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「八王子・日野カワセミ会」は浅川周辺の野鳥を観察する市民グループです 
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横山第一小学校の野鳥観察 

 

学校の野鳥観察学習支援の概要 
 

平成１４年度から小学校・中学校に「総合的な学習の時間」が導

入されましたが、そのなかで多くの学校が野鳥にかかわる自然学習

を採り上げています。 

こうした背景のもとで学校からの野鳥学習への支援要請が増え

てきましたが、カワセミ会では八王子市立上川口小学校の協力を得

て「子ども達に対する野鳥観察指導法勉強会」（平成１５年８月３

１日、場所：日本野鳥の会 WING）を開き、「総合的な学習の時間

とは何か」「野外における子ども達との上手な接し方」「何を教える

か、どのような工夫が必要か」などについて勉強をすることで会員

の認識を深めるなどしながら、学校の野鳥学習への支援をしてきま

した。 

右の表は、平成１４年から平成１６年６月のあいだに支援した学

校１８校の校名で、支援回数は延べ５８回になります。 

   （参考：学校以外も含めた支援は２４ヶ所で７０回） 

学校により取り組み方はさまざまであり、大きなテーマの一部と

して野鳥をとりあげるような場合もありますが、例えば野鳥がメイ

ンテーマである八王子市立上川口小学校の場合では、平成１５年度には毎月１回の野鳥学習支援を行い

ました。 

野鳥学習支援の方法ですが、通常は生徒１０人前後を１人が担当して指導しています。 

しかし、望遠鏡に入れた鳥を全員で見ることがむずかしく、生徒５人に指導者１人くらいが理想です。 

 

学校の野鳥観察学習支援に関する取りまとめの報告は別の機会に行うこととして、今回は事例報告２

件を、学校側の立場から山崎さんに、支援側の立場から関根さんにおねがいしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支援した学校（H14～H16/6） 

 八王子市立第一小学校 

 八王子市立第三小学校 

 八王子市立第四小学校 

 八王子市立第九小学校 

 八王子市立第十小学校 

 八王子市立陶鎔小学校 

 八王子市立松が谷小学校 

 八王子市立大和田小学校 

 八王子市立上川口小学校 

 八王子市立横山第一小学校 

 八王子市立川口中学校 

 八王子市立中山中学校 

 昭島市立玉川小学校 

 昭島市立成隣小学校 

 上野原町立大目小学校 

 立川・賢治の学校 

 日野市立滝合小学校 

 府中市立府中第二小学校 
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平成１６年６月５日に八王子環境フェスティバルが開催され、カワセミ会出展テントに、上川口小学校

が野鳥観察活動の成果「上川口小学校周辺で観察される野鳥」パネルなどと、前年の６年生が卒業記

念に製作した野鳥のモデルを展示しました。 

八王子市立上川口小学校は愛鳥モデル校であり、平成１５年度から、毎月１回（２時間）、野鳥観察

会を「ふれあいの時間」（生活科、総合的な学習の時間）として教育課程に位置づけ、同校の特色ある

活動を行っています。 

 

八王子環境フェスティバルで上川口小学校野鳥活動成果を展示 

      八王子環境フェステ

ィバル風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子環境フェスティバルで、

八王子・日野カワセミ会は、上

記「上川口小学校」展示のほ

か、紙芝居「カワセミさんとオオ

ルリ君」の上演や、江戸の「トン

ビ凧」を復元し会場で揚げるな

どしました。 

 

写真は紙芝居上演風景 

（右上が「トンビ凧」） 
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－事例１― 小学校野鳥観察の事例 
山崎 久美子 

（１）早朝探鳥会（平成１４・１５年、松が谷小学校） 

始業前の３０分間（７：３０～８：００）、近くの東中野公園をひとまわりして、鳥の声や鳥か

げを探しました。子供２０名ぐらい、保護者数名、教員と支援者、計３０名で、年３回行いまし

た。家から学校まで１０分以内の子供達がほとんどで、集まり易い状況にありました。 

くじら山早朝探鳥会と名をつけ、鳥合わせカードを作りました。双眼鏡は毎年少しずつ数をそ

ろえていきました。「ハシブトガラスとハシボソガラスの違い」や「毎日鳴いていた鳥の名前が分

かってうれしい」とか「公園できれいな花を見つけたよ」と、子供達の反応がありました。「次は

いつやるの？」と楽しみにしてくれました。 

（２）愛鳥新聞（平成１５年、松が谷小学校） 

毎月、鳥の生活を知らせました。地域で見られる鳥や季節ごとに見られる鳥などを、選んでテ

ーマにしました。早朝探鳥会の様子や子供達の感想も載せました。 

野鳥に対する興味が高まり、夏休みの愛鳥ポスターには多くの子供達が応募し、都知事賞を貰っ

た子もいます。 

（３）総合学習における鳥の観察（平成１６年、横山第一小学校） 

３年生では、自然を見る目を育てたいと考え、鳥を通して、自然現象に興味を持つようにと、

探鳥会を年３回行うことにしました。 

探鳥会を行ってみて、虫の好きな子とか、草花を摘んだことのある子はありますが、ツバメが飛

んでいても、あまり気がつかなかった子も多いことが分かりました。 

子供達薬８０名余。カワセミ会の支援者８名の協力を得て、子供達９名ずつに１人の先生という

構成で、湯殿川の堤防を野鳥観察しながら回りました。 

 

子供達の感想を聞いてみました。 

● 次々と知らない鳥が出てきました。粕谷先生は望遠鏡を持っていた、遠くにいる鳥も近く

に見せてくれました。 

● 私はツバメの赤ちゃんを見るのが初めてでした。可愛かったです。また見てみたいです。

寝ているカルガモもいました。楽しいバードウォッチングでした。 

● 電線にツバメの子供がいました。少しぷっくりしていました。最初は鳥のことを知らなか

ったけど、いろいろと知ることができました。また行きたいです。 

● 川にアオダイショウが泳いでいました。ほかのみんなも集まって見ました。カルガモにも

逢いました。羽根の手入れをしているのか、羽をつついていました。青木先生の大きな望遠

鏡で見られて良かったです。 

● きれいな鳥や少し不思議な模様の鳥もいました。カルガモの特徴は、くちばしの先が黄色で

した。体の羽根に青いところがありました。バードウォッチングをして楽しかったです。 

 

支援して戴いたおかげで、自然の中を歩き、今まで子供達が気づかないことに気づくことが出来まし

た。とても大きな収穫でした。また、回数を重ねることで新たなことに気づいてくれることと思います。 
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平成１６年３月１８日野鳥観察会の感想文集 

－事例２－ 小学生に野鳥観察の指導をして 
関根 伸一 

 私の小学生の野鳥観察指導は、こんなとことから始まりました。３年前、八高線多摩川の鉄橋の下で、

オオタカの観察をしているとき、近くの昭島市立成隣小学校の先生（高倉裕子先生３年担当）がきて、

「生徒に鳥について教えてもらえませんか？」と声をかけられたのです。 

 成隣小学校は目の前が多摩川で、多摩川最大のツバメのねぐらである平堰も学校の目の前です。 

 第一回目の野鳥観察会は、八高線多摩川鉄橋下より平堰までをやりました。今まで粕谷会長のしたで

数回小学生を指導したことがありましたが、今回は私が責任者でやるのですが何を話したらいいかわか

りません。今井達郎さんに協力をお願いしたら直ぐに引き受けていただき助かりました。 

結果は２０種の野鳥をみつけ１０名の子供たちは大喜びでした。 

 

 翌年（平成１４年２月）高倉先生より、昨年の野鳥観察会の評判が良かったので、今度は３年生７０

名全員に教えてほしいとの依頼がきました。 

この時困ったのは、教える側の講師の人集めです。粕谷会長にお願いして６名を集めましたが、ウイー

クデイに学校で教えるのは人集めが大変だと感じました。 

 集まったカワセミ会講師のもと多摩川の野鳥観察しましたが、生徒たちが大喜びで感想文を書き１冊

にまとめて送ってきました。（感想文集はカワセミ会で保存してあります。） 

 

 平成１５年３月 成隣小学校では、校庭近くに池をつくり多摩川脇を流れる立川堀から水を引いてビ

オトープを作りました。都内でも数少ない川から校庭に水を引いた池です。 

１１月、ここに５年生全員で、鳥集めの餌さ台を作ることになりました。 

 出来上がったところで高倉先生からの依頼で、生徒全員に話をしました。 

池の周りには、生徒たちが考えて作った、ペットボトルの水飲み場、餌さ台、木の枝（カワセミを集め

るため）、南京豆を糸で結んで枝に吊るす、池の周りを掘っての水のみ場等，一杯並んでいました。 

 

最後に成隣小５年生の[総合ビオトープに野鳥をよぼう]での、A君の感想文です。 

鳥の視力は，人間の７～８倍だとわかった。スズメは 1年半ぐらいしか、じゅみょうがない。 

カワセミはしっぽがないし空中で止

まる（ホバーリング）ことができる。

カワセミは一年中魚を食べている。 

えさお高いところに置かないと猫が

食べに来る。 

（猫はえさを食べにくるのではなく

て、えさを食べている鳥をねらって，

食べてしまうそうです） 

鳥のことがけっこうわかった。今日

の総合はたのしかった。 

 



 6 

 
サシバ    （2001年 清水盛通氏撮影） 

 
サシバは渡る 

粕谷和夫 

 日本のワシタカの仲間は３０種程が確認されています。殆どのワシタカの仲間は１年中日本にいる留

鳥ですが、サシバとかハチクマといったタカは、春日本にやって来て繁殖する夏の渡り鳥です。サシバ

はヘビ等のは虫類、カエル等の両生類を常食とし、ハチクマは昆虫類（特に地バチ類）を常食としてい

ますので、冬はこれらのエサを日本で捕れなくなり、南の国に移動するのだと言われています。 

 

 サシバ、ハチクマを観察する絶好の機会は秋の渡りです。秋の良く晴れた日の日中、日本列島を南西

の方向に向かって群を作って飛んで行きます。平野部

に孤立する小高い山や丘陵、海に突きだした半島の突

端、ヒートアイランドと言われる大都市の上空等で上

昇気流を捉え、旋回しながら空高く舞い上がり、そこ

から次の上昇気流を捉えられる地点に向かって一直線

に飛んで行きます。 

 数１００羽のサシバが集まり、上昇気流を捉えなが

ら旋回している様は、「蚊柱」に準えて「タカ柱」とバ

ードウオッチャーは表現しています。青空をバックに

したタカ柱に遭遇した感激は一生忘れることが出来な

くなる程のものです。 

 このサシバの大群が渡る姿を見ることが出来るのは

愛知県渥美半島の伊良湖岬や鹿児島県の佐多岬、沖縄県の伊良部島等が特に有名ですが、最近になり、

茨城県筑波山、埼玉県飯能市天覧山、東京都瑞穂町六道山、神奈川県南足柄市矢倉岳、長野県白樺峠、

岐阜県金華山、宮崎県金御岳等が次々に知られてきました。 

全国にはこのようなタカの渡りが見られる場所が未だかなり有るはずです。当然のこととして渡りの

ルートは川の流れのように幾つかの支流から大きな本流になっていきますので、北の地方は規模が小さ

くて、中部、近畿以西に行くに従って、大きな群になります。時期は９月中旬頃から１０月上旬がピー

クになりますが、これも北で早く、南の地方の方が遅くなります。 

 

秋のサシバは八王子周辺も通過しています。カワセミ会では１９９６年から毎年、サシバが通過しそ

うで、かつ観察しやすい場所で観察しています。この結果、八王子のかなり広い場所の上空を通過して

いることがわかりましたが、多く通る所と少ししか通らない所がある事が分かりました。今までに年間

で１００羽以上の通過が記録された所は、杏林大学、大博採石場最上部、恩方松竹公園、遠矢堀公園、

陣馬山山頂、高尾霞台、小仏城山山頂、城山湖、城山小学校等です。また、日野市内の多摩丘陵やその

周辺を通過していることも観察されています。この中でも特に通過羽数が多く、かつ観察し易い場所は

下恩方町遠矢堀公園、城山町城山湖、高尾山霞台、陣馬山頂等です。 

 

 秋になると全国各地でサシバをはじめ、ハチクマやその他の渡りをするタカの観察が繰り広げられま

す。このような観察は各地の野鳥の団体や有志のボランティアによって行われていますが、インターネ

ットホームページによりネットワーク化され、その日のうちに情報交換ができるようになりました。カ
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タカ柱       （2002年 清水盛通氏撮影） 

デジスコ写野では一部分しか切り取る事が出来ないくらいスケールが大きい  

ワセミ会のホームページもこのネットワークに参加しています。このような観察の積み重ねと情報交換

により、渡りのルートや羽数の増減が少しづつ把握できるようになりました。この結果最近サシバは減

少傾向にあること明確になってきました。サシバの子育てに欠かせないヘビやカエル等は里山に行かな

いと得られません。里山は、谷津と台地とその間 にある斜面林（雑木林）からできています。里山の

小川にはメダカが泳ぎ、夏の夜はホタルが舞い、野草は在来種ばかり。タヌキ・ノウサギ・イタチも生

息、フクロウ、アオバズク、ノスリ、サシバ、カワセミも飛んでいます。しかし、里山は今、崩壊の危

機に瀕しています。戦後の経済成長を経て、里山に対する価値観が一変したからです。循環型農業を主

体としていた昔は、農業生産活動に対する水や有機物の供給源として、農家生活に対する薪炭、木炭の

供給源として、里山は欠くことが出来ない存在でありました。しかし、里山は人の住んでいる所の近く

にあるという立地から新たな住宅団地、工場団地、研究所用地、大学等の学校用地、墓地、産業廃棄物

処理地等の適地として価値が高まり、里山が年々姿を消しているというのが現実の姿です。 

 

 サシバが減少傾向にあることと、里山が年々姿を消していることに因果関係があることは間違いなさ

そうです。里山をこれ以上減らさないためのモニターとしてもサシバの観察は重要だと思います。カワ

セミ会では今後も秋のサシバの観察を続けたいと思っています。さらに、八王子、日野に残された里山

が保全されサシバの営巣が復活することを願って止みません。 
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  千葉さん      三好さん 

カワセミ会発足当時の様子を、三好恒雄さんにうかがいました。 

                     聞き手  千葉 槇子 

―カワセミ会がスタートした頃のことを お話してくださいませんか。 

三好 そうだね― カワセミ会が、八王子カワセミ会という名称で、第一回総会を開いたのは １９８

９年（昭和６４年）の１月１５日だったね。 

―それ以前は、どうだったんですか。 

三好 うん！それ以前・・そうねぇ・・昭和５８～５９年頃になるかなぁ・・・ 

その頃、浅川の河原を散歩したり、犬の運動をさせていた人たちがね、双眼鏡を覗いて歩き回っている

粕谷さんに出会い、｢何やってんの？｣と声をかけたところ｢野鳥の観察をしているんだ｣と言って、粕谷

さんから説明されたのがきっかけで、｢俺たちも仲間に入れて欲しい｣といって、いろいろ教わりながら

野鳥観察を始めたんだね！ そうして、バードウォッチングを楽しむ会ということで、そうした１０人

くらいの人達で、活動が始まったんだ。 

今は、この会から退いているけれど、斉藤高昭、藤江豊、

榛沢務さん等に現役の粕谷、門口さん等が中心になって、

活躍していたんだね。 

―三好さんが入会なさったのは？ 

三好 確か 昭和６２年だったよ、その年の２月２２日

(日)だったと記憶している。読売新聞で、カワセミ会の

探鳥会開催という紹介記事を見て、浅川の鶴巻橋に行き、

上流の松枝橋までの探鳥に参加させてもらったのが最

初だった。ほら、そのとき、ほかに初参加した人が、木村晴美さんだよ、それで彼女とは同級生だと言

っているんだよ！ 

―なるほど！ 

三好 そのときの参加人数は、１０名くらいだったかな！ともかく、初心者の私たちに親身になって教

えてくれ、楽しく探鳥できたこの会の雰囲気に惹かれ、早速入会させてもらったんだよ！ それからは、

あれほど好きだったゴルフ（シングル級）から離れて行き、鳥を見るのが楽しくて、ほとんど欠かさず

探鳥会に出たね！これは、あまり自慢にはならないけど、当時の会のお仲間は、気が合った？というか

探鳥会というと、何をおいても参加し、終わってからは｢反省会｣といって珍しい鳥を見た喜びや、将来

の希望や夢など・・・ 

盃を交わしながら談論風発しあったもんだよ！ 

―なるほど、なるほど！ （笑） 

三好 粕谷さんは偉いね！ そのころから、会の将来に目的を持っていたんだな！ 僕などは鳥を見る

会だと思っていたんだが、やがて半年くらいたったら、野鳥のカウントをやってくれと言われたんだ

よ！ カウントってどうするんですか？・・・ 

ともかく、図鑑を片手に双眼鏡を首から下げ、望遠鏡も担いで 道具だけは一人前にそろえて（笑） 浅

川の指定された地域のカウントをはじめ、イワツバメだの、カルガモだの。 

今思うと、初心者の苦労をよくしたもんだと思うけど・・・ この話は、またの機会ということにして、

組織も拡大し、それなりに問題も抱えている今日だけど、新しい発想の導入や、活性化を通じて会の発

展を期待していますよ・・・ 

―ありがとうございました。 いつまでもお元気で・・・ 
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隼（ハヤブサ） 

 
「ハヤブサ」は、空中で獲物を仕留める時、嘴は使わない。 

武器となるのは、前に伸びた 3本の爪と、後ろ向きの鋭い鉤爪、そして、強靭な脚の筋肉だ。 

 上空からの加速をつけ、時速２００ｋｍを超す重圧を脚先に集め、体当たりのように爪を叩きつけて、

後爪で蹴り落とす。この攻撃で、鳥は即死するか、致命傷を負う。それを空中でわし掴み、前後の爪で

締め上げて、解体場へ運ぶ。 

 嘴で獲物の肉を引き裂いたとき、両者は初めて、ひとつとなって、融合し、命が移り、一方の死によ

って、一方は生き延び、ヒナを育てる。 

 

 いま、この絵の「ハヤブサ」は、遥か上空から眼下に獲物を確認したようだ。吹きつける風を巧みに

利用し、ホバリングしている。射抜くような鋭い視線が獲物の体を貫き、その高度と飛行速度を測り、

どの方向に逃げようとするかを、見抜いた。 

 次の瞬間、翼を絞り、弾丸となり、急降下に移った。 

全感覚が研ぎ澄まされ、狩猟の興奮に憑かれ、目も眩むような、「ハヤブサ」の狩が始まった。 

 

                                      倉本 修 

 



 10 

夏山探鳥会（蓼科山・霧ヶ峰） 
６月１９日～２０日 

 阿江範彦 

ピラタス蓼科ロープウェイで標高２,２３７ｍまで一気に登る、これより北横岳、亀甲池を目指し歩き

始めた、９時４０分、天候は予想に反し良好。 

前週、梅雨の中休みで晴天の日が続いていた、週末の探鳥会に合わせるように大型の台風６号が接近

している。この晴れ間を週末に残してほしいと願いつつ当日を迎えた。定時の６時１０分に八王子を出

発、中央高速を経由し９時２０分に山麓駅に着いた。ここでバスと別れ、ロープウェイ乗り場に向かう。 

 山頂駅からは、阿弥陀岳、権現岳、編笠山など八ヶ岳連峰が一望できる。準備体操で体をほぐしたあ

と、坪庭を横切り、目指すは標高差１５０ｍの北横岳山頂。ゴツゴツした溶岩の園路、周辺は地面をは

うような低木が目に付く。風のせいか鳥影は少ない。１０時３０分北横岳の山頂に立つ、北側にはこれ

より目指す蓼科山がすぐ目の前に映る。周囲に競う山もなくきれいに山の形が見える。これより５００

ｍほど下降し再度登る。途中、亀甲池ではホシガラスを見ながらの昼食となった。ここで門口さんチー

ムと別れ蓼科山を目指し出発する。ペースが速い、一気に高所より歩き始め標高に体がなじんでいない

のか、次第に息が切れてく

る。前方を見ると今井さん

がしっかり２番手をついて

いる、相変わらず元気な人

だ。北横岳山頂で見た蓼科

山は、羽根があればひとっ

とびで行けそうな眼と鼻の

先。しかし、歩けば歩くほ

ど山が遠のく、空と地上の

世界がこんなにも違うのか。

１５時に蓼科山荘に着く、

小休憩後、気合を入れみん

なで山頂目指す、道は殆ど

が巨大な石で埋められてい

る。ルートを考えながら石を選び時には両手を使い這い登る。途中ミネザクラや岩の間でコイワカガミ、

ミヤマカタバミを見つける。山頂は岩一面。見下ろすみどり一面の風景に雲の影が映っている、影が生

き物のように動き、風景が変わる。忘れていた台風の接近を思い出す。 下山途中、門口さんと合流し

七合目一の鳥居でバスに乗り込み、宿泊予定の国民宿舎蓼泉閣に向かった。バスで移動できるのがうれ

しい。 

 ２日目、５時からの早朝探鳥会から始まる。女神湖湖畔では、カルガモ親子、オオヨシキリとその巣、

コムクドリなどを見ることができた。風が強いせいか野鳥は少ない。当日マラソン大会が予定されてお

り、渋滞を避け早めの出発となった。ビーナスラインを通り八島ヶ原湿原に向かう、途中、霧が深く窓

からは何も見えない、時折ノビタキらしき野鳥が道路を横切る。８時３５分湿原入り口に着き歩き始め

る。湿原の北側を回り、奥霧小屋から蝶々深山、車山の予定であったが、雲の動きが早く天候が不安な

ことより沢渡り、車山肩コースに変更する。 

湿原の南側では、ホオアカ、アオジの幼鳥。ノビタキが青い大きな虫をくわえ、飛び回っている。近
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くに巣があるのか、離れようとしない。 

沢渡までの登りコースでは、粘性の強い土が露出し雨が降れば滑って大変であろうと思いつつ登る。

幸い雨はまだ落ちない。途中、針葉樹のなかにカッコウをみつける。黄色い目、白黒の横縞がよく見え

た。 

第５園地付近では、レンゲツツジの赤とコバイケソウの白がみどりを背景に咲き誇っている。その足

元にはニッコウキスゲが控えている。自然は尽きることない風景を提供してくれる。小一時間雨が降っ

たもののまずまずの天候にめぐまれた２日間であった。中央高速で渋滞となったが、１８時に無事八王

子駅に到着した。宿の手配からコースの選定、会計まで門口さんお世話さまでした。 

確認種 ウグイス オオヨシキリ コヨシキリ キクイタダキ オオルリ コガラ ヒガラ シジュ

ウカラ ホオジロ ホオアカ アオジ カワラヒワ ウソ コクムドリ ムクドリ カルガ

モ トビ キジ キジバト カッコウ ホトトギス ツバメ イワツバメ キセキレイ ハ

クセキレイ セグロセキレイ ビンズイ モズ ミソサザイ ルリビタキ ノビタキ アカ

ハラ メボソムシクイ カケス ホシガラス ハシボソガラス ハシブトガラス （３７種）  

ベスト ノビタキ オオヨシキリの巣 ホオアカ 

参加者 青木良恵 家田和子 石橋公子 今井達郎 大川政治 大川香 門口一雄 門口裕子  

菊池昇 傍島玲子 福島弥四郎 細田富美代 丸山二三夫 山崎悠一 山崎久美子 

柚木鎮夫 柚木育子 横松あつみ 阿江範彦（１９名） 

 

