
執筆他講演会等　(2016年1月～6月）

連載中 花園神社社報「花その」 花園神社社務所 「歴史の坂道」
東京新聞、中日新聞、北陸中日新聞、県民福井 東京新聞 「幕末・明治の残照」

日付 記事名(書籍名/タイトルなど） 出版社(所）、主催者他 形態
2016年

6月
早稲田大学 早稲田校オープンカレッジ「日本の心　島
根を描く作家たち」(8月10日)

早稲田大学 講演：「国宝松江城を造った武将　堀尾吉晴の生涯」

マツノ書店覆刻『続会津資料叢書』上下合本パンフレッ マツノ書店 掲載：推薦文「『続会津資料叢書』の読みどころ」
中日新聞(6月28日)北陸中日新聞・県民福井(7月1日)
東京新聞(2日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照26　条約締結問題』

中日新聞(6月21日)北陸中日新聞・県民福井(24日)東
京新聞(25日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照25　南紀派の勝利』

花園神社社報「花その」（7月1日　第260号） 花園神社社務所 掲載：『歴史の坂道25　加藤清正と熊本城』
中日新聞(6月14日)北陸中日新聞・県民福井(17日)東
京新聞(18日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照24 井伊直弼の登場』

中日新聞(6月7日)北陸中日新聞・県民福井(10日)東京
新聞(11日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照23 将軍家定の選択』

「明治新選組」(文庫) 光文社 出版：光文社文庫
BSフジ『ブレイク前夜～次世代の芸術家たち～』(6月7 BSフジ 「疾風に折れぬ花あり」の表紙担当、日本画家の宝居智子先生がご出演
歴史通7月号 ワック出版 掲載：「熊本城物語」
中日新聞(5月31日)北陸中日新聞・県民福井(6月3日)
東京新聞(4日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照22　 一橋派対南紀派』

5月
中日新聞(5月24日)北陸中日新聞・県民福井(27日)東
京新聞(28日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照21　 八十八人の列参』

中日新聞(5月17日)北陸中日新聞・県民福井(20日)東
京新聞(21日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑳　掘田正睦の涙』

花園神社社報「花その」（6月1日　第259号） 花園神社社務所 掲載：『歴史の坂道24　田中玄宰が御家断絶を防いだ秘策』
中日新聞(5月10日)北陸中日新聞・県民福井(13日)東
京新聞(14日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑲　 「聖断」を望む声』

東北大学 経和会総会記念講演会（6月18日） 東北大学 講演：「保科正之の奥羽諸藩救済策」
6月4日（土）～5日(日)の1泊2日で「会津歴史探訪の旅」
の参加者を募集

在京会津高校同窓会

中山義秀文学賞選考委員に就任。
歴史REAL「図解・大江戸八百八町」（5月9日） 洋泉社 掲載：「江戸の町を救った男 保科正之」
 WiLL 6月号(5月1日) 掲載：「サラリーマン武士道/『しんがり』の美学」と題し、清武英利氏と対談
松江発見 松江観光協会 掲載：「お城と湖の町」
中日新聞(5月3日)北陸中日新聞・県民福井(6日)東京
新聞(7日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑱　孝明天皇の決意』

4月
中日新聞(4月26日)北陸中日新聞・県民福井(29日)東
京新聞(30日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑰　「日本の幸福」とは』

中日新聞(4月19日)北陸中日新聞・県民福井(22日)東
京新聞(23日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑯　ハリスの情報』

中日新聞(4月12日)北陸中日新聞・県民福井(15日)東
京新聞(16日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑮　朝幕関係の変化』

中日新聞(4月5日)北陸中日新聞・県民福井(8日)東京
新聞(9日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑭　川路聖謨と金時計』



