成績

を上げるために小学校低学年から勉強漬けの生活となる。

中等教育を終えるころになるとケンブリッジ大学の中卒認定試験のＯレベル（急行コース）、

またはＮレベル（標準コース）の試験があり、その結果によって、大学進学を目指す 2年

制のジュニア・カレッジ、3年制の工専（ポリテックニック）・職業訓練校へと振り分けら

れる。近年はこのような試験を挟まずに 6年制のインターナショナル・バカロレア（ＩＢ）

システムを採用する教育省認可の学校も増えている。また、スポーツや芸術分野に秀でた

生徒向けの中高一貫校でもＩＢが取得できる。

※インターナショナル・バカロレア（ＩＢ）とは主にインターナショナルスクールの卒業

生に対して、国際的に認められる大学への入学資格を与え、大学進学のルートを確保する

ために作られた教育プログラムである。ＩＢには 3歳～19歳の子供・生徒の年齢に応じて、

初等教育・中等教育・ディプロマ（資格）取得のプログラムを用意している。ディプロマ

取得プログラムの過程を修了し、統一試験で一定以上のスコアであれば、ＩＢディプロマ

を取得できる。日本でも殆どの有名国立・私立大学はＩＢを認めており、スコアに応じて

大学入学資格を与えている。世界の有名大学でも同様にＩＢのスコアに応じて入学資格を

与えているケースは多く、日本だけでなく世界中の有名大学への入学に道が開く事となる。

ジュニア・カレッジ・ＩＢ校に進んだ生徒はケンブリッジ大学の一般教育認定試験Ａレベ

ルという試験を受け、大学へ進む。シンガポールの国立大学は 7校あり、その中でもシン

ガポール国立大学、ナンヤン（南洋）工科大学、シンガポール経営大学の 3校は世界的に

見ても水準が高く難関とされ、学生にとっては狭き門である。しかし、現在ではイギリス

等、その他の海外の大学に進学する学生も相当数いるほか、海外の大学がシンガポールに

分校を開き、シンガポールに居ながらその大学のカリキュラムを勉強し、学位が取れるた

め、大学への進学率は上がって来ている。ただ、難関であることには変わりなく、大学へ

進めるのは学生全体の 25％、小学校から始まるいくつもの試験に対して結果が悪ければ容

赦なく高等教育への道が閉ざされる厳しい制度である。一方、成績の良い学生には国家が

奨学金を支給して、海外留学の機会を与えるなど、極端なエリート優遇策を実施している

と言える。
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シンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポート①①①① 学習塾ＫＯＭＡＢＡ学習塾ＫＯＭＡＢＡ学習塾ＫＯＭＡＢＡ学習塾ＫＯＭＡＢＡ

