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作品の翻訳 
1. キャクストン版 
 ・アーサー王物語 全５巻 井村君江訳 筑摩書房、2006-7 
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 ・アーサー王物語 全２巻 中島邦男ほか訳 青山社 1995 
 
参考文献 
1. アーサー王： その歴史と伝説. リチャード・バーバー 著/高宮利行 訳. 東京書籍, 1983.  
2. アーサー王最後の戦い. ローズマリ・サトクリフ著/山本史郎訳. 原書房, 2001 
3. アーサー王伝説研究. 清水阿や著. 研究社出版, 1966.  
4. アーサー王伝説万華鏡. 高宮利行著. 中央公論社, 1995.  
5. 特集アーサー王伝説. 青土社, 1991(ユリイカ詩と批評:9).  
6. アーサー王と聖杯の物語. ローズマリ・サトクリフ著/山本史郎訳. 原書房, 2001(サトクリフ・オ
リジナル:2).  
7. アーサー王物語. R.L.グリーン 編/厨川文夫、厨川圭子 共訳. 岩波書店, 1990(岩波少年文庫).  
8. アーサー伝説 : 歴史とロマンスの交錯. 青山吉信 著. 岩波書店, 1985.  
9.ガウェーンと緑の騎士 （ガーター勲位譚） 瀬谷広一訳 木魂社 2005 
10. ブリタニア列王史 ア－サ－王ロマンス原拠の書 ジェフリ－（モンマスの）著、 瀬谷幸男訳  
 2008/04/07 
11. ガウェインとアーサー王伝説. 池上忠弘 著. 秀文インターナショナル, 1988.   
12. 魔術師マーリンの夢 アーサー王物語伝説. ピーター・ディキンソン著、 山本史郎訳 原書房  
 2000 
13. コーンウォール : 妖精とアーサー王伝説の国. 井村君江著. 東京書籍, 1997.  
14. 図説アーサー王百科. クリストファー・スナイダー著/山本史郎訳. 原書房, 2002.  
15. 図説アーサー王物語. アンドレア・ホプキンズ著. 原書房, 1995.  
16. 西洋文学の諸相. 東京大学出版会, 1974(講座比較文学:7).  
17. 漱石とアーサー王伝説: 『薤露行』の比較文学的研究. 江藤淳 著. 東京大学出版会, 1975.  
18. 漱石とアーサー王伝説: 『薤露行』の比較文学的研究. 江藤淳 著. 講談社, 1991(講談社学術庫).  
19. 中世. 600-1500. 研究社出版, 1962(英米文学史講座:第 1巻).  
20. 中世アーサー王物語群におけるアリマタヤのヨセフ像の形成: フランスの聖杯物語. 横山安美
著. 溪水社, 2002.  
21. ア－サ－王大百科 萌える大百科 ア－サ－王大百科制作委員会、 メディア・テック 2007 
22. トマス・マロリーのアーサー王伝説：テキストと言語をめぐって. 中尾祐治著. 風媒社 2005 



23. 神の敵アーサー.上下巻 : 小説アーサー王物語. バーナード・コーンウェル著. 原書房, 1997.  

24. エクスカリバーの宝剣 (上・下) : 小説アーサー王物語. バーナード・コーンウェル著. 原書

房, 1997.  
 
 
騎士道関連書 
1. 騎士道. フィリップ・デュ・ピュイ・ド・クランシャン 著/川村克己,新倉俊一 共訳. 白水社, 

1963(文庫クセジュ:353).  

2.  騎士道とジェントルマン : ヴィクトリア朝社会精神史. マーク・ジルアード 著/高宮利行,不

破有理 訳. 三省堂, 1986.  

3. 騎士と甲冑. 三浦権利 著. 大陸書房, 1975.  

4. 決闘の社会文化史 : ヨーロッパ貴族とノブレス・オブリジェ. 山田勝著. 北星堂書店, 1992.  

5. 城と騎士. フィリップ・ブロシャール著/パトリス・ペルランイラスト. 東京書籍, 1985(カラ

ーイラスト世界の生活史:8).  

6. 図説騎士道物語 : 冒険とロマンスの時代. リチャード・バーバー著/田口孝夫監訳. 原書房, 

1996.  

7. 西洋騎士道事典. グラント・オーデン 著/ポーリン・ベインズ 挿画/堀越孝一 訳・監修. 原書

房, 1991.  

8. 世界の中の日本文学. 東京大学出版会, 1973(講座比較文学:1).  

9. フランス騎士道 : 中世フランスにおける騎士道理念の慣行. シドニー・ペインター著/氏家哲

夫訳. 松柏社, 2001.  

10. ベン・ジョンソンとセルバンテス : 騎士道物語と人文主義文学. 山田由美子著. 世界思想社, 

1995. 

11. 図説西洋騎士道大全.  アンドレア・ホプキンズ著 松田英ほか訳 東洋書林、2005 

12.「知」のビジュアル百科 ヨーロッパ騎士事典 クリストファ－・グラヴェット著 あすなろ

書房 2005 

13. アーサー王と中世騎士団 ジョン・マシュ－ズ著、 本村凌二訳 原書房 2007 

 
 


