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まえがき

日本で一番マガソが集まるところ、そして白鳥の鉛中

毒死で不名誉ながら一躍有名になってしまった宮島沼は、

美唄市の西の外れにあります。今は消え去ったとはいえ、

この沼をはじめとして石狩川が沢山の沼を残した美唄原

野には、先祖からの血が受け継がれるのか沢山の水鳥が

渡ってきます。碇や白鳥、鴨類は亜種を含めると30種以

上、カイツブリや驚額、鴨、千鳥の仲間などの『水』に

係わる鳥が多く見られます。
一方、市の東半分には、その頂上で芦別市と境界を分

ける美唄山を代表として、広い山地が形成されています。

そこからは美唄川、茶志内川、美唄郁春別川その他無名

の小川が流れをつくっています。そこでは、山の烏、渓

谷の鳥が高らかに春を歌います。

かつての原野には、東西南北に防風林が存在するのも

美唄市に独特の景観を見せています。明治27年作成の開

拓区画国には、既に、防風林予定地が設定されていまし

た。その地が、余りにも深い泥炭湿地だったことから、

戦後まで開拓されずにいたことが幸いして、シラカソバ、

ヨウロッバトウヒ、ヤチハソノキなどが植林されたので

す。林の鳥が生命を育てています。草原の鳥のさえずり

が響きわたるのです。

山あり川あり沼がある。葦原の広がりもある。こんな

自然環境がまだまだ鳥達を呼び寄せているのかも知れま

せん。どんな種類の鳥がいるのか、知られているもの、

見たものを書き出して見ました。

烏についての専門家でもないのに、野鳥目録を作成し

てみようなどと、大それたことを思い立ったのは、つれ

づれに記録していた野外ノートを整理してみたかったか

らです。幸い当市には、現帯広畜産大学教授、藤巻祐蔵

氏が美唄在住の頃の著作『美唄の野鳥』（昭和52年発行

美唄市）があります。それによれは、62種類が記載され

ていますし、当時110種近くの観察が報告されていまし

た。土台があったのです。

ひとりだけの観察記録では、たかがしれています。美

唄市には、長年に渡って野鳥の声を録音し続けられてい

る田辺至氏、タソチョウ研究の第一人者の正富宏之氏、

タゲリとコハクチョウ

93．3．24
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クマゲラ

93．2．11

また雁の研究では第一線を行く星子廉彰氏等の観察記録

がありました。その貴重な研究資料や提示を受けたもの

も、この中に含ませて頂きました。共同の成果がこの目

録となったことを報告し、謝辞に代えさせて頂きます。

亜種も入れて208種類、たったの一度しか見れなかっ

たものも取り上げました。多くの人が良く見れば、もっ

ともっと数が出てくることでしょう。この試みが、たた

き台となって、美唄の野鳥リストが完成に近づくことを

綴ってやみません。

1993年4月

配列の順は、日本鳥類目録に準拠しました。

現住所〒072　美唄市酉3粂南2丁目2－13

美　唄　市　概　略　図
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美　唄　の　野　鳥　目　録

目・科名／和名／学名 偃X,����y&��YO)x�&��備　　　　　考 

カイツプlJ目PODlCEPEDIFORMES カイツブリ科PODICPmDAE カイツブリPodisepsruficollis 傲���zﾙ'(��Oﾈ�85�8��夏は各地の沼池で営巣 

ハジロカイツブリ　Podisepsnigricollis 亶ｹ8x���秋に現れる、小さい 

ミミカイツブリ　Podisepsauritus �:����2�同上、少ない 

アカエリカイツブリ　Podisepsgrisegena �:��2�希、営巣することもある 

カソムリカイツブリPodisepscristatus コウノトリ目ClCONllFORMES サギ科ARDEIDAE ヨシゴイⅠⅩObrychussinensis �:��i?����.)�ﾂ�オナガガモぐらいの大きさ、稀 稀 

アマサギ　Bubulcusibis 傲�]2�

ダイサギ　Egrettaalba 傲�]2�夏場に出現 

チュウサギ　Egrettaintermedia 傲�]2�同上 

アオサギArdeacinerea コウノトリ科ClCONHDAE コウノトリCiconiaciconia ガンカモ目ANSERlFORMES ガンカモ科ANATIDAE シジュウカラガソBrantacanadensisLelJCOpareia 傲�]8���韶ｹ�ﾈ���Y62�近年数を増す 

石狩川、水田 宮島沼と周辺餌場 亢���廩/�曁+(+xﾌ)�ﾈ.�*�,�+ﾒ�h吋����(蝿*ｨ7ﾘ4ｸ5ﾈ,俑ﾉ?ﾂ�

（カナダガソ　Brantacanadensis �:��2�時に3～4羽来ることがある） 

ヒメシジュウカラガソ　Brantacanadensisminima �:��2�稀、マガソに混在単独飛来 

コクガソ　Brantabernicla �:��2�本来は海の雁、時にマガンに混在 

ハイイロガン　Anseranser �:��i?��稀 

マガソ　Anseralubih・OnS 亶ｹ8x��,h�]8���｢�日本中から春に集結、秋にも来る 

カリガネ　AnsererythroplユS �:����2�マガソ頸似、1～2羽混入 

ヒシクイ　Anserfabalisserrirostris �:��2�美唄では極小数しか見れない 

オオヒシクイ　Anserfabalismiddendorffii 傲�&��雁の中では最も大きい、数百羽 

ヒメヒシクイ　Anserfabaliscurtus 亶ｹ8x��,h�]8���｢�滅多に来ない珍種 稀 稀 大沼やウトナイ湖から稀に来る 

ハクガソ　Ansercaerulescens �:��2�

サカツラガソ　Ansercygnoides �:����2�

（コプハクチョウ）Cygmusolor �:��2�

オオハクチョウ　Cygnuscygnus 傲�.)�Y62�数箔羽、春は沼で餌をねだる 
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日・科名／和名／学名 偃X,����y&��YO)x�&��備　　　　　考 

