
（以下、学期・曜日・時限・主題名五十音順）

2010年度「専門特殊研究」研究会一覧
2010年 3月 11日
文　学　学　術　院

2010年度実施の専門特殊研究会は以下のとおりです。
「科目登録マニュアル」も確認してください。
なお、本内容は講義要項には掲載されていませんので、ご了承ください。

【専門特殊研究について】

高度な原典購読や資料解読、数理系の問題演習など、少人数による上級者向けの研究会での成果を、
学部での履修単位として認定するための科目です。

＜履修について＞
○1科目2単位とし、合計8単位を上限に卒業必要単位に算入されます。
○年間における登録制限単位数、科目数には算入しません。
○同一の学期に2研究会（4単位）までの単位認定が可能です。
○1年次の秋期・後期から、4年次の春期・前期まで履修することができます。
　　※未進級者は1年次の扱いになります。また、延長生は履修することはできません。
○本研究会は科目登録の結果通知には反映されません。

＜成績について＞
○学期終了後、一定の条件を満たした研究会において、十分な成果を収めた学生についてのみ、
　単位の認定を行います。
○評価は次学期の初めに行われ、実際に参加した次の学期の単位となります。
○合格の場合、成績証明書には、「専門特殊研究（副題）（担当教員名）（配当年度・配当学期）」
　と記載します。

★各研究会の内容に関するお問い合わせは、以下の担当教員まで直接お問い合わせください。

主題 担当教員

学期 曜日 時限

使用文献

研究概要

活動記録の内容、提出方法

受講者選考方法 備考

参加可能年次

実施曜日・時限の特記事項

ポーランド史原典講読 井内　敏夫

春学期          木 ４時限 

本年度から新たに始まる科目であるので、文献の選択にあたっ
ては受講者の関心を聞こうと思うが、次の4点を候補として考え
ている。
1. Zernack, K., (przekl. Kopacki), Polska i Rosja. Dwie drogi 
w dziejach Europy（『ポーランドとロシア。ヨーロッパ史における
二つの道』）, Warszawa 2000. 
2. Tymowski, M., Najkrotsza historia Polski（『もっとも短い
ポーランド史』）, Gdansk 1993. 
3. Adam Mickiewicz, Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego（『ポーランド国民の書とポーランドの巡礼団の書』）, 
(Paryz 1832).
4. Roman Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska（『ドイツとロ
シアとポーランド問題』）, (1908). テキストはコピーを配布する。

ポーランド語で書かれた史料や研究文献を精読し、ポーランド史やポーランド文化の研究に必要な語学力と基礎的
知識を養うことを目的とする。

全員による予習を前提にして輪読していく。成績評価の基礎的資料としての
「活動記録」の内容はテキストの訳文とする。努力・向上度と出席を重視して
評価する。

２年以上    
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主題 担当教員

学期 曜日 時限

使用文献

研究概要

活動記録の内容、提出方法

受講者選考方法 備考

参加可能年次

実施曜日・時限の特記事項

面談による。ポーランド語の初級文法を学んでいることが望ま
しいが、これを機会にポーランド語を習得しようとする学生諸君
も歓迎する。最初の授業日の４月８日（木）４限にプレハブ２階
の研究室（33-2-210）に集合すること。

最初の授業日に都合がつかない人は、事前にinouchi@waseda.jpにその旨
を連絡すること。

ロシア史原典講読 井内　敏夫

春学期          金 ６時限 

受講希望者の関心のあり方によっては別の文献になるかもし
れないが、Pushkarev, S. G., Samoupravlenie i svoboda v 
Rossiiを中心に読んでいくつもりでいる。これは、専制主義・絶
対主義の政治文化が優勢なロシアにおいても自治と自由の伝
統が息づいているという歴史的事実を示そうとする著作であ
る。他に適宜、史料を参照する。テキストはコピーを配布する。

