執筆 (2022年1月～6月）
連載中

花園神社社報「花その」
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
ワック

「歴史の坂道」
「歴史の足音」

日付
6月

記事名(書籍名/タイトルなど）
WiLL 7月号別冊
花園神社社報「花その」令和4年6月1日（第326号）
WiLL 7月号
花園神社社報「花その」令和4年5月1日（第325号）
WiLL 6月号
花園神社社報「花その」令和4年4月1日（第324号）
伊那市ふるさとだより第26号(4月号)
WiLL 5月号
花園神社社報「花その」令和4年3月1日（第323号）
WiLL 4月号
花園神社社報「花その」令和4年2月1日（第322号）
WiLL 3月号
「新春しもつけ文芸／短編小説」

出版社(所）、主催者他
ワック
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
伊那市役所
ワック
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
ワック
下野新聞

形態
掲載：『ゼレンスキーも驚く外交手腕 渋沢栄一 グランド・オールドマンと呼ばれた男』
掲載：歴史の坂道89 高ころびにころんだ男たちと現代史
掲載：歴史の足音第67回『「日本のウクライナ」小倉藩と浜田藩はどうなったか』
掲載：歴史の坂道88 ひらくより梅は千里の香哉（かおりかな）
掲載：歴史の足音第66回『私の会った三人の日本人義勇兵』
掲載：歴史の坂道87 坂本龍馬を襲った男は二人いた
掲載：珍談と奇談各一話
掲載：歴史の足音第65回『鎌倉二代将軍源頼家はなぜ早世したのか』
掲載：歴史の坂道86 松下村塾の劣等生・品川弥二郎の名案
掲載：歴史の足音第64回『榎本武揚 切腹未遂 白刃をつかんだ止め男・大塚賀久治』
掲載：歴史の坂道85 雪隠詰めにされた旧幕府歩兵奉行・大島圭介
掲載：歴史の足音第63回『庄内藩の「天保の快挙」』
選評

5月
4月

3月

2月
1月

執筆 (2021年7月～12月）
連載中

花園神社社報「花その」
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
12月

記事名(書籍名/タイトルなど）
WiLL 2月号
花園神社社報「花その」令和3年12月1日（第320号）
WiLL 1月号
花園神社社報「花その」令和3年11月1日（第319号）
WiLL 12月号
映画「燃えよ剣」パンフレット
花園神社社報「花その」令和3年10月1日（第318号）
WiLL 11月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和3年9月1日（第317号）
WiLL 10月号
花園神社社報「花その」令和3年8月1日（第316号）
WiLL 9月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和3年7月1日（第315号）

出版社(所）、主催者他
ワック
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
ワック

形態
掲載：歴史の足音第62回『幕末への出発点「尊号一件」と松平定信』
掲載：歴史の坂道83 聖嶽洞穴遺跡・白虎隊記念碑とアナクロニズム
掲載：歴史の足音第61回『国敗れて会津武士道あり』
掲載：歴史の坂道82 土方歳三の小姓・市村鉄之助は何処へ
掲載：歴史の足音第60回『キーナン首席検事を叱りつけた男』
掲載：幕末を疾風のごとく駆け抜けた男の後姿
掲載：歴史の坂道81 種痘接種を主張した名家老・山川兵衛
掲載：歴史の足音第59回『張作霖の虫歯と「会津の独眼竜」』
掲載：「梅干し・梅漬け・カリカリ梅」
掲載：歴史の坂道80 鶴ヶ城址 夏草刈りて明るかり
掲載：歴史の足音第58回『「大陸向きの男」町野武馬とモーゼル自動拳銃』
掲載：歴史の坂道79 古代からの呼び声－『縄文神社』のことなど
掲載：歴史の足音第57回『「加賀藩主・前田利長と光高の死因を考える』
掲載：「食用ガエルをめぐる椿事」
掲載：歴史の坂道78 イカルス号事件を巡るパークスと後藤象二郎の大論争

11月
10月

9月

8月
7月

花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所

執筆 (2021年1月～6月）
連載中

花園神社社報「花その」
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
6月

記事名(書籍名/タイトルなど）
WiLL 8月号
WiLL 8月号
花園神社社報「花その」令和3年6月1日（第314号）
WiLL 7月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和3年5月1日（第313号）
週刊現代5月1・8日号
WiLL 6月号
オピニオン誌「伝統と革新」38号
花園神社社報「花その」令和3年4月1日（第312号）
東京人 5月号
松江文化情報誌「湖都松江」第41号
WiLL 5月号
伊那市ふるさとだより第25号(令和3年3月発行)
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和3年3月1日（第311号）
WiLL 4月号
花園神社社報「花その」令和3年2月1日（第310号）
WiLL 3月号
「歴史と人物」第3号『新選組 滅びの美学』
東洋経済ONLINE
「食」のエッセイ「あの時あの味」
「新春しもつけ文芸」

出版社(所）、主催者他
ワック
ワック
花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
講談社
ワック
たちばな出版
花園神社社務所
都市出版株式会社
松江市文化協会
ワック
伊那市役所
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
ワック
中公ムック
フジ日本精糖株式会社
下野新聞

形態
掲載：竹倉史人氏との対談『目からウロコ『土偶を読む』の破壊力』
掲載：歴史の足音第56回『「白虎隊総長」山川健次郎vs二人の千里眼』
掲載：歴史の坂道77 日光東照宮の「眠り猫」はなぜ眠っているのか
掲載：歴史の足音第55回『縄文の謎を解く卓見『土偶を読む』の衝撃』
掲載：「春の楽しみは桜鯛と桜鱒」
掲載：歴史の坂道76 モーパッサンとS・モームの「小説作法」
鹿島茂氏・河合敦氏との座談会『誰も知らなかった「明治の偉人」のトンデモ素顔』
掲載：歴史の足音第54回『孝明天皇の崩御と岩倉具視の関係は』
掲載：『維新前後の日本人の感覚と明治天皇』
掲載：歴史の坂道75 徳川二将軍の少年時代－家茂と慶喜
掲載：新撰組隊士の帯刀事情ー刀に殉じた幕末最強の剣客集団ー
掲載：『岸辺の安らぎ』
掲載：歴史の足音第53回『孝明天皇毒殺説を支持する新研究の登場』
掲載：杉本章子さんの遺作を読む日々
掲載：「思い出の鹿沼こんにゃく」
掲載：歴史の坂道74 蝦夷地脱走軍参加者の回想三種
掲載：歴史の足音52回『世論に非難されて退場させられた男たち』
掲載：歴史の坂道73 戦国大名たちの出陣の儀式とは
掲載：歴史の足音第51回『寛永寺はなぜ徳川慶喜の葬儀を拒んだか』
掲載：『土方歳三と宇都宮戦争』
掲載：｢渋沢栄一｣が20代で発揮した人の心をつかむ技
掲載：「信州の蜜入りリンゴと50年」
選評（入選3作）

5月

4月

3月

2月
1月

執筆 (2020年6月～12月）
連載中

花園神社社報「花その」
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
12月

記事名(書籍名/タイトルなど）
花園神社社報「花その」令和3年1月1日（第309号）
WiLL 2月号

出版社(所）、主催者他
花園神社社務所
ワック

形態
掲載：歴史の坂道72 薩英戦争の「西瓜舟決死隊」
掲載：歴史の足音50回「三島事件の新事実 森田必勝の哀切なる誤算」

11月

10月

9月

8月

7月

花園神社社報「花その」令和2年12月1日（第308号）
文藝春秋オピニオン2021年の論点100
WiLL 1月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和2年11月1日（第307号）
WiLL 12月号
WiLL 12月号
ビジュアル図解 日本資本主義の父 渋沢栄一の生涯

花園神社社務所
文藝春秋
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック
ワック
宝島社

掲載：歴史の坂道71 「青い目の人形」と呼ばれる「友情人形」
掲載：新札の顔・渋沢栄一が「幕末の志士」から「日本資本主義の父」になるまで
掲載：歴史の足音49回「最後の将軍徳川慶喜の寝室事情」
掲載：「学生村の味噌煮込みうどん」
掲載：歴史の坂道70 織田信忠と武田松姫の縁談の行方
掲載：宮崎正弘氏との対談「あれから五十年 憂国忌と三島由紀夫」
掲載：歴史の足音48回『東大史料編纂所・本郷和人教授の「無知の涙」』
掲載：「日本一の富豪」の無私の精神

「新刊ニュース」2020年11月号

株式会社トーハン

掲載：アンケート記事（読書週間アンケート特集「何度も読み返してしまうお気に入りの1冊」）
著書『名君の碑―保科正之の生涯』の他、ヘミングウェイ著『老人と海』を紹介

