
氏名 千田嘉博

・考古学特殊研究Ⅰ、考古学特殊研究Ⅱ

通信教育部担当科目
・文化財学演習Ⅱ（スクーリング年２回、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め遠隔で実施）
・卒業論文

　【学内活動】
（学内職歴を含む）

　全学情報委員を務め、学科において『文化財学報』の編集委員を担当した。

所属学会

研究課題

　【教育上の特記事項】

　【社会的活動】

　新型コロナウイルス感染拡大を防止しつつ、演習などの少人数講義では、対面の講義を最大限効果
的に行うよう努め、通信教育部ではスクーリングの遠隔化に対応して、スクーリングの意図や研究の方法
を懇切に説明した動画を受講生に配信して好評を得た。通学部においては学修不振の学生に対して
様々な方法を駆使して連絡を取り、ともに考えて学修が円滑に進むよう助力に努めた。

　青森県弘前城、愛知県犬山城・名古屋城、三重県松坂城、石川県七尾城・金沢城、熊本県熊本城な
どで、専門家として求めに応じて、調査・研究と整備・活用の推進に関わった。奈良国立博物館評議
員、永青文庫評議委員、文化財石学保存技術協議会評議員、よみがえれ佐賀城本丸御殿特別展アン
バサダーを務め、新たに姫路ふるさと大使に就任した。

授業科目

城郭考古学

最終学歴

　【研究上の特記事項】

　16１４年（慶長１９）の大坂冬の陣について史料・資料を読み直し、大坂籠城の決断の前提に、洪水作
戦があったことを明らかにして、その実像を可視化して分析した。最新の高精細航空レーザ測量にもと
づく地形復元、ワークステーションによる洪水シミュレーションなど、文理融合研究により、豊臣方による
堤防の破壊と徳川方による修復と排水路の設置など、巨大土木工事が戦いの趨勢に大きな影響を与え
たのを突きとめた。この成果はNHK BSスペシャル「決戦！大坂の陣」、NHK総合「歴史探偵」として全国
放送された。次年度論文としてまとめる予定である。

学部担当科目

・文化財演習Ⅰ、文化財情報学、世界考古学
・考古学特殊講義（七）、考古学特殊講義（八）
・考古学講読Ⅰ（三）、考古学講読Ⅱ（三）
・基礎演習Ⅱ、考古学演習Ⅰ（五）、考古学演習Ⅲ(五）、考古学演習Ⅱ（五）、
　考古学演習Ⅳ（五）、卒業論文

大学院修士課程
担当科目
（博士前期課程含）

・考古学特殊講義Ⅰ（二）、考古学特殊講義Ⅱ（二）
・考古学演習Ⅰ（二）、考古学演習Ⅱ（二）

専門分野

大学院博士後期課程
担当科目

令　和　３　年　度　　教　育　研　究　業　績　書

取得学位

日本考古学協会、考古学研究会

城郭と都市の考古学的研究および遺跡の保護と活用の研究

奈良大学 文学部 文化財学科

大阪大学 博士（文学）
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⑧「兵糧攻めから総攻撃へ」 2022年3月 『戦国のキリシタンたち』 ホビージャパン、７６−７７頁

②「豊臣大坂城惣構え堀の発
見」

2022年3月
大阪府医師協同組合新庁
舎解説板

⑩「原城の出土物に見る信仰
と戦い」

2022年3月

⑨「規律を守って戦った一揆
軍籠城の実態」

2022年3月 『戦国のキリシタンたち』 ホビージャパン、７８−７９頁

2022年3月 『戦国のキリシタンたち』 ホビージャパン、７２−７３頁

⑦「一揆軍と幕府軍の駆け引
き」

2022年3月

⑤「立ち上がった天草・島原の
人びと」

2022年3月

ホビージャパン、７４−７５頁『戦国のキリシタンたち』

『戦国のキリシタンたち』 ホビージャパン、８０−８１頁

『戦国のキリシタンたち』 ホビージャパン、７０−７１頁

③「城づくりはまちづくり、まち
づくりは家づくり−徳川家康は
生きる場所をどうつくりあげた
か−」

2022年3月 『文藝春秋』 第１００巻第３号、巻頭頁

④「島原の乱の背景と経緯を
追う」

2022年3月 『戦国のキリシタンたち』 ホビージャパン、６６−６９頁

⑥「３ヵ月におよぶ籠城のはじ
まり」

講談社2021年8月

『TRAVEL JOURNAL』2021年7月 ２０２１年７月１２日号
①「城の価値最大化の鍵−歴
史研究者の視点」

発行又は
発表の年月

単著､
共著
の別

概　　　　　　　要

（著書）

著書､学術論文等の名称

研究業績[著書、学術論文等]