コハクチョウ　Cygnuscolumbianusjankowskii �:����2�数千羽が通過、早春田に雪塊のよう 

アメリカコハクチョウ　CygnusCOlumbianuscolumbianus �:����2�コハクチョウ群に混在、珍しい 

オシドリ　Aixgalericulata �:��8��zﾙ'"�光珠内の池にも見られる 

マガモ　Anasplatyrhynchos 亶ｹ8x��,�,x���ﾂ�グェ】グェーと鳴く 

カルガモ　Anaspoecilorhyncha �:����2�夏に一部が営巣する 

コガモ　Anascrecca �:����2�ハトぐらいの大きさ 

トモエガモ　Amasfomasa �:����2�少ない 

ヨシガモ　Anasfalcata �:��2�5月半ば頃までもいる 

オカヨシガモ　Anasstrepera �:��2�稀 

ヒドリガモ　Anaspenelope �:����2�春も秋も立ち寄る 

アメリカヒドリ　Anasamericana �:����2�稀 

オナガガモ　Anasacuta �:��2�数多く、1万羽以上も来る 

シマアジ　Anasquerquedula �:����2�田植え頃、水田に入ることもある 

ハシビロガモ　Anasclypeata �:��2�秋は体の色の特徴が出ていない 

ホシハジロ　Aythya灸dna �:����2�秋、数十羽程度 

キソクロハジロ　Aythyafu1igula �:����2�潜水鳴、夏を過ごすものもいる 

スズガモ　Aythyamadla �:��2�キソクロハジロ類似、少ない 

コオリガモ　Clangulahyemalis �:��2�稀 

ホオジロガモ　Bucephaladangula 亶ｹ8x�����韶ｹ�ﾂ�少ない、冬の石狩川に比較的多い 

ミコアイサ　Mer飢ISall驚llus �:��2�冬羽の雄はバンだ模様 

ウミアイサ　Mergusserrator �:��2�稀 

カワアイサmergusmerganser ワシタカ目FALCONlFORMES ワシタカ科ACCmTRIDAE ミサゴPandionhaliaetus �:��2���,hｽ�*ﾘ,ﾉ}��秋遅くに宮島沼に数百羽飛来する 稀 

ハチクマ　PemiSapivorliS ����Yz��稀 

トビ　Milvusmigrans 冉浦y}�.)E�ｹ&����8･�&��
にも ����,侈�.x.ｨ.��

オジロワシ　Haliaeetusalbicilla 傲�]8���ﾉ]2�

オオワシ　Haliaeetuspalagicus �:����2�同上、稀 

チョウセソオタカ　Accipitergentilisschvedowi 冉浦y}��少ない 

ツミ　Accipitergularis 冉浦y}��秋口に見られる 

ハイタカ　Aceipiternisus 冉浦y}���}��時に人里で釣台の小鳥を狙う 

ケアシノスリ　Buteolagopus �:����2�稀 

ノスリ　Buteobuteo 侏Inﾈ�X憖�ﾉW���f浦y}��カラス大、尾が短い 

ハイイロチュウヒ　Circuscyaneus �:��2�稀 
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目・科名／和名／学名 偃X,����y&��YO)x�&��備　　　　　考 

チュウヒCircusaeruginosus ハヤプサ科FALCONIDAE シロハヤプサFalcoruSticolus 傲�]8.(ﾋInﾈ�X憖�ﾉW��ヨシ原で見る、トビより小さい 

原野林 亢���7�,儖)x��

ハヤプサ　Falcoperegrinus 冉浦y}��少ない 

チゴハヤプサ　FalCosubbuteo 侏Inﾉ}���ﾗ愛��林のカラスの巣跡などに営巣する 

コチョウゲソポウ　Falcocolumbarius 僞�ｹ&��冬から春先まで、数は少ない 

チョウゲソポウFalcotinnunculus キジEIGALLIFORMES ライチョウ科TETRAONIDAE エゾライチョウTetrastesbonasia キジ科PHASIAMDAE ウズラCoturnixcoturnix 冉浦y}�ｽ�*ﾘ.(ﾖｹ&���厭��ハト大、ホバーリングする 稀 

草原、石狩川、河川敷 倡�.h.瑛(*ｹ�ｨ,Y�hﾝﾘ/�ｦﾙDh,X*ｸ.��

コウライキジPhasianuscoIchicuskarpowi ツル目GRUlFORMES クイナ科RALLIDAE ヒクイナPorzanafusca 侏Inﾈ��f浦y}�,�,x,ﾉ��}���ﾈ.(燁]2�冬場には人家近くに来ることも 稀 

バソ　Gal1inulachloropus 傲��少ない、黒い体、額が赤い 

オオバソFulicaatra チドリ日CHARADRHFORMES チドリ科CHARADRllDAE コチドリCharadriusdubius �:��2��ﾈﾋH��ﾛｹy��｢�額は白くカラス大、夏も見れる 黒い仮面をかぶっているような姿 

