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おわりに

金沢大学文化人類学研究室の 2015 年度の調査実習は、この報告書刊行をもちまして終了いたし
ます。
本年度もまた一年を通じて調査実習を行ないました。授業前期の 4 月から 7 月まで調査地選定
および調査地についての文献調査を行い、
夏休みに8日間調査地域に出掛けての本調査を実施し、
授業後期の 10 月から 2 月まで、学生が自らの関心によってテーマを選んで執筆し、報告書を完成
させることが出来ました。
調査の実施にあたっては、なによりも能登町柳田地区の公民館長様、各区長様、教育委員会を
はじめとする地元の皆様にひとかたならぬご協力をいただきました。その他にも、ここにお名前
を挙げることは控えますが、本調査の実施にあたって多くの方々の御協力、ご指導をいただきま
した。これらすべての方々に心より厚くお礼申し上げるとともに、今後とも一層のご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。
本年度の調査実習報告書は、金沢大学フィールド文化学叢書第 13 冊として刊行いたします。
本年度実施しました調査の参加者と日程は、次のとおりです。

＜調査参加者＞
鏡味治也（教授）
、西本陽一（教授・調査責任者）
、小竹望、川邊咲子（以上、大学院生）
、浦山真
帆、岡村安佑子、兼子肇、北口実佳、吉川祐未、嶋津菜月、濵耕平、松本知幸、丸田唯、森史佳
（以上、学部 3 年生）
・予備調査
2015 年
5 月 18 日 西本
6 月 29 日 鏡味、西本、浦山、岡村、兼子、北口、吉川、嶋津、松本、丸田、森
・本調査
2015 年
8 月 18 日～8 月 25 日 鏡味、西本、小竹、川邊、浦山、岡村、兼子、北口、吉川、嶋津、濱、
松本、丸田、森
・補充調査
2015 年
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12 月 2 日 丸田（電話にて）
12 月 13 日 岡村、吉川、丸田、森
12 月 20 日～21 日 濱
2016 年
1 月 25 日 森（電話にて）
1 月 29 日 森（電話にて）
1 月 30 日 森（電話にて）
また調査実習での聞取りの状況は下の表 1 のとおりである。

男性

表 1 2015 年度調査実習での聞き取り状況
柳田東部地区人口
聞き取り数（人）
（人）
468
48

聞き取り率（％）
10.3

女性

553

16

2.9

合計

1021

64

6.3

（出所：参加学生による集計）
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参考文献・参考資料
＜参考文献＞
石川県企画開発部統計調査課
1971 『昭和 45 年国勢調査 市町村地区別世帯および人口概数』石川県統計協会．
1976 『昭和 50 年国勢調査 市町村地区別人口および世帯概数』石川県統計協会．
1981 『昭和 55 年国勢調査 市町村地区別人口および世帯概数』石川県統計協会．
石川県企画開発部統計情報課
1986 『昭和 60 年国勢調査 市町村地区別人口および世帯の概数』
．
1991 『平成 2 年国勢調査 市町村地区別人口及び世帯の概数』
．
1996 『平成7 年国勢調査 市町村地区別人口及び世帯の概数
（平成7 年 国勢調査速報集計）
』
．
石川県企画開発部統計課
2001 『平成 12 年国勢調査 市町村地区別人口及び世帯の概数（平成 12 年 国勢調査速報集
計）
』石川県統計協会．
石川県県民局 県民交流課 統計情報室
2006 『平成 17 年国勢調査 市町地区別人口及び世帯の概数（平成 17 年 国勢調査速報集計）
』
石川県統計協会．
石川県総務部統計課
1966 『昭和 40 年国勢調査 市町村地区別世帯および人口概数』
．
石川県農村文化協会
1987 『石川のむらとくらし』石川県教育委員会
｢角川日本地名大辞典｣編纂委員会
1981 『角川日本地名大辞典 17 石川県』角川書店．
金沢大学文学部文化人類学研究室 編・発行
1983 『現代における伝統―加賀友禅の研究』
．
1985 『変容する漁村―姫』
．
1987 『郊外化する農山村―鍋谷』
．
1989 『町野町金蔵―文化人類学の視点から』
．
1990 『双子の集落―石川県鳳至郡柳田村寺分・五郎左衛門分』
．
1991 『西二口町と吉原釜屋町―石川県能美郡根上町の二つの集落』
．
1992 『鹿島町曾祢』
．
1993 『金沢市二俣町』
．
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1994 『鶴来町、新町と月橋町』
．
1995 『石川県石川郡吉野谷村、下吉野と中宮』
．
1996 『加賀市橋立地区、黒崎町と深田町』
．
1997 『三木町と瀬越町―加賀市西部の 2 つの集落』
．
1998 『富来町、里本江と風戸』
．
1999 『富来町地頭町』
．
2000 『中島町釶打地区』
．
2001 『中島町笠師保地区』
．
2002 『鳥越村別宮地区』
．
2003 『志雄町杉野屋』
．
2004 『加賀市三谷地区』
．
2005 『加賀市大聖寺地区と上福田』
．
2006 『輪島市町野町曽々木と鈴屋』
．
2007 『輪島市西保地区』
．
2008 『加賀市西谷地区（旧山中町）
』
．
2009 『輪島市門前町黒島・道下地区』
．
2010 『珠洲市三崎町雲津・小泊・伏見・高波』
．
金沢大学文化人類学研究室編
2011 『珠洲市正院町 7 区 前浜・黒滝・狩的・平床・飯塚東・飯塚西・岡田』
．
2012 『珠洲市若山町三郷地区 出田・広栗・鈴内』
．
2013 『珠洲市若山町 5 区』
．
2014 『珠洲市蛸島町』
．
2015 『珠洲市宝立町鵜島』
．
倉重祐二・小林伸雄
2015 『のとキリシマツツジガイドブック』
．島根大学植物育種学研究室．
倉重祐二・小林伸雄・宮本康一