ロシア語で書かれた研究文献や史料を精読し、ロシア史の研究に必要な語学力と基礎的知識を養うことを目的と
する。

全員による予習を前提にして輪読していく。成績評価の基礎的資料としての
「活動記録」の内容はテキストの訳文とする。努力・向上度と出席を重視して
評価する。

面談による。ロシア語をいわゆる第二外国語として学んでいる
ことが望ましいが、これを機会に第三外国語として習得しようと
する学生諸君も歓迎する。最初の授業日の４月９日（金）６限に
プレハブ２階の研究室（33-2-210）に集合すること。

最初の授業日に都合がつかない人は、事前にinouchi@waseda.jpにその旨
を連絡すること。

２年以上    

ナチス研究のドイツ語文献の
講読

大内　宏一

春学期          金 ２時限 

Michael Kissener, 
Das　Dritte　Reich,　(Kontroversen　um　die Geschichte), 
Darmstadt2005. プリントを配付する。

この授業で読んでいくテキストは、ナチス・ドイツに関する近年の研究動向を簡潔に紹介したテキストであり、著者に
よる文章はかなり平易であるが、同時に様々な研究者の文章も豊富に引用されている。したがって、現代史関係の
ドイツ語の文章に慣れるという点で、好個のテキストといってよいであろう。さらに、内容の点では、ナチス・ドイツ研
究の主要な問題点が適切に紹介されている。ドイツ語の読解力に磨きをかけたいという人、ナチス・ドイツ研究の動
向や問題点に関心のある人を歓迎する。

平常点と学期末の翻訳レポートで評価する。

学期開始直後に面談で選考する。春学期は4月1日までに
oksl@waseda.jp宛にメールで
申し込むこと。

２年以上    
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主題 担当教員

学期 曜日 時限

使用文献

研究概要

活動記録の内容、提出方法

受講者選考方法 備考

参加可能年次

実施曜日・時限の特記事項

奈良・平安時代の文献講読 川尻　秋生

春学期          金 ４時限 

『続日本紀』など。コピー可

本授業では、奈良・平安時代の文献を参加者各自が読めるようになることを目標とします。歴史学の基本は残され
た文献を読みこなすことにありますが、古代の文献を読むことにはそれなりの困難がともないます。そこで、本授業
では奈良時代の正史である『続日本紀』などをテキストとして用い、文献の読み方・調べ方・参考文献の探し方など
の習得を通して、日本古代史研究に必要な読解力の基礎を獲得することを目的とします。
また、上級者については、研究対象の見つけ方、論証の仕方など、卒業論文・ゼミ論などに対応するより高度な専
門的知識の獲得も目指します。

毎回、参加者に読んで訳していただきます（輪読形式）。したがって、予習が
不可欠のものとなります。授業総回数の２／３以上が単位取得の条件です。

受講希望者は、3月31日までにa.kawajiri@waseda.jp宛に申し
込んで下さい。面接を行う場合もあります。

２年以上    

ロシア近現代文学（原典）講
読

草野　慶子

春学期          月 ４時限 

コピーにより配付する。

ロシア近現代文学の原典購読を通じ、高度なロシア語文献読解能力の獲得を目指す。
今年度春期は、20世紀前半の小説（ザミャーチン，オレーシャ，プラトーノフ等）を順次テキストにとりあげ、まずは文
法的に正確に読解することを重視する。さらに、担当者が紹介する文学作品解読のための様々な学術的研究の成
果に関して、受講者とともにディスカッションを行うことによって、専門的な文学研究の手法を身につけていく。

担当者を指定し、輪読形式で行う。受講者は各回の輪読および研究活動の
内容について文書として報告を残しておくこと。これはテキストの文法的解
説、訳文、ディスカッションの内容を含むもので、詳細は初回授業で説明す
る。

