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「八王子・日野カワセミ会」は浅川流域の野鳥を観察する市民グループです 
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「浅川流域の野鳥展」を終わって 

                                     会長 粕谷和夫 

八王子･日野カワセミ会は発足 20 年を迎えることができました。この 20 年間で高尾山、陣場山、多

摩丘陵、浅川、多摩川などで約 200 種の野鳥を記録しました。2001 年と 2002 年には市民の皆様とツバ

メの巣の全域一斉調査も行いました。この調査では 2000 個以上の巣を確認できまたが、ツバメの巣を大

切に見守り、巣中のヒナに限りない愛情を注ぐ多くの市民の皆様と触れ合うことができたことが何より

の収穫でした。 

カワセミ会では今までに発足 5 年目、10年目､15 年目に浅川の野鳥展を開催してきました。今回は 20

年目ということで 4 回目の野鳥展を高幡不動尊宝輪閣展示場で 6 月 25 日～26 日に開催しました。日ご

ろの私たちの活動の一端を理解していただきたいという会員の思いを込め、手作りで完成させたもので、

内容は八王子、日野市内で記録した 202 種の野鳥（外来種を含む）の写真、市民とともに行ったツバメ

の巣調査結果、各種野鳥の継続調査結果、会員の野鳥に関する作品（バードカービング、写真など）、野

鳥観察支援を行っている小学校の児童が描いた野鳥の絵などでした。野鳥に関する何でも相談コーナー

や鳥の帽子の作り方コーナーも設けました。来場者は合計 810 名、うち小中学生は 71 名でした。会場は

多くの来場者で埋まり、熱心に見ていただき、多数の励ましの言葉をいただきました。大成功であった

と思います。アンケート結果は別にまとめられていますが、そのうちの感想をいくつかあげさせていた

だきます。 

＊野鳥 202 種の写真すばらしかった。次回も期待したい。 

＊ツバメの巣の調査結果はとても興味深かった。破壊し放棄される巣が 17％もあるというのはショッ

クでした。このような展示会を定期的に開いてください。 

＊調査をきちんとまとめてあるので、よくわかりました。 

＊地道な活動に頭が下がります。自分の住む町にこれほど多様の鳥が生息しているとは驚きです。微

力ですが鳥たちの住みやすい環境を保つよう努力し、見守っていきたいと改めて感じました。 

＊地域の子ども達との交流を続けて、野鳥や自然に対する関心を伸ばして欲しい。 

 今回は 2001 年に取組んだツバメの巣調査から実に 5 年かけて準備してきた野鳥展でした。2004 年か

らは「調査結果の取りまとめ・展示用パネル作り」、「野鳥の写真の収集・編集・展示ボード作り」、「会

場の下見やレイアウト」、「案内用ポスター･チラシの作成と配布などの広報」、「小学校への絵の出品依

頼・受け取り・展示板への貼り付け」、「淺川の野鳥 54 種の原画の展示」作業等々膨大な作業を幹事と実

行委員が中心になって行いました。 

 このような大きなプロジェクトを成功させた最大のポイントはチームワークがよかったことだと思い

ます。幹事、実行委員の皆様、ご苦労様でした。また、展示会前日から当日の 3 日間にわたり会場作り、

受付、何でも相談コーナーな

どで協力を頂いた一般会員の

皆様に感謝いたします。中で

も会場の外で来場者の誘導を

担当された皆様、暑くて大変

だったと思います。有難う御

座いました。   

会員や野鳥観察支援を行っている小学校の児童の作品など 
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 展示会の企画・作品の制作は、会員

より公募した、実行委員２３名を中心

に作業を実施。前日の設営には多くの

会員が駆けつけました。 

 作品の制作は、ツバメ調査結果を初

めとする各種調査パネル担当班、地域

で確認された野鳥を集めた野鳥写真

担当班、環境教育支援の一環として小

学生が書いた絵画担当などを始め

各々分担し制作に当たりました。ま

た、パネル等の台紙については、ダン

ボールを使うなど展示後のリサイク

ルに配慮した素材としました。 

 

 

 

 

 

《アンケート結果より》 

・ミニ探鳥会親切に案内してもらい 15種もの鳥に実際親しむことが出来ました。25名の人たち 

 と一緒、初めての人が多く、緊張せず、楽しかった。 

・今日は探鳥会に参加させてもらいラッキーでした。 

 

 

 

 

設営（05/06/24） 

制作（05/06/12） 

ミニ探鳥会を開催（05/06/25,26） 
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 会場の配置は、会としてのエリア

と会員エリアで構成。会としてのエ

リアには３ヵ年計画で調査を行った

ツバメの巣の調査結果を中心に 20

年間に及ぶ、様々な調査結果のパネ

ルを配置。会場正面には、八王子・

日野で見られた野鳥の写真 208 枚

を幅 9ｍに亘り展示しました。 

 調査結果のパネルでは、メモを取

られる方、質問をされる方等々多く

の方々が熱心に見入られていまし

た。また、小学生の絵画コーナーで

は、自分が描いた絵の前で記念撮影

をされる家族が見られました。 

 

 興味を持った展示を問うアンケー

ト結果では、回答数 787 のうち、野

鳥の写真が最も多く 290 人で全体

の 36%を占めました。次いで会員の

展示が 110 名、14％。調査パネル

は、147 人で 19％でした。 

 展示作品の概要 

調査パネル 
28枚 

みんなで探そうツバメの巣 

ツバメの大家さん募集中 

2003年カラスの巣調査 

定地・定点カウント 

冬鳥一斉調査 

カルガモ繁殖親子調査 

オオルリ生息数調査 

浅川流域のイワツバメ営巣調査 

秋のサシバ渡り調査 

セキレイ類の集団ねぐら調査 

ヒメアマツバメの生息調査 

片倉城跡公園巣箱調査 

野鳥の繁殖メッシュ調査 

我が家の庭に来る野鳥調査 

原画 

その他 

野鳥写真 208枚 八王子・日野で見られる野鳥 

環境教育支援成
果 

（小学生の絵画） 
41枚 

八王子市立第九小学校 

八王子市立陶鎔小学校 

八王子市立上川口小学校 

八王子市立城山小学校 

八王子市立横山小学校 

会員展示 
43点 

絵画 3点 

写真 18点 

バードカービング 12点 

その他 紙芝居・バードガイド 

 

