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Building a Resilient Nation  
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The story of Singapore is a unique one.  Having been thrust into 
nationhood with only a small population and without an economic 
hinterland, Singapore was compelled to come up with its own solutions to 
ensure that the welfare of its citizens continued to prosper.  Singapore’s 
subsequent developmental trajectory was also due in large part to the 
indomitable spirit of its founding leaders who laid the institutional 
foundations that prevail until today.

While the Singapore story is multi-faceted, there is one theme that runs 
through it—the quest for a resilient nation.  The ability and willingness of 
Singapore’s founding leaders and its citizens to face up to its challenges and 
to focus on developing pragmatic responses was essential towards building 
that resilience.

In this speech, Dr Tan will talk about how Singapore was able to build 
resilience across both the economic and social spheres.  There is no easy 
solution to building resilience.  Ultimately, confronting reality, persisting 
with managing difficult issues, never giving up, being willing to experiment 
and being inclusive are fundamental aspects of the path towards achieving 
resilience.
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シンガポール元大統領
TONY TAN KENG YAM 博士

特別講演

しなやかな国家建設のために
- シンガポールの経験 -

シンガポール建国のストーリーはとてもユニークです。シンガ
ポールは、歴史的に新しい国であり、経済を支える周辺部を持た
ず比較的人口が少ない中で、国家建設が進められてきました。そ
の中で、国民の安定した生活のため、社会保障に関する課題は常
に議論されてきました。シンガポールのリーダーたちは不屈の精
神と努力により、これまでに様々な基盤制度を築いています。

シンガポール発展の歴史については、さまざまな角度から議論
できますが、“しなやかな国家”を追求するという観点では一貫
しています。この”しなやかさ”は、シンガポールのリーダーと
国民たちが、様々な困難な課題に対して真摯に向き合い、寛容な
態度で挑戦し続けることによって生み出されています。

本講演では、2011年から６年間にわたってシンガポール大統領
を務めたTan博士に、シンガポールの経済と社会の２つの領域に
おいて“しなやかさ”がいかにして涵養されてきたかをご講演い
ただきます。


