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はじめに 

札幌建青会創設 20 周年記念にあたり  

札幌建青会  会長／大庭  将宣  Copy r i g h t©M asayo sh i  Oh ba  

 

札幌建青会は道内最後の二世会として発足以来、20年という節目を迎えることが出来ま

した。これも偏に関係諸機関の皆様、岩田初代会長並びに多くの先輩諸兄のご支援ご指導

の賜と会員一同心から感謝申し上げます。 

 設立以来当会は、建設業の次代を担う若手経営者としての資質の向上と研鑚を目的とし

活動を行ってまいりました。この間、建設業界を取り巻く環境は大きな変化をいたしまし

た。国際化、少子高齢化、情報化の進展など社会的変化はもとより、公共事業費の削減や

入札契約制度の問題等々、業界の存続に関わる問題にも直面しています。また、2011年3月

11日には、東日本大震災を経験し、我が国の建設行政、土木・建築技術に対して、深い反

省と再考が必要となる事態に直面しています。そうした中、当会はこれらの変化に適切に

対処すべく、常に一歩先を見つめた研修を重ねてまいりました。 

このたび、20周年を期に、更なる視野に立ち、21世紀における建設産業の方向を見定め

るべく、目覚しい発展をとげるアジア地域に着目し、中でも、政府が計画的かつ強力な指

導力をもって都市開発を進め、さまざまな課題を克服した結果、美しい町並みと緑豊かな

「ガーデン・シティ」として世界に知られるようになったシンガポールへの視察を行いま

した。シンガポールの都市開発の特色は、長期的な視点での計画の策定、自然や歴史との

共生などにあり、住宅地、工業地帯、空港、港湾などがうまく配置された効率的な国土利

用が実現しています。 

今回の視察においては、こうした都市計画の歴史を学ぶとともに、都市景観や建築デザ

インを通じて、住宅政策や交通環境の整備、新しいビジネスゾーンの設定、電子工学、化

学製品、製薬、生物工学、医学など高付加価値産業の創出を図りながら、世界的なビジネ

ス中心地としての発展を遂げている躍動的なシンガポールの「生の姿」を私たちの目にし

っかりと焼き付けることを目的としています。 

 本書はその報告書であり、札幌建青会の次なる新たな10年に向けたメルクマールである

と自負いたしております。今後この報告書をヒントに会員の研鑚につとめていきたいと考

えております。 

 最後になりましたが、この研修視察でお世話になりました日本貿易振興機構の澤田信吾

様はじめ関係各位に衷心より感謝申し上げますと共に、今後より一層のご指導ご鞭撻を賜

りますようお願いいたし、ご挨拶といたします。 



 

 

２．スケジュール 

2012年 11月 23日（金）～11月 27日（火） 

月日 地名 現地時間 交通機関 スケジュール 

11.23 

（金） 

新千歳空港  発 

羽田空港   着 

羽田空港   発 

20:00 

21:40 

23:40 

JL526 

 

JL035 

 

 

＜機中泊＞ 

11.24 

（土） 

シンガポール 着 06:20 専用車 午前：SATOKOGYO（S）PTL.LTD視察 

午後：ビクトリーシアター工事現場視察 

＜シンガポール：マリーナベイサンズ泊＞ 

11.25 

（日） 

シンガポール  専用車 午前：北洋銀行訪問 

午後：市内視察 

＜シンガポール：マリーナベイサンズ泊＞ 

11.26 

（月） 

シンガポール  専用車 ジェトロ・シンガポール事務所訪問 

Urban Redevelopment Authority 視察 

＜シンガポール：マリーナベイサンズ泊＞ 

11/27 

（火） 

 

シンガポール 発 

成田空港   着 

成田空港   発 

新千歳空港  着 

 

08:20 

16:10 

18:40 

20:20 

専用車 

JL712 

 

JL3049 

ホテルから空港へ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

マリーナベイサンズ シンガポール市内 



 

 