 

 

 

野鳥の写真が好評 

調査パネルの説明する会員 

 

会員の作品（14%） 小学生の絵画（13%） 

54種の原画(13%) 

ツバメの調査(11%) 

その他の調査(8%) 

ミニ探鳥会(3%) 
相談コーナー(2%) 

 

 

興味を持った展示等（複数回答あり） 

野鳥の写真（36％） 

2005.6.25～26 高幡不動尊法輪閣 
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野鳥展を知った 

 会場中央に設けた、野鳥相談コー

ナーではツバメクイズが好評で子

供たちを中心に多くの来場者が挑

戦しました。 

 また、フィールドで拾った野鳥の

羽根を展示し、多くの質問を受けま

した。実物大の野鳥模型「バードガ

イド」の展示では、色々な野鳥の見

分け方などについて質問がありま

したが、ガビチョウに関する質問が

最も多くありました。 

 

 

 

閉会後も人が 

《アンケート結果》 

２日間での入場者数は、810 名。うち小中学生が 71 名。全体の 1/3 に当たる 270 名が八王子・日野

市在住でした。また、以下のような感想を頂きました（抜粋）。 

・街中でツバメの姿を見る機会が本当に少なくなりました。虫が少なくなり、営巣する場所が条件と 

 して良くなく、また、人間の心がすさびツバメに対する昔の様な愛情がなくなり、ツバメ達が気の 

 毒でなりません。 

・カラスがツバメの子を襲撃して口にくわえているところ、ツバメの親たちが、怒りにふるえて追撃  

 して、空中戦を展開しているところを観戦しました。小さいツバメがカラスに立ち向かう姿に感心 

 しました。 

・進行中の調査結果大変参考になりました。野鳥 202 種の写真すばらしかった。次回も期待したい。 

・地道な活動に頭が下がります。自分の住む町にこれほど多様の鳥が生息しているとは驚きです。微 

 力ですが鳥たちの住みやすい環境を保つよう努力し、見守っていきたいと改めて感じました。 

・こんなに多くの野鳥がいるのに驚きました。（３件） 

・小学校（八王子）の名前が読めないのがあったフリガナをしてほしい。 

・子ども向けのぼうし作り、パズル、クイズを用意していただき楽しかったです。 

・写真を季節別に分類した方が素人には役立ちそう。 

・野鳥観察会でお世話になっております。今回は子ども達の絵を展示していただきありがとうござい 

 ました。たくさんのお客さんに見てもらえて喜ぶと思います。 

・地域の子ども達との交流を続けて、野鳥や自然に対する関心を伸ばして欲しい。 

・鳴き声で興味を持った鳥について質問させていただきました。「ガビ鳥だろう」とのお話、大変為 

 になりました。ありがとうございます。 

・調査が野鳥の増加につながるようになっていくことを期待します。 

・長年の蓄積の大切さを子ども達に教えていって下さい。何でも簡単に手に入るわけではないことを。 

・会場での説明が押しつけでなくとても良かったです。 

 

 
 平成２年に会発足５周年を記念し八王子横山町

の三角広場で野鳥展を開催しました。当時の記録に

よれば、会員が 50 名強。浅川には 100 種近くの

野鳥がいることが紹介されています。自ら準備した

パネルは、探鳥マップと野鳥リストの２枚でした

（ほかは借り物であった）。 

 現在、会員数は 200 名を超え、調査範囲も広が

り、地域での確認種も 200 種を超えました。 

今回の野鳥展で準備したパネルも 30 枚弱。 

 様々な調査と活動を重ねた結果を会員たちの手

作りで公表できたことは大きな成果でした。 

 

 

（記：阿江 範彦） 

野鳥相談コーナーと折り紙コーナー 
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２２２０００年年年ののの歴歴歴史史史ピピピッッックククアアアッッップププ   

●１９８５．１．５  第１回探鳥会を実施（大和田橋～長沼橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１９８８．８    会報「カワセミ」発刊  

 

●１９８９．１．１５ 第１回 八王子カワセミ会総会 

（前号に写真を掲載）  

●１９９０．４．２９ 第１回 浅川の野鳥展を開催（この年 会員６２名） 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１９９１．１０．１ 八王子市の鳥「オオルリ」に制定 

カワセミ会が市に制定を要望。      

学識経験者などからなる選定委員会  

（木村晴美さんが委員）で候補を選定し、 

市民投票で「オオルリ」が選ばれた。 

市制７５周年記念事業の一環として 

市の鳥が制定された。（日野市の鳥は 

１９８３．１０．１「カワセミ」に制定） 

●１９９２年からオオルリ夏鳥調査を開始。 

   （この年 会員１００名を超える） 

初期の浅川探鳥会(1988.8.7) 

 

 

横山町三角広場を浅川に見立て、１００種の野鳥がいることをﾊﾞｰﾄﾞｶｰﾋﾞﾝｸﾞで展示 

 

 

 



 

 
7 

●１９９３      サシバ渡りのルート発見（秋のサシバ渡り調査開始） 

●１９９４～１９９６  １０周年記念事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  1994.12.4 バードソンによる募金 

（八王子・日野市内一斉バードウォッチング） 

   