発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名称

③『新説 戦乱の日本史』 2021年8月 SBクリエイティブ SB新書５５２、2３7頁

⑤『絶対行きたくなる！ニッポ
ン不滅の名城DVD』

NHKエンタープライズ DVD５枚組、書き下ろし解説冊子

①『考古学から探る日本の城
郭』

2021年7月 宝島社 ９５頁

④『名城を訪ねる旅　西日本
編』

2021年10月 講談社

②『名城を訪ねる旅　東日本
編』

１４６頁

１４４頁

（学術論文）

2021年10月
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⑨「福井の城の魅力」 2021年7月17日 福井市文化講演 リモート講演

①「二条城の魅力」

⑧「城から考える歴史−松江
城」

2021年7月16日

網走市文化講演会

2021年7月31日 徳川みらい学会 静岡市

⑮「北海道の城」 2021年8月19日

中日新聞、東海テレビ

2021年5月23日

⑫「城から考える歴史−和歌山
城」

2021年7月29日
内外情勢調査会・和歌山支
部

時事通信社

⑬「駿府城の発掘成果を考え
る」

内外情勢調査会・松江支部 時事通信社

2021年5月4日

京都洛中ロータリークラブ

二条城配信講演

2021年6月26日

2021年6月9日
近畿商工会議所・女性会連
合会総会・奈良大会

⑤「戦国の女性」

⑦「金鯱の歴史的意義」

大会招待講演

⑭「洛中洛外の城」 2021年8月17日

まいまい京都、二条城事務所

東京都、幻冬舎幻冬舎講演会

（学会発表）

⑪「織田信長と津島」 2021年7月24日 津島市講演会 津島神社

名古屋市、テレピアホール

⑥「城から考える歴史−高知
城」

2021年6月17日 内外情勢調査会・高知支部 時事通信社

⑩「山口の城から歴史を読む」 2021年7月22日 山口県光市文化講演 山口県光市

③「Conferencia Online
"Castillos y ciudadelas
japoneses"」

②「城郭考古学の冒険」

東海ラジオ インタビュー

2021年5月9日 国際交流基金

④「東海の城」 2021年6月3日

スペイン、ハンガリーほかヨーロッパ各
国と繋いで遠隔講演
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⑲「延岡城の歴史的意義」 2021年10月7日 延岡市文化講演 宮崎県延岡市、春風亭昇太氏と共に

東京都

⑯「城づくりはまちづくり、まち
づくりは家づくり−徳川家康は
生きる場所をどうつくりあげた
か−」

2021年9月10日 ダイワハウス文化フォーラム

⑳「綺羅星の如く」 2021年10月17日
特別展「綺羅星の如く」記念
講演

佐賀県立名護屋城博物館

㉑「日本の近世城郭と金沢
城」

2021年10月23日
石川県金沢城調査研究所
設立20周年記念シンポジウ
ム

石川県、石川県金沢城調査研究所

⑱「Conferencia Online
"Castillos y ciudadelas
japoneses"」

2021年9月26日 国際交流基金
ブルガリア・ソフィア大学と繋いで遠隔
講演

Reライフ・フェスティバル 朝日新聞社、配信講演

⑰「戦国の城から学ぶ危機管
理」

2021年9月19日 Reライフ・フェスティバル 朝日新聞社、配信講演

㉒「戦国の城から学ぶ危機管
理」

2021年9月19日

㉓「Conferencia Online
"Castillos y ciudadelas
japoneses"」

2021年9月26日 国際交流基金
ブルガリア・ソフィア大学と繋いで遠隔
講演

㉔「延岡城の歴史的意義」 2021年10月7日 延岡市文化講演 宮崎県延岡市、春風亭昇太氏と共に

㉕「綺羅星の如く」 2021年10月17日
特別展「綺羅星の如く」記念
講演

佐賀県立名護屋城博物館

㉖「日本の近世城郭と金沢
城」

2021年10月23日
石川県金沢城調査研究所
設立20周年記念シンポジウ
ム

石川県、石川県金沢城調査研究所

㉗「桑折西山城の歴史的価
値」

2021年10月31日
全国山城サミット・桑折大会
基調講演

福島県桑折町

㉘「広島城から考える歴史」 2021年11月2日 広島ロータリークラブ講演 広島ロータリークラブ

㉙「武田の城」 2021年11月3日
武田信玄生誕450年記念シ
ンポジウム

山梨県甲府市

㉚「武田信玄・勝頼の城」 2021年11月4日
武田信玄生誕450年記念講
演

山梨県甲府市
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㉛「奈良の城の謎を探る」 2021年11月8日 奈良コープ感謝の集い 奈良コープ、日航ホテル奈良

