平成29年度 2の2期（12月5日～2月5日）

教科書・参考書リスト（知識科学系）

★書名をクリックすると蔵書検索へジャンプします。
★サテライト配架の資料は貸出状況が反映されません。
科目番号

K114E

授業科目名

実践的社会調査法
(E)

K213E

システム科学方法論

K214E

(E)
知識メディア方法論
(E)

K411E

K414

知識経営論(E)

複雑系解析論

区分

請求記号

書

名

著

者／編

者

参考書 336.1||S

Research methods for business students [7th ed]

参考書 336.1||B

Business research methods [4th ed]

Alan Bryman, Emma Bell

参考書 C54.2||N

Knowledge and systems science : enabling systemic knowledge synthesis

Y. Nakamori

参考書

-

備

Lewis, Adrian Thornhill

Available on Online Journal

Alan Kay and Adele Goldberg "Personal Dynamic Media" in Computer 10(3),

http://ieeexplore.ieee.org/docume

pp. 31-41, 1977

nt/1646405/

参考書 C51.6||H

Human Computer Interaction Handbook : Fundamentals, Evolving Technologies, and
Julie A. Jacko
Emerging Applications (Human Factors and Ergonomics) [3rd ed]

参考書 C33.2||R

Readings in groupware and computer-supported cooperative work : assisting
human-human collaboration

R.M. Baecker

参考書 C33.1||C

Sams Teach Yourself Java in 24 Hours [7th ed]

Rogers Cadenhead

参考書 335||N

The knowledge-creating company : how Japanese companies create the dynamics
of innovation

Ikujiro Nonaka and Hirotaka

参考書 336.1||N

Managing Flow: A Process Theory of the Knowledge-Based Firm

参考書 336.1||J

Knowledge management : an integrated approach [2nd ed]

Ashok Jashapara

参考書 002||P

暗黙知の次元

マイケル・ポランニー

参考書 M01.9||K

非線形科学

蔵本由紀

参考書 M01.9||A||1

周期的なふるまい (図解カオス入門 ; 準備編)

Takeuchi
Ikujiro Nonaka, Ryoko
Toyama, and Toru Hirata

ラルフ・Ｈ・エイブラハ
ム，クリストファー・Ｄ・
ショー
ブライアン・チャールズ
参考書 M61||C

進化

ワース, デボラ・チャールズ

参考書 M61||C

進化心理学入門

ジョン・H・カートライト

参考書 150||G||1

モラル・トライブズ : 共存の道徳哲学へ (上)

ジョシュア・グリーン

参考書 150||G||2

モラル・トライブズ : 共存の道徳哲学へ (下)

ジョシュア・グリーン

参考書 801||S

進化言語学の構築 : 新しい人間科学を目指して

参考書 331||S

進化経済学 基礎

参考書

進化経済学 応用

参考書 115||W

進化と知識 : 生物進化と文化的進化

教科書 336.1||K

「知の成長モデル」へのアプローチ : イノベーション創造に対する知の創造・活用・事
小坂満隆
業化

参考書 336.1||N

技術経営論

教科書 673.3||S

Serving customers : global services marketing perspectives

ワース

K420

研究開発マネジメン
ト論

K479

藤田耕司，岡ノ谷一夫（編
著）
江頭進, 澤邊紀生, 橋本敬,
西部忠, 吉田雅明
江頭進, 澤邊紀生, 橋本敬,
西部忠, 吉田雅明
フランツ M. ヴケティツ

丹羽清
Raymond P. Fisk, Rebekah

サービス経営論

参考書 673.9||G
参考書 673.9||G

Russell-Bennett, Lloyd C.

Harris
Service management and marketing : customer management in service competition
Grönroos, C
[3rd ed]
C. グルンルース著 ; 蒲生智
北欧型サービス志向のマネジメント : 競争を生き抜くマーケティングの新潮流
哉訳

1/1

考

Mark Saunders, Philip

未発売

