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シンガポールの若者

●年齢：21歳

●経歴：ツアーリズムの学位を持つ。ジェットスターの客室乗
務員として1年3ヶ月乗務後退職。就職活動中に友人から
の薦めでCLEO(南青山にある美容室のシンガポール店）の
受付としてアルバイトを開始。2013年10月から社員として勤
務（SG$1,800/月）。

●生活の状況：シンガポール市内で両親・弟と同居。平日
は仕事へ行き、終業後は自宅へ直帰。夜は自宅で過ごす。
休日は昼過ぎまで寝ている。自宅で過ごすことが多いが、友
人からの誘いがあれば外出する。就寝時間は平日・休日と
もに夜中の2時ごろ。

●家族：父親は50歳で、イベント時の建物の建築・建設を
おこなっている。母親は50歳で、専業主婦。弟はポリテクニッ
ク学校に通学。

●余暇の過ごし方：家にいる時はケーブルテレビで映画やエ
ンターテイメントチャンネルを見る。金・土曜日は人とのネット
ワーキングのため友人とパーティーへ参加。現在は週2回だが、
ジェットスターに勤めていたときはほぼ毎日行っていた。他、ク
ラブ(Zouk)やディスコ（歌やライブがある）にも行く。

●携帯電話：Samsungを使用。料金は約SG$70/月。主に
通話とSNSを利用。テレビを見るときもある。ゲームや写真加
工アプリも使用。

●パソコン：ASUSを使用。ネットサーフィンやSNSで利用して
いる。オンラインウィンドウショッピングを行うため、ショッピングサ
イト「ASOS」や「OHSOFICKLE」、「BlogShop」を閲覧。海
外のテレビ番組や映画を無料で視聴出来る「Megashare」
も頻繁に利用。

●SNS：【Facebook】パソコンでのみ使用。2004年から始め
友人は1,000人を超えるものの、半分以上は実際に会ったこ
とがない。パーティーで会う人や、友人の友人から繋がる。
ジェットスター時代の友人の数が最多で300人。面白い動画
があった時などポストする。【Instagram】Facebookよりも多く
使用し、SNSのメインはInstagramになっている。【WhatsApp

/Wechat】グループチャットを行う際に利用している。【LINE】
海外の友人（タイなど）や仕事場で使用している。（上司が
日本人の為）

●車：所有していない （所有したいが、税金が高いため購
入できない）

●飲酒：飲む。パーティー・クラブへ行くときはウィスキーや
ウォッカなどのハードリカー、ディスコの時はビールなど。10杯以
上飲むこともある。シンガポールにおける飲酒の割合は男女
とも変わらない印象をもつ。

●喫煙：吸う。銘柄は「NEXT」で値段は約SG$10。外出時
が多い。一日2～3本に抑えているが、パーティーの時は吸う
量が増える。多くの友人も吸う。

●トレンド：パーティー・クラブ・ディスコへ行くことが流行。New
Balanceのシューズ。タイ料理が人気（Golden Mileという、タ
イ料理店が密集したコンプレックス）。日本料理のItako
Sushi、パンケーキ店の「Strictly Pancakes」が人気。



●恋人：現在はいない。中学時代の友人（シンガポール人）
と付き合っていたが、周りの友人が認めてくれなかったため別
れた。彼氏いない歴4年。いずれ結婚はしたい。

●十年後の自分：結婚している。夫はシンガポール人かアジ
ア人。子供は2人。母親は家族皆で住みたがっているが、シ
ンガポール以外の場所で住みたい。場所は昔行ったことのあ
るオーストラリアかアメリカ。

●行ったことのある外国：オーストラリア、アメリカ、タイ、マレー
シア、ベトナム、中国、日本、インドネシア等多数。家族が
旅行好きだったこと、国際線の客室乗務員だったことで数多
くの国へ行った。