花園神社社報「花その」令和2年10月1日（第306号）
WiLL 11月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和2年9月1日（第305号）
WiLL 10月号
花園神社社報『花その』令和2年8月1日（第304号）
WiLL 9月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報『花その』令和2年7月1日（第303号）

花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所

掲載：歴史の坂道69 日本兵に懐いた豹の話
掲載：歴史の足音47回「熊本籠城奇譚・落ちていた恋文と品川弥二郎」
掲載：「マツノ書店とふぐのフルコースセット」
掲載：歴史の坂道68 新選組の福田広はなぜ武田観柳斎と称したか
掲載：歴史の足音46回『「マリア・ルス号事件」の余波と江藤新平の決断』
掲載：歴史の坂道67 「西郷隆盛の辞世」を作った男
掲載：歴史の足音第45回「家康の魔手を逃れた武田家生き残りの姫君」
掲載：「鮎の塩焼きその他」
掲載：歴史の坂道66 「先祖は保科正之の側室」という話の真偽

花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

執筆 (2020年1月～6月）
連載中

日付
6月

5月

花園神社社報「花その」
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ
記事名(書籍名/タイトルなど）
渋沢栄一の『士魂商才』ーービジネスリーダーなら知っておきたい「日
本資本主義の父」の肖像
WiLL 8月号
渋沢栄一の『士魂商才』ーービジネスリーダーなら知っておきたい「日
本資本主義の父」の肖像
渋沢栄一の『士魂商才』ーービジネスリーダーなら知っておきたい「日
本資本主義の父」の肖像
渋沢栄一の『士魂商才』ーービジネスリーダーなら知っておきたい「日
本資本主義の父」の肖像
花園神社社報「花その」令和2年6月1日（第302号）
渋沢栄一の『士魂商才』ーービジネスリーダーなら知っておきたい「日
本資本主義の父」の肖像
WiLL 7月号

出版社(所）、主催者他

形態

経営プロ

掲載：第5回 渋沢栄一の生涯最大の危機【後編】

ワック

掲載：歴史の足音44回「博打大好き人間の日本史」

経営プロ

掲載：第4回 渋沢栄一の生涯最大の危機【前編】

経営プロ

掲載：第3回 疫病流行で揺れる日本と渋沢栄一の学問の師

経営プロ

掲載：第2回 被支配階級を脱するため自律的キャリア形成に目覚める

花園神社社務所

掲載：歴史の坂道65 初めて象に乗った日本人

経営プロ

掲載：第1回 渋沢栄一を「資本主義の父」に育てた礎は幼少教育にあった

ワック

掲載：歴史の足音43回「韓国で作られるフェイク・ヒストリーの正体」

4月

3月

2月
1月

「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和2年5月10日（第301号）
花園神社社報「花その」令和2年4月26日（第300号）
WiLL 6月号
花園神社社報「花その」令和2年3月26日（第299号）
伊那市 ふるさとだより第24号(令和2年3月発行)
WiLL 5月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和2年2月26日（第298号）
WiLL 4月号
花園神社社報「花その」令和2年1月26日（第297号）
WiLL 3月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和元年12月26日（第296号）

フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
伊那市役所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所

掲載：「駅弁は深川めしで決まり」
掲載：歴史の坂道64 渋沢栄一から見た西郷と大久保
掲載：歴史の坂道63 鹿と鯨と猫の裁判
掲載：歴史の足音42回「太閤秀吉vs関白秀次 確執の真相を追う」
掲載：歴史の坂道62 その日なぜ信長は本能寺に泊まっていたのか
掲載：「今年の読書計画」
掲載：歴史の足音41回「思想を「過激」へ導く伝染病の猛威」
掲載：「創作中華を楽しむ」
掲載：歴史の坂道61 東西妖怪比べ クダンとミノタウロスの正体は
掲載：歴史の足音40回「不倫裁判、江戸時代の先例は」
掲載：歴史の坂道60 薩摩藩士・重野厚之丞の「ああ言えばこう言う」
掲載：歴史の足音39回『「鯨海酔侯」山内容堂はなぜ早死にしたか』
掲載：「わっぱ飯との出会い」
掲載：歴史の坂道59 忘れられないマラソンランナー円谷幸吉

執筆 (2019年7月～12月）
連載中

花園神社社報「花その」
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
12月

記事名(書籍名/タイトルなど）
WiLL 2月号
花園神社社報「花その」令和元年11月26日（第295号）
「抒情文芸」2020冬号
WiLL1月特大号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和元年10月26日（第294号）
WiLL 12月号

出版社(所）、主催者他
ワック
花園神社社務所
抒情文芸刊行会
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック

新刊ニュース 2019年11月号

株式会社トーハン

WiLL 11月号
花園神社社報「花その」令和元年9月26日（第293号）
花園神社社報「花その」令和元年8月26日（第292号）
「食」のエッセイ「あの時あの味」
WiLL 10月号
花園神社社報「花その」令和元年7月26日（第291号）
WiLL 9月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和元年6月30日（第290号）

ワック
花園神社社務所
花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック
花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所

形態
掲載：歴史の足音38回「タイガー・モリと日本フェンシング事始め」
掲載：歴史の坂道58 「神隠し」に逢った男爵・松平斉（ひとし）
掲載：前線インタビュー「歴史上の人物との邂逅こそが執筆の原動力となる」
掲載：歴史の足音37回「三島由紀夫最後の短編『蘭陵王』の新研究」
掲載：「ひきわり納豆に至る道」
掲載：歴史の坂道57 二本松少年隊の士風
掲載：歴史の足音36回『会津藩家老・梶原平馬 北海道に消ゆ』
掲載：アンケート記事（読書週間アンケート特集「平成から令和へ！これからも読み継いでほ
しい1冊」）
著書「脱藩大名・林忠崇の戊辰戦争 徳川のために決起した男」の他、本村凌二著「はじめて
読む人のローマ史1200年」を紹介
掲載：歴史の足音35回『秋田藩「仙台使節諜殺事件」の黒幕は誰か』
掲載：歴史の坂道56 「最後の会津武士」町野主水（もんど）の三度の拒絶
掲載：歴史の坂道55 脱藩大名・林忠崇と百五十一年目の記念切手
掲載：『「ひらき」あれこれ』
掲載：歴史の足音34回『西郷と大久保はなぜ討幕派となったのか』
掲載：歴史の坂道54 英照皇太后と美智子上皇后の御見舞品
掲載：歴史の足音33回『彰義隊頭並（かしらなみ）・天野八郎の哀しき辞世』
掲載：「馬刺は会津か熊本か」
掲載：歴史の坂道53 日本語の起源についての「偽の歴史」

11月

10月

9月
8月
7月

執筆 (2019年1月～6月）
連載中

花園神社社報「花その」
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
6月

記事名(書籍名/タイトルなど）
WiLL 8月号
花園神社社報「花その」令和元年5月26日（第289号）
WiLL 7月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」令和元年5月1日（第288号）
WiLL 6月号
花園神社社報「花その」2019年3月26日（第287号）
伊那市 ふるさとだより第23号(平成31年3月発行)
WiLL 5月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
3月16日付 日本経済新聞夕刊「文学周遊」
花園神社社報「花その」2019年2月21日（第286号）
WiLL 4月号
花園神社社報「花その」2019年1月21日（第285号）
WiLL 3月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」

出版社(所）、主催者他
ワック
花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
伊那市役所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック
花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社

形態
掲載：歴史の足音32回『渋沢成一郎はなぜ彰義隊を脱退したか』
掲載：歴史の坂道52 貞女・紅蓮尼と「軒端の梅」の伝説
掲載：歴史の足音31回『世良修蔵の敵娼（あいかた）おたつの「女郎の一分（いちぶん）」』
掲載：「カツオの叩きと直木賞選考会の夜」
掲載：歴史の坂道51 長州藩毛利家の幕府に対する「食い物の恨み」
掲載：歴史の足音30回『頑固者・伊沢多喜男と高遠の「無字の碑」』
掲載：「歴史の坂道50 小学唱歌のプロデューサー 伊沢修二」
掲載：「ふるから小野の本柏」
掲載：歴史の足音29回「沖田総司と黒猫と小瀬甫庵の『太閤記』」
掲載：「岩魚は塩焼きか骨酒か」
掲載：「二つの山河」紹介記事
掲載：『歴史の坂道49 『古今和歌集』と戦国の『武辺道』
掲載：歴史の足音28回『加藤清正と本多平八郎は決闘したか』
掲載：『歴史の坂道48 日本の弓の起源を求めて』
掲載：歴史の足音27回『会津藩殉難者埋葬に関する新説を疑う』
掲載：「栃尾の油揚げ」