        このほか、１０周年記念式典、初の海外探鳥会、バードソンなども実施しました。 

●１９９６．５．１９ 緑化功労により東京都知事表彰を受ける。 

●１９９７       野鳥の繁殖メッシュ調査開始 

●１９９９．１０．２４ ～３１ １５周年 浅川流域野鳥展（ＪＲ八王子駅前東急スクウェアビル１０Ｆ）、 

浅川探鳥マップの発刊 

●２００１．１．１  「八王子・日野カワセミ会」に会の名称を変更 

会員２００人 活動領域も八王子・日野全域に拡大したため 

●２００１       ホームページ開設 

●２００１       ツバメ調査の開始（２０周年記念事業）、「ツバメＱ＆Ａ」発刊 

                                   （資料提供 三好恒雄） 

1994.4.7  ヤマザクラの記念植樹（小田野中央公園） 

 

1996.3 「数え上げた浅川の野鳥」発刊 

活動が評価され、新聞や雑誌などに 

    とりあげられました 

 

1995.5.26～28 １０周年浅川野鳥展（ＪＲ八王子駅ビル市民ホール） 
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高尾山探鳥の記 
山下弘文 

 八王子市立第五小学校に転校してきた 1949 年の遠足で高尾山に登ったのが初めてで、２回目は桐朋

学園に入って生物部で鳥を見て歩くことにした 53 年春というのが高尾山との出会いです。 

以後、中学の３年間と大学の４年間（高校の３年間は夜行のみの付き合い）に山じゅうを歩き回り、

自分の庭くらいのつもりになっていたほどだった。社会人になり、さらに八王子から居を移したことか

ら、さすがに訪問の頻度は格段に落ちたが、高尾山から離れられないことには変わりがない。 

５年前に八王子に戻って、カワセミ会に入れていただき、野鳥ヘの関心は持ち続けているものの、往年

の時間のゆとりはなく、残念ながらやや魅力も薄れたようで、毎年の夜回り以外にはなかなか足が向か

ないままになっています。 

 ここではかつての高尾山のご紹介のつもりで、駄文をお届けします。 

 

環境 

林層を中心に往時と今で山自体の変化はそう目立つものはない。60 年の伊勢湾台風でかなりの数の

杉の巨木が倒れ、森の中に歯抜けができたことや、あちこちにあった朽ち掛けた巨木の幹が少なくなっ

たことはあるにしても、頂上の広葉樹や山裾などの植林木がかなり育ったことが埋め合わせとなってい

よう。しかし、沢の水は目だって減少していて、サワガニが健在かどうか心配している。また、かつて

は踏み跡程度だった小径が研究路として整備され、人の来ない場所が減ってしまったことは鳥にも影響

しているかも知れない。 

 山を取り囲む旧浅川町は、今や小仏川の縁まで建物が立ち並び、大きく変わり、春のヒバリ、冬のツ

グミの居場所がなくなってしまったし、中央線に加えてさらに中央高速道にわき腹をえぐられた東側の

雑木林は、木が育ったものの鳥の住処として価値が上がったかどうか気になっている。 

 

探鳥 

中学の活動は、同期に先輩、後輩を混じえた団体行動で、鳥の「いろは」からの訓練期間だった。行

くたびに見る鳥が広がり、山中を徘徊した。日本野鳥の会の探鳥会で中西先生を取り囲んで教えてもら

った(邪魔をした？)のは２年生の４月。１年の冬から巣箱の架設を始め、好成績を得て拡大を続け、巣

箱の前での座りこみも再三にわたり、測定と給餌の観察を楽しんだ。 

 大学時代は殆ど単独で歩き回り、繁殖期に３日連続してコースを変えて山に入り、囀りの場所をプロ

ットし、主要な夏鳥の数を把握しようと無謀な試みもした（結果の地図は何処かに仕舞いこまれていて、

今は見れない）。当時は表通りはともかくとしても小径に入れば誰にも邪魔されないで済み、巣の前でも

他人に見つかることはまずなかった。 

 通常の観察コースは、浅川駅(現高尾)から線路沿いに甲州街道に出て、北側の山沿いにケーブルの駅

へ向かい、琵琶滝の沢を詰め、稲荷山コースから頂上に達するのが基本で、途中気ままに斜面を登って

みたりするのが常だった。帰路は日陰沢か蛇滝に下って、小仏川沿いに歩いたり、線路を歩いたりが普

通で、.頂上から小仏への尾根道は林層が貧弱で歩く気になれなかった。 

 最近はハイカーも多く、じっくり歩いていないので、鳥の比較は自信がないが、昔の方が種類も個体

数も多かったことは確実だろう。６０年頃の夏のコースのスケッチをして見ると、甲州街道を離れれば

ウグイスの声が始まり、ケーブルの横をたどって沢を曲がるとオオルリ、琵琶滝を過ぎればセンダイム

シクイ、ヤブサメ、キビタキが加わって、以後随時付き合ってくれる。頂上から薬王院へ細径を進めば
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クロツグミも参加するし、ブツポウソウが飛び、蛇滝の沢に回ればこれらに加えて、あわよくばサンコ

ウチョウが、雨天の６月ならアカショウビンが聞けることもあった。下って小仏川に出てカワガラスを

探してメインは揃う.。イカルやサンショウクイにはどこかで出会うし、ツツドリ、アオバト、ホトトギ

スはチャンス次第といったことになる。 

冬のスケッチでは、入り口のカヤクグリ、琵琶滝の奥からのミソサザイ、山中のアトリ、ベニマシコ、

クロジ、ルリビタキ、シロハラ、頂上周辺のゴジュウカラ、ウソが主役となり、里に下りアオジ、ジョ

ウビタキ、カシラダカ、ツグミ等が交代する。季節の変わり目には、マミジロやメホソムシクイ、コル

リが現れたことがあり、春浅い時期にはマヒワの大群が沢を覆ったこともあった。 

しかし、他方では、カモやガビチョウ、ハクセキレイ等は登場していなかった。 

 