シンガポールでの最初の訪問は日本人向けの学習塾で幼稚園も経営している学習塾ＫＯＭ

ＡＢＡの峯村社長・石川室長にお伺いしました。

ＫＯＭＡＢＡは日本の学習塾の分校では

なく、峯村社長が 4年前にシンガポール

で開塾されました。他のシンガポールの

塾は早稲田アカデミー・ＬＥＣ

オービットアカデミックセンター等が

知名度がある。ＫＯＭＡＢＡも

それらの塾と同様に知名度があり、

集客力がある。最近は九州の英進館も

シンガポールに進出されたようです。

シンガポールの日本人向け学習塾は数も多く、通う側からすると自身の希望に応じて選べ

る環境にある。その中でも開塾 4年目にして 200名近い生徒を集客できているのはシンガ

ポールの事情を熟知した峯村社長・石川室長におけるＫＯＭＡＢＡ独自の運営方法・提供

するサービスの質に理由があると思われる。

以下、ＫＯＭＡＢＡ峯村社長・石川室長とのＱ＆Ａです。

Q：シンガポール全体で学習塾に通う年齢層の日本人の数はどれくらいいるんですか？

A：シンガポールには日本人学校の小学校が 2校、中学校が 1校あります。その 3つに 2,000

名程度の日本人が通っています。また、日本人学校ではなくインターナショナルスクール

に通う日本人も多く、同様に 2,000名程度います。高校では早稲田大学渋谷シンガポール

校があり、そこに 300名の日本人の高校生が通っています。

ただ、日本人の数としては幼稚園に通う年齢層が一番多く、小学校から中学校に進むにつ

れて徐々に減っていきます。

Q：ＫＯＭＡＢＡさんにはどのような生徒が通われているのですが？

A：どこの塾も変わらないと思いますが、日本人学校に通う生徒とインターナショナルスク

ールに通う生徒が半々です。合せて 200名程度です。別で経営している幼稚園には 300名

程の生徒が通っています。

Q：授業料は幾らくらいですか？

A：コースやその内容にもよりますが、1時間当たり 20シンガポールドル（日本円で 1,800

円程度）、高いコースですと 30～40ドル（2,700円～3,600円）くらいです。入試対策の専

門的なコースですと月謝として 1000ドル（91,000円）頂く場合もあります。

Q：宣伝はどのような方法で行っていますか？
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A：日本人が多く居住しているコンドミニアムがあるのですが、そこでの口コミが一番重要

だと思います。シンガポールには教育専門のフリーペーパー「Ｓｐｒｉｎｇ」という雑誌

があり、それには度々掲載するようにしています。

Q：生徒が塾に通う手段は？

A：シンガポールは他の世界的な大都市と比べても格段に安全な都市と言えます。我々は選

任の業者にバスを各学校へ回して通ってもらい、帰りはコンドミニアムまで送り届けます。

Q：シンガポールで塾経営を行うことで一番大変なことはなんですか？

A：大変なことは様々ありますが、他の海外の塾と同様に講師の募集は厳しいですね。あと、

シンガポールは建物の家賃が高いです。費用に占める割合の一番は家賃です。

＜ＫＯＭＡＢＡの石川室長＞ ＜教育向けフリーペーパーＳｐｒｉｎｇ＞

シンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポート②②②② オービットアカデミックセンターオービットアカデミックセンターオービットアカデミックセンターオービットアカデミックセンター

1990年に開塾し、これまで 25年にわたって

シンガポールで学習塾を経営されているオ

ービットアカデミックセンターに 2件目の

訪問先としてお伺いさせて頂きました。

シンガポールの教育環境を最大限活用した

英語を重視した教育と帰国時に必要となる

日本の受験勉強にも対応した教育等、様々な

ニーズに対応できる体制で生徒を受け入れ

ていらっしゃる様子が伺えました。

当日は後藤節子先生・満仲教室長にシンガポールの教育事情を分かりやすく

ご説明頂きました。
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シンガポールは元々イギリス領であった為、

他の旧英連邦及びヨーロッパ諸国が採用して

いるイギリス型の教育制度を採用していいま

す。採用している国同士は相互乗り入れが可

能となり、どの国においても同じカリキュラ

ムで学習することとなります。

ただ、日本は戦後からアメリカ型の教育制度

を採用していますので、イギリス型は馴染み

がありません。

幼児・小学校から高校まで一貫教育を行うインターナショナルスクール（その多くはイギ

リス型の教育制度を採用している）がシンガポールには 34校舎・ 49キャンパスあり、増

設に伴う移転を多くの学校が行っています。背景には新興国の経済規模が拡大し、先進国

からとりわけシンガポールへ留学する生徒が増えていることがあります。

後藤先生が経営されているオービットアカデミックセンターに通う日本人の生徒数は 280

名程度いらっしゃるそうです。先程のＫＯＭＡＢＡさん同様にインターナショナルスクー

ルに通う生徒と日本人学校に通う生徒が割合としては半々だそうです。月謝は日本の塾と

ほぼ同様、若干高めに設定されているそうです。

シンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポート③③③③ Dulwich College Singapore

昨年の8月に開校したインターナショナルス

クールDulwich College Singaporeに訪問し

ました。400年の歴史を持つ英国の名門男子

校 Dulwich College Londonの姉妹校で、

シンガポールでは共学となります。

同校はアジアでは北京・上海・蘇州・ソウル

に分校があり、アジアでも 10年以上の実績

があり、英国の本校だけでなく、これら姉妹

校からオックスフォード・ケンブリッジを始

め、北米・ヨーロッパへのトップ校への進学

実績があります。

英国式の私立高校のカリキュラムに準じて文武両道を目指し、16歳からはＩＢディプロマ

を取得するカリキュラムが開講されます。
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現在 45ヶ国の国籍の生徒が通っており、その殆どがイギリスからで約半数の生徒となりま