花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

5月

4月
3月

2月
1月

執筆 (2018年7月～12月）
連載中

日付
12月

花園神社社報「花その」
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ
記事名(書籍名/タイトルなど）

出版社(所）、主催者他

12月23日付 東京新聞
花園神社社報「花その」 12月26日（第284号）
会津若松市戊辰150周年記念誌（平成30年9月22日刊）
WiLL 2月号
『文蔵』2019年1・2月号
12月12日付 公明新聞
花園神社社報「花その」 11月26日（第283号）

花園神社社務所
会津若松市戊辰150周年記念事業
事項委員会
ワック
PHP文芸文庫
花園神社社務所

形態
掲載：「2018 私の3冊」として「日本敵討ち集成」（長谷川伸 著）、「大西巨人と六十五年」（大
西美智子 著）、「日本軍兵士−アジア・太平洋戦争の現実」（吉田裕 著）の書評を掲載
掲載：『歴史の坂道47 石光真清夫人の泥棒退治』
掲載：「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」
掲載：歴史の足音26回『軍艦「富士山丸」vs磐城平藩の砲撃手』
掲載：第24回 中山義秀文学賞受賞作 帚木蓬生 著『守教』ついての選評「名品あらわる」
掲載：『赤穂義士の一人 堀部安兵衛の許嫁と称した「妙海尼」』
掲載：『歴史の坂道46 加藤清正「虎退治の伝説」の真実』

11月

10月

9月

8月

「かまくら春秋」2018年12月号 No.584
WiLL 1月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」 10月26日（第282号）
WiLL 12月号

ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック

花園神社社務所

掲載：アンケート記事（読書週間アンケート特集「人気著者のオススメ！◯◯がもらえる1
冊」）
著書「幕末史かく流れゆく」の他、「地球温暖化を解決できるという期待感がもらえる一冊」を
紹介
掲載：『歴史の坂道44 美貌の中野竹子と「釈迦」と呼ばれた男』
掲載：歴史の足音23回『「ぶらかし老中」阿部正弘は名宰相か』
掲載：インタビュー「古き良き日本人」
掲載：「ニンニクとラッキョウ」
掲載：『歴史の坂道43 蝶々夫人と『ワルシャワの日本人形』』
掲載：「明治と戊辰の150年」にコメント
掲載：歴史の足音22回『地球を救うか 夢の「マンモス再生計画」』
掲載：インタビュー「私だけの東京・2020に語り継ぐ『戦争の面影残す、公園の緑』」
掲載：中央公論9月号の記事を中村氏のコメント付きで紹介
掲載：「新史料発見 戊辰一五〇周年『三通の書簡に浮かび上がる「最後の会津武士」町野
主水』」
掲載；マツノ書店店主 松村久氏 追悼記事にコメント
掲載：『歴史の坂道42 大西巨人の名作「神聖喜劇」の舞台裏』
掲載：歴史の足音21回『白虎隊・飯沼貞吉は長州に滞在したのか』
掲載：「仙台の珍味ほや」
掲載：特集・戊辰百五十周年「会津史を学んで三十年」
掲載：『歴史の坂道41 山川浩の幻の名歌』

新刊ニュース 2018年11月号

株式会社トーハン

花園神社社報「花その」 9月26日（第281号）
WiLL 11月号
9月22日付 福島民報
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」 8月26日（第280号）
9月3日付 日本経済新聞
WiLL 10月号
8月22日付 毎日新聞夕刊
8月10日付 福島民友新聞

花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック

中央公論9月号

7月

8月12日付 中國新聞
花園神社社報「花その」 7月26日（第279号）
WiLL 9月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
『会津会々報』124号（6/27刊）
花園神社社報「花その」 6月26日（第278号）

掲載：「連載リレーエッセイ こころにひかる物語・二七三『紺碧の空と夕焼けと』」
掲載：歴史の足音25回『西郷隆盛は誰に討たれたか』
掲載：「ニシンの山椒漬」
掲載：『歴史の坂道45 「大坂冬の陣の小便小僧」森権太夫』
掲載：歴史の足音24回『フェイク・ヒストリーを語る者たち』

花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社

執筆 (2018年1月～6月）
連載中

花園神社社報「花その」
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
6月

記事名(書籍名/タイトルなど）
「NU7」No.18（2018年7月刊）
WiLL 8月号
『宇高同窓会報』第65号（6月16日刊）
生活情報紙「プラスライフ通信」2018年春号
花園神社社報「花その」（5月26日（第277号）
WiLL 7月号
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」（4月26日（第276号）

出版社(所）、主催者他
一般社団法人 学士会
ワック

形態
掲載：仙台藩の戊辰戦争
掲載：『歴史の足音20回『日本と中国の「人を食った話」』
掲載：特別寄稿「私の文学放浪と六基の記念碑」
掲載：インタビュー記事
掲載：『歴史の坂道40 維新茶話・会津へ還った「緋の衣」』
掲載：『歴史の足音19回『武将・軍人たちにとってフンドシとは』
掲載：「土曜日の鯖の照り焼き」
掲載：『歴史の坂道39 将軍を殴った男と非難した男』

5月

花園神社社務所
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所

4月

3月

2月

1月

WiLL 6月号
花園神社社報「花その」（3月26日（第275号）
河北新報（3月24日）
河北新報（3月23日）
伊那市ふるさとだより 第22号（平成30年3月）
WiLL 5月号
中央公論4月号 特集「誤解だらけの明治維新」
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」（2月26日（第274号）
WiLL 4月号
中日新聞(2月27日)北陸中日新聞・県民福井(3月2日)東京新聞(4日)
中日新聞(2月20日)北陸中日新聞・県民福井(2月23日)東京新聞(25日)
植松三十里著「ひとり白虎 会津から長州へ」
花園神社社報「花その」（1月26日（第273号）
日本経済新聞2月10日夕刊
中日新聞(2月13日)北陸中日新聞・県民福井(2月16日)東京新聞(18日)
中日新聞(2月6日)北陸中日新聞・県民福井(2月9日)東京新聞(11日)
週刊朝日2018年2月9日増大号

ワック
花園神社社務所

会津人群像 第36号（2018）-季刊

歴史春秋社

中日新聞(1月30日)北陸中日新聞・県民福井(2月2日)東京新聞(4日)
WiLL 3月号
中日新聞(1月23日)北陸中日新聞・県民福井(26日)東京新聞(28日)
東京人2018年2月号 特集”明治を支えた幕臣・賊軍人士たち”
「食」のエッセイ「あの時あの味」
中日新聞(1月16日)北陸中日新聞・県民福井(19日)東京新聞(21日)
花園神社社報「花その」（12月26日（第272号）
中日新聞(1月9日)北陸中日新聞・県民福井(12日)東京新聞(14日)

東京新聞
ワック
東京新聞
都市出版
フジ日本精糖株式会社
東京新聞
花園神社社務所
東京新聞

掲載：『歴史の足音18回『新撰組と新徴組と別選組と』
掲載：『歴史の坂道38 長屋の大家・四条藤右衛門の義侠心』
掲載：「論考・維新と東北『会津藩の悲劇 なぜ起きた？』（下）」
掲載：「論考・維新と東北『会津藩の悲劇 なぜ起きた？』（上）」
掲載：「戊辰戦争から百五十年」
掲載：『歴史の足音17回『明治天皇と蜂須賀茂韶（もちあき）侯爵とボンボニエール』
掲載：「この志士に学べ『立見尚文』」
掲載：「ノドグロに紅生姜を添えて」
掲載：『歴史の坂道37 初冠（ういこうぶり）と元服と弱冠と』
掲載：『歴史の足音16回『イギリス人リチャードソンはなぜ斬られたか』
掲載：『幕末・明治の残照105 朝敵回り持ち』（完）
掲載：『幕末・明治の残照104 征韓論の破裂』
掲載：解説「白虎隊生き残りの運命」
掲載：『歴史の坂道36 和歌将軍源実朝の「崩壊感覚」』
掲載：『「落花は枝に還らずとも」福島・会津若松市』
掲載：『幕末・明治の残照103 廃藩置県へ』
掲載：『幕末・明治の残照102 奇兵隊の反乱』
掲載：「司馬遼太郎と明治 西郷の時代」の記事内のインタビュー
掲載：「郡 長正の話」（翻刻：中村彰彦）
「秦回想録」福岡県立豊津高等学校（現福岡県立育徳館高等学校）所蔵／筆記者 秦四郎
掲載：『幕末・明治の残照101 順逆史観の登場』
掲載：『歴史の足音15回『「朝敵回り持ち」という表現』
掲載：『幕末・明治の残照100 戊辰戦争』
掲載：「会津籠城四人組 教育立国を支えた会津藩の子弟たち」
掲載：「カンピョウの来た道」
掲載：『幕末・明治の残照99 江戸無血開城』
掲載：『歴史の坂道35 山川健次郎に見る「明治の気骨」』
掲載：『幕末・明治の残照98 「艦隊三分の計」』