夜回り 

中２の６月に始まった夜の高尾探訪は、収穫も多く以来良く続いている。一人のことが多いが、同行

を希望する人もあって数人のこともある。最初は 10 人程で炊事道具を持参して、ケーブルカーの中に

泊まらせてもらい、夕方から朝までを存分に堪能した。フクロウ、アオバズク、トラツグミ、ヨタカ、

ホトトギス、アカショウビンを聞けば十分に満足できた。記念すべきおまけは、早朝の沢歩きでなんと

自殺体を発見してしまった。それほど、めったに人の入らない場所があったし、自殺の場所として有名

だった。 

夜の成果に加えて、早朝の競い合う囀りの雨の心地良さの味を忘れられず、昼間の活動を夜に回して

すでに久しい。夜の種類はとくには増えていないが、早朝にモミの横枝で鳴きつづけるアカショウビン

や他の歌い手たちに聞きほれる爽快さは他では味わい難い。最近では出演者が種類、数ともかなり減っ

てしまっているが、登山者とい

う雑音がないのが実に心地よい。

かつては、薬王院にミゾゴイが

いたが９７年を最後に近年は聞

けておらず、ヨタカとともに寂

しい思いのひとつとなってしま

った。あちこちに居たムササビ

も減ってしまっている。 

 

卵と雛達 

大学時代はかなりの巣を見つ

けて、雛の成長を楽しんだ。続

けてきた巣箱のシジュウカラ、

ヤマガラはもとより、表参道で

サンコウチョウ、クロツグミ、

オオルリ(２回)、コサメビタキ、

琵琶滝の沢でミソサザイ（２回）、

蛇滝の沢でキビタキ（薬王院裏にも）、ヤマドリ、小仏川でカワガラス、高尾山口駅のそばでモズといっ

たところで、３月末の冷たい流れの中を泳いで逃げようとした巣立ったばかりのカワガラスはかわいそ

うなくらいだったし、オオルリはまさに表参道の脇で心配でたまらなかったが、結局二つとも何者かに

 

双眼鏡と一眼レフで撮影した高尾山のブッポウソウ 

双眼鏡での撮影は、カメラは

アサヒペンタックス S２で５５

mm レンズの前にニコンの６倍

双眼鏡の片側を置くというや

り方です。 

両方を手持ちで操作するため

に、木で台を作り、両方をそ

れに固定して使いました。 
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やられてしまった。間近かで見て手に取れる雛の可愛らしさに、良くないと判りつつも、測定などの悪

戯は止められないものであった。 

 巣探しの興奮を味わったのは仏法僧のケース。ブッポウソウそのものを初めて見つけて大喜びしたの

が大学 1 年の５９年のこと。翌年６月に表参道の枯れた巨木の洞に巣を見つけた。しかし、遠くからの

見張りしかできず、不満が残った。しかし、７月に、今度は薬王院境内のケヤキの洞に飛び込んだのを

見つけた。中から雛の声も聞こえ、育雛中であることは歴然。境内に座り込んで，給餌の記録作りをや

っていたら、巣のある木から黒い蛇が落ちてきた。雛を狙っていたのではないかと心配させられた。巣

立ちまでに３回くらい通ったが、親鳥しか見れなかった。さらに６１年には表参道の脇の杉の穴に営巣

しているのも見つけたが、この時は蛇がまさに上りつつあり、懸命に石を投げ続けたが命中せず、実に

やきもきさせられた。幸い、方向転換して去ってはくれたのでほっとしたが、成長の確認はできなかっ

た。今は仏法僧の姿がないのが残念でならない。 

 

記録した種類 

これまでの私の記録した 96 種のリストを添付して終りとしたい。殆どが大学時代までの記録であり、

最新の追加はツミ、ガビチョウ、オナガガモ位というのは時代のなせるところでしょう。（エリアは高尾

駅から西、小仏、景信山を含む） 

１ハシブトガラス ２ハシボソガラス   ３オナガ       ４カケス 

５ムクドリ    ６スズメ       ７シメ        ８イカル 

９ウソ       10 ベニマシコ    11 マヒワ         12 カワラヒワ    

13 アトリ      14 クロジ     15 アオジ         16 カシラダカ 

17 ホオジロ    18 メジロ     19 ゴジュウカラ    20 シジュウカラ 

21 ヤマガラ    22 ヒガラ     23 コガラ       24 エナガ 

25 サンコウチョウ 26 コサメビタキ  27 エゾビタキ     28 オオルリ 

29 キビタキ    30 セッカ     31 キクイタダキ       32 センダイムシクイ 

33 メボソムシクイ 34 エゾムシクイ  35 ウグイス      36 ヤブサメ 

37 ツグミ     38 シロハラ    39 アカハラ      40 クロツグミ 

41 トラツグミ   42 マミジロ    43 ジョウビタキ    44 ルリビタキ  

45 コルリ     46 ヒレンジャク  47 カヤクグリ          48 ミソサザイ 

49 カワガラス   50 モズ      51 チゴモズ      52 サンショウクイ 

53 タヒバリ    54 ビンズイ    55 セグロセキレイ   56 ハクセキレイ 

57 キセキレイ   58 イワツバメ   59 ツバメ       60 ヒバリ 

61 コゲラ     62 アカゲラ    63 オオアカゲラ    64 アオゲラ 

65 ブッポウソウ  66 カワセミ    67 アカショウビン   68 アマツバメ 

69 ヨタカ     70 フクロウ    71 アオバズク     72 ホトトギス 

73 ツツドリ    74 カッコウ    75 アオバト      76 キジバト 

77 コアジサシ   78 イソシギ    79 コチドリ      80 ヤマドリ 

81 コジュケイ   82 チョウゲンボウ 83 ハヤブサ      84 サシバ  

85 ノスリ     86 ハイタカ    87 オオタカ      88 ツミ 

89 トビ      90 カルガモ    91 マガモ       92 オナガガモ 

93 コサギ              94 ゴイサギ    95 ミゾゴイ      96 ガビチョウ 
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「サンコウチョウ」を初めて見たのは、平成９