●日本の印象：大阪しか行ったことが無いが、街全体がきれ
いで清潔。通りにゴミが落ちていない。夜になると、街が静か
になる。

●日本人の印象：いい人が多い。他人に対して思いやりと
敬意がある。親切。あまり露出の多い服を着ないイメージな
ため保守的。お酒好き。

●日本製品の印象：高額。だが商品自体がいいので、払う
額に見合っている。

●知っている日本人：嵐、キンキキッズ（母親が好きなため）。

●韓国の印象：日本のイメージより多く。K-pop音楽(EXOと
BIGBANG)、韓流コスメ（Etude House、Faceshop)、ファッ
ション面での印象が強い。

●韓国人の印象：知人は2～3人しかいないが、ジェットス
ター時代の知り合いは紳士的だった。お酒を大量に飲む印
象。

●中国の印象：北京や上海は発展している。田舎との差が
激しく、発展している途中という印象。

シンガポールの若者

人生満足度

70%

私の満足度を100％にするものは…
・彼氏ができること！
・いいキャリアを持つこと！
・高い給料をもらうこと！（SG$4,000/月）



シンガポールの若者

テレビはLGのフラット形。ケーブルテレビのモジュールが設置され
ている。

両親のベッドルームベッドが2台入っても、少々ゆとりのある大き
さ。扇風機とブラウン官テレビがある。

家全体のサイズはHDBにしては比較的大きい。家族それぞれの
部屋、キッチン、ダイニングスペース、広くとられたリビングルームが
ある。家具は茶・黒系。リビングの扇風機は2台。

国民の約8割が暮らすというHBDと呼ばれる団地。
シンガポールでは一般的な公団住宅。車は所有していない。



シンガポールの若者

キッチンは専用の部屋があり、少ないスペースで効率よく作業
出来るような作りになっている。

冷蔵庫周りにはビニール袋を保管していたり、飲み終わった
ジュースや牛乳の容器を洗ったものた置いてある。

キッチンの天井に物干し竿を設置。洗濯を干している。

冷蔵庫内はキレイに整理されている。フィッシュオイル入りのサプ
リメントも保管されている。



シンガポールの若者

彼女の部屋。赤いカーテンが印象。ベッドはクイーンサイズで女
性らしいヨーロピアン調。

ピアスの種類が多い。化粧品はファンデーションやシャドウなどが
ある。年に3回ほど化粧品を買い、1回の買い物につき約100ド
ルほど使う事もある。

ワセリンのボディークリーム、香水、化粧品の箱が衣装ケースの
上に置かれている。

スキンケアは日本の「極潤ヒアルロン酸」を使用。



シンガポールの若者

ルイ・ヴィトンの財布。その下にはプラダを模したポーチ。

倉庫にはスーツケース、リュックサック、トートバックなどが掛けた
れている。ビビッドな色が目立つ。

財布の中には写真、ポイントカード、ゲームセンターで使える
チャージ式のカード、スターバックスのカードが入っている。

ネイルの種類も多く、ケアを行っている様子がわかる。ここにもワ
セリンのボディークリーム。



シンガポールの若者

っっっｆ

ライトがまぶしい指輪。若者の間で流行している。パーティーの
時に着用。

村上春樹の１Q84。読破を目指している。

パーティーでも大量に消費するハードリカー。客室乗務員として
働いていたとき、免税店で購入。部屋にストックしている。

吸っているタバコは「NEXT」。価格は約10ドルほど。一日2～3
本に抑えているが、クラブ・パーティーでは量が増える。



シンガポールの若者

お金を浪費するためクレジットカードの所有は両親から反対され
ている。写真は銀行で発行されるデビッドカード。

壁掛け式のLGフラットTV。ベッドに横になっても見えるように設
置されている。

パソコンはASUSを使用。ネットサーフィン、ウィンドウショッピング、
動画をみることが主な用途。

エアコンが備え付けられており、部屋には扇風機もおかれている。



シンガポールの若者

若者の間で人気のファストファッション ブランド「Cotton On」の
アウターとワンピース。

ブラックなど、暗い色の洋服も好んで着る。体にピッタリフィットす
るものより、少しルースな物が多い印象。

プリント柄の洋服が好み。ワンピ-スの購入が多い。



シンガポールの若者

●年齢：21歳

●生活の状況： シンガポール市内で両親と同居。高等専
門学校と近しい位置づけのポリテクニック学校の3年生として
通学している。ファッションデザインを勉強中。男性ファッション
誌「Men’s Folio」で3ヶ月間のインターンとして研修中。卒業
後は軍隊に2年間入隊予定。その後、ロンドンにあるファッ
ションの大学へ留学を希望している。