す。オーストラリアが 7％、アメリカが 5％で、授業は英語と中国語が中心で行われる。英

語が流暢に喋れることが入学の前提となる為、日本人で英語が苦手な生徒にはハードルが

高い。シンガポールのインターナショナルスクールはどこも飽和状態でこのように新設さ

れる学校もありますが、学費は非常に高く、年間 20,000～30,000シンガポールドル（180

万～270万円）はするので、給与や手当などの面で恵まれた駐在員でないと通わせるのは困

難である。

※日本人学校であれば 8,000ドル（70万円）程度であるが、それでも学費は高く、日本で

の入試を考えると塾へ通わせる必要もあり、負担は大きい。
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シンガポール視察の合間にシンガポール視察の合間にシンガポール視察の合間にシンガポール視察の合間に

教育機関への視察の合間に誰しもが知っている観光スポットにも訪れました。

シンガポールの象徴「マーライオン」。

体は魚で頭はライオン。常に水を口から吐き

続けている。

シンガポールのランドマーク的な大型ホテル

「マリーナベイサンズ」。

3つのホテルタワーの屋上を巨大な船で連結

している独特の建物。船の部分は日本企業が

設計を担当。

「マリーナベイサンズ」の屋上から見たシン

ガポールの夜景。観光都市としてだけでなく、

世界各国の企業がアジアの拠点としてビジネ

スを展開し、活況を呈している様子がわかる。
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シンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポート④④④④ Overseas Family School

Dulwichに続き、2校目のインターナショナルスクールへの訪問となりました。

25年前に開校し、当初は 100名程度の生徒数であったが、今は 74ヶ国の国籍の生徒

3,700名が通うそうです。生徒の国籍は

インド人が一番多く、18％、次いで日本・

アメリカ・イギリスがそれぞれ 10％。

次いでスカンジナビアの諸国・韓国が続

く。シンガポールの中心部にあり、11エ

ーカーの広大なキャンパスを誇る大変人

気のある学校です。バスの送迎を充実さ

せており、シンガポール国内であればど

こからでも通学が可能です。

幼稚園から高校まで一貫したＩＢ教育を

受けることが出来、充実した施設と手厚

いサポート体制があります。

例えば、英語が不十分な生徒の為に通常

のクラス授業とは別に 3レベル構成で英

語が勉強できるクラス（ＥＳＬ）を設け

ており、その為に日本人や韓国人の生徒

も多く通っています。

キャンパスでは文化の多様性を重視して

おり、「ＷＯＲＬＤ ＷＩＤＥ ＦＡＭＩ

ＬＹ」考えに基づき、国籍や文化の違い

に捉われない教育環境の中で、国境を超

えた友情を築きながら、学習していきま

す。ただ、どこにでも言えることではあ

るが、インターナショナルスクールは学

費の問題があり、学年にもよるが年間

30,000シンガポールドル（270万円）近

い費用が必要になります。
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シンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポート⑤⑤⑤⑤ ena シンガポール校シンガポール校シンガポール校シンガポール校

東京都内を中心に校舎展開を行い、都立高校・都立中高一貫校への受験対策に定評があ

り、合格実績がある有名な学習塾 enaのシンガポール校へお伺いしてきました。

enaには国際部があり、北米に 10校、ヨー

ロッパに 6校、シンガポール・日本含むア

ジアに 5校の校舎を展開されています。久

保校長は以前、北米、主にニューヨークに

赴任されていたそうです。enaの国際部は

海外帰国子女を支援するために設立され、

日本に帰国した後にスムーズに日本で学習

できる環境に生徒が移行し、受験に対応で

きる取り組みを行っておられます。

以下、久保校長との Q＆Aです。

Q:久保校長はいつからこちらの方で指導されているのですか?

A:今年の 2月からシンガポールに赴任しました。それ以前は主にニューヨークにある

enaの国際部の本部にいた期間が長かったです。ヨーロッパにもいたことがあります。

Q:生徒数はどれくらいいらっしゃいますか？

A:シンガポールは後発ですので、生徒数はまだこれからで現在は 30名程度です。イン

ターナショナルスクールに通っている生徒が多いですね。アメリカの大都市での校舎は

もっとたくさん生徒がいましたね。

Q:月謝はどれくらい頂いているんですか？

A:コースにもよりますが、算数国語を週 2回ずつ授業して 600～700シンガポールドル

（55,000円～64,000円）を頂いています。4科目だと 1,000ドル（91,000円）です。

ご父兄は金融関係のお仕事をされている方が土地柄多いように思います。日本と比べる

と高めではありますが、特段問題があるとも思いません。

小学生の生徒が多く、2～3年で帰国するケ

ースが多いようです。その場合に問題なく

日本の環境に馴染めるような教育を現地で

も行うことを一番に考えておられる印象を

受けました。また、帰国子女に対して東京

の中学・高校はそれ専用の枠があり、受験

も優遇され、制度が整備されているのです

が、大阪を始め地方に行くとそのような枠

や制度を設けている学校が殆ど無く、

受験は厳しいものになると仰ってました。
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シンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポートシンガポール教育機関レポート⑥⑥⑥⑥ Eton House Pre School