初回授業（４月１２日）以前に草野にメールで申込み
（kusano13@waseda.jp）、必要であれば面談して決定する。

参加者の都合によっては、開講曜日・時限を調整・変更することもあり得る。

２年以上    
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主題 担当教員

学期 曜日 時限

使用文献

研究概要

活動記録の内容、提出方法

受講者選考方法 備考

参加可能年次

実施曜日・時限の特記事項

ロシア詩の読解と研究 坂庭　淳史

春学期          火 ４時限 

受講者と相談の上、プリントで適宜配布します。

「詩の国」とも言われるロシア・ソ連の文学では、その発展の中で詩が大きな役割を果たしてきました。一見して詩と
は無縁と思われるような小説や戯曲・映画作品でも、一篇の詩がその理解の鍵となることも少なくありません。ま
た、ロシアの人々は詩というミクロコスモスの中でその精神を育んできたとも言えます。ロシアの詩とその歴史を体
系的に把握しておくことは、個々の詩人研究はもとより、散文や思想あるいは国家や社会そのものを考察するため
にも役立ちます。
この研究では、ロシア語の詩作品（および関連する文献、資料）をひとつひとつ時間をかけて丁寧に読みながら、鑑
賞・分析の方法や必要な知識の修得を目指していきます。

受講者は毎回テキストを読み込んできてもらいます。それぞれのテキストに
ついて担当者を決めてその翻訳および内容について提出・発表してもら
い、それをもとにしてその他の受講者と検討していきます。
成績は出席率や予習などを含めた研究への参加度、学期末のレポート（研
究／翻訳）で評価します。

面談（面談の結果次第でロシア語のテスト）を4月第1週に行い
ます。受講希望者は前もってsakaniwa@waseda.jpまで連絡して
ください。

少なくとも中級レベルのロシア語力は必要です。ロシア語の詩をじっくり読み
たい、というかたに向いています。

２年以上    

日本文化に関する英文講読 バーダマン，
ジェームス

春学期          木 ４時限 

Paul Varley, "Japanese Culture"(Updated and Expanded 
Version), プリントなど

日本文学、日本史、日本美術などの「日本文化」を論じられる際には、日本人以外でも日本語を使用する場合は少
なくありませんが、海外（特に英語圏）においてどのような研究がなされているのか、またどういった研究の言葉が
用いられているのか、という点をおさえておくことには大きいな意義があろでしょう。この授業、そうした知識と能力を
得るための特殊研究です。これから、海外で日本について研究したり、説明したりする人のために役立つ授業にな
るはずです。特に、将来、日本に関する何らかの研究等を英語で発表することを想定している人は歓迎します。基
本的には、Japanese Culture「日本文化」に関する論を読みながら、特殊な英語表現を身につけることを目標としま
すが、その延長で、参加者の専門に関わる論文をも読んでいきます。Varleyの本の前半（室町まで）を春学期にじっ
くり理解出来るまで読んでもらいます。さらに、要約を書く練習適宜組み入れたいと考えています。

担当者を指定し、輪読形式で行う。時に輪読部分ついての考察を４００字程
度にまとめ、次回の授業までに提出すること。この活動記録が授業総回数の
２／３以上提出されていることが単位修得の条件となる。

受講希望者は、授業開始最初の木曜日（4月8日）の５時限
（16：30～）に、2501研究室（３９号館５階）に集合すること。個別
面談を順次行う。事前課題として、受講希望理由（研究企画
書）を４００字程度で作成して、３月３１日までに、
vardaman@waseda.jpに宛てて送信すること。担当教員より返信
の際、面接時間を指定します。受講生は５名前後を想定してま
す。

