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N081-14-1331 円と日銀 : セントラル・バンカーの回想 緒方四十郎著 中央公論社 1996.11

N081-14-2064
通貨で読み解く世界経済 : ドル、ユーロ、人
民元、そして円

小林正宏, 中林伸一
著

中央公論新社 2010.7

N081-14-2145 G20の経済学 : 国際協調と日本の成長戦略 中林伸一著 中央公論新社 2012.1

N081-20-1194 外国為替の実務
三菱UFJリサーチ&コン
サルティング編

日本経済新聞
出版社

2008.12

N081-20-1228 通貨を読む : ドル・円・ユーロ・元のゆくえ 滝田洋一著
日本経済新聞
出版社

2010.8

N081-20-1256 外国為替の知識 国際通貨研究所編
日本経済新聞
出版社

2012.1

N308-6-603
グローバル金融危機と途上国経済の政策対
応

国宗浩三編
アジア経済研
究所

2013.1

N330.4-105
誰が「地球経済」を殺すのか : 真相を読み解
く七つ道具

浜矩子著 実業之日本社 2011.9

N330.7-32 今までで一番やさしい経済の教科書 木暮太一著 ダイヤモンド社 2009.3

N332.107-135
円で見る日本経済 : 為替レートの変動を考え
るために

香西泰著 実務教育出版 1990.4

N332.107-275-3 グローバリゼーションの国際経済学 西島章次編 勁草書房 2008.2

N332.107-279 円と日本経済の実力 鈴木淑夫 [著] 岩波書店 2008.3

N332.107-298 日本経済論 : 「国際競争力」という幻想 松原隆一郎著 NHK出版 2011.1

N332.107-300 グローバル化と国際経済戦略
藤田昌久, 若杉隆平
編著

日本評論社 2011.3

N332.107-312 歴代首相の経済政策全データ 草野厚 [著] 角川書店 2012.6

N333.6-498 はじめて学ぶ国際経済
浦田秀次郎, 小川英
治, 澤田康幸著

有斐閣 2011.1

N333.6-503
「国際競争力」とは何か : 賃金・雇用、法人
税、TPPを考える

友寄英隆著 かもがわ出版 2011.2

N333.6-510
グローバル・エコノミー入門 : 激動の世界経
済・社会をどう捉えるか

益田安良編 勁草書房 2011.7

N333.6-513
マルチスピード化する世界の中で : 途上国の
躍進とグローバル経済の大転換

マイケル・スペンス著 早川書房 2011.1

N333.6-518 グローバル・エコノミー 岩本武和 [ほか] 著 有斐閣 2012.3

N333.6-519 用語でわかる国際経済と国際社会 田中英夫編著 丸善プラネット 2012.3

N333.6-522
教養系の国際経済論 : 総合理解から次の
一歩まで

坂元浩一著 大学教育出版 2012.5

N337.21-3 円の百年 : 日本経済側面史 刀祢館正久著 朝日新聞社 1986.11
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N338.9-293
円とドルの国際金融 : ドル体制下の日本を中
心に

奥田宏司著 ミネルヴァ書房 2007.11

N338.9-329 国際金融と外国為替 加野忠, 村井睦男著 大学教育出版 2010.4

N338.9-333 世界経済は通貨が動かす 行天豊雄編著 PHP研究所 2011.11

N338.9-335
現代の国際金融を学ぶ : 理論・実務・現実
問題

中條誠一著 勁草書房 2012.1

N338.9-337 国際金融のしくみ
秦忠夫, 本田敬吉, 西
村陽造著

有斐閣 2012.8

N338.95-143 為替が動くとどうなるか 角川総一著 明日香出版社 2007.11

N338.95-148
外国為替入門 : 図表を使ってわかりやすく解
説

経済法令研究会編
経済法令研究
会

2009.8

N338.95-149 これから10年外国為替はこう動く
国際通貨研究所, 竹
中正治編

PHP研究所 2009.9

N338.95-151
No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい
為替の本

上野泰也編著 かんき出版 2009.12

N338.95-154 外国為替の基礎 式場正昭著
経済法令研究
会

2011.11

N338.97-169 ドルリスク : 国際資本移動とアメリカ経済 吉川雅幸著
日本経済新聞
社

2004.9

N338.97-181B
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

N338.97-183 グローバルインバランス : 歴史からの教訓
バリー・アイケングリー
ン [著]

東洋経済新報
社

2010.5

N338.97-184 通貨燃ゆ : 円・元・ドル・ユーロの同時代史 谷口智彦著
日本経済新聞
出版社

2010.5

N338.97-185
国際通貨システムの体制転換 : 変動相場制
批判再論

山下英次著
東洋経済新報
社

2010.9

N338.97-188
国際通貨体制と世界金融危機 : 地域アプ
ローチによる検証

上川孝夫編
日本経済評論
社

2011.2

N338.97-193
ドル・円・ユーロの正体 : 市場心理と通貨の
興亡

坂田豊光著 NHK出版 2012.3

N338.97-194 「通貨」はこれからどうなるのか 浜矩子著 PHP研究所 2012.5

N338.97-195 通貨を考える 中北徹著 筑摩書房 2012.6

N338.97-59
国際通貨・金融システムの歴史 : 1870-
1990

石見徹著 有斐閣 1995.8

N338.97-86 アジア安定通貨圏 : ユーロに学ぶ円の役割 村瀬哲司著 勁草書房 2000.4
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