2015 『深紅の戸籍簿 のとキリシマツツジの古木調査報告書』
．能登町文化遺産活用実行
委員会．
末松達郎
2004 『人間にとって農業とは何か』
．世界思想社．
総務省
2011 『平成 22 年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概要』総務省．
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農林水産省経済局統計情報部編
1960 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
1965 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
1970 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
1975 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
1980 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
1985 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
1990 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
1995 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
2000 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会．
財団法人農林統計協会
1960 『農業センサス 農業集落カード 石川』財団法人農業統計協会．
2010 『2010 年世界農林業センサス 農業集落カード 17 石川』
（DVD-R 版）
（財）農林統計
協会．
のとキリシマツツジ連絡協議会
2007 『のとキリシマツツジ 写真紀行』
．北國新聞社．
鳳至郡役所
1980 『石川県鳳至郡誌』臨川書店（1923 年版の復刻版）
．
平凡社地方資料センター編
1991 『石川県の地名 日本歴史地名大系 17』平凡社．
『柳田村 30 年のあゆみ』編集委員会
2005 『柳田村 30 年のあゆみ』石川県柳田村．
柳田村史編纂委員会
1975 『柳田村史』石川県鳳至郡柳田村役場．
＜参考資料＞
奥能登ウェルカムプロジェクト推進協議会事務局
2015 「のとキリシマツツジオープンガーデン 2015」
．パンフレット．
能登町（能登町役場）
2005 『広報のと』9 月号 No.7
2006 『広報のと』9 月号 No.19
2007 『広報のと』9 月号 No.31
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2009 『広報のと』9 月号 No.55
2010 『広報のと』9 月号 No.67
2011 『広報のと』9 月号 No.79
2012 『広報のと』9 月号 No.91
2013 『広報のと』9 月号 No.103
2014 『広報のと』9 月号 No.115
2015 『広報のと』9 月号 No.127
北陸中日新聞
2015 年 10 月 17 日 20 面．
宮本康一
n.d 「NPO 法人 のとキリシマツツジの郷 活動の概要」
ござれ祭り実行委員会事務局
2015 「ござれ祭り」 フライヤー
＜参考ウェブサイト＞
朝日新聞 DIGITAL 2015 年 11 月 5 日「のとキリシマツツジの戸籍簿 NPO が古木調査」
http://www.asahi.com/articles/ASHBJ4CD2HBJPJLB00H.html 2015 年 12 月 21 日アクセス
石川県立能登高等学校
http://www.ishikawa-c.ed.jp/~notoxh/ 2015 年 12 月 31 日アクセス
ウェルカム奥能登 のとキリシマツツジオープンガーデン 2015
http://www.okunoto-ishikawa.net/modules/notoiro/ 2015 年 12 月 21 日アクセス
公益社団法人日本食肉格付協会
http://www.jmga.or.jp 2015 年 12 月 14 日アクセス
のとキリシマツツジの郷
http://notokirishima.com/ 2015 年 12 月 21 日アクセス
能登町役場 お知らせ 「親善大使に任命」
http://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=6276 2015 年 12 月 21 日アクセス
能登町立柳田小学校
http://cms1.ishikawa-c.ed.jp/~yanage/NC2/htdocs/ 2015 年 12 月 31 日アクセス
能登町立柳田中学校
http://cms1.ishikawa-c.ed.jp/~yanagj/NC2/htdocs/index.php?page_id=0 2015 年 12 月 31 日アクセス
養老ミート
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http://www.yoro-meat.co.jp/tisiki/kakuduke.htm 2015 年 12 月 21 日アクセス
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