２年以上    
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主題 担当教員

学期 曜日 時限

使用文献

研究概要

活動記録の内容、提出方法

受講者選考方法 備考

参加可能年次

実施曜日・時限の特記事項

中国の儒家儀礼入門―朱子家
礼を読む

森　由利亜

春学期          金 ２時限 

朱傑人ほか主編『朱子全書』第７冊（上海古籍出版社・安徽教
育出版社）よりプリントして配布します。

中国近世が生んだ最大の儒者である朱熹（朱子）によって編まれたとされる『家礼』は、中国儒教の伝統的な家で
行われる冠婚葬祭儀礼の骨格をまとめた書物です。中国のの伝統や社会構造を知る上でのもっとも基本的な書物
のひとつとして知られています。また、韓国朝鮮はもとより日本の儀礼習俗にも影響を与えているため、本書の読
解は広く東アジア社会の基盤を考える上で重要な基礎を提供することになります。なお、本授業のタイトルを「入門」
としているのは、これが私にとっても入門を意味するからです。（私自身は中国近世の道教を研究しています。）いっ
しょに勉強しましょう。
　輪読形式で授業をすすめます。漢文訓読により読み下し、さらに現代語訳を加えながら読んでいきます。漢文訓
読のトレーニングの場でもあります。初級程度の力があれば、最初は歯が立たなくても、だんだん読めるようになり
ます。

毎回の授業は予習が必要です。予習の度合いは、授業時の読みかたに反
映されますが、その出来具合を平常点とし、評価対象とします。最初はうまく
読めなくても、後になって力が伸びてくれば、後の結果のほうが評価対象と
なります。

第一回目の授業時に面談を兼ねることにしましょう。場所：３９
号館２４０１室（森研究室）

古い社会への洞察を通じて、今の社会に対する観察眼を磨きましょう。

※３限から２限に変更になりました

２年以上    

満洲語文献講読 柳澤　明

春学期～秋学期 火 ７時限 

春期：『清内閣蒙古堂档』(予定)
秋期：松筠『百廿老人語録』（Emu tanggu orin sakdasai gisun 
sarkiyan）（予定）

清代前半期（17～18世紀）において、満洲語は帝国全体の公用語であり、とくに八旗と内陸アジア地域（東北・モン
ゴル・チベット等）に関しては、その重要性は漢語よりはるかに高かった。したがって、清代の歴史・文化を多面的に
検討していくためには、満洲語の読解力が不可欠といえる。まず初学者に対して満洲語の文字・文法等に関する基
礎的なレクチャーを行った後、旗人社会と中国（漢人）社会の相互影響、清朝の内陸アジア統治等に関わる史料を
講読していきたい。

担当者を指定し、輪読形式で行う。各期末に、テキストの転写と訳注（各人
の担当部分だけではなく、当該学期に講読したテキスト全体）を、まとめて提
出してもらう。

受講希望者は、4月6日（火）または13日(火)の7時限（19:55～）
に、柳澤研究室（39号館4階2415）に集合すること。面談を行
う。

原則として隔週開講とし、通年で計15回行う。また、受講希望者の他の授業
のスケジュール等に応じて、曜日・時限を変更することもありうる。

2010年春学期～2010年秋学期

２年以上    
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主題 担当教員

学期 曜日 時限

使用文献

研究概要

活動記録の内容、提出方法

受講者選考方法 備考

参加可能年次

実施曜日・時限の特記事項

ポーランド史原典講読 井内　敏夫

秋学期          木 ４時限 

　本年度の春期に選んだ文献を引き続いて読んでいく。テキス
トはコピーを配布する。

ポーランド語で書かれた史料や研究文献を精読し、ポーランド史やポーランド文化の研究に必要な語学力と基礎的
知識を養うことを目的とする。

全員による予習を前提にして輪読していく。成績評価の基礎的資料としての
「活動記録」の内容はテキストの訳文とする。努力・向上度と出席を重視して
評価する。

面談による。ポーランド語の初級文法を学んでいることが望ま
しいが、これを機会にポーランド語を習得しようとする学生諸君
も歓迎する。最初の授業日の9月30日（木）４限にプレハブ２階
の研究室（33-2-210）に集合すること。

最初の授業日に都合がつかない人は、事前にinouchi@waseda.jpにその旨
を連絡すること。

２年以上    

ロシア史原典講読 井内　敏夫

秋学期          金 ６時限 

春期に選択したテキストを引き続いて使用する。
受講希望者の関心のあり方によっては別の文献になるかもし
れないが、Pushkarev, S. G., Samoupravlenie i svoboda v 
Rossiiを中心に読んでいくつもりでいる。これは、専制主義・絶
対主義の政治文化が優勢なロシアにおいても自治と自由の伝
統が息づいているという歴史的事実を示そうとする著作であ
る。他に適宜、史料を参照する。テキストはコピーを配布する。