 

ねぐらはトウモロコシ畑                 文：大関豊  写真：中村照男 

なかなか寝心地はいいぞ・・と言ってるかどうかはさだかでありませんが、信州安曇野のツバメは、ト

ウモロコシ畑をねぐらにしています。一般的にツバメのねぐらは、ごぞんじのとおり、河原の葦原など

です。近くの梓川に葦がないわけではありませんが、トウモロコシ畑の方が、広くて安全なのかもしれ

ません。 
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北の国から vol.６ 
嶋崎 太郎 

 

１． ヒグマとの遭遇 

 皆さんは北海道の野生動物といったら何を思い浮かべますか？エゾシカやキタキツネなど人によ

ってそれぞれ異なるかとは思いますが、ヒグマを思い浮かべる人は多いのではないでしょうか？ヒグ

マといえば言わずと知れた日本最大の哺乳類で、道内全域に生息しており、正直あまり出会いたくは

ない動物です。しかし、鳥を見ている以上、ヒグマの生息地に入っていかなければならないわけで、

絶対に出会わないわけがありません。実際、フンや足跡などは数え切れないくらい見てきましたし、

一度も出会ったことがないのが不思議なぐらいでした。 

 僕がヒグマと初めて出会ったのは今年の４月上旬、知床半島でのことでした。ある川で鳥を見てい

たら、そこから 100ｍ程下流で川の中を歩いているクマを見つけました。僕は車の中にいるので大丈

夫だろう、と思いじっくり観察することにしました。そのクマは、大きさは大体２ｍ弱くらい、冬眠

明けらしく動きが随分と鈍いように見えました。川を渡った後、少し休んでから、近くにいたエゾシ

カの群れを追いかけ始めました。しかし、何度挑戦しても捕まえることができず、しばらくすると諦

めたようにとぼとぼと歩き出しました。その姿は、普段私達が持っている“恐ろしい”というイメー

ジは全くなく、哀愁すら感じら

れて、可笑しくなってしまいま

した。その後クマは川を上流に

向かって歩き始め、僕の車の近

くを通っていきました。距離は

大体 15ｍくらいでしょうか、さ

すがにその距離で眺めると非常

に威圧感があり、少し怖かった

です。しかし、知床のクマは人

を見慣れているためか、こちら

のことはほとんど気にせず、更

に上流の方へ消えていきました。 

 実際にクマに会って思ったこ

とは、クマは思っていたよりも

怖い動物ではないということです。どうしてもクマというものは獰猛だ、というイメージがありがち

ですが、全くそんなことはなく、こちらが何もしなければ向こうは自然な姿を見せてくれるのではな

いでしょうか。しかし、あまり出会いたくはないなぁ、というのが本音ではありますが…。 

２． 猛暑 

 今年の夏は日本全国で猛暑だといわれていますが、オホーツクも例外ではありません。７月に入っ

てから、連日 30℃を超え、北海道の気候に慣れてしまった僕にはこの暑さは耐えられません。本州

に比べればたいしたことはないと思われるかもしれませんが、北海道の一般家庭には冷房はおろか扇

風機すらなく、地獄のような日々が続いております。夏なんてもういいから早く秋が来てくれないか

なぁ、と思う今日この頃です。 
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高尾山びわ滝コース 

 ケーブルカー清滝駅の左側から沢沿いに上る６号路は、せせらぎを聞きながら冬はクロジ、夏はオオ

ルリやサンコウチョウに出会えます。尾根下の森を歩く 3 号路は、人に出会うことも少なく冬はウソや

キクイタダキ、夏はキビタキやクロツグミのほかアサギマダラやリスなどなどにも出会えます。 

今年の８月は、山頂でオオムラサキ、３号路でヤマドリの家族４羽が１羽づつ路を横切ってゆきました。 

 四季を通じて、ゆっくりと自然を満喫できる一日コースです。（定期カウント担当：若狭 誠） 

本マップは、1999 年 10月に発行した「浅川流域探鳥図」より抜粋したものです。 
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セッコク 

 

高尾山（１号路・４号路）早朝探鳥会顛末記 
渡辺敬明（本年入会） 

 

  ５月１５日。イワツバメの群舞する高尾山口駅に早朝６時、１４名が集合しました。 

先ず粕谷会長から、群れに混じるヒメアマツバメの見分け方と巣の識別（入口に羽根が付いている）の

実地レッスンを受講。カジカガエルの声を耳に残しつつ勇躍１号路の石畳を踏みしめました。 

 早々に路上に出現したのは、さまざまな柄とサイズの蝶です。 

「三筋」あり、「逆さ八の字」ありととても賑やか。 

勿論、会長が説明担当（他に蛙・ムササビ）です。続けて頭上に「セッコク」足下に「二人静」等々山

野草のオンパレード。確認と説明はこの道の

ベテラン千葉さん。樹洞に渦巻く蜘蛛の巣「ウ

ズクモ」の説明と、斜面に残る猪の蹄跡鑑定、

さらには下り斜面に群生する「ヌメリスギダ

ケモドキ」のヌメリまで確認させてくれる説

明等、間口の広い古山さんも活躍されました。

この間、鳥の声は絶え間なく聞こえています。 

 ドクター巴戦（？）を必死でメモリました

が後刻の判読率は３割強でした。 

なお道中常にニッコリと笑顔を絶やさず、あ

らゆる質問や駄洒落にも快く応じ、望遠鏡も

再三覗かせていただけた山崎さんには感謝の

言葉もありません。 

 ４号路の「吊り橋」に到着。アサギマダラがひらひらと迎えてくれました。 

野鳥の声・姿２７種を確認して、９時１５分に散会。 

 斯くして、私にとっては物凄く宿題の多い探鳥会となりましたが、終始オオルリやキビタキ達の声と

お仲間に囲まれた楽しい探鳥会でもありました。 

 

 

 

バードリスニング支援活動初参加！ 
 

探鳥会に引続き有志１０名、１０時に高尾山ケーブル山上駅前で八王子「四季の会」主催の視覚不自

由者バードリスニンググループ約３０名（ボランティア含む）と合流しました。 

 急遽５班編成となり、古山班が先頭、粕谷班が殿で元気良く出発。 

好天の土曜日とあって、鳥の声も人も賑やかです。 

４号路は一本のくねった細い山道。すれ違いでは、全員一列となり山側に張り付き、通過者は崖（！）

寄りを急いで歩く仕儀となります。 

私は「前方（後方）より人が来ます！」とか「コンニチワ！」「ゴクロウサマ！」（何故？）等の声だし

役に徹しました。              
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 「吊り橋」の上で一列になりアサギマダラとコミスジと一緒に休憩です。１１時３０分。全員オオル

リ・キビタキなど１２種の声を堪能して昼食場所に無事戻りました。 

 古山さん中心で楽しく交流会（順番に鳥名発表）が行われ、粕谷会長の「野鳥の現状」解説もあり、

和やかに終了しました。我々も近くで弁当を広げ、１２時３０分に再度の散会となりました。 

責任者の谷合先生以下私まで、一丸となった活動に、近来にない満足感を覚えました。 

帰りは佐藤さんとリフトを横目に、「野鳥の撮り方」（例外もあるが、話しかけるとポーズをとってく

れる他）を教わりながら、石畳の路を並んでポクポクと下って行きました。 

「カワセミ会」の地道な活動の重みと、メンバー各位の懐の深さに、つくづく感じ入った一日であり

ました。 

 

参加者 古山 隆、渡辺敬明、倉本 修、横山由美子、山崎悠一、山崎久美子、千葉槙子、 

佐藤サヨ子、粕谷和夫、峯尾孝年（新入会員） 

 

 

《野鳥読》２題 

 

黄鶲（キビタキ）        青啄木鳥（アオゲラ） 

 

夏到来膨期待黄鶲          日本特産青啄木鳥 

囀美呂呂黄眉呂呂          響山美優美優美優 

遠美呂呂近黄呂呂          声聞姿不見只緑深 

颯爽登場我等大騒          念出現我等鳥仲間 

姿黒白黄色鮮黄色          請願成就君独舞台 

感激対面今日一番          観客一同大騒歓迎 
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ヤマシャクヤク 

 
戸隠山 

戸隠探鳥会雑感（２００４．５） 
粕谷和夫 

長野県の戸隠といえば日本有数の動植物の宝庫であり、特に鳥類に関しては、１００種類以上が生息

し、５月から６月にかけては、６０種類あまりの鳥が繁殖していると言われています。戸隠には、「古

事記」や「日本書紀」にも出てくる有名な神話「天の岩戸開き」に功績のあった神々を祭る神社（奥社、

中社、宝光社、日之御子社）を総称する戸隠神社があります。戸隠の豊かな自然が守られてきたのは、

戸隠神社の存在そのものによるのではないかと思います。 

 私も今まで戸隠には何回も足を運びました。本年も５月２９日～３０日にカワセミ会の仲間と鳥見、

花見、虫見に行ってきました。宿では、夕食に美味しい山菜を頂きました。コシアブラ、ミズ、フキ、

ウド等の天ぷらやおひたしで飲むお酒は最高です。 

 今回観察できた野鳥は２日間で５７種、

サンショウクイ、コルリ、クロジ、コサメ

ビタキ、ニュウナイスズメ等、日本の各地

で減少し続けている夏鳥がここでは何と

か観察できることの有難さを痛感します。

森林植物園の水芭蕉は花が終わり、ハンノ

キ、ミズナラ、トチノキ等の新緑の季節で

した。クリンソウ、オオタチツボスミレ、

ニリンソウ、ズタヤクシュ、タチカメバソ

ウ、ルイヨウボタン、ユキザサ、ラショウ

モンカズラ、ヤマシャクヤク等の山野草が

花盛り、林間や草地の上を飛び交うヤマキ

マダラヒカゲ、ミヤマカラスアゲハ、ウス

バシロチョウ等の蝶の仲間たち、カッコウ、

ツツドリ、アオジ等響きわたる野鳥のさえずり、これはまさに森のシンフォニーと言って過言ではない

でしょう。 

このように自然豊かなところにもセイヨウタンポポやハルザキヤマガラシといった帰化植物が入

り込んでいることが気になります。ハルザキヤマガラシは明治の末に渡来したヨーロッパ原産の帰

化植物で今では日本全国に広がっているらしいですが、戸隠のような所にあるのは、どう見ても場

違いのような気がします 
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初探鳥の感想（2004.7.31 多摩川平堰ツバメ集団ねぐら観察会） 
中橋 薫（７月入会） 

 ７月２５日頃に発生した台風１０号の迷走で７月３１日の初探鳥は無理かなと思わせる前日までの

天候、カワセミ会のホームページでは雨天中止、そして私にとって全く未知の世界、いろいろ不安が駆

け巡り、なぜか小学校時代の遠足へ出かける前のような｢照る照る坊主照る坊主｣！ 

そして当日、ＪＲ八高線の小宮駅に粕谷会長以下十数名の会員と体験参加者１名(筆者 63 歳) 集合。

どんよりした曇り空、時折パラパラッと小雨、幸い探鳥には差し支えるほどにはならず探鳥の目的地へ。 

探鳥に必要な器具、探鳥の服装、いずれも異色な出で立ちの当方へ、双眼鏡を求める際の倍率に関する

アドバイス、また帽子をはじめ靴、濡れても乾燥の速い衣服、リュックサック、飲み物等々皆さんの体

験を道々親切に語りかけてきていただき感謝！感謝！ 

 さて、最初の観察地のひょうたん池へ。早速見つけた方の望遠鏡を覗かしていただくと水面に浮かぶ

２羽の鳥。｢なかなかかわいいな、この鳥の名は？・・・カルガモ｣。多摩川の土手伝いに歩を進めると

｢白い鳥？！コサギ？ダイサギ？｣。この違いは足の色が黄色はコサギ、黒色はダイサギだそうな。そう

こうしているうちに夕闇迫る平の堰へ。水面すれすれに十数羽のつばめが上流から下流へ｢あっ｣という

間に飛び去るのを横目にみながら、もうそろそろかなと前方の木々の茂みを凝視。しかしこずえを数羽

のツバメが飛び交うのみ。うーん残念！ 

最後に鳥合わせ。なんと３１種。鳥の名前と姿が一致したのはスズメ、ツバメ、ハシブトカラスなど

ほんの数種の当方にとっては相当なショック。でも皆さん気さくな方々ばかり。歩くスピードは当方に

とってほどよい速さ。そこで即入会を決意。数年後には皆さんと少しは会話ができたらいいなと思いつ

つ、すっかり闇夜に包まれた平の堰を後にした次第。次回はどこかな！ 
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粉綿羽（ふんめんう）を知っていますか？ 
千葉 槇子 

春の朝のことでした。 

｢今、すごかったんだ！ヒヨドリが２羽もつれるように飛びまわっていたかとおもうと、ガラスに激突

したんだ。｣ 

わたしは、てっきり、脳しんとうをおこして、だめになったかと思いました。 

夫の返事は違っていたのです。｢そのまま、飛んで行ったよ。｣ 

ところが、数日後、久しぶりにガラスを磨こうとすると、白い模様がついていました。 

なにかしらと、よく見ると、どうも鳥の翼と胸と尾のあとのようです。あのときのヒヨドリの衝突の跡

とおもいます。くっきりと美しく細密画のようでした。 

これを残しておきたいと思い、写真に撮ろうと思いましたが、室内からでも外からでもガラスが鏡の役

目をしてだめだろうとあきらめました。 

しかし、何とか記録に残したいと思い、ご近所

の川上恙さんに相談しますと、運良くご在宅で、

カメラ持参で来てくださり、撮ってくださいま

した。「写っているかどうかわからないが」と

おっしゃっていましたが、幸いなことに、きれ

いに写っていました。 

その後、古山隆さんが ML で紹介してくださ

った ｢おもしろくてためになる 鳥の雑学事

典―山階鳥類研究所著―｣を読み進むうちに、

同じような写真があったのです。 

粉綿羽 

水鳥は尾脂腺の分泌物で手入れをするが、粉で羽を手入れする鳥がいる。 

尾脂腺の発達が悪い代わりに、粉綿羽（ふんめんう）という短い羽毛が体に生えていて、それがぼろぼ

ろと崩れて細かい粉になり、羽繕いなどによって羽毛にまぶされ、撥水性を与え羽毛を保護すると考え

られる。 

 

わがやのガラスに残ったのは羽毛にまぶされていた粉綿羽だったのです。 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

①１月３１日（土） 遠出探鳥会：多摩湖、狭山湖 

②２月８日（日） 公開探鳥会：北浅川（鶴巻橋～松枝橋） 

③２月１１日（水） 遠出探鳥会：銚子、波崎 

④２月１８日（水） 平日探鳥会：南高尾（梅ノ木平～城山湖～法政大学） 

⑤３月７日（日） 公開探鳥会：浅川（ふれあい橋～一番橋） 

⑥３月１１日（木） 平日探鳥会：平山城址公園 

⑦３月２０日（土） 遠出探鳥会：軽井沢～東電調整池 

⑧３月２８日（日） 周辺探鳥会：宇津貫緑地 

⑨４月６日（火） 平日探鳥会：葛西臨海公園 

⑩４月１１日（日） 公開探鳥会：北浅川（松枝橋～小田野中央公園） 

⑪４月２４日（土） 遠出探鳥会：谷津干潟 

⑫４月２５日（日） 周辺探鳥会：今熊山 

⑬５月９日（日） 公開探鳥会：裏高尾（小下沢林道） 

⑭５月１５日（土） 周辺探鳥会：早朝高尾山 

⑮５月２９日(土)～３０日(日) 遠出探鳥会：戸隠 

⑯６月５日（土） 月例探鳥会：浅川（大和田橋～鶴巻橋） 

⑰６月１９日(土)～２０日(日) 遠出探鳥会：霧ヶ峰（蓼科山探鳥登山） 

 

探鳥の記録（２００４年１月～６月） 

取りまとめ：山崎悠一 

 

①１月３１日（土）：遠出探鳥会 

 場所：多摩湖、狭山湖 

 確認した野鳥： 

カイツブリ ミミカイツブリ カンムリカイツブリ カワウ ダイサギ コサギ アオサギ 

マガモ カルガモ コガモ オカヨシガモ オナガガモ ハシビロガモ ホシハジロ ホオジロ

ガモ ミサゴ トビ ノスリ チョウゲンボウ キジバト アオゲラ コゲラ キセキレイ ハ

クセキレイ セグロセキレイ ビンズイ ヒヨドリ モズ ルリビタキ ジョウビタキ アカハ

ラ シロハラ ツグミ ウグイス エナガ シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ ア

オジ カワラヒワ シメ スズメ ムクドリ カケス ハシボソガラス ハシブトガラス コジ

ュケイ ドバト（４９種） 

  

今回のベスト：カンムリカイツブリ ミサゴ シメ 

 鳥仲間 

青木静子 井形定子 井上典子 今井達郎 門口一雄 勝股朗郎 菊地昇 木村晴美 久保田ヤ

ス子 小塩菊子 近藤幹夫 佐藤サヨ子 杉田陽子 傍島玲子 千葉槙子 仲尾政幸 仲尾陽江 

長谷川篤 平井国二 福士和江 細田富美代  山﨑悠一 山﨑久美子 筑間恵子（２４人） 

 参加者の記録 

探鳥会日和の良い天気になり、確認した種類が多かった。シメが集団で見られたことやカワラヒワ
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の群れ、カンムリカイツブリの群れが見られた。また、ホオジロガモのメス２羽が印象に残った。

多摩湖の下の池が工事中で干上がった状態になっていた。上北台駅からモノレールで帰った。 

 

②２月８日（日）：公開探鳥会 

 場所：北浅川（鶴巻橋～松枝橋） 

 確認した野鳥 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ コガモ トビ イカルチドリ イソシギ キ

ジバト ヒメアマツバメ カワセミ コゲラ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ タ

ヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ シジュウカラ ホオジロ カシラダカ アオ

ジ オオジュリン カワラヒワ  シメ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス 

コジュケイ ドバト（３４種） 

今回のベスト：カワセミ シメ コジュケイ 

 鳥仲間 

浅野恵美子 井手龍世 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一雄 勝股朗

郎 川上 恚 近藤幹夫 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛道 杉田陽子 杉森熊二 杉森ユリ 鈴

木章七 高山早苗 永見博子 西巻虎彦 前田善明 宮越俊一 三好恒雄 山崎悠一 山崎久美

子 渡辺敬明 出口富子 大野三枝子 堀籠英一 堀籠千鶴子 加添光明 森内淳兆 岡部日出

子 加藤和彦 加藤恭子 正木真理 白木要次郎 黒沢充代 黒沢弘道 小林むら子 菅野治虫 

山口一美 七ヶ所博幸 中西規雄（会員２８名＋一般１８名） 

 参加者の記録 

好天に恵まれ、多くの一般参加があった。我々が来たため驚いて飛び出してきたコジュケイを全員

でゆっくり観察できた。河原ではホオジロ、シメ、カワラヒワが数多くいました。 

 

③２月１１日（水）：遠出探鳥会 

 場所：銚子、波崎 

 確認した野鳥 

ハジロカイツブリ ミミカイツブリ カンムリカイツブリ カワウ ヒメウ ダイサギ コサギ 

アオサギ クロツラヘラサギ コクガン マガモ カルガモ ヨシガモ オカヨシガモ ヒドリ

ガモ オナガガモ ホシハジロ キンクロハジロ スズガモ クロガモ シノリガモ ミサゴ 

トビ チュウヒ ハヤブサ チョウゲンボウ ミヤコドリ タゲリ ハマシギ ミユビシギ オ

オハシシギ オオキアシシギ タカブシギ イソシギ タシギ ユリカモメ セグロカモメ ホ

イグリンカモメ オオセグロカモメ ワシカモメ カナダカモメ シロカモメ カモメ ウミネ

コ ウミスズメ キジバト ヒバリ ハクセキレイ セグロセキレイ タヒバリ ヒヨドリ ジ

ョウビタキ モズ アカハラ シロハラ ツグミ シジュウガラ メジロ オオジュリン カワ

ラヒワ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト （６６種） 

 今回のベスト：オオキアシシギ コクガン カナダカモメ クロガモ ホイグリンカモメ 

鳥仲間 

青木繁昌 石橋公子 井上典子 大川征治 大川香 門口一雄 門口裕子 川上 恚 小塩菊子 

佐伯直寛 佐藤サヨ子 傍島玲子 原田佳世 平井国二 平井智恵子 福本順吉 古山隆 細田

富美代 丸山二三夫 宮越俊一 山崎悠一 山崎久美子 柚木鎮夫 柚木育子 若狭誠（２５名） 
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 担当者の記録 

朝方雪がちらつき天気が心配されたが探鳥開始時には良い天気になった。銚子港ではコクガン、カ

ナダカモメ、ホイグリンカモメ、浮島ではオオキアシシギなどの珍しい鳥に会え、期待以上の６６

種を堪能できた。 

 

④２月１８日（水）：平日探鳥会 

 場所：南高尾（梅ノ木平～城山湖～法政大学） 

 確認した野鳥 

カイツブリ カワウ マガモ コガモ オナガガモ トビ オオタカ ノスリ ヤマドリ キジ

バト コゲラ キセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ルリビタキ ジョウビタキ シ

ロハラ ツグミ ウグイス エナガ ヤマガラ  シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダ

カ アオジ クロジ アトリ カワラヒワ マヒワ ウソ イカル シメ スズメ カケス ハ

シボソガラス ハシブトガラス ガビチョウ ソウシチョウ（４０種） 

 本日のベスト：ルリビタキ アトリ マヒワ ウソ ソウシチョウ 

鳥仲間 

青木繁昌 井上典子 大川香 河田徳子 木村晴美 小塩菊子 近藤幹夫 佐藤サヨ子 杉田陽

子 傍島玲子 永見博子 萩原正昭 原田佳代 馬場啓子 福井代利子 細田冨美代 森松幹司 

山崎悠一 渡辺敬明 丸山二三夫 谷村 以上 21 名 

 参加者の記録 

このコースで恒例のハギマシコは空振りでしたが、アトリやマヒワが見られた。 

 

⑤３月７日（日）：公開探鳥会 

 場所：浅川（ふれあい橋～一番橋） 

 確認した野鳥 

カワウ コサギ アオサギ マガモ カルガモ コガモ ヒドリガモ オナガガモ チョウゲン

ボウ イカルチドリ イソシギ セグロカモメ キジバト カワセミ ヒバリ キセキレイ ハ

クセキレイ セグロセキレイ タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ シジュウカ

ラ メジロ ホオジロ アオジ  オオジュリン カワラヒワ スズメ ムクドリ ハシボソガ

ラス ハシブトガラス コジュケイ ドバト（３５種） 

 本日のベスト：チョウゲンボウ カワセミ オオジュリン 

 鳥仲間 

阿江範彦 秋山侑司 井形定子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一雄 

佐伯直寛 佐藤サヨ子 清水盛道 杉田陽子 高山早苗 中村啓一 中村千枝 西巻虎彦 長谷

川篤 平井国二 平井智恵子 広岡房江 丸山二三夫 宮越俊一 山崎久美子 柚木鎮夫 柚木

育子 渡辺敬明 亀山律子 大竹チヨ子 野村一江 湯浅知太郎 岩井健一 今野忍 今野美代

子 森内淳兆 西尾佐知子 古怒田文代 久下真紀子 山崎百合子 近藤勲 永井幸子 柴田泰 

柴田あつみ 根岸務 根岸吟子 伊野忠雄 川口善三（会員２７名＋一般２０名） 

 参加者の記録 

ポカポカとして、鳥を見たい気分であった。また鳥たちもさえずりたい気分であったようで、軽や

かな声がした。ヒバリが空高く「日一歩、日一歩、利取る、利取る」と鳴いていた。恋の季節のチ
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ョウゲンボウをゆっくり観察できた。カモも一番橋下でマガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、コガモ