湖都松江 第31号 松江市文化協会 特別談話：「国宝松江城を造った堀尾吉晴」
「疾風に折れぬ花あり」 PHP研究所 出版：PHP研究所

3月 花園神社社報「花その」（5月1日　第258号） 花園神社社務所 掲載：『歴史の坂道23　プチャーチン・川路聖謨の「友情の金時計」』
中日新聞(3月29日)北陸中日新聞・県民福井(4月1日)
東京新聞(2日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑬　唐人お吉の真実』

読売新聞(3月27日) 掲載：「HONライン倶楽部・新選組の本」
伊那市 ふるさとだより第20号(3月発行) 伊那市役所 掲載：近作二編
中日新聞(3月22日)北陸中日新聞・県民福井(25日)東
京新聞(26日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑫　力士と汽車と』

中日新聞(3月15日)北陸中日新聞・県民福井(18日)東
京新聞(19日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑪ ぶらかし策』

「名君保科正之-歴史の群像」(文庫) 河出書房新社 出版：河出文庫
中日新聞(3月8日)北陸中日新聞・県民福井(11日)東京
新聞(12日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑩　諸大名の反応』

西東京市図書館発行誌 西東京市中央図書館 掲載：「縁～西東京市ゆかりの文化人を紹介～」インタビュー記事
花園神社社報「花その」（4月1日　第257号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道22　武田家の「五郎さま」と高遠の美談」
文藝春秋SPECIAL 春号 文藝春秋 掲載：「大アンケート この36人が選んだ」
中日新聞(3月1日)北陸中日新聞・県民福井(4日)東京
新聞(5日)

東京新聞 掲載：『幕末・明治の残照⑨　水戸藩の「攘夷」』

2月
中日新聞(2月23日)北陸中日新聞・県民福井(26日)東
京新聞(27日)

東京新聞 掲載：「幕末・明治の残照⑧ 相談相手は徳川斉昭」

中日新聞(2月16日)北陸中日新聞・県民福井(19日)東
京新聞(20日)

東京新聞 掲載：「幕末・明治の残照⑦ 阿部正弘という首相」

歴史通3月号 ワック出版 掲載：「家康が身震いして怖れた真田一族」
中日新聞(2月9日)北陸中日新聞・県民福井(12日)東京
新聞(13日)

東京新聞 掲載：「幕末・明治の残照⑥ 小笠原諸島の奇跡 」

花園神社社報「花その」（3月1日　第256号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道21　再説・江戸城天守閣は再建すべきか」
タウン通信(No.280) 株式会社タウン通信 掲載：「歴史に埋もれた人物を掘り起こす」
中日新聞(2月2日)北陸中日新聞・県民福井(5日)東京
新聞(6日)

東京新聞 掲載：「幕末・明治の残照⑤ 忘れられた大型船」

1月 毎日新聞(1月31日) 毎日新聞 掲載：「昨日読んだ文庫」
「血闘！新選組」（アンソロジー） 実業之日本社 掲載：「五稜郭の夕日」
中日新聞(1月26日)北陸中日新聞・県民福井(29日)東
京新聞(30日)

東京新聞 掲載：「幕末・明治の残照④ 斬った、斬られた」

オール讀物2月号 文藝春秋
掲載：「追悼　杉本章子」に追悼文『杉本章子さんへの誄詞』、「ブックトーク」に「戦国はるかなれど」
の紹介文『戦国屈指の粘り強い交渉人』

中日新聞(1月19日)北陸中日新聞・県民福井(22日)東
京新聞(23日)

東京新聞 掲載：「幕末・明治の残照③ 天保世代とは」

週刊文春1月21日号 文藝春秋 掲載：対談「追悼特集　さようなら宇江佐真理さん、杉本章子さん　思い出を語る　中村彰彦 × 諸田
北海道新聞(1月10日) 北海道新聞 掲載：小説「戦国はるかなれど－堀尾吉晴の生涯」についてのインタビュー記事
「乱世の名将 治世の名臣」(文庫) 講談社 出版：講談社文庫
「増補決定版　白虎隊」(文庫) PHP研究所 出版：PHP文庫
中日新聞(1月12日)北陸中日新聞・県民福井(15日)東
京新聞(16日)