伊那市刊
ワック
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
ワック
東京新聞
東京新聞
集英社文庫
花園神社社務所
日本経済新聞社
東京新聞
東京新聞
朝日新聞出版

執筆 (2017年7月～12月）
連載中

花園神社社報「花その」
東京新聞、中日新聞、北陸中日新聞、県民福井
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
東京新聞
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「幕末・明治の残照」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
12月

記事名(書籍名/タイトルなど）
オピニオン誌「伝統と革新」28号
WiLL 2月号
中日新聞(12月19日)北陸中日新聞・県民福井(22日)東京新聞(24日)
中日新聞(12月12日)北陸中日新聞・県民福井(15日)東京新聞(17日)
中日新聞(12月5日)北陸中日新聞・県民福井(8日)東京新聞(10日)

出版社(所）、主催者他
たちばな出版
ワック
東京新聞
東京新聞
東京新聞

形態
掲載：「わが幕末小史」（特集「明治維新百五十年 国難打開と日本の近代」）
掲載：『歴史の足音14 松平容保はなぜ賊徒とみなされたのか』
掲載：『幕末・明治の残照97 トコトンヤレ節』
掲載：『幕末・明治の残照96 将軍の敵前逃亡』
掲載：『幕末・明治の残照95 官軍対賊軍』

11月

10月

9月

8月

7月

花園神社社報「花その」（11月26日（第271号）
中日新聞(11月28日)北陸中日新聞・県民福井(12月1日)東京新聞(12月
3日)
WiLL 1月号
中日新聞(11月21日)北陸中日新聞・県民福井(24日)東京新聞(26日)
「食」のエッセイ「あの時あの味」
中日新聞(11月14日)北陸中日新聞・県民福井(17日)東京新聞(19日)
中日新聞(11月7日)北陸中日新聞・県民福井(10日)東京新聞(12日)
花園神社社報「花その」（10月26日（第270号）

花園神社社務所

掲載：『歴史の坂道34 武士はなぜ和歌を詠むのか』

東京新聞

掲載：『幕末・明治の残照94 薩邸焼討』

ワック
東京新聞
フジ日本精糖株式会社
東京新聞
東京新聞
花園神社社務所

新刊ニュース 2017年11月号

株式会社トーハン

中日新聞(10月31日)北陸中日新聞・県民福井(11月3日)東京新聞(5日)
文藝春秋12月特別増刊号「西郷隆盛を知る」
WiLL 12月号
中日新聞(10月24日)北陸中日新聞・県民福井(27日)東京新聞(29日)
中日新聞(10月17日)北陸中日新聞・県民福井(20日)東京新聞(22日)
花園神社社報「花その」（9月26日（第269号）
WiLL 11月号
中日新聞(10月3日)北陸中日新聞・県民福井(6日)東京新聞(8日)
月刊 武道 10月号
中日新聞(9月26日)北陸中日新聞・県民福井(29日)東京新聞(10月1日)
「食」のエッセイ「あの時あの味」
中日新聞(9月19日)北陸中日新聞・県民福井(22日)東京新聞(24日)
中日新聞(9月12日)北陸中日新聞・県民福井(15日)東京新聞(17日)
花園神社社報「花その」（8月27日（第268号）
中日新聞(9月5日)北陸中日新聞・県民福井(8日)東京新聞(10日)
北國文華2017秋第73号
中日新聞(8月29日)北陸中日新聞・県民福井(9月1日)東京新聞(9月3
日)
WiLL 10月号
福島民友新聞（8月21日）
福島民友新聞（8月14日）
福島民友新聞（8月7日）
中日新聞(8月22日)北陸中日新聞・県民福井(25日)東京新聞(27日)
中日新聞(8月15日)北陸中日新聞・県民福井(18日)東京新聞(20日)
復刻『幕末血涙史 附「幕末史譚・天野八郎伝」』（山崎有信 著）巻末
時空旅人ベストシリーズ 新撰組 その始まりと終わり
中日新聞(8月8日)北陸中日新聞・県民福井(11日)東京新聞(13日)
福島民友新聞（7月31日）
花園神社社報「花その」（7月26日（第267号）
中日新聞(8月1日)北陸中日新聞・県民福井(4日)東京新聞(6日)
WiLL 9月号

東京新聞
文藝春秋
ワック
東京新聞
東京新聞
花園神社社務所
ワック
東京新聞
日本武道館
東京新聞
フジ日本精糖株式会社
東京新聞
東京新聞
花園神社社務所
東京新聞

掲載：『歴史の足音13 孝明天皇はなぜ幕府に威丈高だったか』
掲載：『幕末・明治の残照93 旧幕府軍の下坂』
掲載：「鳴門の若布」
掲載：『幕末・明治の残照92 要求は二百万石』
掲載：『幕末・明治の残照91 居直り吉之助』
掲載：『歴史の坂道33 名著の賞味期限−和辻哲郎『風土』の場合』
掲載：アンケート記事（読書週間アンケート特集「人気著者が教える“! の秋”にオス
スメの1冊」）
掲載：『幕末・明治の残照90 小御所会議』
掲載：「死にたがりの肥満漢」（特集『私にとって「西郷隆盛」とは』）
掲載：『歴史の足音12 英雄と悪人の作り方・作られ方』
掲載：『幕末・明治の残照89 王政復古へ』
掲載：『幕末・明治の残照88 謀略家肌の西郷』
掲載：『歴史の坂道32 『坊ちゃん』の「幕臭」について』
掲載：『歴史の足音11 「天誅組」を「天忠組」とする欺瞞』
掲載：『幕末・明治の残照87 坂本龍馬の最期』
掲載：「晴空一鶴」（「色紙に書く座右の銘」）
掲載：『幕末・明治の残照86 密勅は偽造文書』
掲載：「雄鶏とアレルギー」
掲載：『幕末・明治の残照85 最後は砲撃芝居』
掲載：『幕末・明治の残照84 大政奉還建白運動』
掲載：『歴史の坂道31 大政奉還か「砲撃芝居」か』
掲載：『幕末・明治の残照83 倒幕から討幕へ』
掲載：特集「学府金沢を創った知の源流」に『藩校エリートが幕末を動かした』

東京新聞

掲載：『幕末・明治の残照82 権力への意志』

ワック
福島民友新聞社
福島民友新聞社
福島民友新聞社
東京新聞
東京新聞
マツノ書店
サンエイムック
東京新聞
福島民友新聞社
花園神社社務所
東京新聞
ワック

掲載：『歴史の足音10 旧幕府軍の必勝戦略「艦隊三分の計」』
掲載：【維新再考・識者に聞く】中村彰彦（７）逆風耐え明治を生きた
掲載：【維新再考・識者に聞く】中村彰彦（６）籠城で学んだ命の重み
掲載：【維新再考・識者に聞く】中村彰彦（５）謎多い“白虎隊の悲劇”
掲載：『幕末・明治の残照81 病死説と毒殺説』
掲載：『幕末・明治の残照80 孝明天皇の逆鱗』
掲載：推薦文「『幕末血涙史＋天野八郎伝』の妙味」（再録）
掲載：「“新選組”とは何者だったのか？」
掲載：『幕末・明治の残照79 二十二人の列参』
掲載：【維新再考・識者に聞く】中村彰彦（４）幕府の国防 会津が先導
掲載：『歴史の坂道30 ハーンの愛した石仏はなぜ動いたか』
掲載：『幕末・明治の残照78 慶喜の二枚舌討』
掲載：『歴史の足音9 幕末長州藩の「差別の論理」』

福島民友新聞（7月24日）
中日新聞(7月25日)北陸中日新聞・県民福井(28日)東京新聞(30日)
福島民友新聞（7月17日）
福島民友新聞（7月10日）
「食」のエッセイ「あの時あの味」
復刻『幕末血涙史 附・天野八郎伝』パンフレット
中日新聞(7月11日)北陸中日新聞・県民福井(14日)東京新聞(16日)
花園神社社報「花その」（6月26日（第266号）
中日新聞(7月4日)北陸中日新聞・県民福井(7日)東京新聞(9日)

