
（以下、学期・曜日・時限・主題名五十音順）

2012年度「専⾨特殊研究」研究会⼀覧
2012年 3⽉ 9⽇

文 学 学 術 院
2012年度実施の専⾨特殊研究会は以下のとおりです。

「科目登録の手引き」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、延⻑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 月 ３時限

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前提
である。最初の授業日の４月９日（月）３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 火 ３時限

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。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
ことが前提である。最初の授業日の４月１０日（火）３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

和歌テクスト原典講読１ 兼築 信行

春学期 木 ６時限

輪読するテクストは、参加者と相談のうえ決定する。参考までに
2011年度の秋期には、後鳥羽院御自歌合をすべて読了した。
テクストはすべてコピーを配布する。

主として平安後期～鎌倉期の和歌に関するテクストを取り上げ、写本または版本を用いて輪読を行なう。和歌の修
辞や表現を調べ、解釈する高度なスキルを習得するとともに、和歌を主題とする研究についても、さまざまな方面
から検討したい。なお、本科目は、早稲田大学国文学会の学生研究班活動にも登録されている。

輪読形式により、毎回、担当者による報告を聞いて質疑と議論を行なう。
和歌に関係した展観を見に出掛けたり、専門学会（和歌文学会）へ参加する
ことも計画したい。評価方法は参加状況により、担当発表の内容や毎回の
ディスカッションを斟酌する。

参加希望者は、担当教員宛メールで申し込むこと
（knck@waseda.jp）。その際には、学部、論系・コース、学年、学
籍番号、氏名を明記するとともに、和歌についてどのような関
心があるのかを200字程度で記して欲しい。原則として申し込
みを拒否することはない。
活動内容についての問い合わせも、随時上記メールにて受け
付ける。

大学院生や教育学部生なども参加している。ただし、和歌について関心が
あれば、写本等の読み方や、専門的な調べ方については一から指導するの
で、全く心配はいらない。

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

ドイツ語のナチス研究文献を
読む

大内 宏一

春学期 金 ２時限

Michael Kissner, Das Dritte Reich, Darmstadt 2006.

ナチスについては膨大な研究が積み重ねられ、多様な研究成果と解釈が存在している。
個々の研究文献を手掛かりにしてそのような広がりを概観することは容易ではないが、ドイツではてまでの主要
な成果を簡潔にまとめた書物がいくつか刊行されている。この研究会ではそのうちの一冊を選んで熟読していく。

活動内容：輪読形式で行なう。
評価方法：各回ごとに参加者の到達度を度を確認していく。授業総回数
の２／３以上予習をして出席していることが単位取得の必須条件となる。

受講者受講希望者は、授業開始最初の金曜日（４月１１日）６
時限１８：００～に、以前にoksl@waseda.jp（大内））宛てにメー
ルで問い合わせること。
選考方法受講者は５名以下を想定している。

２年以上

ロシア詩の読解と研究 坂庭 淳史

春学期 金 ２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。

【活動内容・方法】
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議論していきます。
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。

【受講者選考方法】
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。

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
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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

中国密教原典講読 大久保 良峻

春学期 金 ３時限

『大日経疏』巻一。大正新脩大蔵経３９所収。

『大日経』（具名は『大毘盧遮那成仏神変加持経』）は密教の根本経典の一つとして知られている。その代表的註釈
書である『大日経疏』（『大毘盧遮那成仏神変加持経疏』）は唐代の学匠一行によって撰述された名著であり、文章
も秀逸である。一行は『大衍暦』を作ったことでも著名であるが、インドから来た善無畏に師事して『大日経疏』を著
したことも特筆される。本書は『大日経義釈』(『大毘盧遮那成仏神変加持経義釈』)ともほぼ同じ内容であり、ともに
日本密教の根幹となった。特に日本天台の密教、すなわち台密は、それが『大日経義釈』の密教と呼称されるほど
本書を尊重した。そして、本書の教説は日本の思想や文化に多大な影響を与えることになるのである。本研究で
は、返り点のないテキストを冒頭から精読することで、仏教漢文の読解力向上を目指しつつ、密教の根本思想を理
解できるようにしたい。

毎回担当者を決め、訓読し、口語訳をしてもらう。全員の予習が必要であり、
文献に返り点を付する等の準備は必須である。各回の講読箇所についての
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取得の要件となる。