イカルチドリ　Charadriusplacidus 傲�,ﾈｫ�ｨ2�稀 

メダイチドリ　Caradriusmongolus ��ﾈ.(��,ﾈｫ�ｨ2�キュッ、ピュルルと鳴く 

ムナグロ　Pluvialisdominica �:��2�背中が少し黄色のウズラ模様 

ダイゼソ　Pluvialissquatarola �:����2�ビューイピュ▼イと鳴く 

タゲリVanellusVane11us シギ科SCOLOPACIDAE キョウジョシギArenariainterpres ��Y68���&��独特の飾り羽や金属光沢が美しい 

河川や沼の干潟 亢��

トウネソ　Calidrisruficollis �:��2�飛びながらキリッッチリッと鳴く 鳴き声ビューウイツと聞こえる 

ウズラシギ　Calidrisacuminata �:��2�

ハマシギ　Calidrisalpina �ﾙ�ﾈ.(��,ﾈｫ�ｨ2�

オバシギ　Calidristenuirostris �:����2�稀 

ツルシギ　Tringaerythropus �ﾙ�ﾈ.(��,ﾈｫ�ｨ2�チュイッと鳴く 
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目・科名／和名／学名 偃X,����y&��YO)x�&��備　　　　　考 

アカアシシギ　Tringatotanus �:����2�キョリーピコピコピヨ 

アオアシシギ　Tringanebularia �:��2�キョーキョーソと2声 ビューイッ 

クサシギTringaochropus タカブシギTringaglareOla キアシシギTringabrevipes �:��2�憖�ﾈ.(��,ﾈｫ�ｨ2�

イソシギ　Tringahypoleucos �:��2�チイーピピピ 

ソリハシシギ　Ⅹenuscinereus �:����2�稀 稀 

オグロシギ　Limosalimosa �:��2�

オオソリハシシギLimosalapponica ヤマシギScolopaxrusticola タシギGal1inagogal1inago �ﾙ�ﾈ.(��,ﾈｫ�ｨ2�

原野、湿地 �4�4�5x5h4ﾙ�駻�

オオジシギ　Gallinagohardwickii 侏Inﾈ��憖�ﾉW���f浦y��}��原野で営巣、カミナリシギとも 

セイタカシギHimantopushimantQpuS カモメ科LARIDAE ユリカモメLarusridibundus �ﾙ�ﾈ.(��,ﾈｫ�ｨ2�稀 

沼や水田 偸H���6�.�7)(h,弍�.��

セグロカモメ　Larusargentatus 傲��稀 

オオセグロカモメ　Larusschistisa凱lS 傲��時に迷鳥として現れる 

シロカモメ　LaruShyperboreus 傲��希 

カモメ’Laruscanas 傲��数少ない 

ウミネコ　LaruSCraSSirostris 傲��稀 

アジサシSternahirundo ウミスズメ科ALClDAE エトロフウミスズメAethiacristatella ハト目COLUMBlFORMES ハト科COLUMBIDAE キジバトStreptopeliaorientalis 傲��数羽、秋のほうが多い 

（原野地帯） 森、防風林 �7�,ﾉy(,ﾈﾎ8,冤�*(ﾙ�-��7�,ﾙ>ﾉ_ｸ-i6�.��

アオバト　SphenuruSSieboldii 凩�.)���鳴き声が悲しそうに聞こえる 

（ドバト）Columbalivia ホトトギス目CUCUuFORMES ホトトギス科CUCUuDAE ジュウイチCucuiushgax ��ﾈ徂,�,r����飼育種が野生化したもの 鳴き声が十一と聞こえる 

カッコウ　CuculuscanoruS �����f浦y}��雌の鳴き声はヒタイナのような 

ツツドリ　Cuculussaturatus �:��2�ポッーポッーとよく響く鳴き声 
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目・科名／和名／学名 偃X,����y&��YO)x�&��備　　　　　考 

フクロウ日STRIGlFORMES フクロウ科STRIGIDAE シロフクロウNycteascandiaca 冉浦y}�&����非常に稀 夜、鳴き声キヨツキョッと響く 空高く群舞するのを見ることも 

トラフズク　Asiootus �����f浦y}��

コノハズク　Otusscops �:��2�

アオバズク　Ninoxscutulata �:��2�

エゾフクロウStrixuralensisjaponica ヨタカ目CAPRlMULG）FORMES ヨタカ科CAPRIMULGIDAE ヨタカCaprimulgusindicusjotaka 7マツバメ目APODIFORMES アマツバメ科APODlDAE ハリオアマツバメChaeturacaudacuta �:��2�}�������ﾈ����,ﾈ�8ｿ8,�,r�

キタアマツバメApuspacificuspaCificus ブッポウソウ目CORACHFORMES カワセミ科ALCEDlNIDAE エゾヤマセミCerylelugubrispallida ��ﾉ]8���Y69&�����9zﾈ,ﾉ�ﾉ]2�川辺に沿った地帯などの上空 美唄川上流にも少数 

アカショウピソ　Halcyoncoromanda 伜)&�,ﾉ�ﾉ]2�稀 

カワセミAIcedoatthis キツツキ目P］CIFORMES キツツキ科PCIDAE アリスイ加1XtOrquilla �ﾙ�ﾈ�������Yр��ﾉ]8.(��]8,ﾉ}��土崖に巣穴を掘る クィクィクィクィッ…と裁く鳴く 