年６月５日のことだった。 

私はその前年の１１月に「カワセミ会」に入会

し、バードウォッチングを始めた。冬場の浅川周

辺にいる鳥を、ひとつづつ憶えてゆくのがスター

トだった。やがて、春を待ちわびるようになり、

華やかな羽毛と美しい囀りを聴かせてくれる夏

鳥を、ひと目見たいと願うようになった。オオル

リ、キビタキ、センダイムシクイ等との初めての

出会いは、４月になって高尾山周辺を一人で歩き

廻りだしてからだった。 

 

その頃、或る探鳥会で、故 尾又英雄さんと偶

然知り合った。尾又さんはオオルリ生息調査の醍

醐川下流域を担当されていて、一緒に歩いてみま

せんかと誘ってくれた。うれしかった。是非お願

いしますと返事をし、日取りを決めた。それが６

月５日で、当日は晴天に恵まれ、先輩の今井達郎

さんも参加され、３名で調査した。 

久しぶりに山里を歩き、郷里の讃岐の田舎の風

景を懐かしく思い出したりしたものだった。午後

２時頃、調査が終わると尾又さんが、ちょっと気

になる所があるので寄ってみませんかと言った。

そして、とある民家の裏手に廻り込み、夏草に覆

われた細い沢沿いに狭い山道を１０分ほど登る

と、小さい墓地に着いた。

手入れのゆき届いた、い

かにも一家族の代々のお

墓という印象で、南側が

広く伐採され、川向こう

の林と空が僅かに見渡せ

る場所だった。 

 

此処です、と尾又さん

が言い、ザックをおろす

と、周囲の鳥の気配を探

る様子も見せず、いきな

り双眼鏡を東側の急斜面

の杉林の上の方に向けた。

やがて、小さい声を出し、

三脚を引き寄せスコープ

のピントを合わせ始めた。

そして、手招きして覗く

よう促した。尾又さんの

動作を見守っていた私は、

吸い寄せられるようにス

コープの接眼レンズに右

目を当てた。 

 その瞬間、目にとびこんで来たのは、ドキッと

する程、目の周りが青光りしている鳥の頭部だっ

た。 

感情がいっきに沸き立った。初めての鳥に出会っ

た時の、あの心の底から噴き上がってくる昂揚感。

薄暗い林の中で、くっきりと空の青に染められた

目の周囲と嘴。弓なりに張りつめた長い尾羽。 

「サンコウチョウ」の雄だった。 

巣に坐っていた。半年前やっと、ツグミやシジュ

ウカラを憶えたものにとって、この鳥の姿形と、

ただよわせている雰囲気は、妖しいまでに異国風

で、心にしみる美しさがあった。私はすっかり魅

了された。 

明らかに抱卵している様子なので、その日は雌と

交替するまでを見届けて引きあげた。帰る途中、

明日から毎日見に来たいと興奮気味に喋った。で

は、観察日誌をつけて会長に報告したらどうです

かと、尾又さんが言った。帰宅してから夜、観察

日誌はどう書けば良いのだろうと考えた。分から

なかった。とにかく時間の経過と共に、自分の目

と耳で気付いた事を、すべてメモしてみようと思

った。 

 

次の日、朝７時頃のバスに乗り、停留所から約 1

時間歩いて８時４０分現場に着いた。何よりも先

「サンコウチョウ」 
倉本 修   
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ず、巣の様子がどうなっているか双眼鏡で確かめ

