西洋中世学会会員年間業績リスト（2009 年 1 月～12 月）
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れた業績を、自己申告していただいたものです。
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阿部仲麻呂（アベ ナカマロ）
上智大学新カトリック大事典編纂委員会編『新カトリック大事典』第Ⅳ巻（研究社）の教父・教理関係の記
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93, pp. 537-552.
池上俊一（イケガミ シュンイチ）
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University (Cambridge University, Trinity College, MS. B. 11. 4) 」
『活水論文集』
（活水女子大学）52、
1－13 頁
石野はるみ（イシノ ハルミ）
『チョーサーの自然---四月の雨が降れば---』（松籟社）
一條麻美子（イチジョウ マミコ）
「ニーベルンゲンの歌」「トリスタンとイゾルデ」「パルツィヴァール」保坂一夫編『ドイツ文学 名作と主
人公』
（自由国民社）、20-23、27-30、31-34 頁
「《パルジファル》と中世の聖杯物語」
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