ヤマゲラ　Picuscanus ���.)}���f浦y}���7�,ﾙz"�,�.��日本では本道だけに棲む　緑の鳥 

クマゲラ　Dryocopusmartius ��ｸ�(��7�,�,ﾙf浦y}�,�.��稀、カラスはどの黒く大きい鳥 

エゾアカゲラ　Dendrocoposmajorjaponicus ���.)}���f浦y}��冬には街路樹にも来る 

エゾオオアカゲラ　Dendrocoposleucotossutx：irris �:����2�胸の縦縞でアカゲラと区別できる 

コアカゲラ　Dendrocoposminor �:����2�美唄では少ない 

エゾコゲラDendrocoposki2nlkiijimae スズメ日PASSERIFORMES ヒバリ科ALAUDIDAE ヒバリAlaudaarvensis ��厭���f浦y}�,�.����&���J��シマエナガなどと混在することも 開けた草地で営巣 
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目・科名／和名／学名 偃X,����y&��YO)x�&��備　　　　　考 

ツバメ科HlRUNDIN．DAE ショウドゥツバメRipariariparia ��ﾈ.(��,ﾈ�8ｿ2�河岸の崖に営巣（コロニー） 

ツバメ　HirundoruStica 倡8･��8,�.��少ない 

イワツバメDelichdnurbica セキレイ科MOTACILuDAE キセキレイMotaci11acinerea ��ﾈｽ�*ﾒ�少ない 

河原 傅ﾘ,�*(���ﾉ?ｩgｸ,��ﾘ*(�｢�

ハクセキレイ　Motacillaalba �ﾘﾋH��ﾖｹ&����8･�&��数多い 

セグロセキレイ　Motaci11agrandis �ﾘﾋH.(ﾖｹ&��ハクセキレイより大きい 

ピンズイ　Anthushodgsoni ���}�&��夏鳥、秋など平地でも見られる 

タヒバリAnthusspinoletta ヒヨドリ科PYCNONOTIDAE エゾヒヨドリHypsipetesamaurotishensoni モズ科UINIIDAE モズLaniusbucephalus ��Y68,�,x,ﾉi�&��秋や春先に地上で見れる 

防風林、人家近く �7�,ﾘｸｸ���H,�.h*ﾙx�.��

原野の疎林 倡8･�&�,凅�.�+�,h.��

アカモズ　Laniuscristatus �:����2�河川敷に多い 

オオモズLaniusexcubitor レンジャク科BOMBYCILLIDAE キレソジャクBombycillagamlus 冉浦y}�,�,r�冬に飛来、稀 

人里近くの林、ナナカマ ドの街路樹 从ｸ���H,�.�x�.�7�+��

ヒレソジャクBomtうycillajoponica カワガラス科ClNCLIDAE カワガラスCincluspal1asii ミソサザイ科TROGLODYTJDAE ミソサザイTroglodytestroglodytes イワヒバリ科PRUNELuDAE エゾカヤクダリPruneliarubidafervida ヒタキ科MUSClCAPIDAE ツグミ重科TURDINAE ノゴマErithacuscalliope �:��2�ﾆｹ$ｨ�*(���ﾉz(,�.��ﾋInﾈ��憖�ﾉW��同上、数は少ない 春のさえずりは大きく美しい 美声、雄の喉は赤い 