福島民友新聞社
東京新聞
福島民友新聞社
福島民友新聞社
フジ日本精糖株式会社
マツノ書店
東京新聞
花園神社社務所
東京新聞

掲載：【維新再考・識者に聞く】中村彰彦（３）忠誠を貫き悲痛の決断
掲載：『幕末・明治の残照77 第二次長州追討』
掲載：【維新再考・識者に聞く】中村彰彦（２）差別を生んだ順逆史観
掲載：【維新再考・識者に聞く】中村彰彦（１）容保に絶大な信頼
掲載：「韓国の蛤粥、台湾の牡蠣の卵とじ」
掲載：推薦文「『幕末血涙史＋天野八郎伝』の妙味」
掲載：『幕末・明治の残照76 薩長同盟成る』
掲載：『歴史の坂道29 江戸幕府の「首都防衛計画」』
掲載：『幕末・明治の残照75 薩長和解の端緒』

執筆 (2017年1月～6月）
連載中

花園神社社報「花その」
東京新聞、中日新聞、北陸中日新聞、県民福井
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
東京新聞
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「幕末・明治の残照」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
6月

記事名(書籍名/タイトルなど）
歴史REAL「関ヶ原」
中日新聞(6月27日)北陸中日新聞・県民福井(30日)東京新聞(7月2日)
WiLL 8月号
オール讀物7月号「戦国の大逆転」
中日新聞(6月20日)北陸中日新聞・県民福井(23日)東京新聞(25日)
中日新聞(6月13日)北陸中日新聞・県民福井(16日)東京新聞(18日)
中日新聞(6月6日)北陸中日新聞・県民福井(9日)東京新聞(11日)
花園神社社報『花その』2017年5月20日（第265号）
中日新聞(5月30日)北陸中日新聞・県民福井(6月2日)東京新聞(6月4
日)
WiLL 7月号
中日新聞(5月23日)北陸中日新聞・県民福井(26日)東京新聞(28日)
「食」のエッセイ「あの時あの味」
花園神社社報「花その」（4月20日（第264号）
中日新聞(5月16日)北陸中日新聞・県民福井(19日)東京新聞(21日)
中日新聞(5月9日)北陸中日新聞・県民福井(12日)東京新聞(14日)
中日新聞(5月2日)北陸中日新聞・県民福井(5日)東京新聞(7日)
WiLL 6月号
中日新聞(4月25日)北陸中日新聞・県民福井(28日)東京新聞(30日)
中日新聞(4月18日)北陸中日新聞・県民福井(21日)東京新聞(23日)
読売新聞大阪版（4月25日）
復刻『元帥島村速雄伝』巻末
中日新聞(4月11日)北陸中日新聞・県民福井(14日)東京新聞(16日)
「食」のエッセイ「あの時あの味」

出版社(所）、主催者他
洋泉社
東京新聞
ワック
文藝春秋
東京新聞
東京新聞
東京新聞
花園神社社務所

形態
掲載：『宇喜多秀家はなぜ逃亡できたのか』
掲載：『幕末・明治の残照74 迷走また迷走』
掲載：『歴史の足音8 文豪森鷗外の「舞文曲筆」』
掲載：『戦国番くるわせ七番勝負』
掲載：『幕末・明治の残照73 強気な幕府』
掲載：『幕末・明治の残照72 薩長接近の端緒』
掲載：『幕末・明治の残照71 追討進まず』
掲載：建国祭記念講演「大和心の成熟と変容〜明治維新百五十周年を前に〜」

東京新聞

掲載：『幕末・明治の残照70 第一次長州追討』

ワック
東京新聞
フジ日本精糖株式会社
花園神社社務所
東京新聞
東京新聞
東京新聞
ワック
東京新聞
東京新聞
読売新聞
マツノ書店
東京新聞
フジ日本精糖株式会社

掲載：『歴史の足音7 「禁門の変」か「蛤御門の変」か』
掲載：『幕末・明治の残照69 禁門の変』
掲載：「高遠そばの旅」
掲載：『歴史の坂道28 勝海舟の紹介状を持った刺客』
掲載：『幕末・明治の残照68 池田屋事件』
掲載：『幕末・明治の残照67 空中分解』
掲載：『幕末・明治の残照66 参与会議』
掲載：『歴史の足音6 偽化石と偽史の作者たちは死なず』
掲載：『幕末・明治の残照65 公武合体の行方』
掲載：『幕末・明治の残照64 新撰組の登場』
コメント（新撰組関係記事）
掲載：推薦文「『元帥島村速雄伝』推薦の辞」（再録）
掲載：『幕末・明治の残照63 八・一八政変』
掲載：「ビルマのチキン・ドライカレー」

5月

4月

2月

1月

中日新聞(4月4日)北陸中日新聞・県民福井(7日)東京新聞(9日)
中日新聞(3月28日)北陸中日新聞・県民福井(31日)東京新聞(4月2日)
「伊那市ふるさとだより」21号（3月刊）
中日新聞(3月21日)北陸中日新聞・県民福井(24日)東京新聞(26日)
WiLL 5月号
琉球フォーラム3月号
歴史通4月号
復刻『元帥島村速雄伝』パンフレット
中日新聞(3月14日)北陸中日新聞・県民福井(17日)東京新聞(19日)
中日新聞(3月7日)北陸中日新聞・県民福井(10日)東京新聞(12日)
中日新聞(2月28日)北陸中日新聞・県民福井(3月3日)東京新聞(3月5
日)
WiLL 4月号
中日新聞(2月21日)北陸中日新聞・県民福井(24日)東京新聞(26日)
中日新聞(2月14日)北陸中日新聞・県民福井(17日)東京新聞(19日)
花園神社社報「花その」（9月1日（第260号）
中日新聞(2月7日)北陸中日新聞・県民福井(10日)東京新聞(12日)
中日新聞(1月31日)北陸中日新聞・県民福井(2月3日)東京新聞(2月5
日)
WiLL 3月号
中日新聞(1月24日)北陸中日新聞・県民福井(27日)東京新聞(29日)
フライデー増刊号（1月10日）
「食」のエッセイ「あの時あの味」
中日新聞(1月17日)北陸中日新聞・県民福井(20日)東京新聞(22日)
WiLL 2月号
中日新聞(1月10日)北陸中日新聞・県民福井(13日)東京新聞(15日)

東京新聞
東京新聞
伊那市役所
東京新聞
ワック
ワック出版
マツノ書店
東京新聞
東京新聞

掲載：『幕末・明治の残照62 朔平門外の変』
掲載：『幕末・明治の残照61 薩英戦争』
掲載：「幕末史を再勉強中」
掲載：『幕末・明治の残照60 馬関攘夷戦』
掲載：「歴史の足音5 『暗殺』という言葉はなぜ生まれたか」
掲載：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」
掲載：「強気過ぎた山中鹿介 弱気過ぎた小早川隆景」
掲載：推薦文「『元帥島村速雄伝』推薦の辞」
掲載：『幕末・明治の残照59 慶喜の腹痛』
掲載：『幕末・明治の残照58 攘夷期限』

東京新聞

掲載：『幕末・明治の残照57 京の様変わり』

ワック
東京新聞
東京新聞
花園神社社務所
東京新聞

掲載：「歴史の足音4 「大和心」と「大和魂」の違いは何か」
掲載：『幕末・明治の残照56 怒ったイギリス』
掲載：『幕末・明治の残照55 生麦事件』
掲載：『歴史の坂道27「佐川官兵衛討死之地」碑の再建なるか』
掲載：『幕末・明治の残照54 若き会津藩主』

東京新聞

掲載：『幕末・明治の残照53 朝廷の三事策』

ワック
東京新聞
講談社
フジ日本精糖株式会社
東京新聞
ワック
東京新聞

掲載：「歴史の足音3 「小栗上野介の埋蔵金伝説」を嗤う」
掲載：『幕末・明治の残照52 寺田屋騒動』
コメント（特集「武士もビビる『日本の女傑』たち」）
掲載：「熊本・五木村の豆腐の味噌漬け」
掲載：『幕末・明治の残照51 挙兵討幕の夢』
掲載：「歴史の足音2 松江城天守はなぜ国宝に指定されたか」
掲載：『幕末・明治の残照50 島津久光の登場』

