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【テキスト】
1

ISBN

激流アジアマネー : 新興金融市場の発展と課題 / 小川英治, 日本経済研究セン
9784532356507
ター編. 日本経済新聞出版社, 2015.6.

請求記号
3382:481A

【アジアの金融】
2

人民元は覇権を握るか : アジア共通通貨の実現性 / 中條誠一著. 中央公論新
社, 2013.5. (中公新書 ; 2219)

3

東アジア証券市場におけるコーポレート・ガバナンス / 小関勇編著. 税務経理協
9784419052591
会, 2009.5.

3354:312

4

東アジア通貨バスケットの経済分析 / 伊藤隆敏, 小川英治, 清水順子編著 ;
RIETI [編]. 東洋経済新報社, 2007.8.

3370:33

5

図説アジアの証券市場 ; 2010年版 / 日本証券経済研究所編. 日本証券経済研
9784890325177
究所, 2010.4.

3381:494:2010

6

アジア・ボンドの経済学 : 債券市場の発展を目指して / 小川英治編. 東洋経済新
9784492711750
報社, 2009.5.

3381:665

7

アジア証券市場とグローバル金融危機 / 川村雄介監修・著 ; 日本証券経済研究
9784322115550
所編. 金融財政事情研究会 ; きんざい(発売), 2010.3.

3381:692

8

中国の台頭と東アジアの金融市場 / 小川英治, 財務省財務総合政策研究所編
9784535554696
著. 日本評論社, 2006.6.

3382:352

9

アジアの経済発展と金融システム ; 東南アジア編 / 寺西重郎 [ほか] 編. 東洋経
9784492443484
済新報社, 2008.4.

3382:369:東南
アジア

アジアの経済発展と金融システム ; 東北アジア編 / 寺西重郎 [ほか] 編. 東洋
経済新報社, 2007.3.

9784492443408

3382:369:東北
アジア

9784532133078

3382:378

12

東アジアの新しい金融・資本市場の構築 : 銀行融資市場と債券市場の融合 / 山
9784535555174
上秀文著. 日本評論社, 2008.3.

3382:389

13

アジア通貨・金融危機, および中国の台頭 : 理論・実証分析 / 青木浩治著. 知泉
9784862850676
書館, 2009.10.

3382:420

10

11 アジア金融システムの経済学 / 宿輪純一著. 日本経済新聞社, 2006.2.

14 過剰流動性とアジア経済 / 大野早苗, 黒坂佳央編著. 日本評論社, 2013.3.
15

国際金融システムの制度設計 : 通貨危機後の東アジアへの教訓 / 福田慎一,
小川英治編. 東京大学出版会, 2006.2.

16 グローバル不均衡とアジア経済 / 谷内満著. 晃洋書房, 2008.11.

9784121022196

9784492654040

0800:25:2219

9784535557406

3382:473

9784130402224

3389:417

9784771020177

3389:482

17

アジアの域内金融協力 : 金融「地産地消」モデルの模索 / 清水聡著. 東洋経済
新報社, 2009.4.

9784492443576

3389:496

18

国際通貨体制と東アジア : 「米ドル本位制」の現実 / 鳥谷一生著. ミネルヴァ書
房, 2010.1. (MINERVA現代経済学叢書 ; 105)

9784623055449

3389:524

9784830947056

3389:557

19 アジアの通貨・金融協力と通貨統合 / 中條誠一著. 文眞堂, 2011.3.

No. 書誌情報
【中国の金融】
20

ISBN

現代中国の財政金融システム : グローバル化と中央-地方関係の経済学 / 梶谷
9784815806781
懐著. 名古屋大学出版会, 2011.8.

中国資本市場の発展 : 2020年への挑戦 : オフィシャル・レポート / 中国証券監
21 督管理委員会著 ; 大和総研, 大和総研 (上海) 諮詢有限公司訳. 中央経済社,
2009.2.

9784502663604

請求記号
3420:150

3381:657

22

図説中国の証券市場 ; 2011年版 / 日本証券経済研究所編集. 日本証券経済研
9784890325252
究所, 2011.3.

3381:711:2011

23

中国資本市場の現状と課題 : 日中資本市場協力研究会リポート / 小川英治責
任編集 ; 資本市場研究会編 ; 関根栄一 [ほか著]. 資本市場研究会, 2013.12.

9784881772973

3381:762A

24

中国の金融システム : 貨幣政策、資本市場、金融セクター / 張秋華著. 日本経
済新聞出版社, 2012.1.

9784532134013

3382:455

25

中国金融市場論 : 21世紀初頭における地域的多様性を中心として / 古島義雄
著. 晃洋書房, 2012.11.

9784771023802

3382:463

26

最新中国金融・資本市場 / 川村雄介監修・著 ; 日本証券経済研究所編. 金融財
9784322121865
政事情研究会 ; きんざい(発売), 2013.2.

3382:468

27

人民元読本 : 今こそ知りたい!中国通貨国際化のゆくえ / 陳雨露著 ; 森宣之訳.
日本僑報社, 2014.7.

9784861851476

3382:482

28

日中の金融システム比較 / 建部正義, 張亦春編著. 中央大学出版部, 2009.3.
(研究叢書 / 中央大学企業研究所編 ; 28)

9784805732274

3383:144

【『激流アジアマネー』の参考文献】
29

マクロ経済と産業構造 / 深尾京司編集. 慶応義塾大学出版会, 2009.9. (バブル/
9784766416749
デフレ期の日本経済と経済政策 ; 1)

3321:894:1

30

検証・金融危機と世界経済 : 危機後の課題と展望 / 馬田啓一, 木村福成, 田中
素香編著. 勁草書房, 2010.7.

9784326503353

3336:471

9784492394731

3343:115A

9784532353926

3343:142

31 少子化の経済分析 / 高山憲之, 斎藤修編. 東洋経済新報社, 2006.12.
32

人口減少と日本経済 : 労働・年金・医療制度のゆくえ / 津谷典子, 樋口美雄編.
日本経済新聞出版社, 2009.11.

33

国際通貨制度の諸課題 : アジアへのインプリケーション / 金融調査研究会 [編].
金融調査研究会事務局, 2013.7. (金融調査研究会報告書 ; 50)

34

サブプライム問題の教訓 : 証券化と格付けの精神 / 江川由紀雄著. 商事法務,
2007.12.

9784785714925

3381:611

35

証券化 : 新たな使命とリスクの検証 / 川北英隆編著 ; 桑木小恵子, 渋谷陽一郎,
9784322119534
高橋智彦著. 金融財政事情研究会 ; きんざい(発売), 2012.1.

3381:734

世界に広がるイスラーム金融 : 中東からアジア, ヨーロッパへ / 濱田美紀, 福田
36 安志編. 日本貿易振興機構アジア経済研究所, 2010.12. (アジ研選書 / アジア経 9784258290239
済研究所 [編] ; no. 23)

3382:437

37 対外不均衡とマクロ経済 : 理論と実証 / 松林洋一著. 東洋経済新報社, 2010.6.

9784492314043

3389:538

38

国際的マネーフローの研究 : 世界金融危機をもたらした構造的課題 / 貝塚啓明
9784502464904
+財務省財務総合政策研究所編著. 中央経済社, 2012.11.

3389:587

39

グローバル・インバランスと国際通貨体制 / 小川英治編著. 東洋経済新報社,
2013.3.

9784492654538

3389:589A

9784815806583
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40 現代イスラーム金融論 / 長岡慎介著. 名古屋大学出版会, 2011.1.

3381:160:50
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