コルリ　Erithacuscyane 伜)&�,ﾉor�美声 比較的人を恐れない 

ルリピタキ　Tarsigercyanurus �8ﾉk靠h��,�,r�

ジョウピタキ　PhoenicuruSaurOreuS 亢��

ノピタキSaxicolatorquata マミジロTurdussibiricus トラツグミTurdusdauma 侏Inﾈ��憖�ﾉW��

森や林 冢�,ﾈ殃Z���6ｸ4x�H,ﾉ�9�ﾂ�

クロツグミ　Turduscardis �:����2�鳴き声大きく美声 

アカハラ　Turduschrysolaus 凩�&���ﾋInﾈ,ﾉ��}��鳴き声キョロソキョロソと二声 

ー9－

）



目・科名／和名／学名

シロハラ　Turdus pal1idus

ツグミ　Turdusnaumarmi

ウグイス亜科　SYLVINAE

ヤプサメ　Cettia squameiceps

ウグイス　Cettia diphone

エゾセソニュウ　Locustella fasciolata

シマセソニュウ　Locustella ochotensis

マキノセソニェウ　Locustellalanceolata

コヨシキリ　Acrocephalus bistrigiceps

オオヨシキリ　Acrocephalus arundinaceus

メポソムシクイ　Phylloscopus borealis

エゾムシクイ　Phylloscopus tenellipes

セソダイムシクイ　Phylloscopus occipitaiis

キクイタダキ　Regulus regulus

ヒタキ重科　MUSCICAPINAE

キビタキ　Ficedula narcissina

オオルリ　Cyanoptila cyanomelana

エゾピタキ　MusCicapa griseisticta

コサメピタキ　Muscicapalatirostris

工ナガ科　AEGITHALIDAE

シマエナガ　Aegithalos caudatus japonicus

シジュウカラ科　PARIDAE

ハシプトガラ　Parus palustris

コガラ　Parus montanus

ヒガラ　ParuS ater

ヤマガラ　Pams varius

シジュウカラ　ParuS major

ゴジュウカラ科　SlTTIDAE

シロハラゴジュウカラ　Sittaeuropaea asiatica

キバシリ科　CERTH＝）AE

キバシリ　Certhia familiariS

メジロ科　ZOSTEROPIDAE

メジロ　Zosterops japonica

ホオジLj科　EMBERIZIDAE

ホオジロ　Embriza cioides

ホオアカ　Emt光riza fucata

主な棲息地・飛来地

要原野、林、

樹林地の薮

林、森

原野、河川敷、林の緑

同　上

同　上

原野、ヨシ原

同　上

森林、時には防風林

防風林、林

森林

原野や低木地

山地の渓谷沿い

防風林など

防風林、森

防風林、森

森、防風林、人里にも

森、防風林

同　上

同　上

森、防風林、人里にも

森、時には人里にも

森、防風林

明るい森地

原野、河川敷、耕地

草原、原野、耕地

備　　　　　考

冬は市街地の餌台にもやってくる

シシシ…と細く高く鳴く

ジョッピソ掛けたかと聞こえる

秋の虫に似た鳴き声

6月の草原でけたたましくさえず
る

鳴き声で《行行子≫とも呼ばれる

チョチョピーと鳴く

日本で最小の鳥

雄の黄色の体が目立つ

複めて美声、日本3鳴鳥の一つ

シジュウカラなどのカラ炉と混在

も

シジュウカラなどと混在すること
も

数多い

人を余り恐れない

目立たない色、螺旋状に幹を登る

群れをつくっている

≪一筆計上仕る》と鳴くとか

草地で営巣、美声
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目・科名／和名／学名 偃X,����y&��YO)x�&��備　　　　　考 

カシラダカ　Emt光ri2，aruStica ���}�����ﾋH��憖�ﾉW��秋と春に見られる 

ミヤマホオジロ　Embrizaelegans �:����2�稀 

シマアオジ　Emtxtrizaaureola 侏Inﾈ��憖�ﾉW��数は少ない、美唄湿原は穴場 

アオジ　Emberizaspodocephala 侏Inﾈ��憖�ﾉW���}��秋には大群をつくる 稀に群でくる 初秋に群れる 

タロジ　Emberizavariabilis 伜)&������

オオジュリソ　Eml光rizaschoeniclus 侏Inﾈ��憖�ﾉW��

ユキホオジロPlectrophenaxnivalis アトl）科FRINGlLLIDAE アトリFringillamontifringilla 侏Inﾂ�}����ﾉz(,�.��

コカワラヒワ　Carduelissinicaminor ���ﾋH���}�&��

マヒワ　Carduelisspinus 凩���ﾋInﾉ}��ハソノキの実好き、早春人里にも 

ペニヒワ　Acanthisnammea 凩�����ﾋB�頭に紅色、雄は赤い腹 稀 

ハギマシコ　Leucostictaarctoa ����

オオマシコ　CarpodacusrOSeuS �8ﾉk靠h���

ギソザソマシコ　Pinicolaenucleator 凩���･延茨r�スズメ寄り少し大きい冬鳥 

イスカ　Loxiacurvirostra ��厭����8･�&�,�.��くちばしが食い違っている 

ベニマシコ　Uragussibiricus ���ﾋH.(憖�ﾉW��赤い鳥、ウドの実を好む 

ウソ　Py汀hulapyrrhula ��ｩwH�}����ﾉz"�冬には市街地にも ヒマワリの実大好き 

イカル　Eophonapersonata 凩��

シメCoccothraustescoccothraustes ハタオリドリ科PLOCElDAE ニュナイスズメPasserrutilans 凩���J�&��

原野林、林、麦畑 凩�,X�9�8��廩,�,ﾘﾅ�.ｨ/�,(*ﾘ.����.�l(*ｹ�ｨ.�8�4�6�8ｨ.h.�5凭ﾒ�

スズメPassermontanus ムクドI）科STURNJDAE コムクドリSturnusphilippensis ��ﾈ徂ｽ�*ﾒ�}����ﾉz)}��

ムクドリStumuscineraceus カラス科CORVIDAE ミヤマカケスGarmlusglandariusbrandtii ��ﾉz(ｽ�*ﾘ,ﾉ}��秋に大群をつくる 

林、防風林 兒�-ﾈ,ｹl(*ｸ/�+x.��

ハシポソカラス　Comscorone 侏Inﾈ.)�ﾉz"�鳴き声が濁っている 

ハシプトカラス　Corvusmacrorhyncho占 倡8･�&��カ7－カァーと澄んだ声 
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なつかしい