執筆等 (2016年7月～12月）
連載中

花園神社社報「花その」
東京新聞、中日新聞、北陸中日新聞、県民福井
フジ日本精糖株式会社公式サイト「食」のエッセイ
月刊WiLL エッセイ

花園神社社務所
東京新聞
フジ日本精糖株式会社
ワック

「歴史の坂道」
「幕末・明治の残照」
「あの時あの味」
「歴史の足音」

日付
12月

記事名(書籍名/タイトルなど）
中日新聞(12月20日)北陸中日新聞・県民福井(23日)東京新聞(24日)
中日新聞(12月13日)北陸中日新聞・県民福井(16日)東京新聞(17日)
11月25日後藤正義『西南戦争警視隊戦記』復刻版
歴史通1月号
中日新聞(12月6日)北陸中日新聞・県民福井(9日)東京新聞(10日)
WiLL 1月号
別冊歴史人2016

出版社(所）、主催者他
東京新聞
東京新聞
マツノ書店
ワック出版
東京新聞
ワック
ベストセラーズ

形態
掲載：『幕末・明治の残照49 和宮、江戸へ』
掲載：『幕末・明治の残照48 遅刻した刺客』
掲載：推薦文「名著『西南戦争警視隊戦記』の復刻を喜ぶ」
掲載：「献身的に主家を支えた家老たち」
掲載：『幕末・明治の残照47 丙辰丸盟約』
掲載：「歴史の足音1 小判と金メダルは噛むべからず」
再掲：「孝明天皇毒殺の謎」

11月

10月

9月

8月

7月

中日新聞(11月29日)北陸中日新聞・県民福井(12月2日)東京新聞(3日)
中日新聞(11月22日)北陸中日新聞・県民福井(25日)東京新聞(26日)
「食」のエッセイ「あの時あの味」
中日新聞(11月15日)北陸中日新聞・県民福井(18日)東京新聞(19日)
『福島 街道物語』
中日新聞(11月8日)北陸中日新聞・県民福井(11日)東京新聞(12日)
中日新聞(11月1日)北陸中日新聞・県民福井(4日)東京新聞(5日)
公明新聞(10月26日)
中日新聞(10月25日)北陸中日新聞・県民福井(28日)東京新聞(29日)
朝日新聞（栃木版）
中日新聞(10月18日)北陸中日新聞・県民福井(21日)東京新聞(22日)

東京新聞
東京新聞
フジ日本精糖株式会社
東京新聞
福島民友新聞社
東京新聞
東京新聞
公明新聞
東京新聞
朝日新聞
東京新聞

一個人11月号

ベストセラーズ

歴史通11月号
マツノ書店復刻『西南戦争警視隊戦記』のパンフレット
中日新聞(10月4日)北陸中日新聞・県民福井(7日)東京新聞(8日)
「食」のエッセイ「あの時あの味」
中日新聞(9月27日)北陸中日新聞・県民福井(30日)東京新聞(10月1日)
中日新聞(9月20日)北陸中日新聞・県民福井(23日)東京新聞(24日)
中日新聞(9月13日)北陸中日新聞・県民福井(16日)東京新聞(17日)
中日新聞(9月6日)北陸中日新聞・県民福井(9日)東京新聞(10日)
中日新聞(8月30日)北陸中日新聞・県民福井(9月2日)東京新聞(3日)
中日新聞(8月23日)北陸中日新聞・県民福井(26日)東京新聞(27日)
中日新聞(8月16日)北陸中日新聞・県民福井(19日)東京新聞(20日)
「なぜ会津は希代の雄藩になったか」
歴史通9月号
中日新聞(8月9日)北陸中日新聞・県民福井(12日)東京新聞(13日)
中日新聞(8月2日)北陸中日新聞・県民福井(5日)東京新聞(6日)
中日新聞(7月26日)北陸中日新聞・県民福井(29日)東京新聞(30日)
マツノ書店刊『続会津資料叢書』
中日新聞(7月12日)北陸中日新聞・県民福井(15日)東京新聞(16日)
中日新聞(7月5日)北陸中日新聞・県民福井(8日)東京新聞(9日)

ワック出版
マツノ書店
東京新聞
フジ日本精糖株式会社
東京新聞
東京新聞
東京新聞
東京新聞
東京新聞
東京新聞
東京新聞
PHP研究所
ワック出版
東京新聞
東京新聞
東京新聞
マツノ書店
東京新聞
東京新聞

掲載：『幕末・明治の残照46 幕閣の空手形』
掲載：『幕末・明治の残照45 皇女和宮』
掲載：「会津の身知らず柿」
掲載：『幕末・明治の残照44 ふるアメリカに』
掲載：巻頭言『「街道物語」に寄せて』
掲載：『幕末・明治の残照43 異人斬り』
掲載：『幕末・明治の残照42 天誅というテロ』
掲載：『真田丸 大坂の陣とその後の史実』
掲載：『幕末・明治の残照41 勅諚返納問題』
掲載：青春スクロール母校群像記、宇都宮高校１
掲載：『幕末・明治の残照40 攘夷戦の大ボラ』
掲載：『日本遺産を旅する』に「加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡－人、技、心
－」
掲載：「将軍になりそこねた二人の男 義経と忠長」
掲載：推薦文「名著『西南戦争警視隊戦記』の復刻を喜ぶ」
掲載：『幕末・明治の残照39 大獄の裏表』
掲載：「アルゼンチンのビーフェ」
掲載：『幕末・明治の残照38 間部要撃策』
掲載：『幕末・明治の残照37 冬の時代へ』
掲載：『幕末・明治の残照36 安政の大獄』
掲載：『幕末・明治の残照35 百家争鳴』
掲載：『幕末・明治の残照34 嵐の予感』
掲載：『幕末・明治の残照33 勅旨伝達問題』
掲載：『幕末・明治の残照32 宿怨の発生』
出版：PHP新書
掲載：「豊臣秀吉はなぜ養子秀次を憎んだか」
掲載：『幕末・明治の残照31 コレラと赤牛』
掲載：『幕末・明治の残照30 将軍家茂の誕生』
掲載：『幕末・明治の残照29 不時登城』
掲載：下巻の巻末に推薦文「『続会津資料叢書』の読みどころ」を再録。
掲載：『幕末・明治の残照28 無勅許調印』
掲載：『幕末・明治の残照27 最新の東洋事情』

執筆等 (2016年1月～6月）
連載中

花園神社社報「花その」
東京新聞、中日新聞、北陸中日新聞、県民福井

花園神社社務所
東京新聞

「歴史の坂道」
「幕末・明治の残照」

日付
6月

記事名(書籍名/タイトルなど）
マツノ書店覆刻『続会津資料叢書』上下合本パンフレット
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)
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)

出版社(所）、主催者他
マツノ書店
東京新聞
東京新聞

形態
掲載：推薦文「『続会津資料叢書』の読みどころ」
掲載：『幕末・明治の残照26 条約締結問題』
掲載：『幕末・明治の残照25 南紀派の勝利』

5月

4月

3月

2月

1月

花園神社社報「花その」（7月1日 第260号）
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)
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)
「明治新選組」(文庫)
歴史通7月号
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)
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)
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)
花園神社社報「花その」（6月1日 第259号）
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)
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
歴史REAL「図解・大江戸八百八町」（5月9日）
WiLL 6月号(5月1日)
松江発見
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)
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)
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)
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)
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)
湖都松江 第31号
「疾風に折れぬ花あり」
花園神社社報「花その」（5月1日 第258号）
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)
読売新聞(3月27日)
伊那市 ふるさとだより第20号(3月発行)
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)
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)
「名君保科正之-歴史の群像」(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)
西東京市図書館発行誌
花園神社社報「花その」（4月1日 第257号）
文藝春秋SPECIAL 春号
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)
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)
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)
歴史通3月号
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)
花園神社社報「花その」（3月1日 第256号）
タウン通信(No.280)
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)
毎日新聞(1月31日)

花園神社社務所
東京新聞
東京新聞
光文社
ワック出版
東京新聞
東京新聞
東京新聞
花園神社社務所
東京新聞

掲載：『歴史の坂道25 加藤清正と熊本城』
掲載：『幕末・明治の残照24 井伊直弼の登場』
掲載：『幕末・明治の残照23 将軍家定の選択』
出版：光文社文庫
掲載：「熊本城物語」
掲載：『幕末・明治の残照22 一橋派対南紀派』
掲載：『幕末・明治の残照21 八十八人の列参』
掲載：『幕末・明治の残照⑳ 掘田正睦の涙』
掲載：『歴史の坂道24 田中玄宰が御家断絶を防いだ秘策』
掲載：『幕末・明治の残照⑲ 「聖断」を望む声』