受講希望者は、受講開始の金曜日（4月6日）3時限13：00～
に、2406研究室（39号館4階）に集合すること。個別面談を順次
行う。事前課題として、受講希望理由書を1000字程度で作成
し、ryosh@waseda.jp宛、3月31日までに送信すること。担当教
員より返信の際、面接時間を指定する。受講者は5名前後を想
定している。

特になし。

２年以上

満洲語文献講読 柳澤 明

春学期～秋学期 火 ７時限

2012春期：松筠『百二老人語録』（Emu tanggu orin sakdasai
gisun sarkiyan） 2012秋期：『軍機処満文準
噶爾使者档訳編』（予定）

清代前半期（17～18世紀）において、満洲語は清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。初学者に対しては満洲語の文字・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
を講読していく。

輪読形式でテキストを読み進める。15回終了時点で、テキストの転写と和訳
（各人の担当部分だけではなく、当該期間に講読したテキスト全体）、および
テキストの内容に関する簡単なレポートを提出してもらう。

受講希望者は、４月10日（火）または17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。面談に
よって受講者を選考する。

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

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 月 ３時限

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。

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前提
である。最初の授業日の１０月１日（月）３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 火 ３時限

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。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
ことが前提である。最初の授業日の10月２日（火）３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
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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

ドイツ語のナチス研究文献を
読む

大内 宏一

秋学期 金 ２時限

Michael Kissner, Das Dritte Reich, Darmstadt 2006.

ナチスについては膨大な研究が積み重ねられ、多様な研究成果と解釈が存在している。
個々の研究文献を手掛かりにしてそのような広がりを概観することは容易ではないが、ドイツではてまでの主要
な成果を簡潔にまとめた書物がいくつか刊行されている。この研究会ではそのうちの一冊を選んで熟読していく。

活動内容：輪読形式で行なう。
評価方法：各回ごとに参加者の到達度を度を確認していく。授業総回数
の２／３以上予習をして出席していることが単位取得の必須条件となる。

受講者受講希望者は、授業開始最初の金曜日（４月１１日）６
時限１８：００～に、以前にoksl@waseda.jp（大内））宛てにメー
ルで問い合わせること。
選考方法受講者は５名以下を想定している。

２年以上

和歌テクスト原典講読２ 兼築 信行

秋学期 無 その他

輪読するテクストは、参加者と相談のうえ決定する。参考までに
2011年度の秋期には、後鳥羽院御自歌合をすべて読了した。
テクストはすべてコピーを配布する。

主として平安後期～鎌倉期の和歌に関するテクストを取り上げ、写本または版本を用いて輪読を行なう。和歌の修
辞や表現を調べ、解釈する高度なスキルを習得するとともに、和歌を主題とする研究についても、さまざまな方面
から検討したい。なお、本科目は、早稲田大学国文学会の学生研究班活動にも登録されている。

輪読形式により、毎回、担当者による報告を聞いて質疑と議論を行なう。
和歌に関係した展観を見に出掛けたり、専門学会（和歌文学会）へ参加する
ことも計画したい。評価方法は参加状況により、担当発表の内容や毎回の
ディスカッションを斟酌する。

参加希望者は、担当教員宛メールで申し込むこと
（knck@waseda.jp）。その際には、学部、論系・コース、学年、学
籍番号、氏名を明記するとともに、和歌についてどのような関
心があるのかを200字程度で記して欲しい。原則として申し込
みを拒否することはない。
活動内容についての問い合わせも、随時上記メールにて受け
付ける。

大学院生や教育学部生なども参加している。ただし、和歌について関心が
あれば、写本等の読み方や、専門的な調べ方については一から指導するの
で、全く心配はいらない。

曜日時限については参加者と相談の上決定

１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

満洲語文献講読 柳澤 明

秋学期～春学期 火 ７時限

2012秋期：『軍機処満文準噶爾使者档訳編』（予定）
2013春期：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、満洲語は清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、清朝の内陸アジア統治、旗人社会と中国（漢人）社会の相互影響等に関わる史料
を講読していく。

輪読形式でテキストを読み進める。15回終了時点で、テキストの転写と和訳
（各人の担当部分だけではなく、当該期間に講読したテキスト全体）、および
テキストの内容に関する簡単なレポートを提出してもらう。

受講希望者は、10月2日（火）または9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。面談に
よって受講者を選考する。

原則として隔週開講とし、2012秋期～2013春期を通算して計15回行う。受講
希望者の授業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。

１年以上

以 上
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