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科目番号

I444

I473

授業科目名

請求記号

組込みソフトウェア
教科書 C45.1||K
工学

ハード・ソフト・コ
デザイン

I478

区分

システム開発管理

K482

K483

K485

K486

L221

比較知識制度論

地域経営戦略論

地域経営システム論

Ian Sommerville

"参考書IS"にあり

参考書 C44||S

An Embedded Software Primer

David E. Simon

"参考書IS"にあり

参考書 C45.2||K

ソフトウェアアーキテクチャ (ソフトウェアテクノロジーシリーズ ; 4 . アーキテクチャとド
岸知二, 野田夏子, 深澤良彰 "参考書IS"にあり
メイン指向トラック)

参考書 C45.1||K

組込みソフトウェア開発技術

沢田篤史、平山雅之

"参考書IS"にあり

参考書 C31.2||M

Synthesis and Optimization of Digital Circuits

Givanni De Mecheli

"参考書IS"にあり

参考書 C31.2||M

Synthesis and Optimization of Digital Circuits

Givanni De Mecheli

"参考書IS"にあり

参考書 C45.2||C

Codesign, computer-aided software/hardware engineering

参考書 C31.3||H

Hardware/software co-design

参考書 336||P

プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK®ガイド）〔第4版〕

-

"参考書IS"にあり
"参考書IS"にあり
"参考書IS"にあり

Social research methods : qualitative and quantitative approaches [7th ed]

W. Lawrence Neuman

"参考書KS"にあり

参考書 301.6||Y

Case study research : design and methods [5th ed]

Robert K. Yin

"参考書KS"にあり

参考書 369||S

Action research [4th ed]

参考書 361.9||H

Handbook of survey research [2nd ed]

参考書 331.8|| N

National Innovation Systems: a comparative analysis

Richard R. Nelson

"参考書KS"にあり

参考書 336.1||G

イノベーション：活性化のための方策

後藤晃

"参考書KS"にあり

参考書 518.8||M

まちづくりキーワード事典 [第3版]

三舩康道, まちづくりコラ
ボレーション

"参考書KS"にあり

参考書 518.8||E

エリアマネジメント : 地区組織による計画と管理運営

小林重敬 以下15名

"参考書KS"にあり

参考書 318||S

参加ガバナンス : 社会と組織の運営革新

坪郷實 以下6名

"参考書KS"にあり

参考書 518.8||M

まちづくりの科学

佐藤滋 以下27名

"参考書KS"にあり

参考書 318.0|| C

地域政策と市民参加 : 「市民参加」への多面的アプローチ

原田寛明 以下18名

"参考書KS"にあり

参考書 601.1||U

地域を経営する－ガバメント、ガバナンスからマネジメントへ

海野進

"参考書KS"にあり

参考書 610.4|| U || 1 農の営みから (「創造的である」ということ ; 上)

内山節

"参考書KS"にあり

参考書 610.4|| U || 2 地域の作法から (「創造的である」ということ ; 下）

内山節

"参考書KS"にあり

Ernest T. Stringer, Curtin
University of Technology
Peter V. Marsden, James
D. Wright

参考書 335.8||N

実践ソーシャルイノベーション : 知を価値に変えたコミュニティ・企業・NPO

参考書

地域活性化システム論カリキュラム研究会報書告

-

考

共通フレーム2007 : 経営者、業務部門が参画するシステム開発および取引のために 情報処理推進機構ソフト
"参考書IS"にあり
〔第2版〕
ウェア・エンジニアリン
報処理推進機構ソフトウェ
"参考書IS"にあり
共通フレーム2013 : 経営者, 業務部門とともに取組む「使える」システムの実現
ア・エンジニア リング・セ
日本プロジェクトマネジメ
P2Mプログラム＆プロジェクトマネジメント標準ガイドブック[改訂3版]
ント協会編著|
日本プロジェクトマネジメ
プロジェクトの概念 : プロジェクトマネジメントの知恵に学ぶ
ント協会編, 神沼靖子監修