３．参加者名簿 

役 職・氏 名 勤 務 先 勤務先住所・TEL 

会長 
 大庭 将宣 

㈱大庭組 代表取締役社長 
札幌市中央区南7西15-2-21 

011-561-2971 
FAX 561-2960 

副会長 
 山田 健一郎 

㈱山田組 代表取締役副社長 
札幌市中央区大通西14丁目 

011-261-3521 
FAX 281-4390 

副会長 
 藤井 公人 

㈱藤井工務店 代表取締役社長 
札幌市北区新琴似7条17丁目4番3号 
オークヴィレッジWAO A棟 

011-768-2223 
FAX 768-6665 

理 事 
 玉川 裕一 

㈱玉川組 代表取締役専務 
恵庭市相生町231 

0123-33-1133 
FAX  33-1139 

監 事 
中井 靖 

中井聖建設㈱ 代表取締役社長 
札幌市白石区南郷通3丁目北1-1 

011-861-6241 
FAX 865-3774 

坂  昭弘 
勇建設㈱ 常務取締役 
札幌市中央区北6条西14丁目４ 

011-221-0171 
FAX 221-0199 

砂田 英俊 
北土建設㈱ 代表取締役社長 
札幌市中央区南10条西14丁目 

011-561-2221 
FAX 561-2024 

堀  有紀 
豊松吉工業㈱ 代表取締役専務 
札幌市南区澄川2条1丁目4番11号 

011-812-6605 
FAX 812-6642 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

SATOKOGYO 現場前 



 

 

４．シンガポール研修報告 

４．１ ジェトロ・シンガポール事務所訪問 

札幌建青会  ／坂  昭弘  Copy r i g h t©Ak ih i r o  Sa k a  

 

 11月 26日（月）ジェトロ・シンガポール事務所を訪問し、シンガポール経済の動向

について解説を受けた。 

シンガポールの概況から説明すると、国名の正式名称はシンガポール共和国。共和

国ということが意外だった。1965年にマレーシアから分離独立して建国され、現在 48

周年とまだ新しい国である。面積は、714.3k㎡と東京 23区よりやや大きいといった広

さである。人口は、2012 年において 531 万人。これは、北海道の人口よりやや少ない

人数である。また、現在も人口が増加しているが、これは外国人が増えていることに

よるもので、国民の割合が減っていることになる。ただし、民族構成は建国以来変わ

っていない。ちなみに、その構成は、中華系 74％、マレー系 13％、インド系 9％、そ

の他 4％、と中華系が多く占めている。 

           

 

政治の状態は、議会が一院制（98 名）と一党独裁体制だが、とても上手くいってい

る。ただし、最近、与党への不満が高まってきている模様。対する野党は、87 議席中

6議席。比較的少なく感じるが、この議席数でも従前にない増え方ということなので驚

いた。また、大統領は世襲制ではないが、シンガポールでは日本の天皇のような立場

である。 

最近、政府への不満・不支持が増えつつあるのだが、まず、所得格差から始まり、

外国人受入による不動産価格上昇、そして賃金問題と繋がっている状況である。特に

若い世代においても賃金問題で不満が出ており、主張は 2 つ挙げられる。一つ目は、

給料が安いこと、二つ目は、安い外国人労働者の影響で、自分達の給料が上がらない

ことである。 

 

経済動向について、現在シンガポールでは日系企業も 745 社が参入している。しか

シンガポール共和国の国旗 



 

 

し、色々と問題がある中でも現地人の能力の問題が大きい。どういうことかというと、

現状、日本人が求めている能力を必ずしも現地人が持ち合わせていないことが多いと

いうことである。これは、アジア系全般に共通して言えることである。では、能力が

高い人はどのような人かというと、男性よりも女性の方が多い。実際、企業のトップ

や政府系機関は、女性が多く、女性の方が働くし優秀な場合が多いのである。女性社

長の比率が高いことからも伺える。だからといって、男女差別をしているわけではな

く、シンガポールでは、皆、男性と女性を意識せず働いている。 

シンガポールの特徴の一つであるマスタープランは、存在が大きい。マスタープラ

ンは、約 50年分の計画であり、シンガポールはそれを基に開発を発表し実行している。

その計画において、現在シンガポールは、バイオ、石油、航空の 3 つの特定の産業に

力を入れている。目立った成果は出ていないが、継続していく模様。その中でも、バ

イオ、特に製薬系の研究が進んでいる。2013 年には、バイオメディカル分野の研究・

開発拠点として「バイオポリス」が完成予定であり、同年に医療機器製造拠点「メド

テック・ハブ」完成予定、かつその施設には内外の企業 10社以上が入居予定となって

いる。 

        

 