6件目の訪問先はシンガポールにある幼

稚園に訪問してきました。イートンハウ

スはシンガポールを拠点とし、アジア 12

カ国で幼稚園を展開しているワールドワ

イドな教育機関です。日本では赤坂に分

校があります。

シンガポール及び中国の校舎はインター

ナショナルバカロレア（ＩＢ）のプログ

ラムに基づいた教育が行われています。

また、英語を中心に学習を行い、第 2言

語（中国語・日本語・ヒンディー語・韓

国語）もサポートし、真のバイリンガル

を養成します。

現在は 30か国の国籍、200名の生徒が通

っています。その中でも 14の生徒が日本

人とのことです。日本人の先生もいるこ

とから保護者としては安心感があるよう

な印象を受けました。卒業後はインター

ナショナルスクールに行くケースが日本

人学校よりも多いそうです。

ただ、こちらも学費が非常に高く、入学金が 3,000シンガポールドル（275,000円）、

授業料は 6,000ドル（550,000円）を年 4回納めます。父兄の方ともお話ししましたが、

会社の補助が無いと入れられないと仰っておられました。
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シンガポール訪問を終えてシンガポール訪問を終えてシンガポール訪問を終えてシンガポール訪問を終えて まとめまとめまとめまとめ

シンガポールの教育機関を見学させて頂いたわけですが、共通して言えることとして以下

のことがあります。

1. シンガポールの教育水準は世界でもトップクラスである。

資源を持たない小国であるシンガポールにとって、優秀な人材育成は国策の最重要課題

となっています。人材自体が国の重要な資源であるシンガポールは、教育に大変力を入

れており、教育制度やそのレベルは世界でもトップクラスと言えます。

また、政府は教育を一つのビジネスとして捉えており、先進各国の有名な教育機関の誘

致にも力を入れています。

中国・インド・ＡＳＥＡＮ諸国の生活レベルが向上し、高額所得者が増える中、子弟の

就学目的でシンガポールに移住する人は今後益々増えることが予想されます。

2. シンガポールの教育制度の充実

早期教育や熾烈な受験勉強に関しては一部に批判もあるが、優秀な人材を生む制度でも

あり、それはＰＩＳＡでの結果を見ても明らかである。

早期からの２言語政策（共通語英語と各民族語）で国民の殆どがバイリンガル・マルチ

リンガルであり、イギリス型教育制度を独自に改変したシンガポールの教育制度は優秀

な人材を多数輩出しています。世界的に認められた大学入学の準備過程であるＩＢプロ

グラムを採用している学校が多く、他の先進国との教育機関・大学との連携も可能とな

る為、海外を目指す優秀な学生とシンガポールの有名国立大へ留学する他国の学生との

行き来も活発です。

3. 日本の学習塾の進出先としてのシンガポール

今後ＡＳＥＡＮの中心として益々経済発展をしていくであろうシンガポールにおいて、

日本人の人口は増えていくと予想される。現在でも市内中心部に 4,000名近い小中学生

がおり、2～3年の短い滞在期間の後に日本に帰国し、その後に日本の教育を受け・受

験もあることから、日本の高度な教育を行う日本の学習塾の存在はよりいっそう求めら

れることが予想される。

ただ、進出にあたってはシンガポールの先進的な教育制度を理解し、現地で様々な教育

機関で学習している日本の学生に対し、それぞれに見合ったコース・学習方法を提供す

ることが求められると考えられます。

日本でも今後 5年間にＩＢ認定校を 200校近くに増やすことを文部科学省が発表しました。

ＩＢ教育を日本におけるグローバル人材の育成の一つの方法として、取り入れるという方

針であり、今後、経済や社会の国際化が進み、海外で活躍できる人材が求められる中、そ

うした状況に対応できる教育環境が加速化し、整備されていくと推察されます。

シンガポールはその部分に於いては日本より先進的であり、日本の教育が今後進んでいく

方向を考えるならば、大いに参考になる国であると考察できます。