風景との出逢い

5．5．23

久保田　和　子

鵡川の探鳥会は干潟と牧場であった。早々と駅前に到

着の牧野さんと私、車外へ出ると寒いのなんの、うす曇

の上雨、こんな日にどんな鳥たちに出逢えるかな？と心

配。駅に集まった人たちと街はずれの車置き場へと行く。

牧場の見える所の角から観察を始める。ガスがかかり

あたりはもやっている。うすぼんやりと牛舎の前に堆肥

の上あたりが見えてきた。畠の上をビーチク、ビーチク

とひばりの声とパタバクと上下しながら飛ぶ様は、私に

はタイムトソネルにスリップしたみたいに思え、つい見

とれてしまった。「いるいる。」の声に我に返りみんな

の方へ移動、だが私には、さっぱり見えない。大きな双

眼鏡で見せていただき黒と白、ダイダイのキョウジョシ

ギを確認、何ともいえないコソトラストである。「あれ、

あれ。」の声に指さされた方に、さくにすっくり立って

いるきじがもやの中に見えた。堆肥の裏側に移動してい

るみんな、急いで行くと、いるわいるわ、シギの仲間が

えさをついばんで群れている。

放牧されている馬を向こうに見ながら、つばめの飛び

交う様子を観察していると、向うから不思議そうな顔の

馬たちが急いでやってくる。何があったのかとわれもわ

れもと近付いてくるではないか。本物のやじ馬を尻目に

つばめの観察、「やじ馬の語源はここからか？」と言っ

ていると、さくに止ったつばめが交尾を始めた。始めて

見た。

牧場から草原へ移動、ひばりが盛んに飛んでいる。

川の濁流の音を開き乍ら進むとシロチドリが居ると言

うが見えにくい。「浜ちどりでないの。」と言う私に

「あれは歌の中だけ。」との答え、「ウミネコはのどを

なぜると喜ぶよ。」と言う人もいて面白い。一斉に飛び

立つ鳥の何ともいえない美しさ。寒さのもやの中でも、

いろいろな鳥にめぐり逢えうれしかった。そんな気持ち

でいる時に「感想文を。」と言われ、エトビリカの切手

につられて書くはめになった私。その後、シギ額を見た

が、見わけられたのは、ロはしのちがい位だった。

帰りにチューヒのゆうゆう飛ぶ様子に蒲足して、堆肥

の所に帰り、たくさんのキョウジョシギを見た。うす陽

が少しさしてくると、道路の向こうに、キツネとカラス

のカップル。敵視するでもなくのんびりと戯れていて教

笑ましい。鳥の確認、随分いたんだなあ、見て分かるま

で、何回も参加し覚えようと初心者の私。自然の中に解

けこんで、昔懐かしの風景に出逢え感無量。大切にしな

くてはと思う。

追伸　終了してから牧野さんとアカショウピソを見た。

新線の中で飛んでいた赤い鳥ヒヒキロロローの声に二人

で「やった。」と子供の様によろこんだのは言うまでも

ない。

〔記録された鳥〕アオサギ、トビ、チュウヒ、チゴハヤ

プサ、コガモ、コウライキジ、ダイゼソ、コチドリ、シ

ロチドリ、オオソリハシシギ、チュウシヤクシギ、ホウ

ロクシギ、ツルシギ、キアシシギ、キョウジョシギ、オ

オジシギ、ミエビシギ、ウミネコ、オオセグロカモメ、

シロカモメ、ユリカモメ、アジサシ、キジバト、カッコ

ウ、ヒバリ、ショウドゥツバメ、ツバメ、ハクセキレイ、

ノピタキ、アオジ、オオジュリソ、カワラヒワ、スズメ、

ハシポソガラス、ハシブトガラス、ドバト　以上36種

〔参加者〕石橋和子、井上公雄、小野木弘司・幸子、久

保田和子、佐藤ひろみ、佐藤事典、佐藤勇、田中志司子、

武沢和義・佐知子、戸津高保・以知子、成澤里美、野坂

英三、浜田裁、広川淳子、早川いくこ、牧野洋子、宮田

貞子、三浦美東子、山田良造、渡辺栄子　以上23名

〔担当幹事〕山田良造、野坂英三

植苗探鳥会に参加して

5．6．13　　　　　斉　藤　美耶子

その日は朝から風が強かった。雨に当たらなかっただ

けでも幸いだったと思う。三船さんご夫婦に連れられて

始めて参加した私は、ベテラン揃いの愛護会の皆さまに

すっかりお世話になってしまった。

新線に向かって歩き始めた私たちをェゾセソニュウ、

アオジ、セソダイムシクイたちが迎えてくれる。遠くに

聞こえるカッコウの鳴き声が、初夏の訪れを告げていた。

草原に入ると、マキノセソこュウの声もする。大きい

羽音を立ててキジバトが飛び立っていった。シジュウカ

ラはツピッピフイフイフイと呼んでいる。

ジョッジョッジョッ、ジョリジョリ、ジョッピリピリ

となんとも楽しく歌っているのはコヨシキリ。　草原の

ジャズメソ　という愛称を持っているという。ドラムに

シンバル、ジャズピアノ、何役もこなして張り切ってい

るのだろう。

何と言っても今日を彩ったのはシマアオジである。右

に左に風の吹きしきる中、小枝に掴まって鳴いていた。

ヒヨヒヨヒ一、ヒヨヒヨヒ－。優しくはかなげに歌うそ

の清らかな歌声は、透明に澄み切っていてどこか哀しい。

小さな身体一杯に必死に歌いあげているようだ。細かく

ふるえているその胸は、はっとするほど鮮やかな山吹色

をしていた。それはどんな大輪の花にも見劣りのしない

美しきだった。

真紅の喉も可愛いいノゴマに会えた人も多かったらし
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いのに、私の前には来てくれなかった。