そのシンガポールの産業だが、現状としては人で儲けるしかない状態である。何故

なら、シンガポールの国土は小さく、土地がない国だからだ。実際、シンガポールの

企業の給料を見てみると、大卒初任給の平均は、3,000 ドル（約 25 万円）と日本より

少し良いが、あまり大差はない。しかし、マンションの賃金は高い。40 万[円/月]は普

通である。原因としては、中心街に住むのが安全かつ便利で人気があるからである。

反対に郊外の家賃は、当然だが安くなる。そのことを上手く利用している企業もある。

トヨタなどの工場は、従業員に郊外の住宅を用意して、街の現場にバスや車で運ぶと

いう形式を採っている。ちなみに住宅事情として、民間住宅販売個数は 2008年に大幅

減少している。原因は、リーマンショックによるところが大きく、どの国も影響を受

けたことがよく伝わってきた。 

 

また、シンガポールは教育にも力を入れている。最近では 4 つ目の大学が設立され

た。進学率は 40％（国外からの学生を含めると 50％）を超え、2～3歳から教育してい

研修の様子 貿易船集団の一部 



 

 

く。学歴社会化は、日本より凄まじく、成績によりその後の人生が大きく左右される

のである。 

他の経済、貿易が国を支えている。主に、半導体などの輸出が引っ張っている状態

である。また、港周辺に貿易船と思われる船が多数浮かんでいたことからも、貿易が

盛んだということが伺え、「アジアのハブ｣と呼ばれることも納得した。 

ここで、シンガポールの法人税に触れておく。現在の法人税は 17％（2010年に引き

下げ）とアジア主要国の中では香港の 16.5％に次ぐ低さである。2001年に 25.5％、2005

年には 20.0％と年々下げてきた。ASEAN諸国の中では、タイが 2012年に 30％から 23％

に引き下げ、シンガポールとの差を縮めている。ちなみに日本の法人税は、30％であ

る。 

最後になるが、今回、我々の視察に対応していた沢田信吾氏に深く感謝し、この報

告を終える。



 

 

４．２ SATOKOGYO（S）PTL.LTD視察 

札幌建青会  ／砂田  英俊  Copy r i g h t©H i de t os h i  Sun ada  

 

11月 24日（土）佐藤工業シンガポール支店を訪問。佐藤工業は 1862 年（文久 2年）

に創業。150周年を迎えた。グループ全体の売上高は 1,600億円。従業員 1,136人。シ

ンガポールに事業を展開するようになり今年で 40周年。事業展開の経緯としては、当

初マレーシアに進出。その後マレーシアの顧客からの情報提供によりシンガポールへ

進出。2002年に現地法人化。売上高は 300～350億円であり、建築・土木の比率は 2:1。

格付けはシンガポールでのライセンス「GB1」と最高位のランクである。「GB1」ランク

獲得には日本同様、企業の規模や実績などによって取得できる。 

       

 

シンガポールでは土木分野はほとんどが公共事業である。大規模な仕事は主に政府

が発注している。佐藤工業は現在、建築分野にて 7 現場が稼働中。うち 3 現場がロー

カルにて運営されている。今後は現地人の雇用にて現地人が主体となり運営する「ロ

ーカル化」を推し進めたい考えである。作業手順などは日本とさほど変わりはない。

しかしながら生産性は日本よりも低く、その分人員が多く必要となり、結果、労務費

が嵩むことが問題と言える。基本稼働時間は 8:00～22:00 と日本より長時間の稼動。

職長などは英語が出来る点を契約の要件としている。 

ローカル化を推し進めたい背景には、シンガポール政府が外国人労働者を抑えてい

る傾向も起因している。そのため作業員の確保が難しくなってきている。作業員の確

保が厳しくなってきている点に関しては、日本と同様の問題点と言える。 

入札手法や工事代金の支払い方式などについて。シンガポール内での入札競争は

年々厳しくなってきている。特に、韓国が国策によって、シンガポール市場へ参入し

てきている状況が顕著である。入札に関しては、日本同様、金額と技術提案によると

ころが大きいが、上位 3 者に位置づけられていないと逆転受注などは非常に厳しい。

支払い方式は、日本のような前払方式ではなく、月毎の出来高払いとなっている。ま

た、保留金が 10％ほどある。よく一般には海外進出はリスクが高いと言われるが、資

支店の看板と社章 研修風景 



 

 

