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書名 著者 出版社 出版年 NDC分類 資料コード

BRICs

躍進する新興国の科学技術

科学技術振興機構
研究開発戦略セン
ター海外動向ユ
ニット／編

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

2011.5 409 1110267546

BRICs経済図説
吉井 昌彦／[著]
西島 章次／[著] 東洋書店 2010.6 332 1109944888

日本のエネルギー戦略 中津 孝司／著 創成社 2009.6 501.6 1109852202

グローバリゼーションと経営学
赤羽 新太郎／編著
夏目 啓二／編著 ミネルヴァ書房 2009.4 335.5 1109659374

グラフでみる・新興諸国  BRICs+VISTA リブロ 2009.10 333.6 1109827522
BRICsの底力 小林 英夫／著 筑摩書房 2008.8  332 1109467348

BRICsとNEXT11のすべて
アジア&ワールド協
会／編著  PHP研究所 2008.10 333.6 1109506295

図解早わかりBRICs自動車産業
小林 英夫／編著
太田 志乃／編著

日刊工業新聞 2007.6 537.09 1109193010

世界を駆けろ日本自動車部品企業  欧米か
らBRICsへ拡大する市場競争

小林 英夫／編著
大野 陽男／編著

日刊工業新聞社 2006.6 537.1 1108945880

BRICs新興する大国と日本 門倉 貴史／著  平凡社 2006.6 332 1108936934
世界情勢を読む 中津 孝司／著  創成社 2006.5 302 1108923168
BRICs みずほ総合研究所／著 東洋経済新報社 2006.11 332 1109053064
BRICs富裕層 門倉 貴史／著 東洋経済新報社 2006.10 675 1109032298
図説BRICs経済 門倉 貴史／著 日本経済新聞社 2005.7 332 1108739846

雑誌の特集から
記事タイトル 雑誌名 巻号 掲載ページ

特集  強敵! BRICs企業--塗り替わる世界の産業勢力図 日経ビジネス (1608) [2011.9.19] 26～49
特集  ポストBRICs VIP経済圏 日経ビジネス (1616)[2011.11.14] 24～47
特集　新興国失速 週刊エコノミスト 89(53)[2011.11.22] 24～40
特集　躍る！ブラジル 週刊東洋経済 (6309)[2011.2.12] 34～95
特集　危うい中国 週刊エコノミスト 89(55)[2011.12.6] 18～35

書名 著者 出版社 出版年 NDC分類 資料コード

ブラジル

ブラジル経済の基礎知識  二宮 康史／著 ジェトロ 2011.7  332.62 1110232193

ブラジルの流儀 和田 昌親／編著中央公論新社 2011.2 302.62 1110148222

ブラジルを知るための56章 アンジェロ・イシ／著 明石書店 2010.2 302.62 1109845155

2020年のブラジル経済 鈴木 孝憲／著 日本経済新聞出版社 2010.11 332.62 1110091264

ブラジル巨大経済の真実 鈴木 孝憲／著 日本経済新聞出版社 2008.6 332.62 1109426013

海外派遣者ハンドブック  ブラジル編
日本在外企業協
会／編集

日本在外企業協会 2008.3 336.4 1109846671

循環資源大国ブラジルビジネス入門 小野瀬 由一／著 同友館 2006.6  338.92 1109091922

　

　　                新興国-BRICsを中心に-
　  　新興国とは、今後の高い経済成長が見込まれる国のことです。BRICs(ブリックス)とは、ブラジル、ロシア、
　　インド、中国の英語の頭文字をつなげた造語で、投資銀行ゴールドマン･サックス社による投資家向けレポ
    ートで初めて登場してから約１０年が経過しました。 2005年、同社はBRICsに続く可能性のある新興経済国
　　として,  メキシコ、韓国、フィリピン、 インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、パキスタン、イラン、トルコ、
　　エジプト、ナイジェリアをNEXT11と呼びました。 このほか、新興国のグループとして、VISTA(ベトナム、イン
　　ドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン)、MEDUSA(マレーシア、エジプト、ドバイ、サウジアラビア)など
    があります。今回は、新興国のなかのBRICsを中心に、各国の社会・経済に関する資料を展示しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        *展示資料は一部を除いて貸出しできます。



書名 著者 出版社 出版年 NDC分類 資料コード

ロシア

現代ロシア経済論
吉井 昌彦／編著
溝端 佐登史／編著 ミネルヴァ書房 2011.5 332.38 1110184238

ロシア経済の成長と構造 久保庭 真彰／著 岩波書店 2011.1 332.38 1110128927
新ロシア経済図説 岡田 進 東洋書店 2010.10 332.38 1110071922