●家族：父親は43歳で不動産会社社員。母親は43歳、
フェリーチケット販売員。兄弟あり。兄は22歳で兵役が終わっ
たばかり。海外でボランティアとして働く計画を立てている。弟
は11歳で小学生。（世帯月収：父親は不動産の契約により
変動SG$ 2,000～10,000/月。 母親はSG$2,000/月）

●余暇の過ごし方：オーチャード通り（ショッピング繁華街）で
映画へ行ったり、モール・ショッピングセンターに行く。313＠
SomersetやIon Orchardへ行くことが多い。

●車：所有していない

●飲酒：あり。ウィスキーやウォッカなどを混ぜて飲む。クラブに
行くときや、友人たちを招いて家飲みする。

●喫煙：クラブに行くときは吸う。

●恋人：いない。今はいらない。朝9時から夜の11時ごろまで
プロジェクトに集中しているため、恋人を作る時間がない。

●結婚観：現時点では考えていない。キャリアに注力する
ジェネレーションであること、結婚から子育てまで、多くのお金
がかかるから、結婚よりも仕事。

●十年後の自分：海外へ行きたい思いが強く、将来は海外
でファッションブランドを立ち上げている。アジアなら、日本。欧
米なら、イギリスとアメリカが目標。マーケットも大きく有名なデ
ザイナーを多数排出しているため。ファッションにおける感度、
受容度が高いことも理由。

●行ったことのある外国：韓国、インドネシア、タイ、マレーシ
ア。気に入っているのはタイ。友人と行ったこと、観光する場
所がたくさんあることが理由。洋服・航空券も安いため。

●日本（人）の印象：日本国の印象はシンプルな国旗や寿
司を始めとする食べ物。特に原宿のファッションが派手で人
目を引きつける印象。日本人は努力する人たちという印象。
ルールや時間をきちんと守る。

●知ってる日本人は？Yoji Yamamoto、浜崎あゆみ（昔、
一度聞いたことがある程度）。

●韓中の印象：韓国はK-popを始めとする独自の音楽スタ
イルの印象がある。中国は、女優・俳優・歌手のイメージが
強い。ビジネスが発展しており、モダンな人もいれば、伝統を
重んじる人など色々な人が混在している印象。労働力が
あって賃金が安い。投資をするなら良い場所だと考える。

●現在のストレスや不安は？：学校の最終学期にに行われ
る期末プロジェクト。服のデザイン・制作だけでなく、モデル探
し、メイク、写真撮影、カタログ制作などを行わなくてはならな
い。時間的、金銭的な問題で不安。