在京会津高校同窓会
洋泉社
松江観光協会
東京新聞
東京新聞
東京新聞
東京新聞
東京新聞
松江市文化協会
PHP研究所
花園神社社務所
東京新聞
伊那市役所
東京新聞
東京新聞
河出書房新社
東京新聞
西東京市中央図書館
花園神社社務所
文藝春秋
東京新聞
東京新聞
東京新聞
ワック出版
東京新聞
花園神社社務所
株式会社タウン通信
東京新聞
毎日新聞

掲載：「江戸の町を救った男 保科正之」
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
掲載：「お城と湖の町」
掲載：『幕末・明治の残照⑱ 孝明天皇の決意』
掲載：『幕末・明治の残照⑰ 「日本の幸福」とは』
掲載：『幕末・明治の残照⑯ ハリスの情報』
掲載：『幕末・明治の残照⑮ 朝幕関係の変化』
掲載：『幕末・明治の残照⑭ 川路聖謨と金時計』
特別談話：「国宝松江城を造った堀尾吉晴」
出版：PHP研究所
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」』
掲載：『幕末・明治の残照⑬ 唐人お吉の真実』
掲載：「HONライン倶楽部・新選組の本」
掲載：近作二編
掲載：『幕末・明治の残照⑫ 力士と汽車と』
掲載：『幕末・明治の残照⑪ ぶらかし策』
出版：河出文庫
掲載：『幕末・明治の残照⑩ 諸大名の反応』
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
掲載：「歴史の坂道22 武田家の「五郎さま」と高遠の美談」
掲載：「大アンケート この36人が選んだ」
掲載：『幕末・明治の残照⑨ 水戸藩の「攘夷」』
掲載：「幕末・明治の残照⑧ 相談相手は徳川斉昭」
掲載：「幕末・明治の残照⑦ 阿部正弘という首相」
掲載：「家康が身震いして怖れた真田一族」
掲載：「幕末・明治の残照⑥ 小笠原諸島の奇跡 」
掲載：「歴史の坂道21 再説・江戸城天守閣は再建すべきか」
掲載：「歴史に埋もれた人物を掘り起こす」
掲載：「幕末・明治の残照⑤ 忘れられた大型船」
掲載：「昨日読んだ文庫」

「血闘！新選組」（アンソロジー）
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)

実業之日本社
東京新聞

オール讀物2月号

文藝春秋

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

週刊文春1月21日号

文藝春秋

北海道新聞(1月10日)
「乱世の名将 治世の名臣」(文庫)
「増補決定版 白虎隊」(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)
花園神社社報「花その」（2月1日 第255号）
「武士たちの作法 戦国から幕末へ」(文庫)

北海道新聞
講談社
PHP研究所
東京新聞
花園神社社務所
光文社

掲載：「五稜郭の夕日」
掲載：「幕末・明治の残照④ 斬った、斬られた」
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』
掲載：「幕末・明治の残照③ 天保世代とは」
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
× 諸田玲子」
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
出版：講談社文庫
出版：PHP文庫
掲載：「幕末・明治の残照② 能吏と密告者」
掲載：「歴史の坂道⑳ 「新選組」なる名称の由来は何か」
出版：光文社文庫

2015.12.28
「疾風に折れぬ花あり」11月号最終回
12/9最終回
「歴史の坂道」

執筆等 (2015年7月～12月）
連載中

文蔵
コラム「遠近法」
花園神社社報「花その」

PHP研究所
公明新聞
花園神社社務所

日付
12月

記事名(書籍名/タイトルなど）
東京新聞他3紙にて連載開始(1月5日)
山陰中央新報(12月17日)
中国新聞(12月8日)
コラム「遠近法」（12月9日）
歴史通1月号
花園神社社報「花その」（1月1日 第254号）
IMPERIAL No.92,2016

出版社(所）、主催者他
東京新聞
山陰中央新報
中国新聞
公明新聞
ワック出版
花園神社社務所
帝国ホテル

北國文華2016冬第66号

北國文華編集室

コラム「遠近法」（11月11日）
「三島事件もう一人の主役―烈士と呼ばれた森田必勝」
「戦国はるかなれど－堀尾吉晴の生涯」上・下巻
花園神社社報「花その」（12月1日 第253号）
湖都松江 第30号
東北特派員報告
文蔵11月号
「名城伝」（アンソロジー）
コラム「遠近法」（10月7日）
花園神社社報「花その」（11月1日 第252号）
文蔵10月号

公明新聞
ワック出版
光文社
花園神社社務所
松江文化情報誌
産経新聞
PHP研究所
ハルキ文庫
公明新聞
花園神社社務所
PHP研究所

11月
10月

9月

形態
掲載：「幕末・明治の残照」
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
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
掲載：「帯刀という名前」
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」
掲載：「歴史の坂道⑲ 勇者の生存伝説はなぜ生まれるか」
掲載：『真田丸と幸村－「日本一の兵」真田幸村、最後の戦い』
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」』
掲載：「真田幸村の「抜け穴伝説」」
出版：ワック
出版：単行本
掲載：「歴史の坂道⑱ 矢野五右衛門と宇喜多秀家」
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」
掲載：「東北の「偽書」騒動と旧石器捏造事件について」
掲載：「疾風に折れぬ花あり 最終回 勁草はるかに その二」
掲載：「開城の使者」
掲載：「史跡は動く」
掲載：「歴史の坂道⑰ 「さざれ石はなぜ巌となるのか」
掲載：「疾風に折れぬ花あり 第二十五回 勁草はるかに」

8月

7月

コラム「遠近法」（9月9日）
「明治無頼伝」（文庫）
花園神社社報「花その」（10月1日 第251号）
文蔵9月号
コラム「遠近法」（8月12日）
「決闘！関ヶ原」（アンソロジー）
歴史通9月号
花園神社社報「花その」（9月1日 第250号）
文蔵8月号
コラム「遠近法」（7月15日）
会津藩史料『大藩秘籍 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）

公明新聞
PHP研究所
花園神社社務所
PHP研究所
公明新聞
実業之日本社
ワック出版
花園神社社務所
PHP研究所
公明新聞
マツノ書店
花園神社社務所

掲載：「犬と狗」
出版：PHP文芸文庫
掲載：「歴史の坂道⑯ 「戦友別盃の歌」の読み方」
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」
掲載：「名奉行矢部定謙の名裁き」
掲載：「松野主馬は動かず」
掲載：「松野主馬 関ヶ原の抗命」
掲載：「歴史の坂道⑮ W・ウィリスの欠陥証言」
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」
掲載：「知恵伊豆と鯉の値段」
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』」
掲載：「歴史の坂道⑭ 城を買った二人の男」

執筆等 (2015年1月～6月）
連載中

日付
6月

5月

4月

2015.6.30
「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～」
「疾風に折れぬ花あり」

小説宝石
文蔵
コラム「遠近法」
花園神社社報「花その」

光文社
PHP研究所
公明新聞
花園神社社務所

記事名(書籍名/タイトルなど）
「大活字シリーズ『完本 保科肥後の守お耳帖』（上・中・下）」
コラム「遠近法」（6月17日）
小説宝石7月号
「鬼官兵衛烈風録」
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
花園神社社報「花その」（7月1日 第248号）
文蔵7月号
歴史通7月号
コラム「遠近法」（5月20日）
小説宝石6月号
文蔵6月号
花園神社社報「花その」（6月1日 第247号）
「書評大全（共同通信文化部編）」
「新選組全史 幕末・京都編」「戊辰・函館編」
東京人6月号 特集”ハンサムな女たち”
花園神社社報「花その」（5月1日 第246号）
コラム「遠近法」（4月22日）
小説宝石5月号
文蔵5月号

出版社(所）、主催者他
社会福祉法人埼玉福祉会出版部
公明新聞
光文社
日本経済新聞出版社

形態
刊行
掲載：「堀尾金助の母の想い」
掲載：｢戦国はるかなれど ～堀尾吉晴の生涯～ 最終回」
出版：日経文芸文庫

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』」

花園神社社務所
PHP研究所
ワック出版
公明新聞
光文社
PHP研究所
花園神社社務所
三省堂
文藝春秋
都市出版
花園神社社務所
公明新聞
光文社
PHP研究所

掲載：「歴史の坂道⑬ 「両国橋と愛本橋」
掲載：「疾風に折れぬ花あり 第二十二回 祈る女 その二」
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」
掲載：「男装の女武芸者」
掲載：｢戦国はるかなれど ～堀尾吉晴の生涯～ 第63回」
掲載：「疾風に折れぬ花あり 第二十一回 祈る女」
掲載：「歴史の坂道⑫ 「荒城の月」と三つの名城」
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）」
出版：春秋文庫
掲載：「松田 察」
掲載：「歴史の坂道⑪ 目黒と高遠のお静地蔵」
掲載：「加賀藩の「おちょぼ」」
掲載：｢戦国はるかなれど ～堀尾吉晴の生涯～ 第62回」
掲載：「疾風に折れぬ花あり 第二十回 往く人 来る人 その二」