の群れが見られた。もうすぐ旅立つのだろうと思いながら、朝の太陽に照らされた姿を観察した。 

 

⑥３月１１日（木）：平日探鳥会 

 場所：平山城址公園 

 確認した野鳥 

オシドリ マガモ カルガモ コガモ トビ カワセミ キジバト コゲラ ハクセキレイ ビ

ンズイ ヒヨドリ ジョウビタキ シロハラ ツグミ  ウグイス エナガ ヤマガラ シジュ

ウカラ メジロ カシラダカ アオジ マヒワ カワラヒワ シメ スズメ ムクドリ ハシボ

ソカラス ハシブトカラス コジュケイ ガビチョウ ドバト （３１種） 

今回のベスト：オシドリ マヒワ ビンズイ 

鳥仲間 

青木繁昌 青木静子 浅野恵美子 井形定子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川 香 川上 

慧 木村正子 久保田ヤス子 佐藤サヨ子 杉田陽子 傍島玲子 千葉槙子 永見博子 中村啓

一 中村千枝 原田佳世 平井国二 平井智恵子 細田富美代 丸山二三夫 若狭誠 出口 （一

般） 進藤夫妻（進藤 丕(ハジメ)ご夫妻   27 名 

 担当者の記録： 

きつい登りの後、マヒワの小群れを全員で確認。 

 

⑦３月２０日（土）：遠出探鳥会 

 場所：軽井沢～東電調整池 

 確認した野鳥 

カイツブリ カワウ ゴイサギ ダイサギ コサギ アオサギ オシドリ マガモ カルガモ 

コガモ オカヨシガモ ヒドリガモ オナガガモ ホシハジロ キンクロハジロ ミコアイサ 

カワアイサ トビ ノスリ チョウゲンボウ オオバン イカルチドリ イソシギ キジバト 

ヤマセミ カワセミ アカゲラ コゲラ ツバメ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ 

タヒバリ ヒヨドリ モズ カワガラス ミソサザイ ジョウビタキ ツグミ エナガ コガラ 

ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ ゴジュウカラ ホオジロ カシラダカ アオジ オオジュリ

ン アトリ カワラヒワ ベニマシコ ウソ イカル シメ スズメ ムクドリ カケス ハシ

ボソガラス ハシブトガラス ドバト（６１種） 

 本日のベスト：アオサギ ミコアイサ カワアイサ アカゲラ カワガラス 

 鳥仲間 

青木繁昌 青木静子 井形定子 石橋公子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 小澤節子 

小澤礼子 粕谷和夫 佐藤サヨ子 傍島玲子 長谷川篤 長谷川典子 馬場隆進 馬場啓子 平

井国二 平井智恵子 細田富美子 丸山二三夫  山崎悠一 山崎久美子 若狭誠 若狭久江（２

５名） 

 担当者の記録 

野鳥の森と長倉神社と東電池の３カ所で鳥を探しました。野鳥の森でのオオマシコ、長倉神社での

レンジャクを期待して探しましたが、今年の暖冬ですでに移動していたのか、探せませんでした。

東電池では浮島や水辺にたくさんのカモたちが残っていて、カワアイサ、ミコアイサに出会えて良
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ヤナギの花芽にキタテハ 

かったです。（山崎） 

 

⑧３月２８日（日）：周辺探鳥会 

場所：宇津貫緑地 

確認した野鳥 

カイツブリ カルガモ トビ チョウゲンボウ キジ キジバト カワセミ コゲラ ヒバリ 

キセキレイ ハクセキレイ タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ツグミ ウグイス エ

ナガ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ アオジ カワラヒワ ベニマ

シコ シメ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシ

ブトガラス コジュケイ ドバト ガビチョウ(３４種)  

 鳥仲間 

井形定子 粕谷和夫 勝股朗郎 門口一雄 門口裕子 

杉森ユリ 福井代利子  山崎悠一 山崎久美子 若狭

誠(１０名) 

 参加者の記録 

片倉駅の商店街を通り、古道をたどりながらみなみ野をぬ

け、宇津貫の雑木林まで、鳥の声を聞きながら歩きました。

メジロ、シジュウカラ、ウグイス、ガビチョウなどが、春のさえずりでにぎやかでした。宇津貫の

池ではカワセミがチィーッと鳴いてくれました。カイツブリは繁殖羽になって赤茶色があざやかで

した。空高くすべるように飛んでいたチョウゲンボウと、ススキの原でベニマシコのメスが見られ

ました。 

 

⑨４月６日（火）：平日探鳥会 

 場所：葛西臨海公園 

 確認した野鳥 

カイツブリ カワウ ダイサギ コサギ アオサギ マガモ カルガモ コガモ オカヨシガモ 

ヒドリガモ ハシビロガモ ホシハジロ キンクロハジロ スズガモ チョウゲンボウ バン 

オオバン コチドリ オオハシシギ タシギ セイタカシギ ツバメチドリ ユリマモメ セグ

ロカモメ キジバト ツバメ ハクセキレイ ヒヨドリ モズ ツグミ メジロ ホオジロ オ

オジュリン カワラヒワ スズメ ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス ドバ

ト(４０種) 

本日のベスト：オオジュリン タシギ セイタカシギ 

 鳥仲間 

青木繁昌 今井達郎 小沢礼子 佐藤サヨ子 関根伸一 平井国二 平井智恵子 細田冨美代 

丸山二三夫（９名） 

 担当者の感想 

快晴に恵まれ、お花見探鳥となりましたが、参加者が 9名とややさみしい規模でした。確認できた

鳥は 40 種とまずまずの数でしたが、いまひとつ盛り上げに欠ける内容でした。というのも、小鳥

類、カモ類、海鳥類いずれをとってもいわゆる珍鳥とされるような鳥に出会えなかったからです。 

期待し過ぎだったのか？…。 唯一特筆すべきはツバメチドリが出現したのです。 関根さんがス
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コープに捕らえ、私も覗かせていただきましたが、確認できたのは二人だけでした。 ねばって探

しましたがその後は確認できませんでした。 

 

⑩４月１１日（日）：公開探鳥会 

 場所：北浅川（松枝橋～小田野中央公園） 

 確認した野鳥 

カワウ ダイサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ ハヤブサ キジ コチドリ イカル

チドリ キジバト カワセミ コゲラ ツバメ キセキレイ ハクセキレイ セ グロセキレイ 

ヒヨドリ モズ ツグミ ウグイス エナガ シジュウカラ ホオジロ アオジ カワラヒワ 

マヒワ イカル シメ スズメ ムクドリ カケス ハシボソガラス ハシブトガラス コジュ

ケイ ドバト ガビチョウ  （37 種） 

 

 本日のベスト：マヒワ キジ イカル カワセミ コチドリ 

 鳥仲間 

青木繁昌 秋山侑司 井手龍世 井形定子 今井達郎 大川征治 大川 香 川上 恚 河村洋

子 木村晴美 久保田ヤス子 佐伯直寛 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛道 白川 司 白川史

子 杉田陽子 杉森熊二 鈴木昭七 関根伸一 高橋和子 永見博子 長谷川篤 平井国二 平

井智恵子 古山隆 三好恒雄 山浦秀雄 山崎久美子 森内 進藤丕 進藤靖子 丸山二三夫  

（34 名+一般参加 13 名） 

 担当者の記録 

このコースでは初めての公開探鳥会と思われるが、13 名の一般参加を含め総勢 37 名のにぎやか

な会となる。 また比較的希少種の出るコースであり、今回もマヒワの群れが出現し、たぶん全員

が確認でき、初認になった人も若干名おられた。探鳥終了後、会の 10周年記念に植樹した山桜の

咲く小田野中央公園で交流会。初参加の人、一般参加の人も含め楽しいひとときを過ごす。 桜は

5 本のうち一本だけが満開だったが、来年は 2０周年でもあり、満開の桜がさらに増えることを期

待したい。（丸山二三夫） 

 

⑪４月２４日（土）：遠出探鳥会 

 場所：谷津干潟 

 確認した野鳥 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ コガモ ヒドリガモ オナガガモ ハシビロ

ガモ シロチドリ メダイチドリ ダイゼン キョウジョシギ トウネン ハマシギ アオアシ

シギ キアシシギ イソシギ オオソリハシシギ チュウシャクシギ セイタカシギ コアジサ

シ キジバト ツバメ ヒヨドリ モズ シロハラ ツグミ カワラヒワ スズメ ムクドリ 

オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト（３５種） 

 本日のベスト：キョウジョシギ オオソリハシシギ チュウシャクシギ 

 鳥仲間 

青木繁昌 浅野恵美子 今井達郎 大川征治 門口裕子 河村洋子 木村晴子 佐藤サヨ子 杉

田陽子 傍島玲子 原田佳世 平井国二 平井智恵子 古山隆 丸山二三夫 山崎悠一 山崎久

美子 柚木鎮夫 柚木育子 渡辺敬明（２０名） 
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 参加者の記録 

満潮のため、鳥かげが少なかった。引きはじめたので、高校の方まで行きました。小さなトウネン

や色鮮やかなキョウジョシギを見ました。ハマシギは夏羽で腹が黒くなっていました。ハマシギの

飛翔もみせてくれました。 

 

⑫４月２５日（日）：周辺探鳥会 

 場所：今熊山 

 確認した野鳥 

アオサギ オシドリ カルガモ トビ キジ イカルチドリ キジバト アマツバメ ヤマセミ 

カワセミ アオゲラ コゲラ ツバメ イワツバメ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレ

イ ヒヨドリ モズ カワガラス ミソサザイ クロツグミ ツグミ ヤブサメ ウグイス セ

ンダイムシクイ オオルリ エナガ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ ア

オジ カワラヒワスズメ コムクドリ ムクドリ カケス オナガ ハシボソガラス ハシブト

ガラス ドバト ガビチョウ（４４種） 

 本日のベスト：アマツバメ カワガラス コムクドリ 

 鳥仲間 

青木繁昌 石橋公子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 門口一雄 門口裕子 勝股朗郎 

菊地昇 杉森ユリ 出口富子 永見博子 萩原正昭 細田富美代 丸山二三夫 森内淳兆 山崎

悠一 山崎久美子 柚木鎮夫 長野六男（２１名） 

 参加者の感想 

空は青く、新緑が美しく、すがすがしい中での山行でした。今熊山の頂上からの眺望も良かった。

金剛の滝にはイワタバコが岩かげに育っていたので、花の季節にはさぞかし綺麗だろうと思われた。

オオルリ、クロツグミなどの夏鳥に出逢えた。 

 

⑬５月９日（日）：公開探鳥会 

 場所：裏高尾（小下沢林道） 

 確認した野鳥 

カルガモ ノスリ キジバト ツツドリ コゲラ キセキレイ ヒヨドリ ミソサザイ トラツ

グミ ヤブサメ ウグイス センダイムシクイ オオルリ ヤマガラ シジュウカラ メジロ 

ホオジロ カケス ハシブトガラス ガビチョウ（２０種） 

 本日のベスト：ミソサザイ オオルリ 

 鳥仲間 

青木良恵 石井秀典 井手龍世 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 

金子凱彦 川上 恚 勝股朗郎 木村晴美 久保田ヤス子 佐伯直寛 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清

水盛道 白川司 白川史子 杉森ユリ 傍島玲子 高山早苗 永見博子 長谷川篤 平井国二 

平井智恵子 福本順吉 古山隆 細田富美代 前田善明 丸山二三夫 宮越俊一 森 路子 山浦

秀雄 山崎悠一 山崎久美子 柚木育子 横山由美子 横松あつみ（会員４０名＋一般４５名） 

 参加者の感想 

あいにくの小雨の中、ミソサザイの餌を運ぶ様子やオオルリを見ることが出来た。 
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 アカゲラの営巣             さえずるクロジとコルリ 

⑭５月１５日（土）：周辺探鳥会 

 場所：早朝高尾山 

 確認した野鳥 

カルガモ ノスリ キジバト ヒメアマツバメ アオゲラ コゲラ ツバメ イワツバメ キセ

キレイ ヒヨドリ クロツグミ ヤブサメ ウグイス キビタキ オオルリ エナガ ヒガラ 

ヤマガラ シジュウカラ メジロ カワラヒワ スズメ カケス ハシブトガラス コジュケイ 

ドバト ガビチョウ（２７種） 

 本日のベスト：アオゲラ キビタキ 

 鳥仲間 

石橋公子 井上典子 粕谷和夫 佐藤サヨ子 傍島玲子 千葉槙子 古山隆 前田善明 峯尾孝

年 森内淳兆 山崎悠一 山崎久美子 横山由美子 渡辺敬明（１４名） 

 参加者の感想 

早朝６時に高尾山口駅に集合し、探鳥を開始。途中１号路の杉にセッコクが満開で美しかった。夏

鳥も見たり声を聞いたりできた。毎年のことだが１０時から四季の会と視覚障害者と共にバードリ

スニングを行った。  

 

⑮５月２９日（土）～３０日（日）：遠出探鳥会 

 場所：戸隠 

 確認した鳥 

カイツブリ アオサギ カルガモ トビ マガモ ハチクマ ノスリ キジ オオジシギ キジ

バト ジュウイチ カッコウ ツツドリ ホトトギス アマツバメ アオゲラ アカゲラ コゲ

ラ ツバメ イワツバメ キセキレイ サンショウクイ ヒヨドリ モズ ミソサザイ コルリ 

クロツグミ アカハラ ウグイス メボソムシクイ センダイムシクイ キビタキ オオルリ 

エゾビタキ コサメビタキ エナガ コガラ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ ゴジュウカラ 

メジロ ホオジロ ノジコ アオジ クロジ カワラヒワ ウソ イカル ニュウナイスズメ 

スズメ コムクドリ ムクド

リ カケス ハシボソガラス 

ハシブトガラス（５６種） 

 本日のベスト 

アオゲラ アカハラ サンシ

ョウクイ コルリ クロジ 

 鳥仲間 

青木繁昌 浅野恵美子 井上典子 今井達郎 粕谷和夫 川上 恚 河田徳子 佐伯直寛 佐藤サ

ヨ子 杉森ユリ 萩原正昭 長谷川篤 馬場啓子 福本順吉 細田富美代 三好恒雄 森内淳兆 

山崎悠一 横山由美子 若狭誠 山田君代（２１名） 

 担当者の言葉 

探鳥会で何時も気になるのが天候ですが、今回は両日とも天気に恵まれたうえ、参加皆様のご協力

で楽しい探鳥会ができました。種池・古池そして牧場での昼食までに、キビタキ、コサメビタキ、

サンショウクイ、ニュウナイスズメ、コムクドリなどを堪能、午後は奥社付近で３組に分かれて、

クロツグミ、アカハラ、オオルリ、コルリ、クロジなどを観察し、早めに白樺荘へ。翌朝は、中社
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オオヨシキリ（２週間前の萩原橋上流） 

当日は姿を見せなかった 

付近まで出かけ、期待のオオジシギが観られたうえ、アオゲラ、カケス、ニュウナイスズメなどを

観察。朝食後は、みどりヶ池周辺から鏡池のコースを探鳥、エゾビタキ、イカル、さらにアカゲラ

の営巣行動などが観察できました。鏡池で弁当と小休止後帰路へ。種数当てクイズでは、佐伯さん

がズバリ賞でした。途中、小布施道の駅竹風堂などで買い物し、１８時１５分八王子駅南口に無事

到着、散会しました。皆様のご協力に感謝します（川上） 

 

⑯６月５日（土）：月例探鳥会 

 場所：浅川（大和田橋～鶴巻橋） 

 確認した野鳥 

カワウ コサギ アオサギ カルガモ トビ チョウゲンボウ キジ コチドリ イカルチドリ 

イソシギ キジバト カワセミ ヒバリ ツバメ イワツバメ キセキレイ ハクセキレイ セ

グロセキレイ ヒヨドリ オオヨシキリ セッカ メジロ カワラヒワ スズメ ムクドリ オ

ナガ ハシボソガラス ドバト アヒル（２９種） 

 本日のベスト 

カワセミ チョウゲンボウ 

鳥仲間 

浅野恵美子 井出龍世 井上典子 大川征治 大川香 大野三枝子 門口一雄 勝股朗郎 倉本

修 白川司 杉田陽子 杉森ユリ 関根伸一 永見博子 西巻虎彦 原田佳世 平井国二 平井

智恵子 広岡房江 三好恒雄 森内淳兆 山浦秀雄 若狭誠 渡辺敬明 一般参加５人 （２９

人） 

担当者の記録 

２週間前には１０羽いたオオヨシキリが、今日は２羽のみの

さえずりで残念ながら姿を見せてくれませんでした。そのか

わり、カワセミとチョウゲンボウが見られ、小さな中州にイ

ソシギ、イカルチドリ、コチドリを観察できるなどの幸運も

ありました。「八王子環境フェスティバル」会場のカワセミ

会テント前で解散後、引き続き環境フェスティバルに参加し

ました。 

 

⑰６月１９日～２０日：遠出探鳥会 

 場所：霧ヶ峰（蓼科山探鳥登山） 

確認した野鳥 

カルガモ トビ キジ キジバト カッコウ ホトトギス ツバメ イワツバメ キセキレイ 

ハクセキレイ セグロセキレイ ビンズイ モズ ミソサザイ ルリビタキ ノビタキ アカハ

ラ ウグイス コヨシキリ オオヨシキリ メボソムシクイ キクイタダキ オオルリ コガラ 

ヒガラ シジュウカラ ホオジロ ホオアカ アオジ カワラヒワ ウソ コムクドリ ムクド

リ カケス ホシガラス ハシボソガラス ハシブトガラス（３７種） 

本日のベスト：ノビタキ オオヨシキリ ホオアカ 

 鳥仲間 

阿江範彦 青木良恵 家田和子 石橋公子 今井達郎 大川征治 大川香 門口一雄 門口裕子 
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菊地昇 傍島玲子 福島弥四郎 細田富美代 丸山二三夫 山崎悠一 山崎久美子 柚木鎮夫 

柚木育子 横松あつみ（１９名） 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

 かわせみ３２号②２００３年７月１９日（土）～２１日（月）の確認した鳥の欄に、２００２年７月

２０日～２２日仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳の確認リストを掲載してしまいました。お詫びして、下記のよう

に訂正いたします。 

  

かわせみ３２号探鳥の記録（２００３年７月～１２月） 

②７月１９日（土）～２１日（月）：遠出探鳥会 

 場所：尾瀬 燧ヶ岳 

 確認した鳥： 

アオサギ マガモ カルガモ ノスリ キジバト カッコウ ツツドリ ホトトギス アマツバ

メ コゲラ ヒバリ イワツバメ キセキレイ ビンズイ モズ ミソサザイ カヤクグリ コ

マドリ ルリビタキ ノビタキ アカハラ ヤブサメ ウグイス コヨシキリ メボソムシクイ 

センダイムシクイ キクイタダキ コガラ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ ゴジュウカラ 

メジロ ホオアカ アオジ クロジ コムクドリ ホシガラス ハシボソガラス ハシブトガラ

ス （４０種） 
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鳥信（主として２００４年１月～６月） 

 
今期は 677件が鳥信データベースに登録された。以下はスペースの関係で、登録情報のうち、希少

種、猛禽、鴫千鳥、託卵鳥、繁殖情報だけである。 

（この他に冬鳥の終認、夏鳥の初認、野鳥の行動、渡り鳥の通過、塒、飼育下の野鳥、野鳥の事故、

帰化鳥他の情報が登録されている） 

 番
号 

鳥名 年/月/日 羽数 観察した場所 状況その他特記事項   メッシュ 

１．希少種 
       

5 カイツブリ 2004/1/18 ２羽 多摩川谷地川合流部 ８：５０、この場所では、夏場は殆ど見かけないが、冬に

は良くいる。 

神谷古牧  立川１Ｃ 

5 カイツブリ 2004/3/23 ６羽 多摩川・昭和堰 夏羽 大川征治   拝島６Ｅ 

5 カイツブリ 2004/4/10 ５羽 多摩川 多摩大橋下流 夏羽 大川征治   立川０Ｃ 

5 カイツブリ 2004/5/16 ２ 羽

+ 

多摩川右岸・多摩大橋下流ひ

ょうたん池 

１０：５０、アシの間で鳴く。少なくとも２羽以上居る。 神谷古牧  立川０Ｃ 

54 ササゴイ 2004/6/27 １羽 多摩川・平堰  大川征治   拝島８Ｃ 

56 アマサギ 2004/5/28 ５羽 高月水田・浄水場より東方２

００ｍ付近 

浄水場より東方２００ｍ付近で５羽 平井国二  拝島6E 

57 ダイサギ 2004/4/10 1羽 多摩川谷地川合流部   ８：３０、合流部北側、多摩川本流左岸にいたダイサギ

は、嘴が黒くなる途中であった。 

神谷古牧  立川１Ｃ 

57 ダイサギ 2004/5/8 1羽 多摩川谷地川合流部 ８：１０、合流部の右岸川で、嘴が真っ黒な夏羽根の個

体。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

86 オシドリ 2004/3/5 ４羽 東京薬科大の池       ♂３羽♀１羽 大川征治  武蔵府中1G 

86 オシドリ 2004/6/13 1羽 湯殿川・白旗橋下流１００ｍ ♂、カルガモ３羽と一緒にいた 長谷川篤・典子 八王子5F 

91 ヨシガモ 2004/1/1 １羽 淺川・平山橋の下流 50ｍ この近所の方でスコープをのぞいていたご夫妻の話によ

ると工事の無い日はここにいて工事が始まるとまた下流

の方に行っているとのことでした。 

佐藤サヨ子 武蔵府中0H 

91 ヨシガモ 2004/1/3 １羽 浅川・「一番橋」上流、南平用

水口付近 

♂１羽、１５時４５分、ヒドリガモ２♂、２♀と一緒に水辺に

上がり草を採食していました（ヒドリガモと同じように草を

嘴でちぎって食べていました） 

金子凱彦  武蔵府中1J 

91 ヨシガモ 2004/1/18 １羽 淺川・平山橋左岸下流 ヒドリガモと一緒にいて、陸に上がり草を食んでいました 清水盛通  武蔵府中0H 

92 オカヨシガ

モ 

2004/3/23 11

羽 

多摩川・昭和堰  大川征治   拝島６Ｅ 

93 ヒドリガモ 2004/1/3 １羽 浅川・「一番橋」上流、南平用

水口付近 

ヒドリガモ２♂、２♀のうちの♂１羽は目の後ろが濃い緑

色の個体でした（日本野鳥の会発行「日本の野鳥」参

照）。 

金子凱彦  武蔵府中1J 

105 スズガモ 2004/3/21 １羽 秋川と多摩川合流部（昭和堰

の上） 

♂１を見ました。内陸部でスズガモが観察されるのは珍

しいと思います。 

古山隆  拝島6E 

129 ノスリ 2004/2/22 １羽 多摩森林科学園 上空飛翔 支援探鳥会 八王子2H 

149 コジュケイ 2004/4/24 １羽 多摩川谷地川合流部 ８：４０、一羽の鳴き声がした。この辺りでは希にしか聞か

れ無くなった。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

149 コジュケイ 2004/5/16 １ 羽

+ 

多摩川右岸・多摩大橋下流ひ

ょうたん池 

１１：００、池の南側の林付近で鳴く。久し振りに確認。 神谷古牧  立川０Ｃ 

150 ヤマドリ 2004/2/22 １羽 多摩森林科学園 ほろうち 支援探鳥会 八王子2H 

150 ヤマドリ 2004/4/10 １羽 美山町天合峰紙屋入 林内から飛び出し 粕谷和夫  拝島1C 

150 ヤマドリ 2004/5/7 １羽 高尾山６号路琵琶滝付近 １６時ころ♀１羽が遠足ラッシュが終わった６号路上にし

ばらくいた。 

高尾定期ＣＴ 八王子０Ｆ 

160 クイナ 2004/1/15 １羽 谷地川下流 谷地川左岸水溜りに出てきたがすぐに消える 大川征治他 立川０Ｃ 

160 クイナ 2004/2/1 １羽 浅川・滝合小対岸の水門  山崎悠一・久美子 武蔵府中0G 

160 クイナ 2004/4/17 １羽 浅川・日野市民プール上流５

０ｍ 

タシギと数メートル離れた場所に出現 門口一雄他 武蔵府中2K 

160 クイナ 2004/4/26 １羽 浅川・浅川大橋下流の水管

橋付近 

鳴き声を３回聞く 倉本修  八王子7K 

160 クイナ 2004/5/8 １羽 浅川・日野市民プール前 クレソンの株の中 門口一雄他 武蔵府中2K 

167 バン 2004/1/21 １羽 淺川左岸・長沼橋上流湿地 若鳥、ガマの湿地にカワセミ、ジョウビタキと一緒に出

現、採餌中 

粕谷和夫  八王子9H 

167 バン 2004/4/25 １羽 多摩川・平堰 １８：００、成鳥一羽が、中州から右岸に泳いできた。 神谷古牧  拝島８Ｃ 

169 オオバン 2004/1/12 １羽 多摩川・浅川合流付近(府中

四谷橋下) 