東京新聞 掲載：「幕末・明治の残照② 能吏と密告者」

花園神社社報「花その」（2月1日　第255号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑳　「新選組」なる名称の由来は何か」
「武士たちの作法 戦国から幕末へ」(文庫) 光文社 出版：光文社文庫
高橋一清氏トークイベント(1月13日) 東京堂書店 ゲスト出演：『芥川賞・直木賞をとる！あなたも作家になれる』刊行記念

執筆他講演会等　(2015年7月～12月）



2015.12.28
連載中 文蔵 PHP研究所 「疾風に折れぬ花あり」11月号最終回

コラム「遠近法」 公明新聞 12/9最終回
花園神社社報「花その」 花園神社社務所 「歴史の坂道」

日付 記事名(書籍名/タイトルなど） 出版社(所）、主催者他 形態
2015年
12月 東京新聞他3紙にて連載開始(1月5日) 東京新聞 掲載：「幕末・明治の残照」

西東京市図書館開館40周年記念縁(ゆかり)講演会(2 西東京市中央図書館 講演：「武田信玄の姫君二人と保科正之『疾風に折れぬ花あり』より」」
NHK BSプレミアム（1月3日） NHK BSプレミアム 出演：「江戸再生に立ちあがる不屈の人々の物語 ザ・プレミアム「大江戸炎上」
山陰中央新報(12月17日) 山陰中央新報 掲載：小説「戦国はるかなれど－堀尾吉晴の生涯」についてのインタビュー記事
中国新聞(12月8日) 中国新聞 掲載：小説「戦国はるかなれど－堀尾吉晴の生涯」についてのインタビュー記事
コラム「遠近法」（12月9日） 公明新聞 掲載：「帯刀という名前」
歴史通1月号 ワック出版 掲載：「将軍・大目付にタテをついたサムライ　庭先の切腹とは上(かみ)の手抜きナリ」
花園神社社報「花その」（1月1日　第254号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑲　勇者の生存伝説はなぜ生まれるか」
IMPERIAL No.92,2016 帝国ホテル 掲載：『真田丸と幸村－「日本一の兵」真田幸村、最後の戦い』
北國文華2016冬第66号 北國文華編集室 掲載：特集「大坂の陣と加賀藩」に『利常、夏の陣で大器を示す「見事な采配、古今稀なる名将」』

11月 インターネット番組(12月4日) 言論テレビ 出演：「花田編集長の右向け右！「WiLL」場外論戦」
サイン会：今井書店グループセンター店（11月28日） 「戦国はるかなれど－堀尾吉晴の生涯」刊行記念サイン会
コラム「遠近法」（11月11日） 公明新聞 掲載：「真田幸村の「抜け穴伝説」」
「三島事件もう一人の主役―烈士と呼ばれた森田必 ワック出版 出版：ワック

10月
松江ルネッサンス2015～日本の美　国宝　松江城～(11
月29日)

松江市観光文化課 講演：「国宝松江城をつくった堀尾吉晴」

「戦国はるかなれど－堀尾吉晴の生涯」上・下巻 光文社 出版：単行本
花園神社社報「花その」（12月1日　第253号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑱　矢野五右衛門と宇喜多秀家」
湖都松江 第30号 松江文化情報誌 特別寄稿：「不思議な感慨　松江城を造った堀尾吉晴の生涯を書いて」
東北特派員報告 産経新聞 掲載：「東北の「偽書」騒動と旧石器捏造事件について」
文蔵11月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　最終回 勁草はるかに その二」
「名城伝」（アンソロジー） ハルキ文庫 掲載：「開城の使者」
コラム「遠近法」（10月7日） 公明新聞 掲載：「史跡は動く」
花園神社社報「花その」（11月1日　第252号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑰　「さざれ石はなぜ巌となるのか」