「歴史の坂道」

3月

2月

1月

歴史通5月号

ワック出版

週刊現代4月4日号

講談社

「伊那市ふるさとだより」第19号
コラム「遠近法」（3月25日）

伊那市
公明新聞

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

毛利家史料『もりのしげり』
小説宝石4月号
文蔵4月号
花園神社社報「花その」（4月1日 第244号）
コラム「遠近法」（2月18日）
小説宝石3月号
文蔵3月号
毛利家史料『もりのしげり』パンフレット
花園神社社報「花その」（3月1日 第242号）
「真田三代風雲録」上・下巻
コラム「遠近法」（1月21日）
「幕末維新史の定説を斬る」
小説宝石2月号
文蔵2月号
花園神社社報「花その」（2月1日 第241号）

マツノ書店
光文社
PHP研究所
花園神社社務所
公明新聞
光文社
PHP研究所
マツノ書店
花園神社社務所
実業之日本社
公明新聞
講談社
光文社
PHP研究所
花園神社社務所

掲載：「黄海海戦 伊東祐亨・島村速雄がみせた”勝利の采配”」
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
寄稿：「原稿の枚数と暮らしの変化」
掲載：「「はちきん」と板額」
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」
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。
掲載：｢戦国はるかなれど ～堀尾吉晴の生涯～ 第61回」
掲載：「疾風に折れぬ花あり 第十九回 往く人 来る人」
掲載：「歴史の坂道⑩ 敬って申す祈願の事」
掲載：「巫女と英雄」
掲載：｢戦国はるかなれど ～堀尾吉晴の生涯～ 第60回」
掲載：「疾風に折れぬ花あり 第十八回 蚕とともに その二」
寄稿：推薦文「『もりのしげり』の使い方」
掲載：「歴史の坂道⑨ 会津藩校日新館の水準は」
出版：実業之日本社文庫
掲載：「人生三十年」
出版：講談社文庫
掲載：｢戦国はるかなれど ～堀尾吉晴の生涯～ 第59回」
掲載：「疾風に折れぬ花あり 第十七回 蚕とともに」
掲載：「歴史の坂道⑧ リンゴ第一号は「緋の衣」」

執筆等 (2013年2月～2014年12月）
※過去の執筆については、準備中です。
連載中

日付
2014年
12月

小説宝石
文蔵
コラム「遠近法」
花園神社社報「花その」
記事名(書籍名/タイトルなど）
「戊辰転々録」
IN★POCKET1月号
文藝春秋1月号
小説宝石1月号
文蔵1月号
コラム「遠近法」（12月11日）
花園神社社報「花その」（1月1日 第240号）
歴史人 1月号
IMPERIAL No.88,2015

光文社
PHP研究所
公明新聞
花園神社社務所
出版社(所）
中央公論新社
講談社文庫
文藝春秋
光文社
PHP研究所
公明新聞
花園神社社務所
ベストセラーズ
帝国ホテル

2015.3.31
「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～」
「疾風に折れぬ花あり」

形態
出版：中公文庫
掲載：「幕末は謎だらけ」
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」
掲載：「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～ 第58回」
掲載：｢疾風に折れぬ花あり 第16回 江戸から来た男 その二」
掲載：「毒殺事件余波」
掲載：歴史の坂道⑦ 佐川官米兵衛」
掲載：「天皇暗殺！疑惑の真相に迫る – 孝明天皇毒殺の謎」
エッセイ掲載：「サイパンの夜の浜辺」

11月

10月

9月

8月

7月
6月

5月

4月

3月
2月

1月

｢全国藩校紀行」
歴史人 12月号
小説宝石12月号
文蔵12月号
花園神社社報「花その」12月1日号
コラム「遠近法」（11月19日）
小説宝石11月号
文蔵11月号
『思い出の中山義秀文学賞』（中山義秀文学賞第20回記念誌）
コラム「遠近法」（10月15日）
花園神社社報「花その」11月1日号
花園神社社報「花その」10月1日号
文蔵10月号
コラム「遠近法」（9月17日）
抒情文芸第152号
週刊現代9月13日号
花園神社社報「花その」9月1日号
｢会津の怪談」
コラム「遠近法」（8月20日）
文蔵9月号
歴史通 9月号
花園神社社報「花その」8月1日号
コラム「遠近法」（7月23日）
花園神社社報「花その」7月1日号
コラム「遠近法」（6月25日）
会津会会報 第120号
歴史通 7月号
コラム「遠近法」（5月28日）

PHP研究所
ベストセラーズ
光文社
PHP研究所
花園神社社務所
公明新聞
光文社
PHP研究所
中山義秀顕彰会
公明新聞
花園神社社務所
花園神社社務所
PHP研究所
公明新聞
抒情文芸刊行会
講談社
花園神社社務所
廣済堂出版
公明新聞
PHP研究所
ワック出版
花園神社社務所
公明新聞
花園神社社務所
公明新聞
会津会
ワック出版
公明新聞

百冊百話（高橋一清著）

青志社

文藝春秋6月号
コラム「遠近法」（4月23日）

文藝春秋
公明新聞

歴史街道5月号

PHP研究所

伊那市ふるさとだより第18号
コラム「遠近法」（3月26日）
「ある幕臣の戊辰戦争-剣士伊庭八郎の生涯」
コラム「遠近法」（2月19日）
歴史通3月号
「跡を濁さず 家老列伝」
東京人3月号
コラム「遠近法」（1月22日）

伊那市役所
公明新聞
中央公論新社
公明新聞
ワック出版
文藝春秋
都市出版
公明新聞

出版：PHP文庫
掲載：「戊辰戦争の戦場は北へ - 会津・長岡・箱館の死闘を追う」
掲載：「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～ 第57回」
掲載：｢疾風に折れぬ花あり 第15回 江戸から来た男」
掲載：歴史の坂道⑥ 「直江兼続と斎藤一」
掲載：「お徳の方毒殺事件」
掲載：「戦国はるかなれど～堀尾吉晴の生涯～ 第56回」
掲載：｢疾風に折れぬ花あり 第14回 陣馬街道 その二」
エッセイ寄稿
掲載：「お万の方とお塩の方」
掲載：歴史の坂道⑤ 「人口を増加させた名君」
掲載：歴史の坂道④ 「まぼろしの若松の森」
掲載：｢疾風に折れぬ花あり 第13回 陣馬街道」
掲載：「薄幸なお菊の方」
掲載：「不意に刀が届く話」
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」
掲載：歴史の坂道③ 「土津神社と束松峠」
出版：単行本
掲載：「甦ったお静地蔵」
掲載：｢疾風に折れぬ花あり 第12回 お身代わり その2」
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
掲載：歴史の坂道② 「｢会藩国替名残歌」の世界へ」
掲載：「お静と武田家の姉妹」
掲載：｢今日の会津士魂」
掲載：「お静とお江与の方」
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」
掲載：「還暦ゴジラ 咆哮（ほうこう）、いまだ止（や）まず！」
掲載：「信玄の次女・見性院」
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”）
掲載：鼎談書評「BOOK倶楽部」今月のゲスト
掲載：「信松院の二人の身代わり」
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」
掲載：「武田松姫のことなど」
掲載：「信松院こと武田松姫」
出版：中公新書
掲載：「仁科盛信とお花」
掲載：対談「甲年の年に！馬は人を馬鹿にしている！？」
出版：文春庫本
掲載：特集「小塚原回向院」
掲載：「武田勝頼と北条夫人」

2013年
12月
11月
10月

7月
5月
2月

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」

歴史通2014年1月号
杉本章子著「東京影同心」
オール讀物12月号
「花ならば花咲かん 会津藩家老・田中玄宰」
文藝春秋SPECIAL季刊冬号

ワック出版
講談社
文藝春秋
PHP研究所
文藝春秋

文藝春秋11月号

文藝春秋

歴史通11月号
講演（宇都宮商工会議所）(10月8日)
「武士たちの作法 戦国から幕末へ」
「会津論語」
「会津のこころ」

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」
掲載：解説「杉本章子さんの描く幕末維新」
掲載：”追悼・連城三紀彦”「連城さんの無茶な注文」
出版：PHP文芸文庫
掲載：「日本史を動かした10人の軍師 ”直江兼続”」
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」
掲載：「浅野殿は色狂い」
講演
出版：単行本
出版：PHP文庫
出版：PHP文庫

光文社
PHP研究所
PHP研究所