潜り採餌。 阿江範彦  立川4A 

246 セグロカモ

メ 

2004/2/21 1羽 多摩川・中央線鉄橋 ８：４９、新しくできた小さな中州で、羽繕い。今年はあま

り見かけない。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

298 アオバト 2004/5/26 １羽 高尾山日影・キャンプ場付近 鳴き声で判定した。２回聞いたが、１羽として報告する。 白川司・史子 与瀬9F  

298 アオバト 2004/6/4 声 高尾山・蛇滝登山道 声をきく 粕谷和夫  八王子0F 

319 ヒメアマツ

バメ 

2004/1/1 ５ 羽

± 

浅川・萩原橋上流河原 トビ２羽とともに上空飛翔 福島弥四郎 八王子6K 
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319 ヒメアマツ

バメ 

2004/6/14 １ 羽

+ 

八石陸橋下（小宮町） 八石陸橋下のイワツバメの巣の隣にヒメアメツバメの巣

が作られました。イワツバメの営巣カウント中に気が付い

たのですが数は１です。上空飛ぶ姿も確認できました。 

傍島玲子  拝島9C 

331 アオゲラ 2004/2/15 １羽 佐藤サヨ子自宅、日野市程久

保 650、高幡橋台団地６７－２

０４ 

何気なく窓の外を見ると、道路を隔てた木立の中に１羽

の鳥が何か突付いているのが見えたので双眼鏡を覗くと

アオゲラでした。最近ドラミングの音や警戒音は聞こえる

ものの、その姿をしばらくみてなかったので嬉しさも倍以

上です。 

佐藤サヨ子 武蔵府中3J 

331 アオゲラ 2004/3/15 １羽 日野市新町５丁目 ７：５０、鳴き声。同所東のはずれで、長い間良く鳴き続け

る。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

331 アオゲラ 2004/4/5 １羽 日野市新町５丁目 ７：３５、北側崖沿いの林に飛んできた。この辺りでは鳴

き声を良く聞いていたが、間近（６，７㍍）で見られるのは

珍しい。頭の赤い選が肩胛骨の当たりまで伸びた雄だ。

胸の横斑が不揃いなのがこの個体の特徴のようだ。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

331 アオゲラ 2004/4/12 １羽 日野市新町４丁目 ７：５０、東南端の中央高速脇で、ケヤキの木にとまる。

尾羽の先が針のようになっているのが、印象的。やがて

「キリッ、キリッ」言う声を上げ、高速の反対側へ飛んでい

く。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

331 アオゲラ 2004/4/30 １羽 谷地川・浄化施設 ８：５下流右岸の林に、東光寺グランド方向から飛んでき

て、木にとまる。頭の赤い部分が長く伸びて、雄だと言う

ことが解る。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

331 アオゲラ 2004/5/1 １羽 多摩川・拝島橋下流 １８：１０、左岸西部運輸前の河川敷内で。八王子側から

飛来した様子。 

神谷古牧  拝島８Ｄ 

336 アカゲラ 2004/1/6 １羽 東京薬科大学の雑木林の木

の幹 

１CV、停留後飛翔 馬場百合亜 武蔵府中1G 

336 アカゲラ 2004/1/7 １羽 北淺川・松枝橋上流の河原 ニセアカシに止まる 粕谷和夫  八王子0K 

336 アカゲラ 2004/1/13 １羽 長沼公園：霧降の道の東側

の尾根 

１C、ケケケ・・・と鳴く 馬場百合亜 八王子9G 

336 アカゲラ 2004/1/13 １羽 平山城址公園：京王電鉄ビル

側の雑木林 

１C、ケケケ・・・と鳴く 馬場百合亜 武蔵府中0G 

336 アカゲラ 2004/2/15 ２羽 小宮公園  大川征治   拝島７Ａ 

336 アカゲラ 2004/2/15 １羽 多摩川右岸・昭和堰上流河

原 

河原のニセアカシアに止まる 粕谷和夫  拝島6E 

336 アカゲラ 2004/2/28 1羽 谷地川・浄化施設 ８：４４、下流側の林にいた。下腹が真っ赤。暫くすると、

ケッ・ケッと鳴きながら多摩川本流方向へ向かう。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

336 アカゲラ 2004/3/5 １羽 高幡台団地第二緑地  佐藤サヨ子 武蔵府中3J 

336 アカゲラ 2004/3/17 １羽 高幡台団地第２緑地 突如念願のアカゲラが叫んだ！アカッ！アカッ！アカ

ッ！ 初見参に双眼鏡を持つ手が震えたが、眩しく映え

る白・黒に赤！まさに赤ゲラだ！必死で目に焼き付け、

飛び去るまで見送った。 

渡辺敬明  武蔵府中３Ｊ 

336 アカゲラ 2004/3/30 １羽 高幡台団地第二緑地の裏山 今が一番美しい羽の色をしているように思いました。 佐藤サヨ子 武蔵府中3J 

349 コシアカツ

バメ 

 

2004/4/16 

３羽 佐藤サヨ子自宅、日野市程久

保 650、高幡橋台団地 

今朝、団地の庭の電線に 3羽のツバメが止まっていたの

で双眼鏡で確認するとコシアカツバメでした。昨年はつい

に姿を見せてくれませんでしたが、やはり来てくれまし

た。 

佐藤サヨ子 武蔵府中3J 

360 ビンズイ 2004/1/13 １羽 長沼公園：展望園地東側の

地面 

１Ｖ、採餌 馬場百合亜 八王子9G 

360 ビンズイ 2004/2/15 １羽 小宮公園  粕谷和夫  拝島7A 

360 ビンズイ 2004/3/21 ５羽 小宮公園 地面で餌を食べたり木にとまったりを繰り返す 大川征治   拝島７Ａ 

363 タヒバリ 2004/4/10 ２羽 多摩川谷地川合流部 ８：４０、合流部中州先端にいた二羽は、夏羽であった。

（写真あり） 

神谷古牧  立川１Ｂ 

373 キレンジャ

ク 

2004/2/25 ７羽 小宮公園管理事務所 カウント終了後参加者一部が見る 小宮公園定期 CT 拝島７Ａ 

373 キレンジャ

ク 

2004/3/21 ８羽 高月町、多摩川（昭和堰下流

側）右岸 

地上に生える草の実（ヤブラン）を食べていました。写真

撮影されている方の話によると、この群れは１ヶ月以上

滞在しているとのこと。3/7 にも、上空を飛ぶ８羽の群れ

を見ました。 

古山隆  拝島６Ｅ 

373 キレンジャ

ク 

2004/3/29 111

0羽 

多摩川右岸 昭和堰下流 10：30、キレンジャクは今日はヒレンジャクも加わり（１羽

のみ確認）１１羽の群れをつくっていました。 

清水盛通  拝島６Ｅ 

373 キレンジャ

ク 

2004/3/27 ８羽 高月町、多摩川（昭和堰下流

側）右岸 

今日も８羽のキレンジャクが３０分間隔ぐらいに地上に降

りて草の実を食べていました。 

清水盛通  拝島６Ｅ 

373 キレンジャ

ク 

2004/3/30 34

羽 

多摩川右岸昭和堰下流 ヤブランの実を食べに来て木にとまっていたがハイタカ

が飛びレンジャクは逃げた 

大川征治   拝島６Ｅ 

373 キレンジャ

ク 

 

2004/3/27 

８羽 多摩川右岸 昭和堰下流 右岸の柳の木に止まっていた 佐伯直寛  拝島６Ｅ 
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374 ヒレンジャ

ク 

2004/2/19 ８羽 日野市、明星大学の裏門のと

ころから七生福祉園に出る道 

笹薮の中の山桜の上を 8 羽の鳥が飛んできて止まって

はすぐ飛び、飛んではまた止まるといった行動をくり返し

ていたので双眼鏡でみたら、あのツッパリ兄ちゃんような

頭をしたレンジャクでした。飛んだときの尾羽の先が赤か

ったのでヒレンジャクと思います。尚この翌日ここから

200 メートル離れた高幡台団地第 2 緑地のコナラの木の

上に 3羽のキレンジャクを見ています。 

佐藤サヨ子 武蔵府中3H 

374 ヒレンジャ

ク 

2004/2/21 ２羽 八王子市大谷町 造園地、場所はひよどり山の、東京都私有の広い牧草

地の一番東より？、１６号バイパスよりにあたります。ま

だ柳の芽吹きには早そうですし、記憶の中でも早い渡来

ではないかと思いますチョウゲンボウ２羽が飛びまわり、

他の小鳥達が立ち木にどんどん降りだすなかケヤキ３０

ｍ先端でしばらく静止、その後小宮公園方向へ飛去三宅

島の方達の畑の方でも見られるかもしれませんね 

峯尾雄太  拝島7A 

374 ヒレンジャ

ク 

2004/2/27 １羽 日野・黒川清流公園 やどり木の中にとまる 大川征治 香 武蔵府中１ｋ 

374 ヒレンジャ

ク 

2004/3/29 １羽 多摩川右岸 昭和堰下流 10：30、キレンジャク１０羽の群の中に１羽のみ確認 清水盛通  拝島６Ｅ 

374 ヒレンジャ

ク 

2004/3/31 10

羽 

多摩川右岸昭和堰下流 ヒレンジャク、キレンジャクの群れ 大川征治 他 拝島６Ｅ 

374 ヒレンジャ

ク 

2004/4/3 １羽 多摩川右岸 昭和堰下流 ニセアカシに１羽止まる 粕谷和夫  拝島6E 

375 カワガラス 2004/6/13 １羽 醍醐川・龍蔵神社付近 水面を上流方面に飛ぶ 粕谷和夫   五日市5A 

376 ミソサザイ 2004/3/15 １羽 小宮公園弁天池下流 地面で餌を食べたり木にとまったりを繰り返す 大川征治 香 拝島７Ａ 

379 カヤクグリ 2004/1/9 ２羽 高尾山６号路下部の妙音橋

上流側 

山側茂みの２羽のうち１羽が川辺の草むらに飛ぶ。 

近くにミソサザイ２羽、クロジ１羽。 

高尾定期ＣＴ 八王子１Ｆ 

380 コマドリ 2004/5/26 １羽 高尾山・日影沢入り口付近 日影沢林道に入って３００ｍ付近の沢筋で１回のみ鳴い

た。移動中か？ 

白川司・史子 与瀬9G 

386 ルリビタキ 2004/2/15 ３羽 小宮公園  大川征治   拝島７Ａ 

386 ルリビタキ 2004/3/2 １羽 小宮公園弁天池下流 色の濃い♂ 大川征治 香 拝島７Ａ 

386 ルリビタキ 2004/3/9 １羽 案内川 ♂ 大川征治 香 八王子１Ｄ 

386 ルリビタキ 2004/3/15 １羽 小宮公園弁天池下流 色の濃い♂ 大川征治 香 拝島７Ａ 

386 ルリビタキ  １羽 長沼公園：展望園地東側の

ハイキングコース 

１V（♀）、周辺の木々を移動 馬場百合亜 八王子9G 

393 イソヒヨドリ 2004/4/10 １羽 谷地川・新旭橋 １０：００、橋の下流側左岸の空き地（畑地）のくいに止ま

る。その後何かをくわえて、隣地にある「多摩精機」構内

の柵下で食べ始める。昨年までの二年は確認出来てい

ないが、その前は、毎年この場所で確認している。写真

あり 

神谷古牧  立川０Ｃ 

393 イソヒヨドリ 2004/4/10 １羽 谷地川下流左岸 ことしは雄で、電柱でさえずった後地面に下りる。昨年は

雌。 

大川征治   立川０Ｃ 

396 トラツグミ 2004/1/18 １羽 小宮公園管理事務所横  小宮公園支援 拝島７Ａ 

396 トラツグミ 2004/2/3 １羽 日野市新町４丁目 ７時５０分、中央高速のすぐ脇の崖になっている林のは

ずれです。カシラダカ、キジバトなどと一緒にいて、一瞬

ツグミかと思いましたが、思い直し双眼鏡で見ると、立派

なトラツグミでした。明るい林のはずれで、高速道路ま

で、ほんの１０㍍ほど。飛び立つとかなり大きく、広げた

翼は、やや細いものの、キジバトより大きいのではと思い

ました。 

神谷古牧  立川0B 

396 トラツグミ 2004/2/3 1羽 日野市新町４丁目 ７：５３、高速に近い、崖沿いの林のはずれにいた。飛ぶ

と翼はやや細いものの、キジバトより大きく見えた。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

396 トラツグミ 2004/2/15 １羽 小宮公園  粕谷和夫  拝島7A 

396 トラツグミ 2004/2/26 １羽 宝生時団地裏山秋川街道よ

り 

お寺（八王子メモリアルパーク）の付近を回って再び山に

戻るところにある小川の中にトラツグミ 1 羽を視認しまし

た。 数年前に一度山の中で見ています。♂♀不明、26

ＡＭ 

丸山二三

夫 

 拝島1C 

396 トラツグミ 2004/3/17 １羽 高幡台団地第二緑地の裏山 落ち葉の中で地面を突付いていました。 佐藤サヨ子 武蔵府中3J 

399 クロツグミ 2004/5/9 １羽 裏高尾・小下沢 ７：００、かなり近くで鳴くが、どうしても姿は見つけられな

かった。 

神谷古牧  与瀬８Ｈ 

400 アカハラ 2004/1/13 １ 羽

+ 

平山城址公園：北口そばの木

の枝上 

１+CV、盛んに、警戒鳴き 馬場百合亜 武蔵府中0G 

400 アカハラ 2004/1/16 １羽 多摩川右岸・昭和堰上流河

原 

 粕谷和夫  拝島6E 

400 アカハラ 2004/1/21 １羽 淺川左岸・長沼橋上流湿地 解放的な枯れ草の所から出てきて飛び去った 粕谷和夫  八王子9H 

400 アカハラ 2004/1/24 １羽 日野市多摩川桜並木 ９：１０、河川敷内の灌木にやってきて、ゆっくりと観察出

来た。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

400 アカハラ 2004/2/15 1羽 東光寺ｸﾞﾗﾝﾄﾞ（日野市） ９：２０、グランド北側の多摩川河川敷内にある林で、鳴

いていた。この林には毎年アカハラがやってくる。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

400 アカハラ 2004/2/28 1羽 谷地川・浄化施設 ８：４６、林の中を鳴きながら飛ぶ。 神谷古牧  立川０Ｃ 

400 アカハラ 2004/4/13 １羽 楢原町の楢原小学校付近 雑木林 粕谷和夫  拝島4A 
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400 アカハラ 2004/4/15 １羽 八王子市城山手 わが町内でみた。終認？ 千葉槙子  八王子3H 

400 アカハラ 2004/4/21 ３羽 高幡台団地第二緑地の裏山 裏山にはアカハラ 3羽とも未だいました。 佐藤サヨ子 武蔵府中3J 

402 シロハラ 2004/3/11 １羽 日野市新町４丁目 ７：３５、切り通しになった道路にほど近い、崖沿いの林

の縁にいた。肉眼で良く確認出来るほど近くにいた。飛

び立って、林の奥に消えたが、特徴のある鳴き方はしな

かった。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

409 ヤブサメ 2004/5/9 １羽 裏高尾・小下沢 ７：２０、藪から鳴き声のみが聞こえる 神谷古牧  与瀬８Ｈ 

409 ヤブサメ 2004/6/23 声 小宮公園 声を聞く 粕谷和夫   拝島7A 

410 ウグイス 2004/1/5 １羽 谷地川・下田橋 ７：５６、橋の下流右岸の藪で地鳴き。姿を良く見ることが

出来たのは、久し振りである。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

415 コヨシキリ 2004/5/25 １羽 浅川・鶴巻橋下流第４中学校

堤防下 

全身を現し黒褐色の頭側線と過眼線がよく見えた。さえ

ずりも聞かれた（近くにオオヨシキリが１羽、囀り続けてい

た）。 

倉本修  八王子5K 

416 オオヨシキ

リ 

2004/5/12 声 北淺川・陵北大橋付近、東京

天使病院付近 

午前中 陵北大橋付近左岸で鳴いていました。天使病院

方面からもヨシキリの声が聞こえました。午後再び通ると

陵北大橋の近 

くで鳴いていました。 

柚木育子  拝島2B 

416 オオヨシキ

リ 

2004/5/16 １羽 多摩川右岸・多摩大橋下流ひ

ょうたん池 

１０：５０、池の畔ののヤナギで、枝渡りしながら鳴く。足

環をつけているのが確認出来、写真に撮影。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

416 オオヨシキ

リ 

2004/5/27 ３羽 淺川・鶴巻橋下流  大川征治   八王子５Ｋ 

416 オオヨシキ

リ 

2004/6/7 声 高尾町、旧高尾博物館前の

田んぼ付近 

声を聞いた。 ＰＭ．５：００  千葉槙子  八王子1F 

416 オオヨシキ

リ 

 2004/5/5 １羽 淺川・敷島橋 今年も南淺川にオオヨシキリ 1羽が現れました（去年は 5

月19日でした）。15時頃 1羽の囀りと姿、廿里橋下の枯

れた葦の穂や川沿いの石垣に生えた柳やヌルデの木の

中を動き回りながら時々囀っている姿を見ることが出来

ました。 

横山由美子 八王子2B 

422 センダイム

シクイ 

2004/5/9 １羽 裏高尾・小下沢 ７：５０、鳴き声のみ 神谷古牧  与瀬８Ｈ 

424 キクイタダ

キ 

2004/3/5 ２羽 高尾山６号路上部階段左 ヒマラヤスギから複数のキクイタダキの鳴き声。 高尾定期ＣＴ 与瀬９Ｅ 

427 キビタキ 2004/5/9 １羽 裏高尾・小下沢 ７：４０、美しい声で鳴く。 神谷古牧  与瀬８Ｈ 

427 キビタキ 2004/5/19 １羽 廿里町、白山神社西側斜面ヒ

ノキ林内 

昼休み時間、キビタキが鳴いているのを聞きました。他

に、ヤブサメ、シジュウカラの巣立ち雛、ウグイス、、メジ

ロ、ガビチョウ、ハシブトガラスが鳴いていました。 

横山由美子 八王子2G 

427 キビタキ 2004/6/8 声 高尾町、JR 中央線線路南側

の北向き急斜面（高尾駅～両

界橋間） 

6月 3日から 8日まで高尾町の線路沿いの道で毎日キビ

タキの声が聞こえていました。林から聞こえた。 

横山由美子 八王子2G 

430 オオルリ 2004/5/9 ２羽 裏高尾・小下沢 ６：４０、型どおり、針葉樹のてっぺんで見事に囀る。少し

奥でもう１羽。 

神谷古牧  与瀬８Ｈ 

430 オオルリ 2004/5/19 １羽 平山城址公園 成鳥雄も観察しました 今野美代子 武蔵府中0G 

433 コサメビタ

キ 

2004/5/8 ２羽 北淺川・小田野中央公園 林内を忙しく飛び交う 松竹定期ＣＴ 拝島1A 

434 サンコウチ

ョウ 

2004/5/7 １羽 城山手二丁目にある（もみじ

公園） 

AM6.30。鳴き声を聞きました。武蔵御陵側より聞こえた

ので、姿は確認できませんでした 

関根伸一  八王子3J 

434 サンコウチ

ョウ 

2004/5/8 １羽 上恩方町･板当林道入り口か

ら１０００ｍ地点 

声 粕谷和夫  与瀬9J 

434 サンコウチ

ョウ 

2004/5/8 ４羽 上恩方町･板当林道入り口か

ら１３００ｍ地点 

約１００ｍの距離に２番で鳴き交わし、内１番♂♀の姿視

認 

粕谷和夫  与瀬8J 

434 サンコウチ

ョウ 

2004/5/8 ２羽 上恩方町･板当林道入り口か

ら３００ｍ地点 

声 粕谷和夫  与瀬9K 

434 サンコウチ

ョウ 

2004/6/16 １羽 高尾山日影・キャンプ場付近

他 

午前中日影沢キャンプ場左手沢筋、午後炭焼き場左手

沢筋でそれぞれ鳴き声を聴いた。比較的近いところなの

で１羽と判定した。 

白川司・史子 与瀬9F  

456 ミヤマホオ

ジロ 

2004/1/13 ２ 羽

+ 

平山城址公園：池の東側広

場隅の地面 

2+V（１♂と１♀型）、草の種子を採餌（♀型はカシラダカ

と紛らわしい） 

馬場百合亜 武蔵府中0G 

456 ミヤマホオ

ジロ 

2004/2/14 １羽 小宮公園 ♀、入り口を入ってすぐ、弁天池の脇、低潅木の中でミ

ヤマホオジロに出会えました。オスも探しては見たので

すが、付近にはその姿はありませんでした。 

清水盛通  拝島7A 

456 ミヤマホオ

ジロ 

2004/2/25 １羽 小宮公園 雌１羽、弁天池横水路 小宮公園定期 CT 拝島7A 

462 クロジ 2004/1/2 ２羽 高尾山日影・小仏城山手前 薄暗い藪の中で落ち葉をひっくり返しながら採餌している

２羽を確認した。  

白川司・史子 与瀬8F 

462 クロジ 2004/1/4 ２羽 高尾山・蛇滝林道 アオキの下♂♀各１ 粕谷和夫  八王子0G 

462 クロジ 2004/1/9 １羽 高尾山６号路下部の妙音橋

上流側 

川辺の草むらに１羽。 高尾定期ＣＴ 八王子１Ｆ 

462 クロジ 2004/1/9 ８羽 高尾山６号路大山橋手前２５

０ｍ 

川辺に３羽、対岸山側に４羽の群。 高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 
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462 クロジ 2004/2/1 ３羽 高尾山日影・キャンプ場付近 薄暗い藪の中で落ち葉をひっくり返しながら採餌している