9月 文蔵10月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第二十五回 勁草はるかに」
コラム「遠近法」（9月9日） 公明新聞 掲載：「犬と狗」
「明治無頼伝」（文庫） PHP研究所 出版：PHP文芸文庫

8月 花園神社社報「花その」（10月1日　第251号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑯　「戦友別盃の歌」の読み方」
喜多方プラザ文化センター(10月18日） 越後と会津を語る会 講演：「保科正之から新撰組まで」
2015年度全会津文化祭～会津エンジン10～（10月4日） 講演：「孝明天皇はなぜ死んだか」
文蔵9月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第二十四回 はるか江戸を離れて　その二」
コラム「遠近法」（8月12日） 公明新聞 掲載：「名奉行矢部定謙の名裁き」
「決闘！関ヶ原」（アンソロジー） 実業之日本社 掲載：「松野主馬は動かず」
歴史通9月号 ワック出版 掲載：「松野主馬　関ヶ原の抗命」
花園神社社報「花その」（9月1日　第250号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑮　W・ウィリスの欠陥証言」

7月 NHK BSプレミアム（7月30日） NHK BSプレミアム 出演：「英雄たちの選択スペシャル」
文蔵8月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第二十三回 はるか江戸を離れて」
コラム「遠近法」（7月15日） 公明新聞 掲載：「知恵伊豆と鯉の値段」
会津藩史料『大藩秘籍　会津全書／日新館童子訓・千
載之松』

マツノ書店 再録：巻末に「わが座右の書物『会津全書　日新館童子訓・千載之松』」

花園神社社報「花その」（8月1日　第249号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑭　城を買った二人の男」



執筆他講演会等　(2015年1月～6月）
2015.6.30

連載中 小説宝石 光文社 「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～」
文蔵 PHP研究所 「疾風に折れぬ花あり」
コラム「遠近法」 公明新聞
花園神社社報「花その」 花園神社社務所 「歴史の坂道」

日付 記事名(書籍名/タイトルなど） 出版社(所）、主催者他 形態
2015年

6月
「大活字シリーズ『完本　保科肥後の守お耳帖』（上・
中・下）」

社会福祉法人埼玉福祉
会出版部

刊行

コラム「遠近法」（6月17日） 公明新聞 掲載：「堀尾金助の母の想い」
小説宝石7月号 光文社 掲載：｢戦国はるかなれど　～堀尾吉晴の生涯～　最終回」
「第4回歴史時代作家クラブ賞」授賞式（6月15日） 歴史時代作家クラブ 受賞：実績功労賞
「鬼官兵衛烈風録」 日本経済新聞出版社 出版：日経文芸文庫
会津藩史料『大藩秘籍　会津全書／日新館童子訓・千
載之松』のパンフレット

マツノ書店 寄稿：推薦文「わが座右の書『会津全書　日新館童子訓・千載之松』」

花園神社社報「花その」（7月1日　第248号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑬　「両国橋と愛本橋」
文蔵7月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第二十二回 祈る女　その二」
歴史通7月号 ワック出版 掲載：「日露戦争から110年　大国に挑んだ隼の児玉・ヌーボー大山」

5月 第34回全国城下町シンポジウム會津大会（5月23日） 会津青年会議所 参加：パネリスト
コラム「遠近法」（5月20日） 公明新聞 掲載：「男装の女武芸者」
小説宝石6月号 光文社 掲載：｢戦国はるかなれど　～堀尾吉晴の生涯～　第63回」
文蔵6月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第二十一回 祈る女」
花園神社社報「花その」（6月1日　第247号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑫　「荒城の月」と三つの名城」
「書評大全（共同通信文化部編）」 三省堂 再録：書評「司馬遼太郎と城を歩く（司馬遼太郎著）」「検証本能寺の変（谷口克広著）」
「新選組全史　幕末・京都編」「戊辰・函館編」 文藝春秋 出版：春秋文庫