金繰りに関して、実はさほど苦労することはないという点が印象的であった。 

シンガポールは経済発展の著しい国である。話によると経済規模は日本の千葉県と

ほぼ同等。しかしながら、その成長は決して青天井とは行かず、この先 10年ほどの新

設需要はあるが、先行きは不透明。長期的には日本同様、新設から維持更新の仕事が

中心になるものと考えられる。佐藤工業としても人的資源には限界があるため、イン

ド・フィリピンなどへの進出もそう容易ではないとの考えであった。 

       

 

 

支社での説明の後、「ビクトリーシアター及びコンサートホール増改築工事」の現場

を視察した。詳細は別紙資料によるが、施工管理に関しては、前述した作業員の能力

や生産性の低さもあり、細かい作業は苦手。そのため、日本と同じ感覚・レベルでの

施工管理を求めると、かなり神経をすり減らしてしまう。当現場を視察し特徴的であ

ったのは、外観やシアターで現存している観覧席の背もたれや手すり、壁面などの素

材を可能な限り再利用している点にある。この点に関しては、シンガポールという移

民が多いという特性から、国として可能な限り個性（＝identity）を保っていきたい

表れではないかと思われ、大変興味深かった。 

 

       

 

 

 

 

 

現場の様子 その 2 現場の様子 その 1 

研修風景 ビクトリーシアター及びコンサートホール 



 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

補強用鋼材の設置状況 現場で働く人々 

地中梁の施行状況 増築状況（外壁施工中） 

内観の保管状況 鋼材による補強 



 

 

４．３ Urban Redevelopment Authority 視察 

札幌建青会  ／砂田  英俊  Copy r i g h t©H i de t os h i  Sun a da  

 

11月 26日（月）URA（Urban Redevelopment Authority）を視察した。 

まず、目にしたのはシンガポール全域を立体的に表したジオラマである。詳細な模

型で町並みなどを表現している。将来建てるビルなどの場所はすでに「マスタープラ

ン」として決まっている。（デザインなどの詳細は未定）我々が宿泊した「マリーナベ

イサンズ」というホテルも埋立地にある。1886年当時、シンガポールの老舗ホテル「ラ

ッフルズホテル」手前にあるビーチロードは海であった。埋立地は安全を考慮し、埋

め立て後 10年経過後ビルなどを建設し利用している。マスタープランによると、宿泊

先であるマリーナ地区にニューダウンタウンを作る計画があり、生活・仕事・遊びを

全て一箇所に集めることを想定している。 

        

 

マスタープランによる都市計画を進める中での留意点は「緑化」である。ビル建設

により緑を失うことから、屋上に緑を復元させることなどがビル計画段階での最低条

件と設定されている。シンガポールのニックネームが「ガーデンシティ」とされるの

はこれに起因している。「ガーデンシティ」とは緑と都市との共生を表している。 

また、マリーナ湾の湾口をせき止めて淡水化し、将来飲用に供するための可動堰式

ダム「 マリーナ・バレッジ」についても触れていた。都市型のダムとしては世界でも

シンガポールが初であり、また唯一の存在である。このダムには大きく 3 つの機能が

ある。 

① シンガポールの限りある水資源の約 10％を賄える。 

② 水上スポーツなどのレクレーション機能。 

③ 大雨の時、洪水を防ぐための水量調整機能。 

中心部のジオラマ（写真中央にはベイサンズも） 全域のジオラマ 



 

 

          

 

 