２羽及び沢すじの藪から檜の茂みに入った１羽を確認し

た。 

白川司・史子 与瀬9F 

462 クロジ 2004/2/6 １羽 高尾山６号路下部妙音橋上

流１００ｍ 

川辺にいて山側に飛ぶ。 高尾定期ＣＴ 八王子１Ｆ 

462 クロジ 2004/2/6 １羽 高尾山琵琶滝下流左岸建物

側 

建物脇の水場近くを歩く。ソウシチョウの声も聞こえる。 高尾定期ＣＴ 八王子０Ｆ 

462 クロジ 2004/2/7 ２羽 小仏川右岸蛇滝橋下流約３０

０ｍ付近 

♂１♀１で林の暗がりの中、姿視認 粕谷和夫  八王子0G 

462 クロジ 2004/3/5 ２羽 高尾山３号路の２号路手前 ♂１羽と不明１羽が歩く。 高尾定期ＣＴ 八王子０Ｆ 

462 クロジ 2004/3/5 １羽 高尾山６号第２ベンチ ♂１羽が山側を歩く。 高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 

462 クロジ 2004/3/5 ２羽 高尾山６号路妙音橋より１００

ｍ上部 

♂１羽が川辺♀１羽が右岸山側を歩く。 高尾定期ＣＴ 八王子１Ｆ 

462 クロジ 2004/3/5 ２羽 高尾山６号路妙音橋より２００

ｍ上部 

２羽(♂♀不明）が川辺を歩く。 高尾定期ＣＴ 八王子１Ｆ 

462 クロジ 2004/3/9 ２羽 板当林道・入り口から７５０ｍ

付近に林内 

♂♀、林内で姿視認 粕谷和夫  与瀬9K 

462 クロジ 2004/3/9 10

羽+ 

表高尾・峰の薬師の道 杉林の林床を採餌しながら移動 大川征治 香 八王子１Ｄ 

462 クロジ 2004/3/14 ２羽 高尾山・１号路布留流の滝下

付近 

♂♀、３ｍの至近距離で観察、アオキの下の地上で落ち

葉の下の獲物を採餌（ガビチョウの採餌環境と類似、但

しガビチョウのような落ち葉を飛ばすことはしない） 

粕谷和夫  八王子1F 

462 クロジ 2004/3/30 ２羽 高尾山６号路 ♂１♀１、アオキの下、地上で鳴き交わしながら採餌 粕谷和夫他 八王子0E 

462 クロジ 2004/4/2 ６羽 高尾山６号路第２橋下 藪の中で活発な鳥の群の動き。ソウシチョウと思ったが

出てきたのは真っ黒なクロジ。♂の後を追いかける♀も

いた。いつもひっそりと動くクロジの活発な動きにおどろ

いた。 

高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 

462 クロジ 2004/4/29 １羽 南高尾・大平林道中程の休

憩小屋付近 

小屋東側傾斜地で採餌していた 川上恚  与瀬9E 

464 オオジュリ

ン 

2004/1/9 １羽 谷地川下流 葦をつつく 大川征治 香 立川０Ｃ 

464 オオジュリ

ン 

2004/1/24 １羽 谷地川・下田橋 ８：４０、下流右岸の藪にいた 神谷古牧  立川０Ｂ 

464 オオジュリ

ン 

2004/1/26 ４羽 日野市新町４丁目 ８：００、北側の林にいた 神谷古牧  立川０Ｂ 

464 オオジュリ

ン 

2004/2/15 ２羽 多摩川桜並木（日野市） ８：５０、上空を下流に向かって飛ぶ。今年はオナガガモ

の姿を殆ど見かけない。 

神谷古牧   立川１Ｂ 

464 オオジュリ

ン 

2004/2/15 ４羽 多摩川谷地川合流部 ８：３０、中州先端に群れで。オギの髄にいる虫を探して

いるようだ。 

神谷古牧   立川１Ｂ 

470 アトリ 2004/3/9 ５羽 表高尾・峰の薬師の道 ２羽と３羽で２回 大川征治 香 

  

八王子１Ｄ 

472 マヒワ 2004/1/2 34

羽 

高尾山日影・キャンプ場付近 杉の梢を採餌しながら移動している３４羽及び１４羽の集

団を夫々確認した。 

白川司・史子 与瀬9F 

472 マヒワ 2004/1/2 14

羽 

高尾山日影・小仏城山手前 杉の梢を採餌しながら移動している３４羽及び１４羽の集

団を夫々確認した。 

白川司・史子 与瀬8F 

472 マヒワ 2004/1/10 30

羽 

天合峰・松木入 群で樹冠を移動中 粕谷和夫  拝島0C 

472 マヒワ 2004/1/11 ６羽 川口川・山王橋下流右岸  杉森ユリ他 拝島3C 

472 マヒワ 2004/1/13 18

羽+ 

長沼公園：展望園地北側モミ

の木の南側の落葉樹の枝上 

18+V（雌雄半々）、停留 馬場百合亜 八王子9G 

472 マヒワ 2004/2/1 112

羽 

高尾山日影・キャンプ場付近 夫々のところで５０羽前後の集団で盛んに囀っていたり、

移動していた。 

白川司・史子 与瀬9F 

472 マヒワ 2004/2/1 82

羽 

高尾山日影・小仏城山手前 夫々のところで５０羽前後の集団で盛んに囀っていたり、

移動していた。 

白川司・史子 与瀬8F 

472 マヒワ 2004/2/6 30

羽 

恩方板当林道 入り口から２５０ｍ地点の杉林で３０羽の群、(１５５０ｍ地

点の杉林で３０羽の群、１８００ｍで沢の落葉した木の枝

に３羽。) 

粕谷和夫 与瀬9K 

472 マヒワ 2004/2/6 33

羽 

恩方板当林道 入り口から(２５０ｍ地点の杉林で３０羽の群)、１５５０ｍ

地点の杉林で３０羽の群、１８００ｍで沢の落葉した木の

枝に３羽。 

粕谷和夫 与瀬8K 

472 マヒワ 2004/2/6 20

羽 

高尾山６号路大山橋より３００

ｍ上部 

２本の杉の木を行ったり来たりしていた。 高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 

472 マヒワ 2004/2/7 30

羽 

小仏川・駒木野公園付近 群、小仏川沿いの樹上で鳴き交わす 粕谷和夫  八王子1G 

472 マヒワ 2004/2/21 30

羽

± 

多摩森林科学園 群の飛翔 支援探鳥会 八王子2H 

472 マヒワ 2004/2/22 ７羽 多摩森林科学園 渓流で水浴 支援探鳥会 八王子2H 

472 マヒワ 2004/3/5 ５羽 高尾山３号路頂上から８００

ｍ 

道脇の５ｍくらいの杉の実をさかんに食べていた。 高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 
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472 マヒワ 2004/3/6 200

羽+ 

松竹公園圏央道南ﾄﾝﾈﾙ付近  ﾄﾝﾈﾙ西側の山沿いを大きな群れが何度か舞う 松竹定期ＣＴ 八王子0K 

472 マヒワ 2004/3/9 30

羽 

板当林道・入り口から１３００

ｍ付近 

スギとメタセコイヤの樹上を飛び交う 粕谷和夫  与瀬8J 

472 マヒワ 2004/3/9 10

羽+ 

表高尾・峰の薬師の道 杉林を鳴きながら移動 大川征治 香 八王子１Ｄ 

472 マヒワ 2004/3/29 ５羽 日野市新町４丁目 ７：５０ 林で、クヌギのような木の新芽を５羽で捕食して

いました。マヒワを確認したのは、多分数年ぶりです。 

神谷古牧  立川0B 

472 マヒワ 2004/3/29 ５羽 日野市新町４丁目 ７：５０、同所、北側のはずれの林で、クヌギ類の新芽を

捕食。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

472 マヒワ 2004/4/1 22

羽 

北淺川・陵北大橋脇の野球グ

ランド 

バックネット裏の草むらに下りて採餌行動。カワラヒワ数

羽とシメ 1羽が一緒 

丸山二三夫 拝島2B 

472 マヒワ 2004/4/7 15

羽 

北淺川右岸・陵北大橋下流

野球場 

野球場の草地の降りて１羽のツグミとともに採餌していた 粕谷和夫  拝島2B 

472 マヒワ 2004/4/11 50

羽 

北淺川右岸・松枝住宅付近

（諏訪町） 

ケヤキやコナラの新芽を群で採餌していた 探鳥会  拝島3B 

472 マヒワ 2004/4/21 30

羽 

高幡台団地第二緑地の裏山 約 30羽ほど地面を突付いていましたが、私の姿を見ると

半分は木の上に飛び移りましたが、残った半分はそのま

ま地面を突付いていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中3J 

481 ベニマシコ 2004/1/9 １羽 谷地川下流 ♀鳴きながら移動 大川征治 香 立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/1/15 ３羽 谷地川下流 ♂１♀２、鳴きながら移動、雄は赤みが美しい個体 大川征治他 立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/1/18 ４羽 多摩川右岸・多摩大橋下流ひ

ょうたん池 

１０：５０、珍しく一人も釣り人がいなかったせいか、成鳥

４羽確認。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/1/18 ２羽 多摩川右岸・多摩大橋下流ひ

ょうたん池 

１１：００、河川敷内で声のみ 神谷古牧  立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/1/18 １羽 北淺川右岸・陵北大橋下流ワ

ンド付近 

河原の枯れ草の上、♀ 粕谷和夫  拝島2B 

481 ベニマシコ 2004/1/21 １羽 谷地川下流 ♀ 大川征治   立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/1/28 ３羽 谷地川下流 ♂１、♀２雄はきれいな固体。あまり鳴かない 大川征治・香他 立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/2/1 １羽 北淺川右岸・陵北大橋下流、

木の橋右岸 

粕谷さんが確認した陵北大橋下流、木の橋右岸にいまし

たこの冬は越冬でしょうか。今までだと通過みたいでした

が。オスは見かけませんがいるといいです翼の動かし方

が 鶯に似て見えました。 

柚木育子  拝島2B 

481 ベニマシコ 2004/2/2 ２羽 北淺川右岸・陵北大橋下流、

木橋より陵北大橋よりの池の

付近 

♂1 羽♀1 羽が枯草の中で動き回り採餌行動、他に見た

鳥： トビ、オオタカ、ダイサギ、アオサギ、カワウ、マガ

モ、カルガモ、コジュケイ(声)、キジ、キジバト、カワセミ、

ハクセキレイ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、モズ、アカハラ、

ツグミ、カシラダカ、アオジ、カワラヒワ、イカル(20+)、シ

メ、スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス 

丸山二三夫 拝島2B 

481 ベニマシコ 2004/2/3 ３羽 谷地川下流 ♂１♀２、鳴きながら移動、雄は赤みが美しい固体 大川征治 他 立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/2/6 ３羽 谷地川下流 ♂１♀２、鳴きながら移動、雄は赤みが美しい固体 大川征治他  立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/2/6 ４羽 谷地川下流 ♂１♀３、鳴きながら移動、雄は赤みが美しい固体 大川征治  立川１Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/2/7 １羽 北浅川・元木橋上流 100ｍ付

近 

北浅川左岸方向から鳴き声。 草むらの中に♀1 羽視

認。 

松竹定期ＣＴ 拝島1A 

481 ベニマシコ 2004/2/9 １羽 谷地川下流 ♀タイプ柳の芽を食べていた 大川征治 香 立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/2/15 ５羽 多摩川谷地川合流部 ８：４０、五羽まとまって、オギやセイタカアワダチソウの

枯れた花穂をついばんでいた。この他谷地川浄化施設

ダム下でも、１ペアが並んでセイタカアワダチソウの花穂

をついばむ。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

481 ベニマシコ 2004/2/17 ８羽 谷地川下流 ３羽（♂１♀２） ♂１♀２ ♀タイプ３ を３箇所で、ダブル

カウントあるかも 

大川征治   立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/2/28 ２羽 多摩川谷地川合流部 １６：４０、右岸の土手の下にある小さな灌木で、新芽を

食べているように見えた。雄は顔が真っ黒に見えるほど

色が濃い。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

481 ベニマシコ 2004/2/28 ２羽 谷地川・浄化施設 ８：４０、二羽が鳴いている。雌はよく見えた。 神谷古牧  立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/2/28 １羽 谷地川下流 ♂ 大川征治   立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/2/28 ２羽 北淺川・小田野中央公園付

近 

ペア 柚木育子  拝島1A 

481 ベニマシコ 2004/3/6 １羽 北淺川・陵北大橋上流 100m

右岸付近 

北浅川右岸 50m付近から声｡♀1羽視認 松竹定期ＣＴ 拝島1B 

481 ベニマシコ 2004/3/7 １羽 浅川右岸・一番橋下流側のワ

ンド 

♀型、ヤナギに止まる 粕谷和夫  武蔵府中1K 

481 ベニマシコ 2004/3/8 ３羽 浅川・大和田橋５０ｍ上流の

右岸側土手脇 

土手脇に赤い♂１羽と♀２羽。♂はさかんにヨモギの実

をついばんでいた。付近にホウジロ２０羽以上がまとまっ

ていた。 

若狭誠  八王子7J 

481 ベニマシコ 2004/3/10 ２羽 北淺川・陵北大橋下 メスを確認しました。橋の上から見ていると鳴きながらも

う一羽 メスがやってきました。今日は天気もよく カシラ

ダカがおしゃべりしてました。 

柚木育子  拝島1B 

481 ベニマシコ 2004/3/12 ２羽 谷地川と旧谷地川の合流部 ♂♀地面で採餌 大川征治   立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/3/13 ２羽 多摩川桜並木（日野市） ９：４０、河川敷のススキにペアで居た。良くなく。 神谷古牧  立川１Ｂ 
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481 ベニマシコ 2004/3/13 ２羽 谷地川・新旭橋 １０：２０、オギの中を移動しながら、捕食。良くなく。ペア

で居た。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/3/24 ３羽 多摩川・多摩大橋下流右岸 雄１羽雌タイプ２羽鳴かずに柳の新芽を食べていた 大川征治 香 傍島

玲子 

立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/3/28 ５羽 多摩川・多摩大橋下流右岸 雄２雌タイプ３柳やこならのめをす 大川征治   立川０Ｃ 

481 ベニマシコ 2004/3/28 １羽 八王子みなみ野残存緑地蛍

沢入り口付近の造成地 

♀型、造成地の草地でヨモギの実を採餌 探鳥会  八王子6E 

483 ウソ 2004/1/4 ２羽 高尾山・４号路 鳴き交わし 粕谷和夫  八王子0F 

483 ウソ 2004/1/13 ３ 羽

- 

長沼公園：霧降の道の東側

の尾根 

２～３C、フィ・・・と鳴く 馬場百合亜 八王子9G 

483 ウソ 2004/1/28 ５羽 高尾山・大平林道森林ふれあ

い館前 

沢沿いの林 川上恚  与瀬９E 

483 ウソ 2004/2/6 ２羽 高尾山６号路とび石手前２００

ｍ 

♂２羽が、カエデの実を食べている。対の実の片側を嘴

でむしって食べる。枝を移るときフィフィフィと小さな声で

鳴く。 

高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 

483 ウソ 2004/2/7 ２羽 高尾山・蛇滝前の沢 ♂１♀１で蛇滝前の沢沿いのタマアジサイの実（種）を啄

ばむ。同じ所にルリビタキ１羽飛来。 

粕谷和夫  八王子0F 

483 ウソ 2004/2/11 ６羽 城山湖野鳥観察小屋付近 野鳥観察小屋付近で桜のつぼみを啄ばんでいる♂１羽

と♀５羽を見ることが出来ました 

清水盛通  八王子1C 

483 ウソ 2004/2/21 ３羽 多摩森林科学園  支援探鳥会 八王子2H 

483 ウソ 2004/2/22 ２羽 多摩森林科学園 サクラの蕾を食べていた 支援探鳥会 八王子2H 

483 ウソ 2004/3/5 ２羽 高尾山３号路かしき谷からの

下り終点 

♂２羽が落葉樹（樹名不明）の枝で、芽を食べていた。 高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 

483 ウソ 2004/3/9 ３羽 表高尾・峰の薬師の道 ♂１♀１アカウソ１林道横で草の実を食べていた 大川征治 香 八王子１Ｄ 

483 ウソ  

2004/4/10 

１羽 美山町天合峰松木入 ヤマザクラの新芽を啄ばむ 粕谷和夫  拝島0C 

483 ウソ  

2004/4/29 

２羽 南高尾・大平林道中程（作業

員小屋の東１００メートル） 

林内 川上恚  与瀬9E 

483 ウソ  

2004/4/29 

２羽 南高尾・大平林道中程の作

業員小屋の東１００メートル程

の林内 

本年 1 月時も５羽を、ふれあい森林館前で確認しており

ます。 

川上恚  与瀬9E 

488 スズメ 2004/6/23 １羽 都営中野団地 １６；００頃都営中野団地で白いスズメを見ました。車の

前を横切った２羽のスズメの２羽目がアルビノ 

若狭誠  拝島6A 

490 コムクドリ  

2004/6/12 

１羽 多摩川・浅川合流付近 ♂ 柚木鎮夫  武蔵府中4K 

496 カケス 2004/4/10 ２羽 多摩川桜並木（日野市） ９：３０、市営住宅付近から、多摩川本流に向かって飛ん

でいく。この辺りでは、極たまにしか確認出来ない。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

         

２．猛禽        

119 ハチクマ 2004/5/8 １羽 北淺川・川原宿付近 川原宿橋北 800m付近を羽ばたき飛翔 松竹定期ＣＴ 拝島0B 

119 ハチクマ 2004/5/26 １羽 高尾山日影・キャンプ場付近 稜線上でツミとモビングしていた。 白川司・史子 与瀬9F  

123 オオタカ 2004/1/4 １羽 日野市多摩川桜並木 ８：４８、中州の定位置のヤナギだが、一段高い枝にとま

る。監視してい方向も南西を向いていて、いつもと違う。

胸と眉斑が朝日を受けて白く輝き、とても美しい。良く見

る大柄の個体とは、印象が違う。 

神谷古牧  立川１Ｃ 

123 オオタカ 2004/1/11 １羽 恩方一小学校東南約 200m 心源院一本松方向へ飛翔｡後刻一本松に滞留を確認 松竹定期ＣＴ 八王子0K 

123 オオタカ 2004/1/11 １羽 北浅川、松枝住宅 松枝住宅対岸の稜線の木に止まっていたがカラスにモ

ビングされ飛び去る 

関根伸一他 3名 拝島３B 

123 オオタカ 2004/1/18 １羽 小宮公園 ハト１羽を追いかける 探鳥会  拝島7A 

123 オオタカ 2004/1/21 １羽 谷地川下流 突然飛んで来て対岸の木にとまった 大川征治   立川０Ｃ 

123 オオタカ 2004/1/25 １羽 滝山城趾 １３：４２、本丸上空を東に向かって飛ぶ 神谷古牧  拝島６Ｅ 

123 オオタカ 2004/2/7 １羽 福祉園脇 北浅川左岸竹やぶから飛び出す。 松竹定期ＣＴ 拝島1A 

123 オオタカ 2004/2/7 １羽 北淺川・小田野中央公園近く 元木橋上流 100ｍ付近獲物を追って急降下。まもなく中

央公園上空を旋回飛翔 

松竹定期ＣＴ 拝島1A 

123 オオタカ 2004/2/8 １羽 東京薬科大の池 ９時２５分～１０時、状況：オオタカ成鳥が池の氷の上で

マガモ♀を約４０分で完食し、数分休んで飛び去った。補

足；常に周囲の警戒を怠らない様子が印象的でした。先

に３人いましたが、ここで狩をしたかどうかは不明だそう

です。 

原田佳世  武蔵府中1G 

123 オオタカ 2004/2/11 ２羽 天合峰沖の谷戸、松木入 沖の谷戸１羽、松木入１羽 粕谷和夫他  拝島0C 

123 オオタカ 2004/2/17 １羽 谷地川下流 左岸木の枝にとまる  成鳥♂ 大川征治   立川０Ｃ 

123 オオタカ 2004/2/21 1羽 多摩川桜並木（日野市） １６：３０、東光寺グランドに近い河川敷内のオニグルミの

木にとまる。若鳥で、今朝見たものと、同一個体だろう。

僅かに白くなった眉斑があり、背中にはダイヤ型の白い

斑がたくさんあり、尾には薄い横縞が見える。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

123 オオタカ 2004/2/21 1羽 多摩川谷地川合流部 ８：４０、下流から十羽以上のキジバトを追い回している。

縦斑のある若鳥で、目標を定められず、次々と目標を変

えては失敗している。そのまま上流方向へ。 

神谷古牧  立川１Ｂ 
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123 オオタカ 2004/3/4 １羽 上川町・八王子同友会老人ホ

