
第91号　1993年３月21日第91号　1993年３月21日第91号　1993年３月21日第91号　1993年３月21日

表紙：シマフクロウ 若林信男

鳥見人からの便り（５）　水鳥は泣いていた…。 新城　久・泉　勝統

「ニューヨーク探鳥記」　（ルノワール・セントラルパーク） 和久雅男

野鳥の俳句（後編） 斎藤新一郎

野鳥のカルタ 三船幸子

早起きは三文の得 谷岡　隆

第92号　1993年６月21日第92号　1993年６月21日第92号　1993年６月21日第92号　1993年６月21日

表紙：ベニバラウソ 遠藤幸子

私の探鳥地（24）　藻岩山　 山本　一

幌別川と野鳥たち 本多　進

エゾライチョウ 藤巻裕蔵

第93号　1993年９月21日第93号　1993年９月21日第93号　1993年９月21日第93号　1993年９月21日

表紙：コウノトリ 新城　久

美唄の野鳥目録 草野貞弘

第94号　1993年12月21日第94号　1993年12月21日第94号　1993年12月21日第94号　1993年12月21日

表紙：ヤマセミ 赤城誠二

豊平川バードウォッチング―札幌中心部の― 戸津高保

第95号　1994年３月21日第95号　1994年３月21日第95号　1994年３月21日第95号　1994年３月21日

表紙：シマエナガ 松野有秀

私の探鳥地（25）　我がフィールドにて　 土田光子

根釧原野の野鳥 金澤裕司

野鳥リスト

石狩川水系　生振・茨戸川流域の野鳥（２） 新城　久・泉　勝統

第96号　1994年６月21日第96号　1994年６月21日第96号　1994年６月21日第96号　1994年６月21日

表紙：キマユツメナガセキレイ 富田寿一

私の探鳥地（16）　新川河口　 野坂英三

２度目のコウミスズメ 泉　勝統

記録は語りつづける･･･････記録写真を主題として 隅田重義

ワープロ・パソコンで全国バードウォッチング（パソコン通信のお誘い） 久田伸一

第97号　1994年９月21日第97号　1994年９月21日第97号　1994年９月21日第97号　1994年９月21日

表紙：コウライキジ 柴田直臣

私の探鳥地（27）　口無沼（クチナシヌマ）　 佐藤正秀

1991旭川周辺地域の鳥類目録 石川信夫

第98号　1994年12月21日第98号　1994年12月21日第98号　1994年12月21日第98号　1994年12月21日

表紙：トモエガモ 森田崇司

私の探鳥地（28）　モエレ沼 栗林宏三

鳥たちの歌あれこれ 新妻　博

誌上写真展

霧晴れのエトピリカ 道場　優

第99号　1995年３月21日第99号　1995年３月21日第99号　1995年３月21日第99号　1995年３月21日

表紙：ハシジロアビ 本多　進

私の探鳥地（29）　岩見沢公園・市民の森 若林信男

支笏湖畔国民休暇村周辺1994年4月の探鳥記録 柳澤信雄

狩猟鳥獣の種類について

円山公園周辺野鳥目録 山田甚一

第100号　1995年６月21日第100号　1995年６月21日第100号　1995年６月21日第100号　1995年６月21日

表紙：ソリハシセイタカシギ 山田良造

「野鳥だより」100号を迎えて 柳沢信雄

お祝いのことば 傳法公麿

愛鳥・愛人 土屋文男

私の２５年 斎藤春雄

いろいろ教えていただいたこと 新妻　博

「熱血」愛護会 佐藤ひろみ

香港探鳥会に参加して 井上公雄

香港の鳥達との出会い 梶浦孝純・早坂泰夫

斜里川にクビワキンクロ飛来 中川　元

ワキアカツグミが来た！ 森　純子

愛護会のあゆみ

北海道野鳥だより　総目録　（第80号～100号）

第101号　1995年９月21日第101号　1995年９月21日第101号　1995年９月21日第101号　1995年９月21日

表紙：ミヤコドリ 関口健一

私の探鳥地（30）　余市川　―ハヤブサの水浴び―　 神田健男