4月
「下関条約120周年　日清戦争を考える国民の集い」（4
月17日）

「下関条約120年、日清
戦争の意義を問う国民
のつどい」実行委員会

講演：「日清戦争における武士の情けーー伊東祐亨と立見尚文」

東京人6月号　特集”ハンサムな女たち” 都市出版 掲載：「松田　察」
花園神社社報「花その」（5月1日　第246号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑪　目黒と高遠のお静地蔵」
コラム「遠近法」（4月22日） 公明新聞 掲載：「加賀藩の「おちょぼ」」
小説宝石5月号 光文社 掲載：｢戦国はるかなれど　～堀尾吉晴の生涯～　第62回」
文蔵5月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第二十回 往く人 来る人　その二」
歴史通5月号 ワック出版 掲載：「黄海海戦　伊東祐亨・島村速雄がみせた”勝利の采配”」

3月 週刊現代4月4日号 講談社 掲載：「有名人30人に聞いた もし生まれ変わるなら、今度は「あの人」になりたい」インタビュー記事
「伊那市ふるさとだより」第19号 伊那市 寄稿：「原稿の枚数と暮らしの変化」
コラム「遠近法」（3月25日） 公明新聞 掲載：「「はちきん」と板額」
歴史読本」編集部編『カメラが撮らえた　幕末300藩藩
主とお姫様』

中経出版
収録：歴史エッセイ「籠城戦に立ち向かわせた容保への淡き恋心」、「脱藩大名忠崇をめぐる四人の
女たち」

毛利家史料『もりのしげり』 マツノ書店 掲載：『もりのしげり』パンフレットの推薦文「『もりのしげり』の使い方」巻末に再録。
小説宝石4月号 光文社 掲載：｢戦国はるかなれど　～堀尾吉晴の生涯～　第61回」
文蔵4月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第十九回 往く人　来る人」
花園神社社報「花その」（4月1日　第244号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑩　敬って申す祈願の事」

2月 コラム「遠近法」（2月18日） 公明新聞 掲載：「巫女と英雄」
小説宝石3月号 光文社 掲載：｢戦国はるかなれど　～堀尾吉晴の生涯～　第60回」
文蔵3月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第十八回 蚕とともに　その二」
毛利家史料『もりのしげり』パンフレット マツノ書店 寄稿：推薦文「『もりのしげり』の使い方」



花園神社社報「花その」（3月1日　第242号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑨　会津藩校日新館の水準は」
1月 「真田三代風雲録」上・下巻 実業之日本社 出版：実業之日本社文庫

BS-TBS（1月30日） BS-TBS 出演：コメンテイター：「THE歴史列伝」シリーズ「徳川泰平を作った名君　保科正之」
コラム「遠近法」（1月21日） 公明新聞 掲載：「人生三十年」
「幕末維新史の定説を斬る」 講談社 出版：講談社文庫
小説宝石2月号 光文社 掲載：｢戦国はるかなれど　～堀尾吉晴の生涯～　第59回」
文蔵2月号 PHP研究所 掲載：「疾風に折れぬ花あり　第十七回 蚕とともに」
花園神社社報「花その」（2月1日　第241号） 花園神社社務所 掲載：「歴史の坂道⑧　リンゴ第一号は「緋の衣」」