ーム上空 

上空旋回、下尾筒が膨らんでいた 粕谷和夫他  拝島0E 

123 オオタカ 2004/3/6 １羽 高月水田 南 水田に現れてドバト２０羽の群に突っ込むが、空振りに

終わる 

粕谷和夫  拝島6E 

123 オオタカ 2004/3/6 １羽 多摩川桜並木（日野市） ８：４０、多摩川本流上空から、釣り場となっている谷地川

ワンド付近に茶色の若い個体が突っ込む。直後に二羽

のカルガモ、１０羽ほどのキジバト、数羽のカワラヒワな

どが一斉に飛び立つが、オオタカは出てこない。ハンティ

ングが成功したのだろう。 

神谷古牧  立川１Ｃ 

123 オオタカ 2004/3/13 １羽 多摩川桜並木（日野市） ９：３０、多摩川本流上空を、ノスリと一緒に帆翔して徐々

に高度を上げていく。茶色く、ノスリよりも小さく、雄の若

鳥と推定。やがて、双眼鏡でも捕らえきれないほど高度

を上げる。 

神谷古牧  立川１Ｃ 

123 オオタカ 2004/3/13 １羽 多摩川桜並木（日野市） １０：５０、河原の藪の上を低く、素早く飛ぶ。ハンティング

中か。背面は灰色っぽく見え、９：３０に見た個体とは別

のようだ。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

123 オオタカ 2004/3/23 １羽 多摩川・昭和堰 カモを狩すれど失敗 大川征治   拝島６Ｅ 

123 オオタカ 2004/4/3 １羽 高月町、高月南水田 水田上空に現れ、滝山丘陵方面に消える 粕谷和夫  拝島6E 

123 オオタカ 2004/4/3 １羽 松竹公園から松竹橋に向かう

途中 

恩方小北側を東方向に飛び去る 松竹定期ＣＴ  拝島0A 

123 オオタカ 2004/4/10 １羽 谷地川下流左岸 飛んで来て木にとまったがからすに追われる 大川征治   立川０Ｃ 

123 オオタカ 2004/4/11 １羽 谷地川・新鶴見橋 １２：５、自宅上空を一羽のハシブトガラスに追われて、ピ

ーピー鳴きながら通過していく。多摩川でよく見かける若

鳥のようだ。ハシブトガラスより、二回りほど小さく見え、

雄と推定される。そのまま下流方向へ逃げていき、ＳＲＬ

ビル付近で、カラスは諦める。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

123 オオタカ 2004/4/18 １羽 高月町・多摩川右岸昭和堰

上流河原 

 粕谷和夫  拝島6E 

123 オオタカ 2004/5/5 １羽 谷地川・浄化施設 １７：１３、多摩川下流方面から、真っ直ぐに上流へ向か

う。高空を飛んでいるのが珍しい。浄化施設を過ぎたとこ

ろで、ハシボソガラスの攻撃を受ける。大きさを比べると

小さく、茶色いので、雄の若鳥だと推定出来る。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

123 オオタカ 2004/5/8 １羽 松竹公園から松竹橋に向かう

途中 

ﾄﾞﾊﾞﾄを捕まえそこなった後ｶﾗｽに追われる 松竹定期ＣＴ 拝島0A 

123 オオタカ 2004/5/24 １羽 南高尾･大垂水峠付近 上空を旋回し一丁平方向へ飛翔 川上恚  与瀬9E 

123 オオタカ 2004/6/12 １羽 川口川・宮田橋左岸 ２羽のカラスと縺れながら飛んでいた 杉森ユリ他 拝島2C 

123 オオタカ  2004/ １

/12 

１羽 多摩川・浅川合流付近 ハシブトガラス 2羽に追われ上流に向かう 阿江範彦  武蔵府中4K 

125 ツミ 2004/2/4 1羽 谷地川・下田橋 ７：３５、下流田羽右岸のニセアカシヤの木にとまる。ＳＲ

Ｌビル方面から飛ん出来た時は、キジバトかと思ったが、

木の高枝に止まったところを念のために双眼鏡で見る

と、見事なツミであった。白い胸に見事な横斑。頭全体が

グレーでアイリングの黄色が目立つ。足はあまり黄色くな

い。やや大きく見えたが、特徴からツミとした。この場所

は、昨年ツミがツバメを襲った場所である。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

125 ツミ 2004/2/7 1羽 谷地川・浄化施設 ８：２４、多摩川本流方向から飛来し、頭上を通過。日野

市新町５丁目方面で右旋回し、ＳＲＬビル前を通過してか

ら、元の多摩川本流方向へ帰る。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

125 ツミ 2004/4/2 １羽 高尾山６号路第１ベンチ 近くの木に止まっていたツミが、突然飛び立ち右岸側の

山消えた。 

高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 

125 ツミ 2004/5/26 １羽 高尾山日影・キャンプ場付近 稜線上でハチクマとモビングしていた。 白川司・史子 与瀬9F  

125 ツミ  

2004/4/15 

２羽 多摩御陵入り口の交番前 AM8.00 けやきの頂上で，2羽のツミがピィー、ピィーとな

きかわしており、すぐ交尾をしました。 

関根伸一  八王子3H 

129 ノスリ 2004/1/9 １羽 高尾山頂上 上空１００ｍを旋回後東に去る。 高尾定期ＣＴ 与瀬９Ｅ 

129 ノスリ 2004/1/11 １羽 松竹公園 公園南約２００ｍ付近を旋回飛翔 松竹定期ＣＴ 八王子0K 

129 ノスリ 2004/1/11 １羽 北浅川、天使病院裏の堰 堰上空を旋回 河村道寛他３名 拝島２B 

129 ノスリ 2004/1/15 １羽 谷地川下流  大川征治他 立川０Ｃ 

129 ノスリ 2004/1/15 １羽 上川口小学校校庭上空 上空旋回 粕谷和夫他 拝島0E 

129 ノスリ 2004/1/15 ２羽 谷地川下流 旋回 大川征治 ほか 立川１Ｃ 

129 ノスリ 2004/1/16 ２羽 高月丘陵（高月水田隣） 丘陵の上空を２羽が同時帆翔 粕谷和夫  拝島5E 

129 ノスリ 2004/1/17 3羽 多摩川・高月浄水場付近 ９：１９、北東側の中州の一本の木に２羽隣り合わせ、２０

０㍍ほど下流の木にもう一羽が止まる。拝島６Fにも移動 

神谷古牧  拝島6E 

129 ノスリ 2004/1/18 １羽 多摩川右岸・多摩大橋下流ひ

ょうたん池 

１０：４０、上空を帆翔していた。 神谷古牧  立川０Ｃ 

129 ノスリ 2004/1/21 １羽 谷地川下流 木にじっととまっていた 大川征治   立川０Ｃ 

129 ノスリ 2004/1/25 3羽 滝山城趾 １３：５１、本丸のやや東側をまとまって帆翔 神谷古牧  拝島６Ｅ 

129 ノスリ 2004/1/28 2羽 谷地川下流 ２羽飛翔 大川征治・香他 立川０Ｃ 

129 ノスリ 2004/2/3 １羽 谷地川下流 旋回飛翔 大川征治 香 立川０Ｃ 

129 ノスリ 2004/2/4 １羽 高月町・多摩川右岸昭和堰

上流河原 

河原のヤナギに長時間止まる 粕谷和夫  拝島6E 



 37 

129 ノスリ 2004/2/5 １羽 上川口小学校上空 学校裏の谷戸田の上空に飛来 野鳥観察指導 拝島0E 

129 ノスリ 2004/2/7 １羽 北淺川・川原宿付近 恩方第一小裏山付近をホバリング、旋回飛翔 松竹定期ＣＴ 拝島0A 

129 ノスリ 2004/2/14 １羽 多摩川・浅川合流付近  柚木鎮夫  武蔵府中4K 

129 ノスリ 2004/2/15 １羽 滝が原運動場南側の滝山丘

陵上空 

丘陵の上空を旋回 粕谷和夫  拝島6D 

129 ノスリ 2004/2/24 １羽 多摩川・滝山城址下 滝山城址方面上空より現れ滑翔しながら多摩川上流へ 佐伯直寛  拝島6D 

129 ノスリ 2004/3/6 １羽 高月水田 北 水田上空旋回 粕谷和夫  拝島6F 

129 ノスリ 2004/3/9 １羽 板当林道・入り口から１５０ｍ

付近 

上空旋回 粕谷和夫  与瀬9K 

129 ノスリ 2004/3/9 １羽 表高尾・峰の薬師の道 上空を旋回 大川征治 香  八王子１Ｄ 

129 ノスリ 2004/3/13 １羽 多摩川桜並木（日野市） ９：３０、多摩川本流上空を、オオタカと一緒に帆翔して

徐々に高度を上げていく。オオタカより大きい。やがて、

双眼鏡でも捕らえきれないほど高度を上げる。 

神谷古牧  立川１Ｃ 

129 ノスリ 2004/3/13 １羽 天合峰紙屋入 林内の枝に止まっていた 粕谷和夫  拝島1B 

129 ノスリ 2004/3/23 １羽 多摩川・昭和堰上流 左岸のきにとまる 大川征治   拝島６Ｅ 

129 ノスリ 2004/3/24 ２羽 谷地川下流堰付近 雄雌で上空を飛びながら追いかけたり急降下したり旋回

したりとデスプレイ飛行を１０分以上繰り返していた。近く

に営巣すると思われる 

大川征治 香 傍島

玲子 

立川０Ｃ 

129 ノスリ 2004/3/28 １羽 多摩川・多摩大橋下流右岸 きにとまる、地面から飛び出す、旋回の３回見られた。同

じ固体か？ 

大川征治   立川０Ｃ 

129 ノスリ 2004/4/2 ２羽 高尾山清滝駅付近 ２０号上空に２羽が旋回。カラスがモビングしていた。 高尾定期ＣＴ 八王子１Ｆ 

129 ノスリ 2004/4/3 ２羽 圏央道西側北浅川右岸 恩方中北側をﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞしたり旋回飛翔しながら東方向に 松竹定期ＣＴ 八王子0K 

129 ノスリ 2004/4/5 ２羽 川口川・観音橋上流左岸  杉森ユリ他  拝島2C 

129 ノスリ 2004/4/24 １羽 高尾山日影・キャンプ場付近 右旋回しながら帆翔しているのを視認した。 白川司・史子 与瀬9F 

129 ノスリ 2004/5/7 １羽 高尾山清滝駅付近 上空を旋回 高尾定期ＣＴ 八王子１Ｆ 

129 ノスリ  

2004/4/29 

１羽 南高尾・国道２０号ごん助南

側上空 

旋回飛翔、一時カラスにモビングされる 川上恚  八王子0D 

141 ハヤブサ 2004/1/8 ３羽 浅川・萩原橋上流河原 ３羽でドバトを追い、捕えて食べる 福島弥四郎 八王子6K 

141 ハヤブサ 2004/1/11 １羽 北浅川、からまつ保育園上空 何度もホバーリング 河村道寛他３名 拝島３B 

141 ハヤブサ 2004/1/12 １羽 淺川・平山橋左岸下流 一番橋～平山橋付近に出かけてきました。残念ながらヨ

シガモには出逢えませんでしたが、コガモを双眼鏡で見

ていたときです視野を黒い影が猛スピードでよぎります。

コガモはいっせいに羽ばたいて飛び上がります。川面す

れすれに飛び去った黒い影は果たしてハヤブサでした。

その後平山橋左岸の高圧鉄塔に止まったところをデジス

コ極限まで拡大して撮影いたしました。薄暗い中あまりキ

レイではありませんが、写ったハヤブサは去年生まれた

若鳥と見えて胸の模様はまだ縦斑の固体です。 

清水盛通  武蔵府中0H 

141 ハヤブサ 2004/2/4 １羽 高月町高月水田（南水田） 水田上空に現れたが、横切って多摩川の方へ飛んで行

った 

粕谷和夫  拝島6E 

141 ハヤブサ 2004/2/15 1羽 多摩川・中央線鉄橋 ８：２０、上流から水面近くを飛んできて、中央線鉄橋の

下をくぐり、下流側で徐々に高度を上げながら、右に曲

がり日野駅方面に行ったところで、姿が見えなくなる。ハ

ヤブサが川面を通過すると、岸辺に隠れて休んでいたコ

ガモなどが、一斉に飛び出した。鉄橋の下流側であった

ので、カウントには加算しないが、７，８０羽は出てきた様

だ。 

神谷古牧  立川１Ｂ 

141 ハヤブサ 2004/2/15 １羽 滝が原運動場南側の滝山丘

陵上空 

丘陵の上空を東から西へ飛翔 粕谷和夫  拝島6D 

141 ハヤブサ 2004/3/13 １羽 川口川・宮田橋付近 低い上空通過、犬目丘陵の方へ飛んで行った 粕谷和夫  拝島2C 

141 ハヤブサ 2004/5/26 １羽 高尾山日影・小仏城山手前 翼の形状、尾の長さ及び色合いから判断したが、ＳＰとし

て報告する。 

白川司・史子 与瀬8F  

145 チョウゲン

ボウ 

2004/1/11 １羽 浅川･大和田橋上流の中洲 中州の木に止まっていた 冬鳥一斉調査班 八王子7K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/1/11 ２羽 北浅川、上壱分方小学校 上空を飛翔 河村道寛他３名 拝島２B 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/1/12 １羽 多摩川・浅川合流付近 下流に飛び去る 阿江範彦  武蔵府中5K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/1/15 １羽 上川口小学校付近 南側丘陵地から飛来、西方向へ 粕谷和夫他 拝島0E 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/1/18 １羽 浅川･萩原橋上流 上空旋回 粕谷和夫  八王子6K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/1/25 １羽 滝山城趾 １３：５２、本丸の東側で帆翔しているノスリ３羽の間を横

切って東に飛んでいく。 

神谷古牧  拝島６Ｅ 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/2/7 １羽 北浅川・元木橋 元木橋下流方向へ飛び去る｡ 松竹定期ＣＴ 拝島1B 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/2/21 ２羽 八王子市大谷町 ひよどり山の東京都私有の広い牧草地の一番東よ

り？、１６号バイパスよりにあたり、２羽が飛びまわる。 

峯尾雄太  拝島7A 
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145 チョウゲン

ボウ 

2004/2/26 1羽 谷地川・新鶴見橋 ７：３０、自宅上空を来たからやってきたチョウゲンボウが

通過し、向かいの林に止まる。チョウゲンボウが林に向

かう時、元々そこにいた二十羽ほどのオナガの群れは大

騒ぎで鳴き出す。それに驚いたのか、止まった直後に又

飛び立つ。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/3/13 １羽 北浅川、松枝住宅対岸 上空を飛翔 河村洋子  拝島３B 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/3/14 １羽 谷地川・新旭橋 １５：５０、ＳＲＬビルの上空で右旋回した後、砂利屋さん

残土置き場の方向へ、急降下していった。 

神谷古牧  立川０Ｃ 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/3/17 １羽 大栗川・新川橋付近（八王子

市東中野） 

上空停止飛翔（フォバーリング） 松が谷小の野鳥観

察会 

武蔵府中3F 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/4/3 １羽 松竹公園から圏央道に向かう

途中 

圏央道上空をﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ｡急降下｡しばらくして小鳥を捕まえ

て再び上空へ｡再度急降下して枯れ木に止まり､羽を毟り

取る｡ 

松竹定期ＣＴ 八王子0K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/4/9 １羽 北浅川、上壱分方小学校上

空 

上空を飛翔 河村洋子  拝島３B 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/4/16 １羽 浅川・新浅川橋上空 上空でホバーリング 粕谷和夫  八王子8J 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/4/17 １羽 浅川・高幡橋下流１００ｍの

中洲 

中州におりた（数秒） 門口一雄他 武蔵府中2K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/4/26 １羽 浅川・鶴巻橋付近市役所屋

上 

市役所屋上の避雷針に止まっていた。やがて鶴巻橋上

流側へ飛び去った 

倉本修  八王子5K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/4/26 １羽 浅川・浅川橋付近 小宮公園方向へ去った 倉本修  八王子6K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/5/8 １羽 北淺川・小田野中央公園近く NTT 電波塔上空をﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ後､急降下して小田野中央公

園ﾍ 

松竹定期ＣＴ 拝島1A 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/5/8 １羽 浅川・日野市民プール前 神社のケヤキに飛び込んだ 門口一雄他 武蔵府中2K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/5/25 １羽 浅川・暁橋上空 旋回の後、南方向へ飛び去った 倉本修  八王子7K 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/5/28 ５羽 八王子駅前市街地 親２羽＋ヒナ３羽、16 時頃、状況 ：２羽が巣立ち、巣の

近辺でじゃれ合っていて、１羽がまだ巣口にいる状況で

した。親も近くにおり、巣に入ったりして促していました。

親は交尾行動もしており、２回目に入る可能性もありそう

です。 

今野美代子 八王子7J 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/5/31 １羽 中野町多摩病院付近 9:50、状況 ：交差点で空を眺めていると１羽の鳩サイズ

の猛禽にツバメ４羽が攻撃をしていました。すぐ近くまで

来たのでよく見ているとチョウゲンボウでした。結局ツバ

メ４羽に追い払われたらしく、ツバメは戻ってきたものの、

チョウゲンボウは戻ってきませんでした。 

今野美代子 拝島6B 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/6/17 １羽 日野市新町４丁目 ７：３０、多摩川方面（北）からやって来て、日野自動車

（南）方面に飛び去る。雌雄は判別出来なかった。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/6/19 １羽 高月水田 ♀、どこからか飛来し、一度田んぼに降りたあと、インゲ

ン畑の支柱に止まり獲物を食べる。そこへ２羽のムクドリ

が来て警戒声を出しながら、止まっているチョウゲンボウ

を攻撃した。 

粕谷和夫   拝島6F 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/6/25 １羽 ＪＲ八王子駅前北口 駅前広場上空に現れ東急スクエアービルの屋上へ 粕谷和夫   八王子7J 

314 アオバズク 2004/4/18 声 八王子市西寺方町 自宅より裏の宝生寺緑地方面から声がきこえてきました 

夜の８時３０分ころです  その数日前にももっと遠くから

聞こえたきがします 

柚木育子  拝島1B 

314 アオバズク 2004/5/1 声 多摩御陵入り口 御陵入り口で、午後７時ごろ、アオバズクの声を聞きまし

た。 

千葉槙子  八王子2H 

314 アオバズク 2004/5/9 １羽 八王子市元八王子町３丁目 

霞ヶ丘住宅内 

青葉の季節、今年もアオバズクがやってきました。午後 9

時ごろから同 9 時 15 分ごろの間、9 日（日）午後 9 時ご

ろ、ホーホ ホーホと繰り返す鳴き声を聞き、窓を開けて

見ると、自宅前の無線アンテナ頂上にアオバズク 1 羽が

止まっていた。 （双眼鏡で確認）ホーホ、ホーホと連続

鳴いては暫く休みで、15分ほど止まっていた。翌 10日午

後 10 時ごろ同じアンテナで 10 分ほど鳴き、更に、11 日

は、午後 9時 50分ごろから約 10分ほど鳴いていた。（双

眼鏡で確認）  

川上恚  八王子2H 
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314 アオバズク 2004/5/24 声 中野山王町喜福寺東側 今夜 19時３０分前後、ホーホーホーと一回に 6声から 10

声聞こえてきました。東から西へ２０分位短距離移動しな

がら声が消えていきました。太い低い声、3 声聞いたとき

は声音はツツドリの声に似ていると思いました。急ぎ隣

家の佐伯さんに確認していただいたしだいです。因み

に、昨年 11月 13日深夜 2時 30分ホウホーホーを三回

隣家のテレビアンテナ位の近さから聞こえてきました。こ

の事その後カワセミ会の方からフクロウでしようと教えて

いただきました。この地はこれから開発予定の荒れた狭

い雑木林です。冬は道があるのが判りますが樹木が生

い茂る今は入口からうす暗くて道は判りにくくて人が入り

にくい所です。ガビチョウ、カラス、ヒヨドリ、メジロ、エナ

ガ、シジュウカラ、キジバト、コジュケイ、は一年中声が聞

こえてきます。幼鳥の練習中の声もよく聞こえてきます。

開発される迄珍しい声を期待して観察してゆきたいと思

います。 

井上典子  拝島6A 

314 アオバズク 2004/6/6 声 八王子市西寺方町 21時 30分ごろ家の外から声が聞こえましたとても近かっ

たのであわてて外にでたのですがそれからは鳴かず静

かになってしまいました 

柚木育子  拝島1B 

315 フクロウ 2003/12/2

6 

１羽 東京薬科大学の東京農工大

学側の林 

１C、時間をおいて鳴く（2003/11以後、よく鳴いていた） 馬場百合亜 武蔵府中1G 

         

３．シギ・チドリ       

176 コチドリ 2004/3/28 ３羽 多摩川･多摩大橋下流右岸 鳴きながら飛んだり岸に下りたりしていた。初認 大川征治   立川０Ｃ 

176 コチドリ 2004/5/27 ３羽 淺川・鶴巻橋下流  大川征治   八王子５Ｋ 

176 コチドリ 2004/6/26 ２羽 多摩川・平堰  大川征治   拝島８Ｃ 

214 クサシギ 2004/1/11 ６羽 北浅川、松枝住宅グランド下

流 

川の中で 6羽並んで採餌 河村道寛他３名 拝島３B 

214 クサシギ 2004/1/24 １羽 日野市多摩川桜並木 ９：５、谷地川の流れに上流側から飛んできて、しきりに

捕食。当地初認。 

神谷古牧  立川１Ｃ 

214 クサシギ 2004/2/7 ５羽 北浅川、松枝住宅グランド横 川の中を歩きながら採餌 河村洋子他１名 拝島３B 

214 クサシギ 2004/3/6 ２羽 浅川左岸･日野クリーンセンタ

ー前 

 門口一雄  武蔵府中4K 

214 クサシギ 2004/5/27 １羽 淺川・鶴巻橋下流  大川征治   八王子５Ｋ 

217 キアシシギ 2004/5/22 ５羽 淺川・暁橋上流 川原で採餌 大川征治   八王子７Ｋ 

217 キアシシギ 2004/5/27 １羽 淺川・鶴巻橋下流  大川征治   八王子５Ｋ 

218 イソシギ 2004/5/27 ３羽 淺川・鶴巻橋下流 川原の狭い範囲しか移動せず 大川征治   八王子５Ｋ 

         

４．託卵        

302 カッコウ 2004/5/16 声 中野山王・喜福寺東方、国道

１６号線寄り雑木林 

午後２時３０分から４時３０分の雑木林から高らかに鳴り

響く声を、３回聞きました。みつい台、小宮公園、高月地

域からも聞こえたのではないでしようか。 声のするとこ

ろから２００m 付近を双眼鏡で探しましたが、見つかりま

せんでした。自宅に居ながらにして、聞こえてきた事に、

二年振りに また感動しました。                      

井上典子  拝島6A 

302 カッコウ 2004/5/16 声 中野山王町喜福寺東側 珍しくカッコウが鳴いていました。 井上典子  拝島6A 

302 カッコウ 2004/5/18 １羽 秋川街道バス停、榎木、の丁

字屋のアンテナ方向 

AM７：０５分、丁字屋のアンテナ方向からカッコウ、カッコ

ウ、カッコウ と聞こえました。一目見ようと急ぎました

が、ひらひらと、川口川方面に飛び去って仕舞いました。 

アンテナの見える場所に居た青年に、今カッコウが鳴い

たの気が付いたか聞いてみましたら、姿は見ないが、あ

っちから聞こえたと、巨大な無線アンテナを指差しまし

た。 

川戸恵一  拝島2C 

302 カッコウ 2004/5/24 １羽 石川町大星教会方面 ９：００ころ、声が３声くらいしました。その後、カッコウらし

い鳥が東北（多摩川）方向に飛んでゆきましたが、３００

ｍほどの遠くのため確認できませんでした。 

若狭誠  拝島9B 

302 カッコウ 2004/5/25 １羽 日野市新町４丁目 ７：３５、遠く北側の多摩川本流方向から鳴き声。今季初

認。 

神谷古牧  立川０Ｂ 

302 カッコウ 2004/5/29 １羽 谷地川・浄化施設 ８：４５、下流側のはｙしで鳴き声。 神谷古牧  立川１Ｃ 

303 ツツドリ 2004/5/7 １羽 高尾山３号路かしき谷付近 １３時ころ谷側で声 高尾定期ＣＴ 与瀬９Ｅ 

303 ツツドリ 2004/5/8 １羽 上恩方町･板当林道入り口か

ら９００ｍ地点 

声 粕谷和夫  与瀬9J 

303 ツツドリ 2004/5/19 声 平山城址公園 ツツドリの声が近くで響いていましたが視認はできませ

んでした。 

今野美代子 武蔵府中0G 

303 ツツドリ 2004/5/26 １羽 高尾山日影・キャンプ場付近 ９時頃から１４時過ぎまでルート上で鳴いていた。尾根筋

の違いで与瀬 8F と別の個体とした 

白川司・史子 与瀬9F  

303 ツツドリ 2004/5/26 １羽 高尾山日影・小仏城山手前 ９時頃から１４時過ぎまでルート上で鳴いていた。尾根筋

の違いで与瀬 9F と別の個体とした 

白川司・史子 与瀬8F  

303 ツツドリ 2004/6/4 １羽 高尾山・４号路 鳴きながら飛び回る 粕谷和夫  八王子0F 
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303 ツツドリ 2004/6/4 １羽 高尾山３号路かしき谷付近 谷側から声 高尾定期ＣＴ 八王子０Ｅ 