北海道野鳥愛護会25周年記念講演 正富宏之

第102号　1995年12月21日第102号　1995年12月21日第102号　1995年12月21日第102号　1995年12月21日

表紙：オオタカ 神田健男

私の探鳥地（31）　都市近郊の森と水辺―西岡水源地― 山田三夫

かわかぜに揺れて…―寸志川カワセミの子育て― 越後　弘

中野高明先生に捧げる 渡辺俊夫

誌上写真展・平成７年度

第103号　1996年３月21日第103号　1996年３月21日第103号　1996年３月21日第103号　1996年３月21日

表紙：ハジロクロハラアジサシ 渋谷信六

４０歳の豊かさ　―小鳥の村― 梶浦孝純

留萌市街周辺の野鳥 須藤昌子

モロッコの旅先で鳥見行 早坂泰夫

第104号　1996年６月21日第104号　1996年６月21日第104号　1996年６月21日第104号　1996年６月21日

表紙：ナベヅル 佐藤正秀

私の探鳥地（32）　厚沢部［土橋自然観察教育村］　 道川冨美子

ヤブサメのあれこれ 川路則友



第105号　1996年９月21日第105号　1996年９月21日第105号　1996年９月21日第105号　1996年９月21日

表紙：ミユビシギ 佐藤　勇

野鳥と俳句・雑感 平井さち子

宮沢賢治・「ぶとしぎ」について 武沢和義

小樽周辺の冬の海鳥探鳥　 渡邉智子

シマアオジの繁殖地守る

第106号　1996年12月21日第106号　1996年12月21日第106号　1996年12月21日第106号　1996年12月21日

表紙：ヒヨドリの渡り 三船喜克

マダラチュウヒ 佐藤ひろみ

珍鳥三題

秋、コムケ湖畔探鳥雑記 井上公雄

このごろ感じていること 百武　充

中国トキ保護支援基金にご協力を 柳沢信雄

中国トキ保護支援基金 日本鳥類保護連盟

第107号　1997年３月21日第107号　1997年３月21日第107号　1997年３月21日第107号　1997年３月21日

表紙：ツグミ白化 田子元樹

傷病鳥獣の救護について 永安芳江

ヤブサメのあれこれ（２） 川路則友

オートキャンプ場から自然観察路へ 佐竹正明

第108号　1997年６月21日第108号　1997年６月21日第108号　1997年６月21日第108号　1997年６月21日

表紙：イスカ 高橋浩幸

私の探鳥地（33）　北海道大学苫小牧演習林　 木村与吉

続　豊平川バードウォッチング ―札幌市中心部の― 戸津高保

三角山の野鳥観察の記録 早瀬広司・富

ベニバラウソ観察記 山田良造

中国におけるトキの保護事情の紹介 常　秀雲

第109号　1997年９月21日第109号　1997年９月21日第109号　1997年９月21日第109号　1997年９月21日

表紙：クロハラアジサシ 新城　久

石狩川水系　生振・茨戸川流域の野鳥（３） 泉　勝統・新城　久

第110号　1997年12月21日第110号　1997年12月21日第110号　1997年12月21日第110号　1997年12月21日

表紙：マミチャジナイ 尾田和夫

続・秋、コムケ湖畔探鳥雑記 井上公雄

野幌森林公園　休養園地の鳥類（平成９年） 富川　徹

札幌市とその周辺における最近のツバメ事情 樋口孝城

第111号　1998年３月21日第111号　1998年３月21日第111号　1998年３月21日第111号　1998年３月21日

表紙：アトリ 早坂泰夫

ヨーロッパトウネン観察報告 広川淳子

新年野鳥講演会報告

凧と熱帯鳥　東京～ハワイ～サンフランシスコ航路の鳥たち 岩瀬　操

オオタカの分布と生態調査記録 山田良造

第112号　1998年６月21日第112号　1998年６月21日第112号　1998年６月21日第112号　1998年６月21日

表紙：オオヨシキリ 小堀煌治

柳沢信雄会長　ご逝去・弔辞 俵　浩三

