
氏名 千田嘉博

　　奈良大学 文学部 文化財学科

　　大阪大学 博士（文学）

　　城郭考古学

最終学歴

　【研究上の特記事項】
　　奈良大学の学修の魅力が広く社会に伝わるように努めた。６月13日−22日にかけて、正司哲朗
研究代表「モンゴル国における大型城郭都市のディジタルアーカイブ」にかかる現地調査に参加
した。

大学院博士後期課程
担当科目

平　成　26　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

学部担当科目 ・文化財学科 特別講義

専門分野

所属学会

研究課題

　【教育上の特記事項】

　【社会的活動】

　　今日的な大学教育に求められる諸要素を高い次元で達成できるよう、改善の推進に努めた。

　自治体の求めに応じて、城跡などの調査や整備にかかわる指導委員を務めた。また日本郵便の
「日本の城シリーズ切手」の監修者を務めた。

大学院修士課程
担当科目
（博士前期課程含）

授業科目

　【学内活動】
（学内職歴を含む）

　

通信教育部担当科目



監修

共著

共著

共編著

単著

単著

単著

⑤

③「石垣から城の歴史を考える」

①「戦国の城・信長の城」 2014年5月11日
特別展「安土城への
道」記念講演会

滋賀県安土城考古博物館

（学会発表）

②「城跡から考える歴史」

2014年7月20日
文化財石垣保存協議
会 公開講演

姫路市日本城郭研究センター

2014年7月5日 駒澤史学会 駒澤大学

姫路市日本城郭研究センター

奈良市西部会館

③「信長の城の謎を解く」

⑫「中世東北の城と日本の城」

③「近世城郭の成立」

⑥「近世城郭史料論」

⑦「名古屋城の歴史的意義」

　九州大学2014年8月3日

名古屋市役所、名古屋市公館

秋田県男鹿市教育委員会

著書､学術論文等の名称

研究業績[著書、学術論文等]