た。うれしい事に雄が坐っていた。見続けている

と２分後に雌が戻ってきて交替した。あぁ良かっ

たと胸をなでおろし、それをノートにメモしてか

ら、初めてザックを降ろし、三脚にスコープをセ

ットし、巣にピントを合わせ、持参のパイプ椅子

に腰を降ろした。 

こうして一日が始まった。 

近くでカケスが騒がしく鳴きだすと、雌はピクッ

と頭を上げ周囲を見廻す。私もハッとして、双眼

鏡で声のした方角を探る。雄の鳴き声が２０分程

前には南西の方向から聞こえてきたのに、今度は

南東の方から聞こえてくる。抱卵している雌も、

きっと同じように聞いている筈だと思う。そのよ

うに、一挙一動をみのがすまいと気を配っている

内に、私はサンコウチョウと時間を共有している

ように感じ始めた。そして当然のことながら、何

時間も見続けていると、この番の鳥に親近感を覚

えるようになっていた。雌が空腹を満たし戻って

くると、雄は素早く飛び出し、フィーチィフィホ

イホイホイと鳴き、尾羽を優雅にひるがえしなが

ら、うす暗い林の奥に消えてゆく。 

何故この番いは、此処、醍醐川沿いの林に巣を構

えたのだろう。行き当たりばったりに、この辺で

良いだろうと舞い降りてきたものでは決してな

いだろう。東シナ海の遥かな波路の上空を渡って

いるときから、終着点はこの林だと明瞭に認識し

ていたのだろうか。陣馬山周辺の精密な地形図が

最終地点のランドマークとして、記憶に蓄えられ

ているのだろうか。雄のしなるような長い尾羽は、

何のシンボルなのだろう。よく目立ち、捕食者の

注意を惹きつけるだろうし、飛翔もエネルギーの

消費は大きいだろう。それでも何故、こんな風に

進化したのだろう。 

想い巡らせ始めると、イメージは止めどなく拡が

ってゆき、この鳥の生活史を知りたいという好奇

心で溢れそうになった。何処へ行

き、どんな本を調べれば良いのだ

ろう。 

巣を取り巻く空間は、若葉が濃密

に生い茂り、暗い緑の陰が一面に

立ち込めている。遠く近くから、

絶え間なく様々な鳥の鳴き声が

聞こえてくる。 

ふと気付くと、私はかって経験し

たことが無いほどの、深い充足感

に包まれていた。 

この山道には終日、誰一人登って

こなかった。私は退屈するどころ

か、スコープを覗けばそこにはい

つもサンコウチョウが居て、興味

を掻き立ててくれ、想像力を刺激

し続けてくれる。もうそれだけで

充ちたりていた。そして、それま

での人生で全く知ることの無か

った新しい世界に、自分は今、一

歩踏み込んだのだと、はっきり意

識した。 

風が吹き出すと、斜面の上の方か

ら、サワサワという柔らかい音が

涼しさを伴って降りてくる。スコ

ープを覗くと雄が抱卵していて、

弓なりにそらせた長い尾羽が、ゆ

らゆらと揺れているのだった。 

 

 次の日も８時３０分頃、現場に着き観察を始め

た。抱卵している時間は、雌の方が長く、平均３

０～４０分。雄は２２分だった。両者がどのよう

にして交替のタイミングを調節しているのか、私

には分からなかった。抱卵中は糞を巣の外へ何度

も飛ばす。体を少し後方にずらし、尾羽をぐいと

下げ、やや力むようにして飛ばしていた。ツツド

リやオオルリの声が遠くから聞えてくる。クロツ

グミが鳴き出すと、雌はキョロキョロと頭をめぐ

らせて探っている。近くの繁みで鳴いていたヤブ

サメが、鋭い羽音を立てて飛び出してきて、いき

なり三脚の脚に留まった。不安そうに頭を左右に

振っている。私は身動きも出来ず、目の前の小さ
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い鳥を凝視していた。 

この日も終日、誰一人登ってこなかった。 

一日中サンコウチョウを見つめ、メモを取り、想

像力を膨らませ、初めて目にする野性の鳥の緊張

にみちた生活ぶりに感銘を受けていた。バードウ

ォッチングの魅力が一層深まり、軽い興奮すら覚

えていた。 

 

 ３日目も８時４０分から始めた。１０時３５分

頃、今井さんがひょっこり登ってきた。それまで

の経過を話し、順調に抱卵が続いていることを伝

えた。 

１２時０３分、雄がそれまで２７分抱卵していた

が、戻ってきた雌を見るなり飛び出し、鳴き声を

２回あげた。しばらく交替は無いと思い目を離し

た。 

１２時０７分、双眼鏡でふと見上げると、何とい

うこと、蛇が頭を巣の中に入れていた。一瞬背筋

に冷たいものが走り、慌ててスコープを覗くと、

巣を支えている枝に胴体を巻きつけ、頭部は完全

に巣の中に突っ込んでいた。雌は上下左右を、バ

タバタと飛び廻るだけで、威嚇するような素振り

はみせない。又、激しい鳴き声も聞えてこなかっ

た。できることなら蛇を叩き落してやりたかった

が、２人が居る場所からでは、どうにもならなか

った。 

１２時１８分、蛇は悠々と幹を伝って降りて行っ

た。 

卵は全滅したのだろう。その間１１分。蛇が去っ

ても雌は興奮状態にある

ようで、枝に留まってはす

ぐ飛び立ち、居ても立って

もおれない様に、同じ動作

を繰り返していた。 

１２時３５分、雌が遂に巣

を放棄し、姿を消した。 

  

 

 

 

 

 

そして、それから２ヶ月も経たない７月２９日、

尾又さんは、クモ膜下出血で突然亡くなられた。

知らせを聞いて呆然となり、声も出なかった。一

緒にアオバズクを見に行ってから、まだ１０日位

だというのに。 

告別式の時、奥さんが最後のお別れをさせて下さ

った。身がすくみ、近寄るのが辛かった。見つめ

ると尾又さんは、使い込んだ図鑑を両手で胸に抱

き、熱中していたバードカービングで彫り上げた

アオバトを足元に置いて、瞼をしっかり閉じてい

た。 

涙があふれてきた。 

 

あれから８年が過ぎ去り、サンコウチョウとは

様々な場所で出会うことがあった。でもいつ見て

も、尾又さんのスコープで初めて見させてもらっ

た、あの息を呑むようだった、ときめきの瞬間が

まざまざと甦ってくるのだった。 

そして８年が過ぎてゆく間に、尾又さんの思い出

は、サンコウチョウの姿に溶け込み、私の仄暗い

記憶の林の中を、今も、ひっそりと、長い尾羽を

ひるがえしながら、優美に飛び続けている。 

 

 

 