303 ツツドリ 2004/6/16 １羽 高尾山西側 尾根の違いで与瀬 9F と別の個体とした 白川司・史子 与瀬9E 

303 ツツドリ 2004/6/16 １羽 高尾山日影・キャンプ場付近 尾根の違いで与瀬 9E と別の個体とした 白川司・史子 与瀬9F  

304 ホトトギス 2004/5/19 声 佐藤哲郎自宅（八王子絹ヶ

丘） 

ホトトギスの声を聞きました。今シーズンは初めてです。 

AM6:00 

佐藤哲郎  八王子9G 

304 ホトトギス 2004/5/19 １羽 平山城址公園 12:00 手前頃、見晴台？付近でホトトギスを初めて見まし

た。針葉樹のてっぺんで高らかに囀っていました。 

今野美代子 武蔵府中0G 

304 ホトトギス 2004/5/19 １羽 高幡台団地第二緑地の裏山 偶然、青木繁昌 さんにお会いして話をしていましたら、

ホトトギスの声が聞こえてきました。遠くの方からで段々

私たちの前を通過して飛び去りました。私は今期初認で

すが、青木さんは昨日自宅で聞いたと言ってました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中3J 

304 ホトトギス 2004/5/24 ２羽 南高尾・２０号水野橋北側林

内と森林ふれあい館北側 

さえずり 川上恚  与瀬9E 

304 ホトトギス 2004/5/26 １羽 高尾山日影・キャンプ場付近 昼過ぎから１４時過ぎまでルート上で鳴いていた。尾根

筋の違いで与瀬 8F と別の個体とした 

白川司・史子 与瀬9F  

304 ホトトギス 2004/5/26 １羽 高尾山日影・小仏城山手前 昼過ぎから１４時過ぎまでルート上で鳴いていた。尾根

筋の違いで与瀬 9F と別の個体とした 

白川司・史子 与瀬8F  

304 ホトトギス 2004/5/28 ２羽 八王子市立由井２小付近 片倉城跡公園と日本文化大学方面の２ヶ所から同時に

声 

粕谷和夫   八王子7F 

304 ホトトギス 2004/5/30 声 八王子市城山手２丁目 ４時頃 自宅室内で、城山手１丁目出羽山公園あたりか

と思われる方角より声が聞こえた 

千葉槙子  八王子3J 

304 ホトトギス 2004/5/31 声 中野町の多摩病院付近  今野美代子 拝島6B 

304 ホトトギス 2004/6/2 声 館町の丘陵 午後２時頃 森松幹治  八王子3F 

304 ホトトギス 2004/6/4 １羽 高尾山・４号路他 鳴きながら飛び回る 粕谷和夫  八王子0F 

304 ホトトギス 2004/6/7 声 中野山王喜福寺辺り １７時４０分、１８時１０分、１９時、自宅から珍しくホトトギ

スの囀りが聞こえてきました。 

井上典子  拝島6A 

304 ホトトギス 2004/6/8 声 興福寺・東淺川 早朝、興福寺の裏山方面より自宅で今年のホトトギスの

声を聴きました。 

森松幹治  八王子3G 

304 ホトトギス 2004/6/8 声 南浅川沿いの廿里町で淺川

実験林 

18時20分ごろ、淺川実験林方向からホトトギスの声を聞

きました。今年、ホトトギスの声を私の生活圏で聞くのは

初めてです。 

横山由美子  八王子2H 

304 ホトトギス 2004/6/9 １羽 美山町・天合峰 鳴きながら飛び回る 粕谷和夫  拝島0C 

304 ホトトギス 2004/6/12 １羽 川口川・高尾橋左岸犬目山  杉森ユリ他 拝島4C 

304 ホトトギス 2004/6/16 １羽 高尾山日影・一丁平付近 尾根の違いで与瀬 8F と別の個体とした 白川司・史子 与瀬8E 

304 ホトトギス 2004/6/16 １羽 高尾山日影・小仏城山手前 尾根の違いで与瀬 8E と別の個体とした 白川司・史子 与瀬8F  

304 ホトトギス 2004/6/17 声 川戸恵一自宅・川口町 自宅で今年のホトトギスの鳴き声をを聴きました。AM ０

６：４０、場所 八王子秋川街道バス停「新川口」方面から

最初聞こえました。家から出ましたら川口川方面から北

浅川方向へ移動しながら５声程聞きました。 

川戸恵一  拝島4B 

304 ホトトギス 2004/6/18 １羽 川口町萩霊園付近他の丘陵 丘陵地帯あちこちで声 粕谷和夫  拝島2D 

304 ホトトギス 2004/6/23 声 川戸恵一自宅・川口町 自宅でホトトギスの鳴き声をを聴きました。AM ０４：５０、

八王子秋川街道バス停「新川口」方面から前回同様に。

家の北西方面から、ノンストップで、５～６声の鳴き声が

聞こえました。 

川戸恵一  拝島4B 

304 ホトトギス 2004/7/1 声 北浅川・浅川渓谷の下流南

岸の森（粕谷一男工務店宅

の対岸） 

AM０７:４０分、例の浅川渓谷の下流南岸の森で、鳴いて

おりました。何と、川岸１００メートル位の場所でウグイス

と、ガビチョウト、キジバトと、キジの声の混合です。 ７月

２日も同じ時間に同じ様にホトトギスが鳴き昨日と同じ道

を、行くと鳴き声は前日の森と反対の秋川街道方面から

聞こえました。浅川渓谷最下流北岸のネムの花咲く菜園

で作業している、方に、あのホトトギスはガビチョウの真

似鳴きかな、と聞いてみると、いやあれは本物よ！！、と

断言されましたが、少し心配になりました。  

川戸恵一  拝島2B 

         

５．繁殖        

5 カイツブリ 2004/6/9 ３羽 多摩川・平堰上流側 親１の 2羽のヒナ連れ 粕谷和夫 繁殖４② 拝島8C 

88 カルガモ 2004/6/2 ３羽 高月町、高月南水田 カルガモ親１＋子２羽が農道の草むらにいて、突然水の

張った田んぼに逃げ出す。親は擬傷行動、子２羽は親と

１８０度別の方向に逃げる。 

粕谷和夫  繁殖５⑦ 拝島6E 

88 カルガモ 2004/6/12 ４羽 川口川・宮田橋左岸の田んぼ 子連れ(親１＋子３） 杉森 ユ リ

他 

繁殖４② 拝島2C 

88 カルガモ 2004/6/13 5 羽

+ 

多摩川谷地川合流部 １８：６、親鳥の半分ほどに育った雛が少なくとも５羽。確

認出来る。親鳥は少し離れて見守る。 

神谷古牧 繁殖４② 立川１Ｂ 

88 カルガモ 2004/6/15 8 羽

+ 

谷地川新鶴見橋 ６：００、自宅前の堰で、８羽の小さな雛。１時間以上かけ

て、全員席越えした模様。同所にはこれとは別にやや大

きい巣立ち雛が二羽いて、これは堰越え出来ず。その内

親鳥と共にさらに二羽の兄弟が戻ってきて、合流。 

神谷古牧 繁殖４② 立川０Ｂ 

145 チョウゲン

ボウ 

2004/3/7 ２羽 浅川･高幡橋南詰 住宅のテレビアンテナ上で交尾 探鳥会 繁殖４⑤ 武蔵府中2K 
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150 ヤマドリ 2004/6/11 １羽 板当林道 林道入り口から１３００ｍ付近メタセコイヤの株元に営

巣、抱卵中 

粕谷和夫  繁殖５① 八王子8J 

151 キジ 2004/2/28 2羽 多摩川谷地川合流部 １６：４５、対岸（左岸）の枯れススキの上を鳴きながら飛

ぶ。縄張り争いが始まったのか。 

神谷古牧 繁殖４⑤ 立川１Ｃ 

177 イカルチド

リ 

2004/6/19 １羽 谷地川浄化施設 ８：１５、右岸側の工事跡地で擬傷行動。時々飛び立って

は繰り返す。極近くで営巣の可能性あり、その場を離れ

る。 

神谷古牧 繁殖５⑦ 立川０Ｃ 

271 コアジサシ 2004/6/23 ２羽 多摩川中央高速道橋上流側

中州 

中州に２羽（３０～４０分毎に抱卵中と思われる行動を交

代）、近くにコチドリ、ヒバリ現れる。 

粕谷和夫  繁殖４④ 立川3B 

326 カワセミ 2004/2/22 2羽 谷地川・新鶴見橋 １６：５０、自宅裏の、左岸の護岸にある、水抜き穴に出

入りしている。こんな所に営巣しているのだろうか。二羽

はいかにも新婚だ。 

神谷古牧 繁殖４④ 立川０Ｂ 

326 カワセミ 2004/2/28 2羽 谷地川・浄化施設 ８：３５、チーチー鳴きながら、二羽が追い会う。求愛のよ

うだ。 

神谷古牧 繁殖４⑤ 立川０Ｃ 

326 カワセミ 2004/3/7 ２羽 浅川･ふれあい橋上流側 ♂♀魚の求愛給餌 探鳥会 繁殖４⑤ 武蔵府中3K 

326 カワセミ 2004/3/24 ２羽 多摩川・多摩大橋下流右岸

土手 

２羽で鳴き交わしながら穴を掘っていた。 大川征治 

香  傍島

玲子 

繁殖４③ 立川０Ｃ 

326 カワセミ 2004/4/29 ２羽 醍醐川・龍蔵神社手前 川の中の巣のあると思われる方向へ餌運び 粕谷和夫 繁殖４① 五日市5A 

326 カワセミ 2004/5/21 ２羽 高月水田溜池 ２羽が桑に覆われた溜池の壁面にあると思われる巣に

出入りし、その前で１羽が魚をくわえて止まっていた。巣

立ちの促しか。 

粕谷和夫  繁殖５③ 拝島6F 

331 アオゲラ 2004/6/4 ２羽 高尾山・いろはの道の頂上付

近１号路出合手前 

ヤマザクラの巣穴に入る（２羽が交代で） 粕谷和夫 繁殖５③ 与瀬9E 

347 ツバメ 2004/4/30 5 羽

＋ 

谷地川・浄化施設 ７：５０、右岸の水たまりに、藁くずをくわえたツバメがやっ

て来ては、泥と混ぜ合わせてくわえ、また飛んでいく。巣

材の作り方が良く解る。 

神谷古牧 繁殖4③ 立川０Ｃ 

347 ツバメ 2004/6/5 ４ 羽

+ 

谷地川下田橋下流 ８：２０、左岸の葦に巣立ち雛が４羽いて、少なくとも二羽

の成鳥が交互に餌運び。写真を撮るが、餌を与える時間

はほんの一瞬で、旧型のデジカメでは、なかなか難し

い。 

神谷古牧 繁殖４① 立川０Ｂ 

354 キセキレイ 2004/6/7 ６羽 八王子市城山手２丁目陵東

公園（りょうとう） 

子連れ（４羽）、１羽の右あしに、黄色いリングが見えまし

た。 あいにく双眼鏡を持っていなかったのが残念です。 

千葉槙子 繁殖４② 八王子2H 

355 ハクセキレ

イ 

2004/5/26 ３ 羽

＋ 

南淺川廿里橋南側のマンショ

ン屋上の排気口 

マンション『ロイヤルコート稲穂』屋上の排気口に営巣、

一家族。 餌を咥えて排気口に入ると雛の声が聞こえ

た。 

横山由美

子 

繁殖５① 八王子2G 

356 セグロセキ

レイ 

2004/4/6 ３ 羽

＋ 

西浅川町大島椿本舗社屋窓

の戸袋の上 

私の勤務先(窓の戸袋の上)で営巣するセグロセキレイが

今年も 4 月 3 日前後に巣立ちしました模様です。過去 3

回に比べより早い巣立ちでした。今年の巣立ちの記録 

2004/4/2(金) セグロセキレイ親鳥２羽、巣への餌運びと

雛の声。 

2004/4/5(月) 親鳥の出入りも雛の声もなし。 

2004/4/6(火) 南淺川白山橋付近川原で幼鳥 1 羽に餌

を与える親鳥。 

以下は同社屋での過去 3 回のセグロセキレイ巣立ちの

記録です。 

2001年は別の場所に造巣中、巣が落ちてしまった後、玄

関ひさしで営巣。5月 10日前後の巣立ち。 

2002年も玄関ひさしで営巣、4月 18日巣立ち。 

2003年は玄関ひさしが葺き替えられたため、窓戸袋上で

営巣。5月 1日前後に巣立ち。 

横山由美

子 

繁殖５① 八王子2G 

356 セグロセキ

レイ 

2004/6/19 １羽 高月水田 セグロセキレイ親子連れ（親１＋子３羽） 粕谷和夫  繁殖４② 拝島6F 

369 モズ 2004/4/24 2羽 谷地川・浄化施設 ８：２０、ペアで行動。雌は餌を運び、雄は電線で見張りを

している様子。左岸川の木立で営巣しているらしい。 

神谷古牧 繁殖４① 立川０Ｃ 

369 モズ 2004/6/13 ２羽 谷地川下流 幼鳥２羽 大川征治  繁殖４② 八王子０Ｃ 

375 カワガラス 2004/3/1 ２羽 廿里町の南淺川で八王子市

役所淺川事務所裏 

私も今朝３月１日、午前 7．00 ごろカワガラスがつがいで

巣材を集め、巣の中に入るのを確認しました。 

関根伸一 繁殖４③ 八王子2G 

375 カワガラス 2004/3/2 ２ 羽

＋ 

廿里町の南淺川で八王子市

役所淺川事務所裏 

雛が孵ったようで、餌集めが忙しくなりました 横山由美

子 

繁殖４① 八王子2G 

375 カワガラス 2004/3/11 ４ 羽

± 

廿里町の南淺川、八王子市

役所浅川事務所北側 

12:20 頃、事務所北側の滝中の巣近くにカワガラスの幼

鳥 1羽がいるのを双眼鏡で確認しました。この時、成長 1

羽が巣に入るのも見ましたので、まだ巣に残っている雛

もいるようです。 

横山由美

子 

繁殖５① 八王子2B 

375 カワガラス 2004/3/13 ５羽 廿里町の南淺川、八王子市

役所浅川事務所北側 

12:30頃、巣立ちから間もないと思われる幼鳥 2羽が寄り

添っているのと、少し離れたところにいる別の幼鳥 1羽が

泳ぐのを見ました。雛の鳴き声の方向から、もう 1 羽いる

ようでしたが確認は出来ませんでした。 

横山由美

子 

繁殖４② 八王子2B 
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375 カワガラス 2004/4/15 ２羽 廿里町の南淺川、八王子市

役所浅川事務所北側 

3月11日ごろカワガラスの巣立ちがあった廿里町の南淺

川で、カワガラスがまた餌運びをはじめました。今年 2 回

目の営巣で雛がかえったようです。今年は巣立ちが去年

より早かったので、もう一回営巣するかなと期待して観察

を続けていました。4 月 7 日あたりまでは幼鳥をよく見か

け、夕方には滝に入るように見えることもありました。そ

の後は幼鳥を見かけなくなり、滝のそばに成鳥だけがい

ることが多くなり、4 月 14 日、成鳥が小魚のような餌を咥

えて滝に飛び込むのを見ることが出来ました。今日 15日

も餌運びを数回見ました。 

横山由美

子 

繁殖５① 八王子2B 

375 カワガラス 2004/5/5 ３羽 廿里町の南淺川、八王子市

役所浅川事務所北側の滝 

南淺川の滝で、今年 2度目の巣立ち。 

5 月 4 日夕方の観察では、雛に巣立ちを促しているの

か、あるいはすでに巣から出た雛に隠れているよう警戒

鳴きをしているのか、親鳥 2 羽は餌運びをせず、滝の上

でジェジェと鳴き続けたり、泳いだりしているだけでした。

5月 5日午後 2時半ごろ、滝の流れのすぐ横の岩の窪み

に巣立ち雛 1 羽がいました。親鳥２羽はまだ巣への餌運

びを繰り返していることと、巣立ち雛以外の声も聞こえる

ことから、まだ巣に残っている雛もいるようです。 

横山由美

子 

繁殖５① 八王子2B 

375 カワガラス 2004/6/18 ２羽 南淺川、八王子市役所浅川

事務所北側の滝下 

2 羽のうち 1 羽が滝の中に入るのを見ました。今年 3 度

目の営巣の可能性があります。すぐ傍にやって来たカラ

ス 2羽が残ったほうのカワガラスを追い払ったように見え

ました。2 羽は滝の下でしばらく一緒にいた後、1 羽は滝

の中へ、もう 1羽は川下へ去った。 

横山由美

子 

繁殖５③ 八王子2G 

427 キビタキ 2004/6/13 ４ 羽

+ 

川口町・川口川影沢橋北側

の丘陵地 

親子連れファミリー 粕谷和夫 繁殖４② 拝島2D 

435 エナガ 2004/4/10 １羽 多摩川桜並木（日野市） ９：２０、餌運びをしている。場所は特定出来ないが、桜

の木に営巣しているようだ。 

神谷古牧 繁殖４① 立川１Ｂ 

435 エナガ 2004/4/21 １ １

羽 

谷地川下流左岸 親２巣立ち雛９羽 大川征治  繁殖４② 立川０Ｃ 

435 エナガ 2004/4/21 １ １

羽 

多摩川、多摩大橋下流１ｋｍ

右岸（谷地川左岸 

巣立ち雛８～９羽 親２、多数の雛が並んで餌をもらった

り休んだりしていた 

大川征治 繁殖４② 立川1C 

435 エナガ 2004/5/8 ６ 羽

+ 

美山町・天合峰紙屋入 巣立ち連れ家族群、親が巣立ち雛に餌やり 粕谷和夫 繁殖４② 拝島1B 

441 シジュウカ

ラ 

2004/4/6 １羽 高尾山・蛇滝付近 コケを木の幹から運び巣材運びをしていた 粕谷和夫 繁殖４① 八王子0F 

441 シジュウカ

ラ他 

2004/5/8 ２ 羽

+ 

北浅川・小田野中央公園 林内のｻﾜｸﾞﾙﾐの幹､地上 7-80cmの割れ目に営巣｡親が

交代で給餌｡雛の数不明 

松竹定期

ＣＴ 

繁殖５④ 拝島1A 

441 シジュウカ

ラ 

2004/5/21 ５ 羽

± 

高月水田溜池 巣立ち雛連れのシジュウカラ家族群が溜池の周辺に現

れる 

粕谷和夫  繁殖４② 拝島6F 

441 シジュウカ

ラ 

2004/5/28 ６ 羽

± 

片倉町・台只沼谷戸の雑木

林 

巣たち雛連れ家族群 粕谷和夫  繁殖４② 八王子7F 

441 シジュウカ

ラ 

2004/6/17 ７羽 佐藤サヨ子自宅、日野市程久

保、高幡橋台団地 

今日午前 10 時ちょっと前に我が家の巣箱から５羽無事

巣立ちました。まだ黄色がかっていて初毛がちょっと残っ

ているのもいましたが、1 羽づつ巣から元気に飛び出し

て、全員が出たところで母親につれられてどこかに飛ん

で行きました。 

佐藤サ ヨ

子 

繁殖５① 武蔵府中3J 

441 シジュウカ

ラ他 

2004/6/28 大

集

団 

長沼公園（霧降の道、西尾根

など） 

シジュウカラ、メジロ、エナガは巣立ち雛を連れた大集団

で林の中にいた。 

馬場百合

亜 

繁殖4② 八王子9G 

444 メジロ   2004/5/8 １羽  美山町・天合峰松木入  餌運び 粕谷和夫  繁殖４① 拝島0C 

471 カワラヒワ 2004/4/5 2羽 日野市新町５丁目 ７：２４、住宅地の電線に二羽並んで止まり、一羽が翼を

やや広げながら下方に下げ、尾羽を一杯に広げている。

下から見ているので、光が透けて見え、とても綺麗だ。囀

りではなく、キリコロと鳴いて、求愛。 

神谷古牧 繁殖４⑤ 立川１Ｃ 

488 スズメ 2004/3/2 ３ 羽

＋ 

ＪＲ片倉駅と湯殿川の間にあ

る民家の屋根 

民家の屋根瓦の所でスズメのヒナの声を聞きました。チ

ィチィチィと鳴いていました。通勤者が大勢通るので、親

がチッチッと警戒の鳴き声を出していました。 

山崎悠一 繁殖５① 八王子7G 

503 ハシボソガ

ラス 

2004/3/13 １羽 多摩川桜並木（日野市） ９：００、桜並木前の中州で、造巣中。近くの木の、枝を折

り取って来て、巣材としている。 

神谷古牧 繁殖４③ 立川１Ｂ 

503 ハシボソガ

ラス 

2004/6/12 4羽 谷地川浄化施設 ９：２０、左岸の電柱に４羽の巣立ち雛。時を利来る親鳥

を待ちかねて、情けない声を上げる。 

神谷古牧 繁殖４② 立川０Ｃ 

504 ハシブトガ

ラス 

2004/3/13 １羽 多摩川桜並木（日野市） ９：１０、桜並木前の中州で、造巣中。オオタカの見張り

木となっている、ヤナギのすぐ北側の木だ。オオタカは来

るのだろうか。また、オオタカが来たら、カラスはどうする

のだろう。 

神谷古牧 繁殖４③ 立川１Ｃ 

504 ハシブトガ

ラス 

2004/4/10 １羽 多摩川桜並木（日野市） ９：００、桜並木前の中州で、抱卵中と思われる先月造巣

していたところとは途中放棄してあり、新たに造巣したよ

うだ。。写真あり。 

神谷古牧 繁殖４③ 立川１Ｃ 
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２００４年 オオルリ他夏鳥調査結果 
（取りまとめ：粕谷和夫） 

 八王子市の鳥・オオルリの生息地である丘陵地や山間部の自然環境の動向を見守るため、1992年以来

生息数調査を毎年行っている。また、オオルリの他にツツドリ、ホトトギス、クロツグミ、キビタキ、

センダイムシクイ等の夏鳥の数もカウントした。 

 

１．調査場所 

第１表に示す通り八王子市内の丘陵地、山間部の沢筋、谷筋の１９区域で行った。踏査総延長は昨

年同様101kmであった。 

２．調査時期 

４月下旬～６月下旬にそれぞれの区域で２～３回行った。 

３．調査参加会員数 

第１表の通り、延べ４０名の会員が調査を行った。 

４．結果 

 結果は第２表の通りであり、１９区域（沢筋、谷筋）の内、１６区域で合計６５羽のオオルリ♂

を確認した。この調査は１３年間継続しているが、本年は過去最高であった。沢別では、⑩力石周

辺、⑮高尾山１周辺で多く観察され、採石の続く④美山では、本年も観察されなかった。 

 オオルリのカウントと同時に実施した夏鳥他全野鳥の調査結果は第３表の通りであり、本年は５

８種が出現した。主な夏鳥等の出現数の経年変化は第４表に、その内の幾つかはグラフで示した。

また、ガビチョウが全地域で記録されており、この地域に定着したと思われる。その他ではサンコ

ウチョウが６カ所で記録された。 

 