湖の側まで行くと、エサ台を大型にしたようなターザ

ソの別荘になるのかと思う奇妙なモニュメソトがあった。

飛来するコウノトリが巣造りするのを期待して置いてあ

ると言う。残念ながらまだ一羽も訪れていないそうだ。

いつかここでコウノトリに会ってみたいものだ。

出会えた鳥の数は少なかったけれど、とても楽しかっ

た。またぜひ参加したいと思っている。

〒005　南区真駒内縁町3－4　3－1105

〔記録された鳥〕アオサギ、トビ、コプハクチョウ、キ

ジバト、カッコウ、ツツドリ、コゲラ、ショウドゥツバ

メ、ハクセキレイ、ピソズィ、ヒヨドリ、ノゴマ、ノピ

タキ、ヤプサメ、ウグイス、エゾセソニュウ、マキノセ

ソニュウ、コヨシキリ、セソダイムシクィ、ハシプトガ

ラ、シジュウカラ、ホオアカ、シマアオジ、アオジ、オ

オジュリソ、カワラヒワ、ベニマシコ、スズメ、ハシボ

ソガラス、ハシブトガラス　以上30種

〔参加者〕後藤義民、清水朋子、山田良造、牧野洋子、

今村三枝子、斉藤美耶子、竹内強、自浄昌彦、大町欽子、

西川喜久世、香川稔、田中志司子、早川いくこ、永島良

郎・トキ江、長谷川稔、服部光博、森田新一郎、小川秀

子、戸津高保・以知子、．野口正男・キヨ、佐藤ひろみ、

飯山、柳沢信雄・千代子、三船喜克・幸子、井上公雄、

野坂英三、千葉広、武沢和義、久田伸一、山田としえ、

高柳国雄、作間敦子、大嶋害美子　以上38名

〔担当幹事〕井上公雄、永島良郎

東　米　里

5．6．20　　　　　戸　津　高　保

今日の東米里は、ずっと本格的な雨降り。参加者は8

名。どうなることやらと歩き始めたら、道路の両脇の棒

くいにオオジシギが止って鳴く。また歩いている私達の

頭の上をザザザザァとディスプレイ。電柱にカッコウの

カップルが止ったり飛んだり、アカモズが潅木に現れる。

草原ではノピタキの親子、横澤ではマガモの親子。オヤ

オヤ、バードウォッチソグらしくなってきたな…といっ

た感じでした。雨と寒さのせいか、ノゴマやアリスイが

見られなかったのは残念でした。

東米里も年々、探鳥コースに建物や工事跡が多くなっ

てきます。胸が痛くなりますわー。

〒062　豊平区旭町4丁目1－14

〔記録された鳥〕アオサギ、マガモ、オオジシギ、キジ

バト、カッコウ、ヒバリ、ハクセキレイ、アカモズ、モ

ズ、ノピタキ、エゾセソこュウ、アキノセソニュウ、コ

ヨシキリ、ホホアカ、アオジ、カワラヒワ、スズメ、コ

ムクドリ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス

以上21種

〔参加者〕白沢昌彦、戸津高保・以知子、武沢和義・佐

知子、牧野洋子、佐藤ひろみ、鎌田　博　以上8名

〔担当幹事〕武沢和義、戸津高保

夜の探鳥会に参加して

5．6．5　　　　　　長谷川　　　稔

野鳥の姿を見ても、声を聴いてもなかなか種類が判別

できない初心者ですが、夜の探鳥会に今回初めて参加さ

せて頂きました。

定刻の15分程前に集合場所の平和の滝駐車場に到着、

気温も夕方にしてはそれ程低くなく、先住民の蚊も元気

で大歓迎を受けてしまいました。

本日の目的のコノハズク、ヨタカ、ヤマシギの声に出

会うために、元気いっぱいで総勢20数名のメソバーが、

6時過ぎに手稲山登山道の入口から1．5km位先の目的地

目指して出発、お寺を過ぎてすぐに美声が左右から聞こ

えて来るのですが、残念ながら初心者には種別の判別が

難しく、リーダーの方々に聞き分けていただき、クロジ、

キビタキ、アオジ、コルリ、ヤプサメ等と説明を受けま

したが、私はキビタキ、コルリ、ヤプサメを辛うじて聞

き分け出来た程度で、それもリーダーの方々の説明があっ

ての判別で、単独で聴いたらどこまで聞き分け出来るや

ら＝‥‥

途中の砂防ダムで、焚火をしている若い釣り人を双眼

鏡で観察し（びっくりしたと思います）、マガモの雄2

羽を見ながら30分位で目的地に到着。日暮れまで待つこ

と数10分、お目当てのイヤお耳当てのコノハズクがなか

なか鳴かず、7時30分過ぎにやっと遠くで鳴き出し、一

同聞き耳をたてて確認しましたが、なかなか近くに寄っ

て来ずその内にマミジロ、ジュウイチ、ヨタカの声が聞

こえ、ヤマシギのシルエットをかろうじて確認して、出

発地の駐車場へと戻りました。

本日の出現数は13種で、まれに見る不作との事誠に残

念でしたが、私にとってはマミジロ、ジュウイチとヨタ

カは声のみですが初めての出会いとなり、楽しく揮い探

鳥会となりました。

〒062　豊平区平岸1－6－1　平岸スターハイツB2

－502

〔記録された鳥〕マガモ、ヤマシギ、ジュウイチ、コノ

ハズク、ヨタカ、コルリ、マミジロ、クロツグミ、ヤプ

サメ、ウグイス、キビタキ、アオジ、クロジ　以上13種

〔参加者〕千葉　広、佐藤ひろみ、佐々木武巳、牧野洋

子、久保田和子、工藤孝子、久田伸一、永島良郎・トキ

江、戸津高保・以知子、工藤政之助、吉田稜治、野坂英

三、椰崎祀子、竹内　強、武沢和義・佐知子、長谷川

稔、大町欽子、渡辺サチコ、高野　以ヒ22名
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福移の探鳥会