※サンコウチョウの絵は、清水盛

通氏の写真を参考にしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

文部科学大臣奨励賞を受賞して 

八王子市立上川口小学校 

                                    校長 工藤淳一 

 近年、物が豊富で便利な時代にあって、人と人、人と自然とのふれあいの機会は、ますます少なくな

りつつありますが、本校のある上川町には豊かな自然と人情が今も残っています。本校は、こうした地

域の特長を生かし、「地域の人々とのふれあい」｢地域の自然とのふれあい」を核とした教育活動、子ど

もたちの興味・関心・意欲を重視した教育活動を推進しています。 

平成１７年５月、本校は「第５９回愛鳥週間全国野鳥保護のつどい」において、「文部科学大臣奨励

賞」（表彰状と盾）を財団法人日本野鳥保護連盟より頂きました。 

 本校の愛鳥活動の歴史は、「昭和５２年３月３１日、東京都より『愛鳥モデル校』の指定校となる」（学

校沿革誌）頃までさかのぼります。当時は、巣箱コンクールに参加してよい成績を収めるなど、種々の

活動を行っていたことが記録に残っています。昭和 6０年代以後、活動の記録は残念なことに途絶えて

います。活動が復活したのは、平成 １１年２月２６日に行われたＰＴＡ主催による「野鳥観察会」から

です。以後、「八王子・日野カワセミ会」（会長、粕谷和夫様）の方々のご支援を得て、４年間（年１回）

続きました。 

 平成１５年度より｢野鳥観察会｣は、「全校野鳥観察会」（毎月１回２時間）として学校で行うことにな

りました。「ふれあいの時間」（生活科・総合的な学習の時間）の核として教育課程に位置づけ、本校の

特色ある教育活動としました。まず「教室から外に出る」を合言葉に観察を始めました。１年生から６

年生まで年間を通して地域を歩き、野鳥を観察し、野鳥の名前や自然観察の方法などを学んでいきまし

た。子どもたちの自然への関心は、着実に高まって来ました。 

この間、「八王子・日野カワセミ会」の方々には大変お世話になりま

した。観察会には、毎回８～１０名の方々にボランティアで参加して

いただきました。雨の日は、愛鳥講座をしていただきました。学習会

も持ちました。｢どのように児童と接したらいいのか｣｢総合的な学習の

時間とは何か｣「鳥の特長やバードウオッチングの仕方は」など、相互

に学習し合いました。 

本校の特色ある活動は、｢豊かな心｣と｢確かな学力｣を目指していま

す。その実現のために、学習の段階を「親しむ」→「気づく」→「調べる」→「まとめる」→「発信す

る」の５段階としました。これらの過程を通して、｢思考力｣、｢表現力｣、「創造力」などの「生きる力」

の育成を目指します。 

今回、思いもしなかった「文部科学大臣奨励賞」の受賞は、児童・教職員の大きな励みとなりました。

また、保護者、地域、そして、お世話になっている八

王子・日野カワセミ会の方々と喜びを分かち合うこと

ができ、二重の喜びとなりました。八王子・日野カワ

セミ会の皆様をはじめ、ホームページでお世話になっ

ている工藤様、そして、関係者の皆様に心より感謝い

たします。 

 

 

 

賞状と盾 
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四季の会から「感謝の言葉」を頂きました 

 
八王子･日野カワセミ会では１９９４年から毎年（年により隔年）５月の第３土曜日、「四季の会」と

いう視覚に障害のある方の団体に対し、高尾山で野鳥の声を聞く会を支援してきました。２００５年６

月に開催した浅川流域野鳥展で四季の会一同及び代表谷合侑様から点字で「感謝の言葉」を頂きました。

以下は点字をかな文字に訳したものです。 

 

かんしゃのことば 

はちおうじ・ひのカワセミかい どの 

しきのかい いちどー 

だいひょー たにあい すすむ 

 

そーりつ ２０ しゅーねん おめでとー ございます。 

わたし ども しかく しょうーがいしゃに たいして いつも ごしんせつな ごしどーを いただ

き あつく かいしゃ もーしあげます。 

べっきの とーり かこ ９かいに およんで ごしどーを たまわりました。 

わたしどもの しきのかいも １２ねんかん けいぞくし この ６がつで １２３かいに なりまし

た。 

こんごとも ごしどーのほど よろしく おねがい もーしあげます。 

らいねんも はるにわ また ごしどー ください 

 

へいせい １７ねん ６がつ ２５にち 

べっき 

たかおさんで ことりを きく かい 

（ねん つき ひ しきのかい かいいんすー カワセミかいの きょーりょくしゃすーの じゅん） 

１９９４  ６  １８  ５０   ８  けい  ５８ 

１９９５  ５  １３  ３３  １５  けい  ４８ 

１９９６  ５  １８  ３０  １０  けい  ４０ 

１９９７  ５  １７  ３７   ５  けい  ４２ 

１９９８  ５  １６  ３３  １０  けい  ４３ 

１９９９  ５  １５  ３４   ９  けい  ４３ 

２００１  ５  １９  ４０  １１  けい  ５１ 

２００３  ５  １７  ３８   ７  けい  ４５ 

２００４  ５  １５  ３５  １１  けい  ４６ 

 

 

 

使っている図鑑（写真提供：古山 隆） 
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北の国から vol.７ 