シンガポールの若者

HDB（公団住宅）に住んでいる。

キッチンは他の部屋と独立しており、スペースを有効活用出来
るよう、コンパクトな設計になっている。

HBDは大きな窓と格子扉のある玄関が特徴。

リビングにソファー・テレビなどが置かれており団らんスペース。家
族それぞれが各自部屋を持っている。



シンガポールの若者

インターン生として3ヶ月間研修を行っている男性誌。スタイリン
グの方法やシューティング（撮影）など様々な面で勉強が出来
る。

帽子も種類が豊富。韓国ブームがきっかけで、バックスナップ
キャップ（帽子の後ろに就いているストラップでサイズ調整できる）
が流行。

H&MでSG$14.90で購入したシャツ。以前は個性的なファション
だったが、現在はシンプルでソリッドカラーが多く、重ね着して楽
しむ。

H&M、ユニクロ、ZＡＲＡ、Cotton On、TopManなどファスト
ファッションが流行。彼自身ユニクロ、H&Mでアルバイトした経
験をもつ。



シンガポールの若者

大きい縁の眼鏡、時計や、アクセサリーが入っている棚。

数種類の香水が洋服棚に置かれている。

財布や、よく使う眼鏡などは、ドアを入ってすぐの棚に置かれて
いる。

健康器具（ダンベル・グリップ）などが置かれ、体を鍛えたい意識
がうかがえる。



シンガポールの若者

携帯電話はiPhone.使用。目的は主にInstagram、Facebook、
Line、Viber、WhatsAppなどSNSの使用がメイン。海外の友だちと
の会話はLineとViber、国内の友人はInstagram等使い分けをして
いる。

パソコンはMacBook Pro。主にネットサーフィン、ページ検索、学
校の課題などに使用する。

国内の友人（近しい友だち）とは、Instagramで会話する事が
多い。写真のみでコミュニケーションが取れるので便利。芸能人。
モデルのページをフォローすることもある。

ファッション関連の情報検索、気に入っている日系モデル「Sen
Mitsuji」を検索。



シンガポールの若者

学校にあるものと同じモデルのミシンを所有。課題などを行って
いる。

課題にあったコンセプトを元に制作したアウター。このほかに、子
供服、ドレスなど色々なバリエーションがある。

実際に自分でデザインしたドレス。

彼の叔父が経営するファッショ
ンブランド。「M〕phosis」 。路
面店やテナントがある。ASEAN
諸国と中国でも展開している。



シンガポールの若者

●年齢：19歳

●経歴：ポリテクニックスクールで写真（フォトグラフィー）を勉
強している。将来は海外で写真を勉強し、コンサート/ファッ
ションフォログラファーになる夢を持つ。（コンパクトカメラで撮っ
た写真を両親・親戚がほめてくれたことがきっかけ）

●生活の状況：シンガポール市内で両親・弟と同居。学業
がメイン。2010年からローカルメディア「Kariyuki」（韓国スター
が来新した際のコンサート・記者会見の様子を写真で伝え
る）にてフリーランスフォトグラファーとして働いている。

●家族：父親は56歳。広告代理店に勤務し広告・CMの制
作に携わる。フリーランスのため収入は変動する。（月平均
約SG$1,800～2,000）。母親は50歳。タイの自然派薬草の
販売権を持ち、モールで店を経営している。（母親の収入は
不明）。弟は17歳の学生、部屋を一緒に使用している

●余暇の過ごし方：友人の誘いをうけると、オーチャード行く
が、付いていくだけ。外出はあまりいしない。ショッピングのほと
んどはオンライン。

●携帯電話：iPhoneを使用。SNSの利用と韓国情報の発
信。SNSはInstagramとTwitterの両方を頻繁に使用。
Twitterは2つアカウントを持ち、1つは友人とのコンタクト用、
もう1つは韓国の情報を発信するため。Facebookは昔の友
人を探す際に使う。

●パソコン：MacBookを使用。韓国情報の発信やネットサー
フィンをしている。洋服のほとんどはオンラインで購入。ユニクロ
や韓国系の「G-Market」というサイト。最近シンガポールでも
オープンした。

●飲酒/喫煙：お酒も飲まない。（飲酒は18歳から可能）タ
バコも吸わない。

●トレンド：韓国ファッションの影響で韓国アイドルがかぶって
いるバックスナップキャップという帽子が人気。ヘアスタイルに関
しては「Dip Dye」という髪の一部をカラー・ハイライトすること
が流行。日本・韓国の両方からファッションが来ているが、韓
国の方が印象強い。

●恋人：彼氏はいたことがない。時間的なタイミングで難しい。
男友達は多数で一緒に遊ぶことが多い。学校内（クラス内）
の50%は恋人がいる。（デザイン学校自体が小さいため、学
校内の行事があり、意気投合したもの同士が恋人になる
ケースが多い。）