ロシア語で書かれた研究文献や史料を精読し、ロシア史の研究に必要な語学力と基礎的知識を養うことを目的と
する。

全員による予習を前提にして輪読していく。成績評価の基礎的資料としての
「活動記録」の内容はテキストの訳文とする。努力・向上度と出席を重視して
評価する。

面談による。ロシア語をいわゆる第二外国語として学んでいる
ことが望ましいが、これを機会に第三外国語として習得しようと
する学生諸君も歓迎する。最初の授業日の10月１日（金）６限
にプレハブ２階の研究室（33-2-210）に集合すること。

最初の授業日に都合がつかない人は、事前にinouchi@waseda.jpにその旨
を連絡すること。

２年以上    

6/9 ページ2010/04/09現在 2010年度専門特殊研究



主題 担当教員

学期 曜日 時限
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研究概要

活動記録の内容、提出方法

受講者選考方法 備考

参加可能年次

実施曜日・時限の特記事項

ナチス研究のドイツ語文献の
講読

大内　宏一

秋学期          金 ２時限 

Michael Kissener, 
Das　Dritte　Reich,　(Kontroversen　um　die Geschichte), 
Darmstadt2005. プリントを配付する。

この授業で読んでいくテキストは、ナチス・ドイツに関する近年の研究動向を簡潔に紹介したテキストであり、著者に
よる文章はかなり平易であるが、同時に様々な研究者の文章も豊富に引用されている。したがって、現代史関係の
ドイツ語の文章に慣れるという点で、好個のテキストといってよいであろう。さらに、内容の点では、ナチス・ドイツ研
究の主要な問題点が適切に紹介されている。ドイツ語の読解力に磨きをかけたいという人、ナチス・ドイツ研究の動
向や問題点に関心のある人を歓迎する。

平常点と学期末の翻訳レポートで評価する。

学期開始直後に面談で選考する。秋学期は9月25日までに
oksl@waseda.jp宛にメールで申し込むこと。

２年以上    

和歌テクスト（原典）講読 兼築　信行

秋学期          木 ６時限 

テクストはコピーにより配布する。

中古～中世（平安～鎌倉時代）の和歌テクストを、その原典を用いながら解読する。対象とするテクストは勅撰集・
私撰集・私家集・歌合・歌学書のほか、和歌に関わる資料を広く取り扱うことにしたい。具体的に何を読むかは参加
者と相談のうえ決定する。和歌を専門的に読むためのごく基礎的な訓練はもとより、さまざまな研究文献、さらには
最新の研究情報へのアクセス方法も習得する。

担当者を決め、毎週輪読形式により読解を進めていく。授業は2505研究室
（39号館5階）で行う予定。ただし参加者の都合によっては、相談のうえ開講
曜日・時限・場所を調整・変更することもあり得る。参加者は各回の輪読の内
容について簡単にまとめた記録を作成しておくこと。この活動記録が10コマ
分（1コマ＝90分相当）以上作成されていることをもって単位取得の要件とす
る。

受講希望者は、knck@waseda.jp宛にメールで申し込むこと。
メールには和歌に関して具体的にどのような関心があるのかを
記して欲しい。基本的に参加希望を拒むことはしない。参加方
法の詳細については、メールで指示する。

和歌に関係する展示等の参観や、実地踏査、専門学会である和歌文学会
への参加ほかの活動も計画しているが、これらも授業の一環として活動記録
の対象とする。和歌に関心のある人なら、初歩から手ほどきをするので、全く
の初心者であっても心配はいらない。大学院生も参加する予定なので、先
輩たちからさまざまな指導や助言を受けることもできる。将来、大学院への進
学を志望している人を特に歓迎する。

