講演会他 (2019年）
日付

講演会名

主催者他

12月29日 10MTVオピニオン

イマジニア株式会社

12月26日
12月19日
11月23日
11月10日

イマジニア株式会社
イマジニア株式会社
会津若松市
中山義秀記念文学館

10MTVオピニオン
10MTVオピニオン
会津若松市
中山義秀文学賞選考会

8月7日 インターネット番組「WiLL増刊号」
7月24日 NHK 歴史秘話ヒストリア
6月1日 松江豊寿の顕彰碑完成記念講演会
3月3日 東北大学萩友会関西交流会

演題
「戦国合戦の真実」シリーズ
（1）兵の動員はこうして行われた
（2）戦支度と馬の扱い方
本村凌二氏との対談「「ローマ史と江戸史で読み解く国家の盛衰」シリーズ（2）インフラ整備
本村凌二氏との対談「「ローマ史と江戸史で読み解く国家の盛衰」シリーズ（1）父祖の遺風
授賞：市政功労賞
出席
【直木賞作家・中村彰彦】NHK「歴史秘話ヒストリア」で話題沸騰！脱藩大名・林忠崇の戊辰戦争
【WiLL増刊号 #064】
取材協力：「最後の大名 時代を駆ける」

NHK
松江豊寿記念碑建設事業実行委員
講演：『板東俘虜収容所長・松江豊寿の「武士の情」－会津・ドイツ交流史の視点から』
会
東北大学、東北大学萩友会、東北大
講演：「東北地方出身者から見た西南戦争」
学基金、東北大学関西萩友会

講演会他 (2018年）
日付
12月7日
11月11日
9月22日
9月22日
9月8日
7月14日
6月16日
5月12日
4月4日
5月4日

講演会名
会津赤べこ会 講演会
第24回 中山義秀文学賞公開選考会
白河戊辰150周年記念 中村彰彦講演会
松江豊寿記念碑除幕式
会津戦争終結150年事業 会津坂下町「歴史講演会」
BS-TBS「諸説あり！」
栃木市公開講座「江戸学のススメ」（第2回）
伊那市にて講演
福島市にて講演
戊辰百五十年記念講演並びにシンポジウム『それからの會津』

3月11日 埼玉県立歴史と民俗の博物館 講堂にて講演
3月3日 小田山の歴史を学ぶ講演会
2月3日 学士会・東北講演会
1月28日 会津若松市戊辰150周年講演会
1月13日 BS-TBS「諸説あり！」

主催者他
会津赤べこ会
中山義秀顕彰会
中山義秀顕彰会事務局
會津風雅堂前広場
会津坂下町観光物産協会
BS-TBS
小江戸とちぎ会
伊那市青年会議所
東邦銀行
会津松平家奉賛会
埼玉県立歴史と民俗の博物館・埼玉
県立歴史と民俗の博物館友の会
NPO法人 はるなか
一般社団法人学士会
会津若松市観光商工部観光課
BS-TBS

演題
講演：「戊辰戦争・西南戦争と福島県人の動向」
出席
講演：「戊辰戦争・西南戦争と福島県人の動向」
出席
講演：「束松峠を越えてーー会津藩士秋月悌次郎の『戦後』」
ビデオ出演：第51回「白虎隊の真実」
講演：「戊辰戦争における総野の戦い」
講演：「保科正之が高遠藩で学んだこと」
講演：会津史について（東邦銀行の社員研修）
参加：パネリスト
講演：「保科正之と母（志津）の安産祈願文」
講演：「小田山の歴史を学ぶ講演会 幕末のヒロインたち パートIII
小田山の戦略上の問題点と籠城女性たちについて」
講演：「仙台藩の戊辰戦争」
講演：「会津藩の栄光と悲劇の歴史を読み直す−−戊辰150年目の視点から」
ビデオ出演：第31回「西郷隆盛の真実（仮題）」

講演会他 (2017年）
日付
11月12日
11月4日
10月13日
10月7日

講演会名
中山義秀文学賞選考会
宇城市民文化祭
YMC郡山セミナー講演会
「板東の記憶」ユネスコ 世界の記憶 登録推進イベント

主催者他
中山義秀記念文学館
宇城市文化協会
YMC郡山セミナー

演題
出席
講演：「武士道の変容と日本の近代ー明治維新150周年に思う」
講演：「会津藩主 保科正之の民に優しい政治と名臣 田中玄宰（はるなか）の地場産業育成策」
講演：『幕末・明治の日独交流と松江豊壽所長 －板東俘虜収容所の「奇跡」の背景』