●十年後の自分：海外の有名人を専門に撮影する写真家
として海外で働いているが、結婚は早めにしたい。できれば夫
は同じ業界で働いていて、自分の仕事に理解がある人。人
種・宗教は特定しないが、改宗はできない。子供も早めに欲
しい。仕事をしながらの子育ては難しいので、親や姑を頼る
かも。

●海外を仕事場に選ぶ理由：シンガポールは治安はよく、暮
らしやすいが狭くてつまらない。国内で写真家になることはで
きるが、ウェディングフォトグラファーなど限られてくる。日本・韓
国などの海外にいって活躍する方が、経験もつめるし、色々
な写真も撮影できる。



シンガポールの若者

●日本の印象：素晴らしい文化を持っている。アニメで有名
な印象。

●日本人の印象：ワーカホリック（仕事ばかりしている）とスト
レスを抱えている。

●知っている日本人：以前はオレンジレンジのCDをよく聞い
ていた。今は浜崎あゆみ。黒木メイサも知っている。

人生満足度

60%

私の満足度を100％にするものは…
・写真家としてのスキルの向上
・学校で良い成績を収めること
・両親を養えるほどのお金を稼ぐこと
・大きな部屋をもつこと

●世界で一つだけ手に入るとしたら？：希望の仕事。情熱を
ささげられる仕事に就けば、お金ももらえるし、両親も養うこと
ができる。自分の欲しいものも手に入れることができる。

●悩み：自分の部屋がない。弟と共有しているため、作品
（課題）をつくるときに部屋が狭くて作りづらい。切り貼りが多く、
作品も大きいためスペースが無くリビングを使用。だが完成さ
せるには多くの時間が必要で夜中までかかるが、音が大きい
ため家族に迷惑がかかっている。



シンガポールの若者

玄関すぐのリビングを抜けたところにあるキッチン。キッチン自体の
スペースはあまり広くはない。

配管がむき出しになった家族共用の洗面所。シャンプーなどの
トイレタリーやコンタクトレンズ保存液などが置かれている。-

台所から洗面所へ行く部分に備え付けられた棚。トイレタリーか
らキッチン用品、掃除道具などが置かれている。

母親は仏教徒だが、家族としてはクリスチャン。一般的には家
族は全員同じ宗教が多数。



シンガポールの若者

テレビはブラウン管のものを使用している。ケーブルテレビのモ
ジュールと繋がっている。

リビングには大きなAppleコンピューターとプリンターがあり。フリー
ランスの父親が使う。

プリンターの横にはゲームソフトが積み重なっている。

父親が飲むハードリ
カーが置いている棚。
多数のウィスキーやブ
ランデーが並ぶ。



シンガポールの若者

タイの自然派ハーブ飲料。母親がシンガポール国内で唯一輸
入・販売ライセンスを持つ。ゴールデンマイルショッピングモールで
販売している。

部屋は弟と共有。右側が彼女のスペース。韓国のアイドルのポ
スターやブロマイドでデコレーションされている。

弟のスペース。パソコンはピンクのVAIOを使用。Samsungの携
帯電話が置かれている。

父親。元ラガーマン。



シンガポールの若者

韓国俳優のカレンダーやアイドルのCDが置かれている。右下の
黒い箱はカメラを湿気から守る専用ケース。

チェキで撮影したような、小さなポラロイド写真が飾られている。

「BIGBANG」や「EPIC」などK-PopのCDが並べられている。 流行しているスケートボード。学校で滑ることが多く、よく怪我を
する。



シンガポールの若者

写真の世界に入るきっかけになったデジタルカメラ。撮影した写
真が両親・親戚に絶賛された。

自分でコツコツ貯金して購入したカメラ。左側のカメラは
SG$4,000.