単著､
共著
の別

概　　　　　　　要
発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称

発行又は
発表の年月

　PHP研究所、pp.60−65

『Imajin21』第27号

『三英傑と名古屋』

（学術論文）

（著書）

①『世界の城塞都市』

③『城から見た織田信長』

④『チントルゴイ城跡の調査４』

②『北陸から見た日本史』

②「三英傑の城づくり」

④

③「真田丸の実像とその狙い」

⑤

①「ぼろぼろな奈良の城」

読売新聞北陸支社編

奈良大ブックレット 第５号

2014年4月

2014年10月

2014年12月

　共同精版印刷、pp.1−3

　名古屋市博物館特別展図録、pp.12−
15

野々市市教育委員会
埋蔵文化財講演会

開発社2014年12月

2015年3月

2015年3月

洋泉社

ナカニシヤ

奈良大学・モンゴル科
学アカデミー

『歴史街道』第320号

文化財石垣保存協議
会記念講演

奈良大学公開講座

第31回 全国城郭研究
者セミナー

名古屋城天守木造再
建フォーラム

2014年7月21日

2015年3月

2014年7月30日

2014年9月6日

⑨「城郭史から見た弘前城と本
丸石垣」

2014年10月25日
弘前城石垣シンポジウ
ム

弘前市教育委員会

⑩「三英傑の城づくり」 2014年11月1日
特別展「三英傑と名古
屋」記念講演

名古屋市博物館

⑧「黒田官兵衛と織田・豊臣の
城」

2014年10月18日
企画展「黒田官兵衛九
州上陸」講演会

北九州市立自然史・歴史博物館

佐野市教育委員会、佐野市文化会館
大ホール

⑮「守護所富樫氏館の姿と加賀
の城」

2015年2月14日

⑪「縄張りから見た二本松城」 2013年11月30日
シンポジウム「今、二本
松城を考える」

二本松市教育委員会、福島県男女共
生センター、二本松市

清須市文化財講演会 愛知県清須市、市民会館

⑬「安土城の歴史的意義」 2015年1月28日 東京国立博物館 TOPPANシアター

2013年12月13日
史跡脇本城跡国指定
史跡10周年記念シン
ポジウム

⑩「奈良から見た日本の城」 2014年10月22日
近畿日本鉄道本社 文
化講演会

近畿日本鉄道本社、大阪上本町

石川県野々市市役所ホール

⑯「信長の城から戦国の歴史を
考える」

2014年3月1日

⑭「唐沢山城の特徴」 2015年1月29日
唐沢山城跡国史跡指
定記念フォーラム



単著

単著㉔「城跡からの探求に確信」 2014年4月14日 「人生あおによし」２ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

近鉄文化サロン・阿倍野

　リーガロイヤルホテル大阪

　クラブ東海、名古屋市、中日ビル

④「旗指物をつくろう」 旗指物をつくろう講師

（その他）

②「信長の城から歴史を読む」

　東海住宅産業協会、名古屋市

⑤「安土城の謎を解く」

①「黒田官兵衛と戦国の城」

③「名古屋城の秘密を読み解
く」

2014年5月9日

2014年5月13日

2014年5月17日

2014年6月7日

⑥「七尾城の歴史的意義」 2014年9月5日 七尾城国史跡指定記
念フォーラム

七尾市教育委員会、七尾市民会館

リーガクラブ 講演

クラブ東海 講演

東海住宅産業協会 総
会講演

大阪ビッグバン

近鉄文化サロン

⑧「城跡から考える歴史」 2014年10月2日 奈良大学青垣祭後援
会主催講演会

奈良大学

⑨「奈良から見た日本の城」 2014年10月4日 奈良県経済倶楽部 講
演会

奈良県経済倶楽部

⑦「阿波国の城」 2014年9月5日 第32回 郷土文化講座 徳島県文化振興財団、あわぎんホール

2014年4月14日

⑪「豊臣期大坂城と真田丸」 2014年11月24日 日本城郭協会「城フェ
ス」

Loft Plus One West、大阪

⑫「奈良の城」 2014年11月26日 奈良政策研究会 奈良ロイヤルホテル

⑩「信玄の城・信長の城・家康
の城」

2014年11月16日
新城市教育委員会歴
史講座

新城市鳳来開発センター

⑮「近世城郭と金沢城」 2015年1月22日 金沢城大学 いしかわ県民大学校 教養講座

⑯「世界の城から見た日本の
城」

2015年3月21日
南都銀行創立80周年
記念セミナー

奈良大学

⑬「岐阜城と信長の城」 2015年2月28日 岐阜市生涯学習セン
ター講座

岐阜市生涯学習センター

⑭「豊臣期大坂城と真田丸」 2014年1124日 日本城郭協会「城フェ
ス」

Loft Plus One West、大阪

⑳「NHK 英雄たちの選択」 2014年9月11日
激突 島原の乱 天草四
郎VS松平信綱

NHK、BSプレミアム

㉑「NHK 英雄たちの選択」 2015年1月13日
信長は本当に天下を
狙ったのか

NHK、BSプレミアム

⑰「NHK 英雄たちの選択」 2014年6月12日
戦国合戦の謎 桶狭間
の戦い 信長を転載に
した逆境

NHK、BSプレミアム

⑱「NHKJapanology Plus」 2014年7月1日 日本の城 NHK、BS１

⑲「NHK 歴史秘話ヒストリア」 2014年7月2日
いつだってみんなの
ヒーロー 官兵衛を支え
た24人の男たち

NHK、総合

大敗北が家康を天下
人にした 知られざる三
方ヶ原の戦い

NHK、BSプレミアム

㉓「お城少年学長になる」 2014年4月13日 「人生あおによし」１ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉒「NHK 英雄たちの選択」 2015年3月12日
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単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