新興諸国の資本財需要  ロシアとベトナムの
工作機械市場

水野 順子／編 アジア経済研究所 2010.3 509.23 1109912051

ロシア極東ビジネス事情  安木 新一郎／[著]  東洋書店 2009.6 332.29 1109712678
ロシア工場設立の手引き ジェトロ／編著 ジェトロ 2009.11 509.23 1109854548
ロシアビジネス成功の法則 岡田 邦生／著  芳地 隆之／著 税務経理協会 2008.2 338.92 1109383112

海外派遣者ハンドブック
日本在外企業協会
／編集

日本在外企業協会 2006.3 336.4 1109846680

ロシア経済の真実 塩原 俊彦／著  東洋経済新報社 2005.7 332.38 1108733047

インド

日本企業のためのインド進出戦略ガイドQ&A
武井 一浩／著
小林 英二／著

中央経済社 2011.12 338.92 1110296440

図解インドビジネスマップ インド・ビジネス・センター／編著 日刊工業新聞社 2011.11 338.92 1110296459
インドのビジネス法務Q&A 酒井 大輔／著  中央経済社 2011.8 338.92 1110232522
インド・アズ・ナンバーワン 榊原 英資／編著  朝日新聞出版 2011.8 302.25 1110243043

インド特許法と実務

シャラート ヴァデーラ
／著  コロネル クリ
シャン ラール ヴァ
デーラ／著

経済産業調査会 2011.3 507.23 1110170493

インドの会計・税務・法務Q&A 新日本有限責任監査法人／編 税務経理協会 2011.2 338.92 1110129281
インドの飛翔vs中国の屈折 勝又 壽良／著  篠原 勲／著 同友館 2010.12 332.25 1110102466
12億の常識が世界を変えるインド 長谷川 慶太郎／著  ポプラ社 2010.10 332.25 1110078932

インド成長ビジネス地図
浦田 秀次郎／編
著  小島 眞／編著

日本経済新聞出版
社

2010.9 332.25 1110057683

インドの投資・会社法・会計税務・労務 久野康成公認会計士事務所／著 TCG出版 2010.6 338.92 1110013188
再生可能エネルギー“先進国”インド 和田 幸子／著 日報出版 2010.5 501.6 1110023747
インドの時代 榎 泰邦／著 出帆新社 2009.12 302.25 1109798547
インド経済の基礎知識 椎野 幸平／著 ジェトロ 2009.6 332.25 1109684214
インドビジネスリスクハンドブック 日本在外企業協会／編集  日本在外企業協会 2009.3 338.92 1109839971
インド経済:成長の条件 小田 尚也／編 小田 尚也／編 2009.1 332.25 1109619691
インドの衝撃  続 NHKスペシャル取材班／編著  文藝春秋 2009.1 302.25 1109592954
インドの衝撃 NHKスペシャル取材班／編著 文藝春秋 2007.10 302.25 1109276471
現代インドを知るための60章 広瀬 崇子／編著  近藤 正規／編著  明石書店 2007.10 302.25 1109269109
インドと中国 ロビン・メレディス／著 ウェッジ 2007.9 332.25 1109348730
インド 堀本 武功／著 岩波書店 2007.9 302.25 1109256290
インド世界を読む 岡本 幸治／著 創成社 2006.10 302.25 1109051838

中国
中国自動車市場のボリュームゾーン 塩地 洋／編   昭和堂 2011.12 537.09 1110291980

中国市場戦略
エドワード・ツェ／著
ブーズ・アンド・カンパ
ニー／訳

日本経済新聞出版
社

2011.10 338.92 1110287576

メガチャイナ
読売新聞中国取
材団／著

中央公論新社 2011.4 302.22 1110178400

現代中国経済論
 加藤 弘之／編著
上原 一慶／編著

ミネルヴァ書房 2011.3 332.22 1110166919

世界の中の中国
国立国会図書館調
査及び立法考査局

2011.3 302.22 1110220067

中国は、いま 国分 良成／編 岩波書店 2011.3 302.22 1110158480
中国の製造業を分析する 古賀 義弘／編著 唯学書房 2011.2  509.22 1110139930

中国を知る 遊川 和郎／著
日本経済新聞出版
社

2011.1 302.22 1110136778

中国とインドの経済発展の衝撃
横川 信治／編
板垣 博／編

御茶の水書房 2010.3 332.22 1109886078

<図説>中国力(チャイナ・パワー) 矢吹 晋／著 蒼蒼社 2010.2 302.22 1110017759
現代中国の産業 丸川 知雄／著  中央公論新社 2007.5 509.22 1109177141
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