（第１表）オオルリの調査場所別出現数（２００４年） 

 調査延長 調査責任者 延べ参加数 

①上川（今熊山北沢、同南沢、金剛の滝） 5 河村洋子 1 

②加住南丘陵（谷地川源流部） 6 大川征治 1 

③川口丘陵（天合峰、釜の沢、滝の沢） 3.5 川戸恵一 1 

④美山（山入川奥、美山小学校奥、お屋敷川） 5 佐伯直寛 1 

⑤小津（小津バス停奥、小津川源流部） 6 清水盛通 1 

⑥醍醐川上流（醍醐川上流部、ににく沢） 4.5 馬場裕 2 

⑦醍醐川下流（醍醐川下流部、盆堀林道） 6.5 粕谷和夫 1 

⑧和田峠下（くぬぎ沢、和田峠谷） 3 古山隆 1 

⑨明王峠下（明王渓谷、クラ骨沢、ビロウ沢） 5.5 門口一雄 2 

⑩力石周辺（力石沢、南土代沢、駒木野沢他） 5 山崎悠一 2 

⑪松竹周辺（板当・滝の沢林道、八王子城跡北） 9 丸山二三夫 6 

⑫元八王子（御主殿の滝奥、八王子城跡奥） 4 若狭誠 4 

⑬裏高尾（小下沢林道関場峠迄） 5 阿江範彦 1 

⑭小仏城山下（日影沢城山頂上迄、行の沢） 4.5 白川司 2 

⑮高尾山１（６号路、３号路、琵琶滝下山ｺｰｽ） 5 若狭誠 8 

⑯高尾山２（小仏川下流、蛇滝ｺｰｽ､4･5･1 号路） 7 粕谷和夫 1 

⑰大垂水峠下（案内川上流から一丁平方面） 3 川上恚 2 

⑱表高尾（中沢川、入沢川、榎窪川） 10 柚木鎭夫 1 

⑲初沢川（初沢川） 3 倉本修 2 

計 101   40 
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（第２表）沢別・年次別のオオルリ♂の出現数（八王子山間部、丘陵地）注）｛ ｝内はその上の欄に含まれる 

場所 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
①上川 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 
②加住南丘陵 未調査 未調査 未調査 未調査 0 2 2 1 3 1 0 0 1 
③川口丘陵 未調査 未調査 未調査 未調査 1 3 0 0 0 0 1 0 2 

④美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

⑤小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 

⑥醍醐上流 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 
⑦醍醐下流 ｛１｝ ｛１｝ ｛２｝ ｛１｝ 3 3 2 2 2 2 4 3 4 

⑧和田峠下 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 

⑨明王峠下 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 

⑩力石周辺 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 
⑪松竹周辺 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 

⑫元八王子 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 

⑬裏高尾 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 

⑭小仏城山下 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 
⑮高尾山１ 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 

⑯高尾山２ ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 

⑰大垂水峠下 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

⑱表高尾 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 
⑲初沢川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 
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第３表 オオルリ出現期における夏鳥他全野鳥の出現状況 （●印は出現、数字は羽数 200４年４月～６月）  

  

  

①～⑲は調査

要領の①～⑲

に対応 

①
上
川 

②
加
住
南
丘
陵 

③
川
口
丘
陵 

④
美
山 

⑤
小
津 

⑥
醍
醐
上
流 

⑦
醍
醐
下
流 

⑧
和
田
峠
下 

⑨
明
王
峠
下
他 

⑩
力
石
周
辺 

⑪
松
竹
周
辺 

⑫
元
八
王
子 

⑬
裏
高
尾 

⑭
小
仏
城
山
下 

⑮
高
尾
山
琵
滝 

⑯
高
尾
山
蛇
滝 

⑰
大
垂
水
峠
下 

⑱
表
高
尾 

⑲
初
沢
川 

出
現
箇
所
数 

出
現
個
体
数 

出
現
し
た
夏
等
の
♂ 

119 ﾊﾁｸﾏ   1                       1           2 2 
303 ﾂﾂﾄﾞﾘ 1         4     2 2       2 1 1   1 1 9 15 
304 ﾎﾄﾄｷﾞｽ 1 2 1 2 5       2   2 1   2   1 2 1   12 22 
347 ﾂﾊﾞﾒ 3 6   14 14   8   2 6 21     1       3 8 11 86 
350 ｲﾜﾂﾊﾞﾒ                       3   16 14 10     19 5 62 
376 ﾐｿｻｻﾞｲ 1       2 2   5 3       1   1         7 15 
399 ｸﾛﾂｸﾞﾐ 2     2 5 8 5 3 3 4 4     4 6 4 1 5   14 56 
409 ﾔﾌﾞｻﾒ 5 2     7 5 2 3 4 8 11 9 2 8 9 5 1 8 3 17 92 
410 ｳｸﾞｲｽ 5 4 4 8 21 7 16 3 18 16 28 11 3 14 11 23 6 23 6 19 227 
422 ｾﾝﾀ゙ｲﾑｼｸｲ 1       2 8 3 3 8 5 3 2 1 3 2   1 3   14 45 
427 ｷﾋﾞﾀｷ 2 4     4   2   2 4 2 2   7 7 7 2 8 1 14 54 
430 ｵｵﾙﾘ 2 1 2   5 4 4 3 4 6 5 4 3 3 7 5 2 4 1 18 65 
434 ｻﾝｺｳﾁｮｳ         1           1 1   1 1     1   6 6 

出
現
し
た
そ
の
他
の
野
鳥 

52 ｺﾞｲｻｷﾞ   ●                                   1   
62 ｱｵｻｷﾞ         ●   ●   ●   ●                 4   
88 ｶﾙｶﾞﾓ   ●     ●   ● ● ● ● ●       ●     ●   9   
120 ﾄﾋﾞ   ●   ● ●         ● ● ●   ●     ●   ● 9   
123 ｵｵﾀｶ         ●           ● ●         ●     4   
129 ﾉｽﾘ                 ●     ●   ● ●   ●     5   
145 ﾁｮｳｹ゙ﾝﾎ゙ ｳ ●                                     1   
149 ｺｼﾞｭｹｲ ● ● ●   ●   ●   ●     ●         ● ● ● 10   
150 ﾔﾏﾄﾞﾘ                             ●         1   
151 ｷｼﾞ   ●     ●           ●                 3   
296 ｷｼﾞﾊﾞﾄ ● ●   ● ● ● ●   ● ● ● ●   ● ●   ● ● ● 15   
298 ｱｵﾊﾞﾄ ● ●     ● ●     ● ● ● ●   ●   ●   ●   11   
319 ﾋﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ         ●             ●               2   
320 ｱﾏﾂﾊﾞﾒ         ●       ● ● ● ●   ●     ●     7   
326 ｶﾜｾﾐ ●       ●   ●                         3   
331 ｱｵｹﾞﾗ ● ●     ●   ●   ● ●   ●   ● ● ● ●   ● 12   
336 ｱｶｹﾞﾗ ●         ● ●       ●     ●           5   
339 ｺｹﾞﾗ ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18   
354 ｷｾｷﾚｲ ● ●   ● ●   ● ● ● ● ●     ● ● ● ● ● ● 15   
355 ﾊｸｾｷﾚｲ ● ●     ●                             3   
356 ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ   ●   ● ●   ●       ●       ●       ● 7   
367 ﾋﾖﾄﾞﾘ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19   
369 ﾓｽﾞ ●     ●             ●                 3   
375 ｶﾜｶﾞﾗｽ         ●   ● ●                       3   
396 ﾄﾗﾂｸﾞﾐ         ● ●       ●                   3   
435 ｴﾅｶﾞ ● ●     ● ●     ● ● ● ●   ● ● ●       11   
438 ｺｶﾞﾗ                             ●         1   
439 ﾋｶﾞﾗ ●         ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ●   ●   12   
440 ﾔﾏｶﾞﾗ ● ●     ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ●   14   
441 ｼｼﾞｭｳｶﾗ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19   
444 ﾒｼﾞﾛ ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18   
449 ﾎｵｼﾞﾛ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● 18   
461 ｱｵｼﾞ         ●   ●   ●                   ● 4   
462 ｸﾛｼﾞ                 ●                     1   
471 ｶﾜﾗﾋﾜ ● ●   ● ●   ●   ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● 15   
472 ﾏﾋﾜ                       ●               1   
485 ｲｶﾙ ● ●     ●   ●   ● ● ● ●   ● ● ●   ●   12   
488 ｽｽﾞﾒ ● ● ● ● ●   ●   ● ● ●       ●     ● ● 12   
493 ﾑｸﾄﾞﾘ ●   ● ● ●   ●   ●   ●                 7   
496 ｶｹｽ ●       ●   ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ●     12   
498 ｵﾅｶﾞ         ●           ●                 2   
503 ﾊｼﾎ゙ｿｶ゙ﾗｽ ● ● ● ● ●   ●     ● ● ●   ● ●         11   
504 ﾊｼﾌ゙ﾄｶ゙ﾗｽ   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● 17   

  ﾄﾞﾊﾞﾄ   ●         ●               ● ●     ● 5   
  ｶﾞﾋﾞﾁｮｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19   

 出現種類数 35 30 13 20 44 19 34 19 36 31 38 32 13 33 33 24 24 27 24 58   



 46 

２００４年 カルガモ繁殖状況調査結果 
  

 浅川の本支流はカルガモの繁殖地であり、その数を1988年以来毎年カウントしている。カウント調

査は昨年迄と同様、浅川の本支流を１５に区分した他、谷地川、大栗川、程久保川を継続し、会員が分

担して５月から７月の間に２～３回の現地観察によって行った。 

 結果は第１表及び第２表の通りで、浅川水系では親子連れのファミリー数は減少傾向にあり、２５組、

子１５９羽となった。本支流の内訳は第３表、谷地川、大栗川及び程久保川の結果は第１表の⑯～⑳の

通りである。 

 なお、市民（ご婦人）から会員の三好恒雄氏に以下のような電話が有りました。６月１７日の８時半

頃、浅川の浅川大橋下流の水管橋の付近で、１０羽のヒナを連れたカルガモの親子（♂♀一緒）に出会

い、あまりにも可愛くて感激し、誰かに訴えたいと思い、カワセミ会の三好さんにといって電話が有り

ました（取りまとめ：粕谷和夫）。 

 
（第１表） ２００４年カルガモ繁殖期カウント結果の報告書     

           （単位：組、羽） 

    担当者 親子連れ 単独 カルガモ 

    （代表者） 組数 親数 子数 成鳥数 数総計 

  ①大沢橋～陵北大橋 丸山二三夫 1 2 6 5 13 

北浅川 ②陵北大橋～松枝橋 河村洋子 1 1 12 41 54 

  計   2 3 18 46 67 

  ③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 3 3 15 22 40 

  ④鶴巻橋～大和田橋 倉本修 1 2 10 29 41 

浅川本流 ⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 0 0 0 16 16 

  ⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 2 2 15 20 37 

  ⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 0 0 0 22 22 

  計   6 7 40 109 156 

  ⑧川口橋～明治橋 杉森ユリ 2 2 15 83 100 

川口川 ⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 3 3 21 65 89 

  計   5 5 36 148 189 

  ⑩案内橋～敷島橋 川上恚 0 0 0 6 6 

南浅川 ⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 2 2 9 24 35 

  計   2 2 9 30 41 

⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 2 2 18 18 38 

⑬山田川（山田橋～浅川合流） 平井国二 4 4 21 19 44 

  ⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 0 0 0 35 35 

湯殿川 ⑮時田橋～浅川合流 加藤岸男 4 6 17 24 47 

  計   4 6 17 59 82 

浅川水系の計   25 29 159 429 617 

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 青木繁昌 2 2 11 20 33 

⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 井手龍世 0 0 0 6 6 

⑱谷地川（新左入橋～田島橋） 大川征治 1 1 3 27 31 

⑲谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍島玲子 5 5 27 9 41 

⑳大栗川（鑓水～横倉橋） 木村信幸 2 2 14 36 52 

総計   35 39 214 527 780 
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（第２表） 浅川水系におけるカルガモの繁殖状況年変化   

  親子連れ 単独成鳥 総計 

年 組数 親数 子数 平均子数     

1988 52 52 276 5.3 402 730 
1989 45 49 228 5.1 379 656 
1990 84 88 451 5.4 594 1133 
1991 57 61 318 5.6 537 916 
1992 54 58 272 5,0 452 782 
1993 48 49 254 5.3 633 936 
1994 48 49 275 5.7 623 947 
1995 28 28 146 5.2 522 696 
1996 36 38 194 5.4 613 854 
1997 41 49 202 4.9 520 771 
1998 33 36 171 5.2 434 641 
1999 30 31 140 4.7 404 575 
2000 23 25 113 4.9 415 553 
2001 35 38 199 5.7 413 650 
2002 24 25 122 5.1 339 484 
2003 23 26 116 5.0  393 535 
2004 25 29 159 6.4 429 617 

 

（第３表） 浅川水系の本支流カルガモの親子連れ組数年次変化   

年次 北浅川 浅川本流 川口川 南浅川 城山川 山田川 湯殿川 合計 

1988 2 30 13 2 0 1 4 52 
1989 0 18 7 6 9 1 4 45 
1990 2 36 15 11 9 1 10 84 
1991 2 22 10 5 5 1 12 57 
1992 3 24 5 4 6 1 11 54 
1993 4 19 5 5 7 1 7 48 
1994 5 18 9 6 4 1 5 48 
1995 4 10 1 4 3 0 6 28 
1996 5 9 5 8 3 0 6 36 
1997 2 13 3 6 10 0 7 41 
1998 0 14 2 3 8 1 5 33 
1999 2 4 9 3 7 2 3 30 
2000 2 9 4 3 4 1 0 23 
2001 5 9 11 3 4 1 2 35 
2002 4 3 3 4 4 0 6 24 
2003 2 5 6 2 3 0 5 23 
2004 2 6 5 2 2 4 4 25 
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ハクセキレイの集団塒（２００４年１月～６月） 

 

 横山町三角広場の集団ねぐらは２００３年１０月からねぐら入りが０になってしまったが、今期は4

月から一部復活した。JR八王子駅前京王プラザホテル前の1本のイチョウもねぐら入りの様子なし、中

町の長崎屋前の塒は3月調査では３５０羽観察されたが、６月調査では０になってしまった。その移動

先か、６月にＪＲ八王子旧丸井前イチョウに新たな塒の形成が認められた。 

 今期は、ＪＲ八王子旧丸井前の他に大和田橋に近い２０号バイパスの社会保険センター前イチョウ及

びＪＲ日野駅前にも新たなねぐらが観察された。  

 

（１）八王子市横山町三角広場・（八王子7J、倉本修調査） 

１月２５日（晴）夕             塒入り０羽（無し） 

２月      調査無し          塒入り不明 

３月２７日（曇）夕             塒入り０羽（無し） 

４月２６日（晴）18時28分～18時45分    塒入り１３羽 

５月２５日（晴）18時44分～19時２分    塒入り１１羽 

６月２９日（晴）19時00分～19時15分    塒入り３羽 

 

（２）JR八王子駅前京王プラザホテル前・（八王子7J、粕谷和夫調査）…ねぐら入りの様子がない。 

 

（３）中町の長崎屋前、西放射ユーロード三角広場・（八王子7J、粕谷和夫調査） 

３月１４日、１８時０１分～１８時１５分 晴 ３５０羽 （中町の長崎屋と「ふ

たば商店」の間の１本の東側クスノキに３３０羽、西側のクスノキに２０羽ねぐら入り。） 

６月６日、天気は朝からの雨が上がり晴。１８時３０分から１９時２５分まで観察したが、ハク

セキレイは現れずいつも利用するクスノキにも付近の木にも塒入りは０羽でした。 

 

（４）ＪＲ八王子旧丸井前イチョウ（八王子7J、若狭誠調査） 

６月２６日、１８：４５～１９：２０ 塒入り１２羽 

 

（５）大和田橋に近い２０号バイパスの社会保険センター前イチョウ（八王子7J、若狭誠調査） 

社会保険センター、大型雑貨店、街灯などでとても明るい場所です。小さなイチョウの木ですの

で、街路樹のエンジュを併用しなければ大きなねぐらにはならないと思います。 

  ５/１３ 午後６：４５～７：００に３０～４０羽がねぐら入りしました。 

  ５/２５ １８：４０～１９：１３（晴） 合計４４羽が塒入りしました。 

   

（６）八王子市北野町西東京三菱北野ショップ（八王子8J、粕谷和夫調査）調査無し 

 

（７）国道２０号バイパスと秋川街道の交差点（八王子6K、粕谷和夫調査）ねぐら入りの様子がない。 
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（８）八王子市椚田町ホンダクリオ新・東京 八王子店北側歩道上街路樹（八王子3G、横山由美子調

査） 

１月～４月２３日 エンジュは枝打ちされて塒にならない状態。 カツラにも来ていない。 

 塒入り ０羽 

 5月16日 19:15 塒入り確認できず。 

 5月25日 18:47～19:10 エンジュに12羽、カツラに9羽 

 6月22日 19:05～19:25 カツラのみに塒入り 20羽 

 

（９）高尾駅南口マクドナルド前 2本の桜の木（八王子３G、横山由美子調査）  

 1 月～3 月 落葉中 塒入り 0 羽 

 4 月 23 日 葉は茂っているが塒入りは確認できなかった。 

 5 月 6 日  18：25～18：35 セグロセキレイ 1羽がいったん入ったが東へ 去った。 塒入

り 0 羽 

 5 月 23 日 来ていない模様 

 5 月 27 日 19:05～19:10 すでに塒入り始まっていた。塒入り 7羽以上。 

 6 月 9 日   18:45～19:03 セグロセキレイ 22 羽。ハクセキレイ 1 羽。 

 6 月 23 日 18:45～19:20 セグロセキレイ 73 羽塒入り。 ハクセキレイ 2 羽（京王ストア

の看板上） 

 

（１０）日野駅前２０号線を八王子方向へ行った「ニッポンレンタカー」前のイチョウ（立川 1B、神

谷古牧調査） 

７月４日、偶然セキレイ類の塒を見つけました。時間は丁度１９時でした。 

ハク・セグロが混ざり、半数以上が若鳥だ。いずれも多摩川方面から飛来して、電線に止まった

後、木に入るものと、直接入るものが居るが、いずれも木のてっぺん付近に入る。せいぜい２メ

ートル以内に塒入りし、下の枝にはいるものは居ない。又一部は隣の小さな４階建てのビルの三

角屋根に止まる。十数羽はここにいる。交差点から二番目の木に入るものが殆どで、両脇の木に

も幾らか入る。 
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ヒメアマツバメの動向（２００４年１月～６月） 

 

今期、新たに八石陸橋下（小宮町）のイワツバメコロニーで傍島玲子氏がヒメアマツバメの巣を１つ

発見しました。コロニーのメインである私立八王子高校の高床式体育館は、取り壊されるということで

したが、そのままになっています。しかし、上から落ちてくるヒメアマツバメ、イワツバメの糞が迷惑

だとしてツバメ達をシャットアウト（ネットを張る）しています。このためイワツバメは姿を消しまし

た。ヒメアマツバメは周囲三方ともネットで覆われた体育館にネットの僅かな隙間から出入りしていて、

羽数が昨年より減少してしまいました（粕谷和夫まとめ）。 

 

1．京王線高尾駅西側ホーム高架下・八王子2G（川上恚調査担当） 

２月２６日・夕使用中と思われる巣１～２個確認、１羽帰巣確認（16:45～17:15） 

５月２５日・夕使用中と思われる巣１～２、２羽帰巣確認（17:30～18:25） 

イワツバメ約５０羽営巣中、ヒメアマツバメと隣合わせて営巣している。 

 

２．八王子学園八王子高校体育館・高床の下（ピロティ） 八王子5J（川上恚調査担当） 

２月１５日・夕使用中と思われる巣、糞除け鉄板付設で不明、４０～５０羽帰巣確認（16:30～17:20） 

５月２１日・夕使用中と思われる巣、糞除け鉄板付設で不明、５０～６０羽帰巣確認（17:00～18:30） 

上空旋回して帰巣する５０～６０羽の他に17時の明るい時間帯に８羽が巣の周辺を飛翔して巣に

出入りしていることから抱卵育雛中と考えられる。イワツバメ無し。 

 

３．京王線高尾山口駅東側高架下 八王子1F（川上恚調査担当）・・・９５年に発見された所 

  ２月２３日・夕使用中と思われる巣２個確認、６羽帰巣確認（16:50～17:20） 

  ５月２４日・夕使用中と思われる巣２～３、８羽帰巣確認（17:10～18:20） 

  イワツバメ５０～７０羽営巣中、ヒメアマツバメと隣会わせて営巣している。 

 

４. 東浅川小学校校舎（屋根裏）、 調査せず 

５．浅川・中央高速道橋下、 調査せず 

６．JR八王子駅（八王子7J） 

粕谷和夫がJR八王子駅のホームから時々ヒメアマツバメ１～２羽の飛翔を観察するが、ねぐら入り

しているかどうかは未確認 

。 

７．南大沢駅・武蔵府中0D（木村信幸調査担当） 

５月１５日 9:00～11:00 使用中と思われる巣数は不明だが、ヒメアマツバメの巣自体は13ヶ所

あり、朝、巣を飛び出していった数は未調査、日中巣への出入りがあり、繁殖行動をしていると思

われるが詳細不明。イワツバメは数年前から無し。 

 

８．八石陸橋下（小宮町、拝島9C、傍島玲子調査） 

６月１４日、八石陸橋下のイワツバメの巣の隣にヒメアメツバメの巣が作られました。イワツバメ

の営巣カウント中に気が付いたのですが数は１です。上空飛ぶ姿も確認できました。 
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編集人が交代しました。 

 

 ３３号から編集人が交代になり、阿江さんから若狭が担当になりました。 

初代の三好さんが８年、阿江さんも８年担当したということで交代の打診があったのですが、持ち前の

優柔不断さではっきりお断りができず、３代目編集人ということになりました。 

川柳にあるような３代目にならないよう努めますので、よろしくご支援方お願いいたします。 

 これからの会報編集の方向については、４月に中町の國乃家で何人かの会員からご意見を伺うなどし

てまとめ、５月８日の幹事会でご説明しました。会報「かわせみ」は、カワセミ会が実施する調査・研

究を発表することが大きな目的ですが、この線を維持しつつ、会員全員に公平にゆきわたる会報の特質

を利用した会員の活動や交流の促進というもう一つの目的について工夫してさらに充実して行ければ

と思っています。 

次の点を工夫してゆきたいと思います。 

● さらに幅広い会員から投稿いただけるよう工夫します。 

● 写真の掲載を復活します。 

鳥や花の写真がモノクロでは・・・とのご意見もおありでしょうが色は想像しましょう。 

効果的に使える写真がありましたら、投稿してください。 

● 誌面充実してもなるべくお金がかからないようサイズをＡ４判化し、さらに郵送費削減のため会員

による会報配布を大幅拡大したいと思います。（ご協力お願いします） 

● 編集委員会中心に誌面の構成や方向を決めてゆきます。 

来年のカワセミ会２０周年にむけてどのように編集してゆくかなどを検討します。 

（３３号では、２０周年へのプロローグとして、カワセミ会発足当時の様子を三好恒雄さんにお聞

きして掲載してみました） 

 

３３号発行にあたり無償でご参加いただいたデザイナーとイラストレータ、会報のデジタル出力などに

ついて格段のご支援をいただいた印刷会社に御礼いたします。 

（若狭） 

 

3２号印刷・製本・配達には、以下の方々の参加を頂きました（敬称略）。 

阿江範彦 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 粕谷寿美子 勝股朗郎 川上恚 河村洋子  

杉田陽子 傍島玲子 平井国二 平井智恵子 山崎悠一 山崎久美子 若狭誠 

                                  ごくろうさまでした。 
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