スティグリッツ公共経済学 [第2版] (上) 公共部門・公共支出

野中郁次郎, 廣瀬文乃, 平田
透
内閣府経済社会総合研究所,
地域活性化システム論カリ
キュラム研究会
J・E・スティグリッツ, 藪
下史郎訳

"参考書KS"にあり
"参考書KS"にあり

"参考書KS"にあり
Web上で閲覧可能
http://www.esri.go.jp/jp/prj/hou/ho
u061/hou061.html
"参考書KS"にあり

参考書

-

県政情報・統計

石川県庁

Web上で閲覧可能
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ken
sei/index.html

参考書

-

"P.F. ドラッカーHBR全論文"Harvard Business Review : Diamondハーバード・ビジネ
ス・レビュー, 35(6) 2010

-

3F/新館 製本雑誌にあり

参考書 335||D

未来企業 : 生き残る組織の条件

Peter. F. Drucker

参考書 675||K

コトラー8つの成長戦略 : 低成長時代に勝ち残る戦略的マーケティング

参考書 335.2||K

ケース・スタディ日本企業事例集 : 世界のビジネス・スクールで採用されている

参考書 335||S

シリコンバレー流起業入門 : 投資を引き出すためのビジネスプラン作成ガイド〔新版〕 曽我弘, 能登左知

フィリップ・コトラー, ミ
ルトン・コトラー著 ; 嶋口
ハーバード・ビジネス・ス
クール (著), 日本リサーチ・

日本学術振興会「科学の健 Web上で閲覧可能

科学者の倫理

技術経営と知的財産

Jerzy Rozenblit , Klaus
Buchenrieder
Giovanni de Micheli and
Mariagiovanna Sami

参考書 361.9||N

参考書

L222

備

Software Engineering [8th ed]

地域経営のための公
教科書 341|| S || 1
共経済学

企業経営と起業

者

参考書 C45.1||S

参考書 336||P

K413

者／編

"参考書IS"にあり

プロジェクトマネジ
参考書 336||P
メント実践論基礎

社会科学方法論(E)

著

岸知二、野田夏子

参考書 C45||K

K211E

名

ソフトウェア工学

参考書 C45||K

K124

書

-

科学の健全な発展のために : 誠実な科学者の心得

全な発展のために」編集委 http://www.jsps.go.jp/j員会（編集）
kousei/data/rinri.pdf
米国科学アカデミー(編）池

参考書 407||K

科学者をめざす君たちへ : 研究者の責任ある行動とは

参考書 404||K

トランスサイエンスの時代 : 科学技術と社会をつなぐ

小林傳司

参考書 404||K

科学技術倫理学の展開

石原孝二, 河野哲也編

参考書 336.1||D

技術経営の考え方 : MOTと開発ベンチャーの現場から

出川通
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内了(訳)
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科目番号

L223E

授業科目名

メディア論(E)

L224

科学技術世界展開

L226

先端科学技術世界展
開論

区分

請求記号

書

名

著

者／編

者

教科書 361.4||M

Media studies : the basics

Julian McDougall

教科書 361.4||M

McQuail's Mass Communication Theory [6th ed]

Denis McQuail

参考書 361.4||B

A social history of the media : from Gutenberg to the Internet [3rd ed]

Asa Briggs and Peter Burke

参考書 C61||I

Internet and surveillance: the challenges of Web 2.0 and social media

Christian Fuchs et al. (ed)

参考書 361.4||M

Media industries : history, theory, and method

Jennifer Holt and Alisa
Perren

参考書 361.4||M

Media studies 2.0

William Merrin

参考書 302.2||S

すごいインド：なぜグローバル人材が輩出するのか

サンジーヴ・スィンハ

参考書 302.2||S

すごいインド：なぜグローバル人材が輩出するのか

サンジーヴ・スィンハ

2/2

備

考