㉜「奈良の城・桜井の城」 2021年11月13日 桜井市 土舞台顕彰会 桜井市

㉞「日本の城から歴史を読む」 2021年11月18日 JPNサロン 大阪市、セミナーブレーン協会

㉟「城から考える愛知の歴史」 2021年11月26日 中部経済同友会講演 名古屋市、中部経済同友会

㊱「水前寺成趣園−熊本城と
細川綱利」

2021年11月27日
水前寺成趣園350年記念シ
ンポジウム

熊本市、水前寺成趣園

㊲「山城から解き明かす石見
銀山」

2021年12月4日
世界遺産石見銀山・島根の
世界遺産講座

島根県大田市

㊳「小田原城と北条氏の城」 2021年12月11日 小田原文化財団レクチャー 小田原市、小田原文化財団

㊶「千田先生と行く最強で不
滅の城ライブ」

2021年12月19日

㉝「奈良の城の謎を探る」 2021年11月17日 奈良コープ感謝の集い
奈良コープ、THE KASHIHARA -
DAIWA ROYAL HOTEL

㊴「東三河の城」 2021年12月17日 豊橋市講演会 豊橋市

朝日新聞社配信講演 朝日新聞大阪本社

㊵「城郭考古学から考える日
本の城と世界の城」

2021年12月19日 お城EXPO2021 横浜市、パシフィコ横浜

㊸「天主の成立の謎を解く」 2022年1月8日 長岡京市講演会 長岡京市

㊹「佐賀城と佐賀の城」 2022年1月9日
佐賀県男女共同参画セン
ター講演

佐賀市

㊺「姫路城の歴史と構造」 2022年1月18日

㊷「VRで城体験」 2021年12月19日 お城EXPO2022 横浜市、パシフィコ横浜、凸版印刷

お城EXPO2021 横浜市、パシフィコ横浜
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単51「岡山城を考える」 2022年3月22日 山陽新聞社講演会 岡山市

㊼「愛知の城の魅力」 2022年2月22日
愛知県観光フォーラムin知
多

愛知県、愛知県観光協会、知多市

姫路城 姫路市役所

㊻「日本の城の歴史と構造」 2022年2月17日 東京経営者協会 遠隔配信講演

内外情勢調査会・南大阪支
部

時事通信社

㊿「国宝・世界遺産姫路城跡
プレミアムガイド」

2022年3月19日

㊽「城から考える歴史−岐阜
城・大垣城」

2022年2月28日
内外情勢調査会・岐阜支
部、大垣支部

時事通信社

㊾「城から考える歴史−大坂
城」

2022年3月7日



単

単

単

単

単

単

単

単

単

単

単

単

単

単

単

⑩「歴史に翻弄された武士た
ちの思いが宿る−松本城」

2021年10月 『１１９４』 Vol.17４、三菱電機ビルテクノサービス

⑬「四季を感じる城−弘前城」 2021年12月 『１１９４』 Vol.17４、三菱電機ビルテクノサービス

⑦「櫓と石垣 価値守る難しさ」 2021年7月 『熊本日日新聞』

Vol.17３、三菱電機ビルテクノサービス
⑥「多様性に寄り添う城跡整
備−金沢城」

2021年7月 『１１９４』

⑫「My Story-自分らしく生きる
城郭考古学者 千田嘉博さん」

2021年11月 『日本経済新聞』 11月17日朝刊、全国版、18−19面

⑧「戦国時代の人びとの心」 2021年9月 『月刊住職』 第274号、興山舎

Vol.172、三菱電機ビルテクノサービス『１１９４』⑤「桜と城の相性いかに」 2021年4月

2021年11月 『週刊現代』 １１月８日号

（その他）

③「千田先生のお城探訪」 2021年4月−2022年3月 『朝日新聞』関西・中部版 毎週連載

①「城の旅」 2021年4月−2022年3月

②「お城探偵」 2021年4月−2022年3月

④「守りのくふうを知ることで城
めぐりは数倍楽しくなる」

2021年4月 『日本三百名城』 中央公論新社

『産経新聞』全国版 月1連載

『医師協Times』大阪府医師
協同組合

月1連載

⑨「文化財修復　価値と安全
両立」

2021年10月 『熊本日日新聞』 １０月２６日掲載

⑪「書評『塞王の楯』」

⑮「『塞王の楯』刊行記念【対
談】千田嘉博×今村翔吾（後
編） 城と殿様、民の関わり」

2021年12月 『好書好日』
朝日新聞社、
https://book.asahi.com/article/144910
56

⑭「『塞王の楯』刊行記念【対
談】千田嘉博×今村翔吾（前
編） 城と石垣から見る、矛盾と
は」

2021年12月 『好書好日』
朝日新聞社、
https://book.asahi.com/article/144910
56
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2022年2月 『NHK PR』 HP
https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/or
iginal.html?i=33252