１年以上    
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奈良・平安時代の文献講読 川尻　秋生

秋学期          金 ４時限 

『続日本紀』など。コピー可

本授業では、奈良・平安時代の文献を参加者各自が読めるようになることを目標とします。歴史学の基本は残され
た文献を読みこなすことにありますが、古代の文献を読むことにはそれなりの困難がともないます。そこで、本授業
では奈良時代の正史である『続日本紀』などをテキストとして用い、文献の読み方・調べ方・参考文献の探し方など
の習得を通して、日本古代史研究に必要な読解力の基礎を獲得することを目的とします。
また、上級者については、研究対象の見つけ方、論証の仕方など、卒業論文・ゼミ論などに対応するより高度な専
門的知識の獲得も目指します。

毎回、参加者に読んで訳していただきます（輪読形式）。したがって、予習が
不可欠のものとなります。授業総回数の２／３以上が単位取得の条件です。

受講希望者は、9月15日までにa.kawajiri@waseda.jp宛に申し
込んで下さい。面接を行う場合もあります。

１年以上    

中国の儒家儀礼入門―朱子家
礼を読む

森　由利亜

秋学期          金 ２時限 

朱傑人ほか主編『朱子全書』第７冊（上海古籍出版社・安徽教
育出版社）よりプリントして配布します。

中国近世が生んだ最大の儒者である朱熹（朱子）によって編まれたとされる『家礼』は、中国儒教の伝統的な家で
行われる冠婚葬祭儀礼の骨格をまとめた書物です。中国のの伝統や社会構造を知る上でのもっとも基本的な書物
のひとつとして知られています。また、韓国朝鮮はもとより日本の儀礼習俗にも影響を与えているため、本書の読
解は広く東アジア社会の基盤を考える上で重要な基礎を提供することになります。なお、本授業のタイトルを「入門」
としているのは、これが私にとっても入門を意味するからです。（私自身は中国近世の道教を研究しています。）いっ
しょに勉強しましょう。
　輪読形式で授業をすすめます。漢文訓読により読み下し、さらに現代語訳を加えながら読んでいきます。漢文訓
読のトレーニングの場でもあります。初級程度の力があれば、最初は歯が立たなくても、だんだん読めるようになり
ます。

毎回の授業は予習が必要です。予習の度合いは、授業時の読みかたに反
映されますが、その出来具合を平常点とし、評価対象とします。最初はうまく
読めなくても、後になって力が伸びてくれば、後の結果のほうが評価対象と
なります。

第一回目の授業時に面談を兼ねることにしましょう。　場所：３９
号館２４０１室（森研究室）

古い社会への洞察を通じて、今の社会に対する観察眼を磨きましょう。

※３限から２限に変更になりました

１年以上    
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満洲語文献講読 柳澤　明

秋学期～春学期 火 ７時限 

2010秋期：松筠『百廿老人語録』（Emu tanggu orin sakdasai 
gisun sarkiyan）（予定）
2011春期：『清内閣蒙古堂档』（予定）

清代前半期（17～18世紀）において、満洲語は帝国全体の公用語であり、とくに八旗と内陸アジア地域（東北・モン
ゴル・チベット等）に関しては、その重要性は漢語よりはるかに高かった。したがって、清代の歴史・文化を多面的に
検討していくためには、満洲語の読解力が不可欠といえる。まず初学者に対して満洲語の文字・文法等に関する基
礎的なレクチャーを行った後、旗人社会と中国（漢人）社会の相互影響、清朝の内陸アジア統治等に関わる史料を
講読していきたい。

担当者を指定し、輪読形式で行う。各期末に、テキストの転写と訳注（各人
の担当部分だけではなく、当該学期に講読したテキスト全体）を、まとめて提
出してもらう。

受講希望者は、9月28日（火）の7時限（19:55～）に、柳澤研究
室（39号館4階2415）に集合すること。面談を行う。

原則として隔週開講とし、2009秋期～2010春期を通算して計15回行う。ま
た、受講希望者の他の授業のスケジュール等に応じて、曜日・時限を変更
することもありうる。

2010年秋学期～2011年春学期

１年以上    

以　　上　
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