単著

共著

共著

共著

共著

共著

共著

共著

共著

単著

単著

単著

単著

㊷「感動を力に 素直に前へ」 2014年5月3日 「人生あおによし」２０ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㊳「世界中の城跡駆け回る」 2014年4月29日 「人生あおによし」１６ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㊴「大草原の中 城跡に感動」 2014年4月30日 「人生あおによし」１７ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㊶「奈良大らしい国際交流」 2014年5月2日 「人生あおによし」１９ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㊵「草原の生活 学生も成長」 2014年5月1日 「人生あおによし」１８ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉟「共同研究に鍛えられる」 2014年4月26日 「人生あおによし」１３ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㊱「欧州ぜいたく集中講義」 2014年4月27日 「人生あおによし」１４ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㊲「有名無名 欧州の城歩く」 2014年4月28日 「人生あおによし」１５ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉜「名古屋市学芸員に採用」 2014年4月23日 「人生あおによし」１０ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉝「転身 若き博物館教員に」 2014年4月24日 「人生あおによし」１１ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉞「幻の海運都市解明挑む」 2014年4月25日 「人生あおによし」１２ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉗「県内に400カ所もの城跡」 2014年4月18日 「人生あおによし」５ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉘「竹林に迷い人生考える」 2014年4月19日 「人生あおによし」６ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉛「雅楽と出会いとりこに」 2014年4月22日 「人生あおによし」９ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

５４「市民に語り市民と步む 考
古学者 水野正好先生を悼む」

2015年2月20日 『朝日新聞』朝刊 奈良県全域版

㊸「安土城改造「信長ルール」
乗り越えろ」

2015年1月10日 「図解 天下人の城」１
『読売新聞』中部発、連載、岡本公樹
氏、富永商太氏と共著

㉙「草刈り跡に達人を知る」 2014年4月20日 「人生あおによし」７ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉚「歴史地理学への扉を開く」 2014年4月21日 「人生あおによし」８ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㉖「異分野の友と城郭研究」 2014年4月17日 「人生あおによし」４ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㊺「長浜城巡り「賤ヶ岳の戦
い」」

2015年1月24日 「図解 天下人の城」３
『読売新聞』中部発、連載、岡本公樹
氏、富永商太氏と共著

㊻「賤ヶ岳 砦や土塁最新技術
の攻防」

2015年1月31日 「図解 天下人の城」４
『読売新聞』中部発、連載、岡本公樹
氏、富永商太氏と共著

㊹「織田家を麓へ」 2015年1月17日 「図解 天下人の城」２
『読売新聞』中部発、連載、岡本公樹
氏、富永商太氏と共著

㉕「濃い仲間と文化財漬け」 2014年4月16日 「人生あおによし」３ 『朝日新聞』朝刊、奈良県全域版、連載

㊾「二の本拠「私」と「公」集約し
きれず

2015年2月28日 「図解 天下人の城」７
『読売新聞』中部発、連載、岡本公樹
氏、富永商太氏と共著

㊿「けた外れの小田原城攻め」 2015年3月7日 「図解 天下人の城」８
『読売新聞』中部発、連載、岡本公樹
氏、富永商太氏と共著

㊼「小牧・長久手の戦いに新
説」

2015年2月7日 「図解 天下人の城」５
『読売新聞』中部発、連載、岡本公樹
氏、富永商太氏と共著

㊽「小牧・長久手 前年勝利の
戦略空振り」

2015年2月14日 「図解 天下人の城」６
『読売新聞』中部発、連載、岡本公樹
氏、富永商太氏と共著

５３「金沢城 史跡にもとづき復
元」

2015年3月12日 「城に歴史あり」３ 『中日新聞』、連載

51「小牧山城 天下見据え先進
設計」

2015年1月15日 「城に歴史あり」１ 『中日新聞』、連載

５２「古宮城 信玄の卓越した築
城術」

2015年2月12日 「城に歴史あり」２ 『中日新聞』、連載