6月19日OA

2021年12月 『小学８年生』 小学館

⑰「城と蕎麦の記憶」 2022年2月 『新そば』

㉚「ニッポン不滅の名城−一乗
谷」

2021年6月 NHK BSプレミアム 6月26日OA

㉘「世界ふしぎ発見！−歴史
を変えた名城スペシャル」

2021年6月

⑯「やりすぎ名城」

第１７０号、北白川書房

㉔「日本最強の城スペシャル」 2021年4月 NHK 総合 4月28日OA

⑲「“城マスター”千田嘉博先
生がCGで復元！竹田城の姿
とは！？」

㉗「愛知の城−古宮城」 2021年5月 中京テレビ『キャッチ』
「春風亭昇太と恩田千佐子のオモ城さ
んぽ」ゲスト出演、5月25日OA

㉕「ニッポン不滅の名城−岡山
城」

2021年4月 NHK BSプレミアム 4月28日OA

TBSテレビ

https://hamamatsu-
ieyasu.com/column/column1/

4月10日OA
㉒「ニッポン不滅の名城−天下
人の天守スペシャル」

NHK BSプレミアム2021年4月

⑳「日本のお城から考える歴
史」

『関西ラジオワイド』 NHK大阪拠点放送局、4月22日OA

⑱「姫路城」 2022年2月 『関西ラジオワイド』 NHK大阪拠点放送局、2月24日OA

第１11号、東京経営者協会

㉖「愛知の城−岡崎城」 2021年5月 中京テレビ『キャッチ』
「春風亭昇太と恩田千佐子のオモ城さ
んぽ」ゲスト出演、5月10日OA

㉑「浜松城の特徴」 2022年3月
『徳川家康 出世の街浜松』
浜松市PR・HP

㉓「城跡整備の課題」 2021年4月

2022年3月 『ぱとろなとうきょう』

㉙「NHK BSコンセルジュ」 2021年6月 NHK BSプレミアム 6月21日OA
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単

単

単

単

単

単

共

単

単

㉟「岸和田城」

7月2日OA

2021年10月 『関西ラジオワイド』 NHK大阪拠点放送局、10月7日OA

㉜「ニッポン不滅の名城−彦根
城」

NHK大阪拠点放送局、７月１日OA

2021年7月

『関西ラジオワイド』2021年7月

NHK BSプレミアム2021年7月

㉛「もうひとつの伏見城」

7月24日OANHK BSプレミアム
㉝「ニッポン不滅の名城−明智
光秀の城」

㉞「日本最強の城スペシャル」
第9弾

2021年9月 NHK 総合 9月20日OA

㊱「たまむすび」 2021年10月 TBSラジオ「たまむすび」
赤江珠緒氏・土屋礼央氏と、10月21日
OA

㊲「ニッポン不滅の名城−伊予
松山城」

2021年10月 NHK BS4K 10月21日OA

㊳「ニッポン不滅の名城−五稜
郭」

2021年10月 NHK BSプレミアム 10月22日OA

㊴「ニッポン不滅の名城−会津
若松城」

2021年11月 NHK BSプレミアム 11月7日OA

㊶「ニッポン不滅の名城−金沢
城」

2022年1月 NHK BSプレミアム 1月22日OA

㊷「ニッポン不滅の名城−金沢
城」

2022年1月 NHK BS4K 1月29日OA

㊸「千田先生と行く最強で不
滅の城ライブ−高知城」

2022年1月
NHKエンタープライズ・アマ
ゾンラテルナ

本郷和人氏と共に、ネットライブ配信　2
月6日OA

㊹「決戦！関ヶ原」 2022年1月 NHK BSプレミアム 1月26日OA

㊺「ニッポン不滅の名城−金沢
城」

2022年1月 NHK BSプレミアム 1月22日OA

㊵「日本最強の城スペシャル」
第10弾

2022年1月 NHK 総合 1月1日OA
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NHK BSプレミアム 3月4日OA

㊻「決戦！大坂の陣」 2022年2月 NHK BSプレミアム 2月19日OA

㊽「ニッポン不滅の名城−会津
若松城」

2022年3月 NHK BSプレミアム 3月8日OA

㊾「ニッポン不滅の名城−会津
若松城」

2022年3月 NHK BS4K 3月12日OA

㊿「ニッポン不滅の名城−天下
人の天守スペシャル」

2022年3月 NHK BSプレミアム 3月19日OA

51「千田先生と行く最強で不
滅の城ライブ−備中松山城」

2022年3月
NHKエンタープライズ・アマ
ゾンラテルナ

村井美樹氏と共に、ネットライブ配信
2月6日OA

52「決戦！源平の戦い」 2022年3月 NHK BSプレミアム 3月30日OA

㊼「ニッポン不滅の名城−竹田
城」

2022年3月