特にマリーナ湾周辺の建設計画は 40～50 年先まで存在し、収容人数 27,000 人を誇 

  る巨大ステージは国立競技場の代わりに建設。F1・ユースオリンピック・独立記念パレ

ードなどを開催した。また、日本人が設計した建設物についても触れていた。インドス

タジアムは丹下健三氏の設計。また「シンガポール・フライヤー」と呼ばれる観覧車は、

黒澤紀章氏の設計である。ちなみに観覧車の高さは 165ｍ。 

   また、様々な人種が暮らすシンガポールの特色として、人種ごとの小さな街区を設

けていることも特徴と言える。（リトルタイランド・リトルインディア・リトルチャイ

ナなど）互いの国民性の違いによる争いなどを防ぐよう政府によって住み分けられてい

る。マレーシア人が住むアラブストリート。また、リトルインディアやチャイナタウン

は建物が低層かつ歴史的構造物が保存されているのが特色。約 7,000の建物を歴史的建

造物として保存している。また、公団住宅では、人種別の入居比率がすでに決められて

いる。それは国の人口比率と連動している。（例えば、収容人数を 100％とすると、86％

が中国系、14％がマレーシア系） 

  他にも様々な特色がある。シムリムスクウェアという日本の秋葉原のようは電気街が

存在する。また、芸術に重きを置いた大学があり、ゲート（門）がなく、誰でも自由に

出入りが出来る。構内の食堂では大道芸など自由な表現の場がある。これは芸術の感性

をより一層高めることを目的としている。 

  首相官邸の周辺については、窓の位置や建物の制限が厳しく、セキュリティーが非常

に高い。第一月曜日に守衛が交代する儀式などが行われている。 

  蝶の生育保護を目的に「バタフライロード」と呼ばれる計画がある。これは、歩道や

ビルの屋上に植物を計画的に植えて、蝶が自由に移動しやすい環境を整えるためである。 

  シンガポールの建築物の高さ制限は 280ｍである。すでにその高さに達したビルは 3棟

も存在している。中でも最も有名なビルが「ワン・ラッフルズ・プレイスビル」通称 OUB

センター（Overseas Union Bankの本店）。屋上に BARがあり、そこに 2ｍの柵が設置さ

れているため、高さ 282ｍとなっている。ちなみに 8:00～一杯 25S＄でお酒が飲め、夕

方以降は 45S＄と景観の付加価値により値が上がる。参考までに、今回宿泊したマリー

ナベイサンズの高さは 200m である。他には、公団住宅として建設された 50 階建ての 7

マリーナ・バレッジと建設現場 シンガポール・フライヤー（隣はベイサンズ） 



 

 

棟構成の建物がある。26階と 50階に連絡通路があり、「シンガポールのプライド」と呼

ばれている。面白いことにこの 50階のみ住民以外の見物が許可されている。 

    

 

 

  このように様々な特色のあるシンガポールの都市計画・地域特性であるが、過去から

現在に渡る歴史・背景が大きく起因している。キーワードは「過去の遺産と現代との融

合」。風水も積極的に取り入れており、マーライオンも実は風水により移動した経緯が

ある。例として、金融街のある場所は川の広いところに存在し、これは鯉のお腹に見え

て縁起が良いとされ、その場に作られた。 

  昔の日本のような長屋もある。英国時代の手法を取り入れ、税金は土地の間口の幅で

決まっていた。長屋の入り口が狭いのはそのためである。玄関先にも特色があり、必ず

5 歩歩いて玄関に入れるよう設計されている。これを「ファイブステップ」と呼んでい

る。雨よけとしての機能はもちろん、近所と繋がっている廊下の役割も果たしているた

め、子供の遊び場などご近所付き合いに最適化されている。こういったコミュニティー

がすでに当時から存在していた。これはやはり、英国に植民地化されていた他国も同様

でその名残と言えよう。 

  人口に対し、非常に狭い領土を有するシンガポール（国の大きさは東西に 42ｋｍ、南

北に 32ｋｍ）にとって、ゴミ問題についても苦労があった。1999 年以前、ゴミはただ

焼却もせず捨てていた。やがてそれが山積し、大問題となった。しかしながら、日本の

ある技術が持ち込まれることにより、一大変化が起こった。それは「埋立地」の技術で

ある。東京のお台場と同様の手法にてゴミを焼却し、その灰を埋めていった。海との境

目には特殊な日本製の膜（100 年の耐用設計。海水汚染の不安を日本の技術が保証し、

シンガポールの人々に安心をもたらした。）を用い、コンクリートとの併用で壁を施工

し、そこにゴミ（灰）を捨てていった。捨てる際に生じる溢れた水については水路より

排水している。 

   埋立地を含め、シンガポールには様々な公園があり、7 つの島がある。現在、国全体

（島と島）を繋げる橋が計画され建設中である。ジョギング等での使用も想定している。

総延長は何と 300ｋｍ。すでに空港からマリーナ周辺のホテルまでは完成している。5

3 大高層ビル 

左から、 

リパブリックプラザ（Republic） 

OUB センター（Overseas Union Bank） 

UOB センター（United Overseas Bank） 



 

 