柳沢先生を悼む 小堀煌治

柳沢先生を偲んで 富川　徹

柳沢信雄元会長「北海道社会貢献賞（知事表彰）」受賞

「マガン北海道（静内町）越冬観察記録」 谷岡　隆

石狩市でアカアシシギ 広報部

第113号　1998年９月21日第113号　1998年９月21日第113号　1998年９月21日第113号　1998年９月21日

表紙：ミソゴイ 石橋美津子

水鳥見るなら濤沸湖・濤沸湖探鳥スポット案内 川崎康弘

水面上50cmのアオサギの営巣 若林信男

野鳥記録三題 広報部

新聞情報から 広報部

第114号　1998年12月21日第114号　1998年12月21日第114号　1998年12月21日第114号　1998年12月21日

表紙：コクガン 川上秀幸

私の探鳥地（34）  冬の石狩湾新港　 樋口陽子

ケアンズ探鳥紀行 函館佳子

北海道のヤマヒバリ 筒渕美幸・藤巻裕蔵

石狩川オオハシシギ顛末記 広報部

宮島沼にアカツクシガモ 広報部

野鳥余話 白澤昌彦

第115号　1999年３月21日第115号　1999年３月21日第115号　1999年３月21日第115号　1999年３月21日

表紙：オオハクガン 長谷川富昭

私の探鳥地（35）  冬こそ道北！　 疋田英子

WILD LIFE ART 増田寿志

利尻島発「ウミネコをめぐるいろいろなこと 小杉和樹

鵡川河口は今 山下　茂

都市公園で秋の小鳥の渡りを見る～札幌市豊平公園にて～ 佐藤ひろみ

野鳥記録二題 北山政人

新年野鳥講演会「島の鳥たち」 マーク・ブラジル

第116号　1999年６月21日第116号　1999年６月21日第116号　1999年６月21日第116号　1999年６月21日

表紙：セイタカシギ 野田絋幸

十勝地方の雁 越智仁司

円山周辺野鳥の変遷 山田甚一

傷病鳥獣保護ネットワークシステムの概要について 幌村幸司

オオチドリとクロジョウビタキ 梅木賢俊

第117号　1999年９月21日第117号　1999年９月21日第117号　1999年９月21日第117号　1999年９月21日

表紙：オシドリ 田向一彦



厚岸湖・別寒辺牛湿原のカモ類 澁谷辰夫

クロツラヘラサギ観察記 山田良造

北海道におけるツバメチドリの記録 広報部

このごろの夏 飯嶋良朗

第118号　1999年12月21日第118号　1999年12月21日第118号　1999年12月21日第118号　1999年12月21日

表紙：ソリハシセイタカシギ 戸津以知子

私の探鳥地（36）　笹流れダム周辺　 鈴木　実

北海道におけるオシドリの生息状況１ 藤巻裕蔵

野鳥に取り憑かれた一人　―1995年5月～8月― 板田孝弘

森田さんを偲んで 井上公雄

八雲に舞い降りた雪の旅人たち／ヒメハジロとオジロワシ 富川　徹・中村　茂

「野幌森林公園を歩きましょう」に参加して 芦別野鳥の会

野鳥愛護会会員数の推移 白澤昌彦

第119号　2000年３月21日第119号　2000年３月21日第119号　2000年３月21日第119号　2000年３月21日

表紙：コシジロアジサシ 渋谷信六

迷子のコシジロアジサシ 渋谷弘子

庭に飛来した野鳥 早瀬廣司・富

温根沼という穴場に迫る道路問題 高田令子

マガンの日本最北最大中継地「宮島沼」の現状と課題 田辺　至

死体とおつきあいするいくつかの方法 佐藤雅彦

鵡川河口でズグロカモメを観察 佐藤ひろみ

「藤の沢探鳥会」３０年を振り返って 小堀煌治

第120号　2000年６月21日第120号　2000年６月21日第120号　2000年６月21日第120号　2000年６月21日

表紙：アカアシシギ 鈴木正之

私の探鳥地（37）　礼文に翼を休める鳥たち（春の久種湖）　 道場　好

札幌市内において規則正しく分布するチゴハヤブサ 工藤忠行

北海道におけるカワウの群れ 樋口・広川・新城

オオカラモズ観察報告 篠原盛雄