執筆他講演会等　(2013年2月～2014年12月）
※過去の執筆については、準備中です。

2015.3.31
連載中 小説宝石 光文社 「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～」

文蔵 PHP研究所 「疾風に折れぬ花あり」
コラム「遠近法」 公明新聞
花園神社社報「花その」 花園神社社務所

日付 記事名(書籍名/タイトルなど） 出版社(所） 形態
2014年
12月 「戊辰転々録」 中央公論新社 出版：中公文庫

IN★POCKET1月号 講談社文庫 掲載：「幕末は謎だらけ」
文藝春秋1月号 文藝春秋 掲載：BOOK倶楽部特別編【戦後の名著　私のベスト3】　-　「重厚な文体を好む」
小説宝石1月号 光文社 掲載：「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～　第58回」
文蔵1月号 PHP研究所 掲載：｢疾風に折れぬ花あり　第16回　江戸から来た男　その二」
コラム「遠近法」（12月11日） 公明新聞 掲載：「毒殺事件余波」
花園神社社報「花その」（1月1日　第240号） 花園神社社務所 掲載：歴史の坂道⑦　佐川官米兵衛」
歴史人　1月号 ベストセラーズ 掲載：「天皇暗殺！疑惑の真相に迫る – 孝明天皇毒殺の謎」
IMPERIAL No.88,2015 帝国ホテル エッセイ掲載：「サイパンの夜の浜辺」
｢全国藩校紀行」 PHP研究所 出版：PHP文庫

11月 NHKEテレ(12月2日、9日) NHK 取材協力：「 先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）　-　保科正之」
歴史人　12月号 ベストセラーズ 掲載：「戊辰戦争の戦場は北へ　-　会津・長岡・箱館の死闘を追う」
小説宝石12月号 光文社 掲載：「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～　第57回」
文蔵12月号 PHP研究所 掲載：｢疾風に折れぬ花あり　第15回　江戸から来た男」
花園神社社報「花その」12月1日号 花園神社社務所 掲載：歴史の坂道⑥　「直江兼続と斎藤一」
コラム「遠近法」（11月19日） 公明新聞 掲載：「お徳の方毒殺事件」

10月 小説宝石11月号 光文社 掲載：「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～　第56回」
文蔵11月号 PHP研究所 掲載：｢疾風に折れぬ花あり　第14回　陣馬街道　その二」
『思い出の中山義秀文学賞』（中山義秀文学賞第20回
記念誌）

中山義秀顕彰会 エッセイ寄稿

中山義秀文学賞第20回記念事業-白河市 パネリストとして出席。第一回中山義秀文学賞受賞者として感謝状を授与される。
コラム「遠近法」（10月15日） 公明新聞 掲載：「お万の方とお塩の方」
花園神社社報「花その」11月1日号 花園神社社務所 掲載：歴史の坂道⑤　「人口を増加させた名君」

9月 花園神社社報「花その」10月1日号 花園神社社務所 掲載：歴史の坂道④　「まぼろしの若松の森」
文蔵10月号 PHP研究所 掲載：｢疾風に折れぬ花あり　第13回　陣馬街道」
コラム「遠近法」（9月17日） 公明新聞 掲載：「薄幸なお菊の方」
2014年度全会津文化祭～会津エンジン009～（10月5日） 講演：「保科正之の諸藩救済策」
抒情文芸第152号 抒情文芸刊行会 掲載：「不意に刀が届く話」
週刊現代9月13日号 講談社 掲載：歴史座談会「〔軍師官兵衛〕にも登場　　戦国一の『いいオンナ』は誰だ」
花園神社社報「花その」9月1日号 花園神社社務所 掲載：歴史の坂道③　「土津神社と束松峠」



8月 ｢会津の怪談」 廣済堂出版 出版：単行本
コラム「遠近法」（8月20日） 公明新聞 掲載：「甦ったお静地蔵」
サイン会-浜松市谷島屋浜松本店（8月30日） 「会津の怪談」刊行記念サイン会
文蔵9月号 PHP研究所 掲載：｢疾風に折れぬ花あり　第12回　お身代わり　その2」
歴史通　9月号 ワック出版 掲載：座談会”幕末の美剣士　伊庭八郎の「ここが好き！」”に　司会者として出席
花園神社社報「花その」8月1日号 花園神社社務所 掲載：歴史の坂道②　「｢会藩国替名残歌」の世界へ」