5．7．4　　　　　　池　田　みちえ

初めて足を運ぶ所でもあり、予定の時刻に迷わず到着

出来るか不安であったが、スッキリ晴れあがった。良い

お天気に助けられ、ようやく間に合いホツと一息。緑の

なか、オニシモツケだろうか、白い花が所々で軽やかに

ゆれ、ブラソス菊の咲く農道を土手に向って歩き出す。

農家の人の牧草刈りを左手に見、ドーム型のプレハブの

建つ畑地の中に、なにかがいるらしい（ハクセキレイ）

そして右手の墓地の土手寄りの棒代の先にも。でも私の

双限銃の中にはなかなか入ってこない。肉限で見ると全

部赤茶っぽい小鳥に見える。野鳥に関する知識は皆無に

等しくさすが草原の鳥というわけか、観察するのに距離

がありすぎる。と不服にも思い、感心もし、双眼鏡が悪

いのでは、とあきらめているとベテラソの方は、鳴き声

だけでも鳥の姿を追い楽しんでいらっしゃる。いつの日

かこの魅力的なさえずりの主をしっかりこの目でとらえ

られる時がきたなら、それはまた楽しみなこと。期待を

残しながら土手をのはりきると、思いがけない視界が広

がった。土手添いに、自ツメ草の香りが満ちるなか、流

れの方向もさだかでないほどゆったりとした石狩川が川

髪堅警

〔ウトナイ湖〕

平成5年11月14日（日）

南へ渡る途中のヒシクイ、オ

オハクチョウ、カモ塀等を観察

します。紋等を追ってオジロワ

シ、チュウヒなども見られます。

またネイチャー七ソターではカラ類やケラ類がエサ台に

姿を見せるでしょう。一部長ぐつが必要な所があります。

集合＝9：40　ウトナイレイクホテル湖畔側

交通＝道南バス（苫小牧行）新千歳空港9：20

ウトナイレイクラソド前下車

〔小椋港〕

平成5年12月12日（日）

小樽の海でシノリガモ、コオリガモ、ホオジロガモな

どの冬ガモが見られます。それと共にカイツブリ額、ウ

ミスズメやウミガラスも割合見られる事が多いようです。

海からの風が強い時もあります。防寒に配慮して下さい。

小樽駅からバスで移動の予定です。

集合＝10：00J R小樽駅待合室

参加費＝800円（予定）…バス代

〔藤の沢〕

巾広くひろがり、牧草地から運ばれたという牧草の種子

が背丈程にも伸び、ほんのり赤紫に染まった穂先が一面

風が吹き渡ってゆくたびに、うねり刻々色を変えてゆく

様は本当に見事。しばらくうっとりみとれてしまった。

のどかな鳥達のさえずりに包まれ、鳥達と共に草原を渡

る風に身をまかせ、おだやかなお陽様の下、いつまでも

この自然が変ることなく残されていってほしいと敵わず

にはいられない。幼い頃のなつかしい田舎の風景に重ね

合わせて、今素晴らしい宝物を又ひとつ取りもどしてい

る。会員の方やお世話人の方に導かれ。感謝。牧草をか

きわけて川岸へ。教えられて対岸を見るとツバメのコロ

ニーが、まるで団地の窓のように並んで見える。その川

岸をったい、再び土手へ戻る先をヒバリがチョコチョコ

道案内。土手づたいに歩くなか、アカモズが棒代に止っ

ているのを望遠鏡で始めて見せて頂く。更に、アオサギ

かコウノトリかとの声に目差す方向を探すが、やっぱり

追いかけられず残念。おぼつかないウオッチソグながら、

すっかりこの環境に魅せられた私は、毎日でも通いたい

心境でいますが、この原稿を書き上げるまで、おあづけ

と、次の探鳥会を待ち遠しく楽しみにしているところで

す。〒005　南区真駒内線町4丁目1－9－123

〔記録された鳥〕32種　〔参加者〕36名

平成6年1月23日（日）

白鳥園のエサ台に来るカラ頼、カケス、

其近に見ながら小沢さん（藤の沢小鳥の村の村長さん）

の話を開いたり、野鳥クイズなどを楽しみます。昼には

おいしいブタ汁が用意され、持ちよりのお酒を軽く飲み

ながら親睦を深めます。

集合＝10：00　白鳥園（両区藤野693－1）

交通＝定鉄バス、地下鉄真駒内駅発、藤の沢下車、徒歩

20分

参加費＝500円（予定）

〔野幌森林公園を歩きましょう〕

平成5年11月7日（日）

平成5年12月5日（日）

集合＝9：00　大沢口駐車場入口

交通＝夕鉄バス（文京台線）新さっぽろ駅禿8：23

大沢公園入口下車、徒歩5分

0いずれの探鳥会も余程の悪天候でない限り行います。

0昼食、雨具、観察用具、筆記用具をご持参下さい。

0交通機関は変更がありますので、利用される方は、各

白で確認をお願い致します。

0探鳥会の問合せは、011－831－8636　戸津宅ま

〔北海道野鳥愛護会〕年会費1，500円（会計年度4月より）　郵便振替小樽1－18287

辱鵬0　札幌市中央区北3粂西11丁目加森ビル5・6階北海道自然保護協会気付領（011）251－5465
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