8月20日 チャレンジふくしま応援隊のつどい
4月1日 「佐川官兵衛討死之地」碑 除幕式
2月8日 第287回 琉球フォーラム

講演：「歴史に埋もれた人物『保科正之』を掘り起こす（仮題）」
鬼官兵衛記念館（熊本県阿蘇郡南阿
出席
蘇村大字吉田1394）
講演：「懐かしい日本人の横顔-保科正之、知恵伊豆から西郷隆盛まで」
ザ・ナハテラス（沖縄県那覇市)

講演会他 (2016年）
日付
12月15日
12月4日
11月13日
11月12日
11月6日
10月29日

講演会名
高岡市民おもてなし講座
松江城天守国宝指定1周年記念シンポジウム(名古屋)
中山義秀文学賞選考会
須賀川市中央公民館
「著者を囲む会」
明治大学・島根県・松江市連携講座『「神々の国」からの創出』
島根県講座隠岐会場『日本人のふるさと～島根を深く豊かに知る
10月23日
集い』
10月15日 平成28年度栃木市民大学
10月2日 花ホテル講演会400回記念 基調講演会
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
8月10日
たち」
7月19日
NHK Eテレ「先人たちの底力 知恵泉」
・26日
6月18日 東北大学 経和会総会記念講演会
6月7日 BSフジ『ブレイク前夜～次世代の芸術家たち～』
6月 中山義秀文学賞選考委員に就任。
2月7日 西東京市図書館開館40周年記念縁(ゆかり)講演会
1月13日 高橋一清氏トークイベント
1月3日 NHK BSプレミアム

主催者他
高岡市観光協会
松江市役所歴史まちづくり部
中山義秀文学賞選考会
須賀川市中央公民館
沼田市図書館
明治大学

演題
講演：「加賀藩ゆかりの町人文化と高岡市」
講演：「国宝松江城天守を造った武将ー堀尾吉晴の生涯ー」
出席
講演：「武田家の姫君二人と保科正之」
講演：テキスト『真田三代風雲録』
講演：『国宝松江城を造った武将・堀尾吉晴の生涯』

(公社)島根県観光連盟

講演：『国宝松江城を造った武将 堀尾吉晴の生涯』

栃木市教育委員会
花ホテル

講演：『下野戊辰戦争に関与した人々と日本の近代』
講演：『保科正之公と田中玄宰翁に学ぶ「会津の心」』

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」

NHK Eテレ

VTR出演：「先人たちの底力 知恵泉～世界一の夫となるには！戦国大名・宇喜多秀家と豪姫」

東北大学
BSフジ

講演：「保科正之の奥羽諸藩救済策」
「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

西東京市中央図書館
東京堂書店
NHK BSプレミアム

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」」
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
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」

主催者他
言論テレビ

演題
出演：「花田編集長の右向け右！「WiLL」場外論戦」
「戦国はるかなれど－堀尾吉晴の生涯」刊行記念サイン会
講演：「国宝松江城をつくった堀尾吉晴」
講演：「保科正之から新撰組まで」
講演：「孝明天皇はなぜ死んだか」
出演：「英雄たちの選択スペシャル」
受賞：実績功労賞
参加：パネリスト

講演会他 (2015年）
日付
12月4日
11月28日
11月29日
10月18日
10月4日
7月30日
6月15日
5月23日

講演会名
インターネット番組
サイン会：今井書店グループセンター店
松江ルネッサンス2015～日本の美 国宝 松江城～
越後と会津を語る会
2015年度全会津文化祭～会津エンジン10～
NHK BSプレミアム
「第4回歴史時代作家クラブ賞」授賞式
第34回全国城下町シンポジウム會津大会

4月17日 「下関条約120周年 日清戦争を考える国民の集い」
1月30日 BS-TBS

松江市観光文化課
喜多方プラザ文化センター

NHK BSプレミアム
歴史時代作家クラブ
会津青年会議所
「下関条約120年、日清戦争の意義を
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」
問う国民のつどい」実行委員会
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」

講演会他 (2014年）
日付
講演会名
12月2日
NHKEテレ
・9日
10月 中山義秀文学賞第20回記念事業-白河市
10月5日 2014年度全会津文化祭～会津エンジン009～
8月30日 サイン会-浜松市谷島屋浜松本店
6月21日 拓殖大学公開講座
3月21日 講演会-会津若松市

主催者他
NHK

演題
取材協力：「 先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） - 保科正之」
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。
講演：「保科正之の諸藩救済策」
「会津の怪談」刊行記念サイン会
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：「会津の武士道精神について～蒲生氏郷から山川健次郎まで～」

講演会他 (2013年）
日付
講演会名
10月27日 会津坂下町束松峠「北越潜行の詩」詩碑建立
10月8日 講演（宇都宮商工会議所）

主催者他

演題
記念講演：「亡国の臣の絶唱 秋月悌次郎の作品について」
講演