7月 コラム「遠近法」（7月23日） 公明新聞 掲載：「お静と武田家の姉妹」
花園神社社報「花その」7月1日号 花園神社社務所 掲載：｢今日の会津士魂」

6月 コラム「遠近法」（6月25日） 公明新聞 掲載：「お静とお江与の方」
会津会会報　第120号 会津会 掲載：記念講演「亡国の臣の絶唱　秋月悌次郎の作品について」
歴史通　7月号 ワック出版 掲載：「還暦ゴジラ　咆哮（ほうこう）、いまだ止（や）まず！」

5月 コラム「遠近法」（5月28日） 公明新聞 掲載：「信玄の次女・見性院」
百冊百話（高橋一清著） 青志社 掲載：「二つの山河」　（”作家を慕い　本作り一筋の編集者が記す本をめぐる「縁」と「愛」の物語”）　
文藝春秋6月号 文藝春秋 掲載：鼎談書評「BOOK倶楽部」今月のゲスト

4月 コラム「遠近法」（4月23日） 公明新聞 掲載：「信松院の二人の身代わり」
歴史街道5月号 PHP研究所 掲載：「大山巌と児玉源太郎-砲術を極め、電光石火で勝負を決めよ！若き日に西郷から得たもの」

3月 伊那市ふるさとだより第18号 伊那市役所 掲載：「武田松姫のことなど」
コラム「遠近法」（3月26日） 公明新聞 掲載：「信松院こと武田松姫」　

2月 「ある幕臣の戊辰戦争-剣士伊庭八郎の生涯」 中央公論新社 出版：中公新書
コラム「遠近法」（2月19日） 公明新聞 掲載：「仁科盛信とお花」
拓殖大学公開講座（6月21日） 公開講座：｢日本文明の肖像III」【名君の系譜ー保科正之の「藩主学」】
講演会-会津若松市（3月21日） 講演：「会津の武士道精神について～蒲生氏郷から山川健次郎まで～」
歴史通3月号 ワック出版 掲載：対談「甲年の年に！馬は人を馬鹿にしている！？」
「跡を濁さず 家老列伝」 文藝春秋 出版：文春庫本
東京人3月号 都市出版 掲載：特集「小塚原回向院」

1月 コラム「遠近法」（1月22日） 公明新聞 掲載：「武田勝頼と北条夫人」
週刊現代1月25日,2月1日合併号 講談社 掲載：座談会「日本が誇る『性の偉人』たち」

2013年
12月 歴史通2014年1月号 ワック出版 掲載：「秋月悌次郎ー束松峠の碑　会津坂下町」「修羅の巷は、お庭番」

杉本章子著「東京影同心」 講談社 掲載：解説「杉本章子さんの描く幕末維新」
11月 オール讀物12月号 文藝春秋 掲載：”追悼・連城三紀彦”「連城さんの無茶な注文」

「花ならば花咲かん　会津藩家老・田中玄宰」 PHP研究所 出版：PHP文芸文庫
10月 文藝春秋SPECIAL季刊冬号 文藝春秋 掲載：「日本史を動かした10人の軍師　”直江兼続”」

会津坂下町束松峠「北越潜行の詩」詩碑建立(10月27日) 記念講演：「亡国の臣の絶唱　秋月悌次郎の作品について」
文藝春秋11月号 文藝春秋 掲載：「大型企画　歴史の常識を疑え　”竜馬の秘密　信長の謎を解く”　－歴史探偵大座談会」
歴史通11月号 ワック出版 掲載：「浅野殿は色狂い」
講演（宇都宮商工会議所）(10月8日) 講演

7月 「武士たちの作法　戦国から幕末へ」 光文社 出版：単行本
5月 「会津論語」 PHP研究所 出版：PHP文庫
2月 「会津のこころ」 PHP研究所 出版：PHP文庫