年後に全て完成させることを目標としている。 

  このような埋め立て技術により、サッカー場約 17,000個分の土地を増やした。しかし

ながらそれにも限度があり、50ｍ以上の水深エリアやマレーシア側の海域には展開して

いかない考えである。 

  そういった限られた狭い国土を有するシンガポールにとって、もう一つ大事な要素は

「地下」である。地下の有効活用を埋め立てと同様に重要視していた。深度別の構成図

があり、 

  ・1～3ｍは、ライフライン（ガス・水道など）。 

  ・3～10ｍは、地下道。主に地下鉄の駅など。 

  ・15～20ｍは、MRT（地下鉄）。 

  ・20ｍ～は、高速道路を建設中。7つの島を繋ぐ計画がある。 

  ・150ｍ～は、石油（ガソリン）のパイプライン。 

  ・それより深い箇所は、トップシークレット。噂では基地や軍事施設が存在している

らしい。サッカコート 400面分。約 300ｈａの地底空間が存在するらしい。 

  上記のような構成であった。 

 

  以上のように URA を視察し、シンガポールという国の都市計画について学んだ。政府 

 が国民の声をしっかりと聞き入れながら開発を進めており、短期・中期（＝マスタープ 

 ラン）・長期（＝コンセプトプラン）を URAや約 50社の企業と共に設計・調査・見直し 

 を行っている点が非常に興味深かった。 

  その例として、チャンギ空港の第 1ターミナルが完成した時、すでに国民はその 18年 

 後に第 3ターミナルが出来ることを周知している。 

  こういった点は日本ではまず考えられないことであり、今後の日本の都市計画に生か 

 せるヒントがあるのではと感じた。 

          

 

 

 

ジオラマと人間の大きさの対比 URA 看板 



 

 

編集後記 
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 今回の視察は、学ぶことが多く大変有意義な時間を過ごすことができました。そして、

日本がシンガポールに与えている影響が大きいことに驚き、それにより日本の良さを再確

認することが出来ました。 

 

さて、この度、無事に報告をまとめることが出来、この場をお借りして私の所見を述べ

たいと思います。 

 まず、街にゴミが落ちていなく、とても綺麗だったことが印象に残りました。また、都

心部では高層ビルが立ち並び、車も比較的新しい車が多く見られ、とても立派な都市に感

じました。 

植物園においては、さすがガーデンシティだけあって、植物の種類が非常に多く存在し

ていました。また、植物園造園の背景として、城や庭園の跡地や原生林の保存を目的とす

るだけでなく、教育のため計画的に造られた施設ということに驚きました。「植物を愛す

ると暴力的にならない。」という概念の基に造園されており、土日祝日は学生に無料で開

放しています。実際、我々が訪れた時は、無料開放の時でして学生で賑わっており、広場

でもリクリエーションゲームで楽しんでいる学生達の姿が見られました。 

 ゴミを道路に捨てたら罰金、地下鉄といった公共機関での飲食の制限、と法律が厳しい

シンガポールですが、好んでそのような法律を制定したわけでなく、仕方がなかった一面

もあることに驚きました。報告を読んでいただいてご存知のように、国民構成は中華系が 7

割以上を占めています。その中華系の素行が悪く、それを改善させるため、取り締まるこ

とにしたそうです。シンガポールのマナーは西欧式ですが、日本の姿を目指しているそう

です。日本人は、罰則が無くても皆マナー良くルールを守っているからというお話でした。 

 

現地において説明と案内をしていただいた JETRO の澤田信吾氏、忙しいにも関わらず現

場を見学させていただいた山本親支店長をはじめとする佐藤工業の庄子慶三氏、加藤純氏

には大変お世話になり、感謝を申し上げる次第でございます。 

今回は、結束が固いメンバーと共にシンガポールをおおいに楽しみながら視察すること

ができ、自己啓発に繋げることができました。次回の周年事業はもとより、今後も道外、

海外に出て、様々なものを見て学んで吸収し業界と社会の発展に尽くす所存でございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

巻 末 資 料 
 

 

 

 

 

参考１ アルバム 

       参考２ 現地でお世話になった方々 



 

 

参考 1 アルバム 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

マリーナベイサンズ マーライオンと多くの観光客 

リクリエーションを楽しむ学生達 マリーナ地区の緑地帯（植物園） 

都心部の建設現場 盛んに稼動している埋立地の現場 



 

 

      

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

重機が密集している現場 現地での北海道のイメージ 

都心からやや離れた街並み 都心部の高層ビル 

路上の喫煙所 新最高裁判所（円盤状の建物） 



 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

リーフィーシードラゴン（Leafy sea dragon） 世界最大級の水族館マリンライフパーク 

クオリティの高いジオラマ 商業施設の内部 

人で賑わうフードコート 活気のある屋台村 