携帯電話はiPhone、パソコンハMacBook、共にApple社のもの
を使用。

携帯は音楽を聴くほかに、SNSで友人とコミュニケーションをとる
ことがメイン。



シンガポールの若者

マニュキュアや化粧水などコスメ関連商品が置かれている。 韓国ファッションの影響でトレンドのバックスナップキャップ。

彼女が気に入っているT-シャツ。ラガー風のデザイン。 髪の毛を一部だけ染める「DipDye」。韓国ファッションの影響で
流行している。



シンガポールの若者 FINDINGS

未来像・将来の希望職など具体的な進路を考えている

SNSはInstagramがメイン

海外意思が強い

若い間は両親と同居

パソコンは個人で持ち、ネットサーフィンや動画の閲覧で利用

→シンガポールでは小学校でPSLF（Primary School Learning Examination と呼ばれる「小学校卒業試験」が存在し、
中学校を卒業する際、高校入試資格に該当するO-Level試験や高校卒業資格に該当するA-Level試験が存在する。
彼らは早くから自分の進む道を決め、勉強を始めているため、将来の進路について具体的に語ることができる。

→シンガポールは安全で住みやすい国という認識はあるものの、面積が小さい国のため行動範囲が限られる。キャリアのた
め、スキルアップのため、より大きな市場を求めて、など様々な理由はあるが欧米・日本・韓国へ移住し勉強・就職・起業
など国外へ出る意思が強い若者が多い。

→土地も少なく家賃も高いシンガポール。一人暮らしする若者は少なく、両親と同居していることが普通。

→FacebookよりもInstagramの使用頻度は多い印象。簡単に写真を加工し、メッセージと共にシェア出来るため親しい
友人の間で使用するケースが多い。Facebookに関してはアカウントを持ってはいるものの、よく知らなくても友だちになって
いるためプライベートな内容はあまり公開しない。

→一人一人がパソコンを持っており、主にネットサーフィンや興味があることの情報収集を行っている。Facebookの使用や、
動画を観覧する事も多い。

携帯電話はiPhoneかSamsung
→若者の多くはスマートフォンを持ち、iPhoneかSamsungがメイン。SNSを利用する際、アプリの使用、動画の観覧などの
用途に使用される。



シンガポールの若者 FINDINGS

友人とはオーチャード・ロードで遊ぶ

シンガポール人というアイデンティティー

週末はクラブやパーティーへ

隣国への渡航経験がある

自分を100％満たすモノ＝キャリア 「成功したい」という強い意思をもつ

→トレンディーなモールや高級ブランドが建ち並び、近くに映画館やカフェもあるシンガポールのメインストリート「オーチャード
ロード」。若者達が集まる場となっている。エンターテイメントが少ないシンガポールにおいて、ショッピングは交友関係を深め
る重要なアクティビティーである。オーチャードロードはシンガポールのほぼ中心に位置しているため、四方からも集まりやす
い。

→若者のナイトライフは友人とクラブやパーティーへ行くこと。人とのコネクション作り、ストレス発散、お酒を飲むためなど理
由は様々だが、“遊び場”が少ないシンガポールでは貴重な楽しみの場である。若者に一番人気のクラブは「ZOUK」。
TIME誌でもシンガポールで行くべき場所に取り上げられている。

→多文化の中で生活し、マレーシアが近いこともあるため、海外に対して抵抗は少ない。韓国、インドネシア、タイへ渡航
した経験をもっている。

→多文化が混在するシンガポールでは、プラナカン人、タイ人、中国人など様々な両親の組み合わせから彼らは生まれて
いる。しかし、アイデンティティの意識は「シンガポール人」として持っている。

→小さい頃から何回もの試験をパスし、勉強してきた彼ら。良い仕事に就くことは多くの若者の望みである。良い仕事に
就くと、モチベーションや情熱をもち、その結果お金も稼ぐことが出来ると言う考えを持っている。

日本人に対しては良い印象をもつ
→他人に対して思いやりがある、いい人が多い、努力する、ハードワーカー、ルールや時間を守るなど、彼らは日本人に対
しては良い印象を持っている。