                                 嶋崎 太郎 

１． 風車事故 

昨年の 12 月上旬、Ｎさん・Ｗさんら鳥友と根室地方を回っているときのことでした。風力発電用の

風車が建っている海岸線を走っていると、前を走っていたＷさんの車が急に止まり、中からすごい慌

てようで２人が出てきました。その慌て方が尋常ではなかったので、僕も急いで２人の後を追いまし

た。すると、なんとそこには片翼が根元からばっさりと切断されたオジロワシが落ちていたのです。

しかも、事故直後だったらしくオジロワシはまだ生きており、苦しそうに口を動かしています。あま

りにも衝撃的な光景に皆呆然とするばかり。結局どうすることもできず、しばらくしてオジロワシは

落鳥してしまいました。 

このオジロワシを発見したのは、風車のすぐ近くの空き地で、状況から見て風車が事故原因である

ことは間違いありません。最近風車によるバードストライクが問題になっていましたが、まさか自分

たちがその発見者になるとは思ってもみませんでした。 

とにかく、このことを然るべきところへ報告しなければなりません。しかし、このような場合どこ

に連絡すればいいのかわかりませんでした。そこで、近くに住んでいる知人に連絡を取り、来てもら

うことにしました。しばらくして、

その知人がニムオロ自然研究会の

方々を連れてやってきました。ニム

研の方々はこの死体を春国岱のネイ

チャーセンターに持って行き、そこ

で新聞などの取材を受けるとおっし

ゃっていました。本来ならば我々も

発見者として行かなければならない

のですが、今後のスケジュールの都

合もあったので、無責任だとは思い

つつも後を任せてその場を去りまし

た。 

しかし、このような事故を目の当たりにすると、非常にやりきれない気持ちになります。自然界の

中で動物が死ぬということは当然のことですが、今回のオジロワシの死は本来ならば有り得ないこと

です。私は別に風車を悪者扱いするつもりはありませんし、風車を建ててはいけないとも思いません。

ですが、もし風車を建てるのであればしっかりと調査を行い、そこに住む生物への影響を最小限にす

るべきだと思います。今回の事故現場は明らかに鳥の通り道となっており、事故当時もワシやカモメ

などが風車の周りを飛び回っていました。もし事前に調査を行い、風車が別のところに建てられてい

たならば、今回の事故は起こっていなかったかもしれません。そう考えると悔やまれてなりません。 

その日の夜、家に帰りテレビをつけると、早速ニュースで事故のことが取り上げられていました。

また、翌日には新聞にも掲載されました。この報道によって、どれだけの人にこの状況を知ってもら

えたかはわかりませんが、できるだけ多くの人に知ってもらいたいと思います。そして、あのオジロ

ワシの死が無駄にならないことを切に願います。 
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冬のオホーツク探鳥のすすめ 

                                  嶋崎 太郎 

冬のオホーツクと言うと、寒さが厳しく鳥もあまり多くないというイメージがあるようです。確かに

流氷が接岸している時期は全体的に鳥が少なく、寂しい時期です。ですが、流氷が接岸する前までは、

色々な鳥が見られる魅力的な探鳥地なのです。そこで今回は、流氷が接岸する前の時期(主に 12 月上旬

～1 月下旬)のオホーツクについて簡単に紹介したいと思います。 

この時期に最もおすすめする探鳥ポイントは港です。網走近辺ではウトロ、日の出、斜里、鱒浦、網

走などいくつかの港がありますが、観察に向いているのは網走港と斜里港です。ここで見られる鳥は、

スズガモやシノリガモを中心にコオリガモ、クロガモ、ビロードキンクロなどの海ガモ類が多く、アカ

エリカイツブリ、ウミガラスやケイマフリなどのウミスズメ類、アビ類などの姿も見られます。これら

の海鳥は識別が難しく敬遠されがちですが、港では比較

的近距離で観察することができるので初心者の方でも十

分楽しめます。また、海が荒れた翌日の港は要チェック

です。何故なら

ば、沖にいた鳥

が港に避難し、

集結するからで

す。普段は沖に

いてなかなか見

る機会のないハ

イイロウミツバメなども海が荒れた時には港で見ることができ

ます。そして今まで記録のあるヒメクビワカモメ、ゾウゲカモ

メ、アラナミキンクロ、クビワキンクロなどの珍鳥も大抵は海が荒れた後に記録されているので(そうで

ない場合もありますが…)目が離せません。何が出るかわからないオホーツク海、もしかすると日本初記

録なんてこともあるかも･･･？  

その他の鳥はあまり多くなく、正直ちょっと寂しい感じです。ですが、海岸草原や原生花園など開け

たところ開けた場所では、オジロワシやオオワシが電柱や杭などに止まっているのをよく見かけますし、

時々ケアシノスリやコミミズクなども飛んでいます。ユキホオジロやベニヒワなどの小鳥類も意外な所

で見かけるので要注意です。 

一方、山の方ではカラ類やキツツキ類は至る所で見ることができます。運がよければクマゲラ、エゾ

ライチョウなども見られるかもしれません。また、最近ではエゾシカの増加に伴ってワタリガラスがあ

ちこちで見られています。ワタリガラスは一昔前までは数が少なく、なかなか見られない鳥でしたが、

現在では知床や阿寒などシカの多い場所ではごく普通に見られるようです。ただ、山の鳥が見られるよ

うな場所は基本的に除雪をしていないこと多く、観察できるような場所が少ないのが難点です。 

以上、簡単に見所について述べてきましたが、この他にも冬のオホーツクの魅力はたくさんあります。

ぜひぜひ一度訪れてみて、冬のオホーツクとそこで見られる鳥たちの魅力を味わってみてください。き

っと満足していただけると思います。ただし、とても寒いのでお越しになる際は防寒対策をしっかりと

してくださいね。 

カワセミ会では、来年１月にオホーツク探鳥会を予定しています 

 
ウミガラス 

 
ウミスズメ 
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安曇野だより №１９ 
大関  豊 

１． カッコウのなわばり 

今年、カッコウがやって来たのは、５月１９日でした。例年よりも遅い飛来でした。それ以来、ず～

っと「カッコー、カッコー」と声が聞こえてきます。朝方、夕方、遠くに、近くにと、２日と空けずに

鳴いていました。例年、家の近くで鳴きますが、こんなに長いあいだに渡って声が聞こえていたのは、

今年の特徴でしょう。どうやら、家の辺りは「なわばり」の範囲だったようです。 

カッコウは、意外と広い「なわばり」をもつようです。雄は飛来するとその「なわばり」を巡回して

は鳴いて「テリトリー」を宣言します。そして、雌を待ちます。そのなわばりの巡回コースに家の辺り

があるようでした。電線に止まっては鳴き、南にあるニセアカシヤの梢に止まっては鳴き、しばし、楽

しませていただきました。（ニセアカシアは窓からよ～く見えるのですが、残念ながら逆光になってシル

エットです）。 

カッコウは高原のイメージがありますね。私が、初めてカッコウを見たのは、富士の朝霧高原でした

ので、そのせいかもしれません。私の家の標高は、約６５０メートルです。ですから高尾山の頂上ぐら

いです。地図によっては穂高高原となっていますから、ま、高原なんでしょうね。ただし私自身は、よ

くある山沿いの片田舎・・と思っていますけど。 

そのカッコウが、よく止まる場所があります。そこは、空家の前の電柱なのですが、そこで目撃する

ことが何度かありました。その空家では、昨年、モズの巣立ちビナを偶然見ました。今年も出入りして

いる姿を見ていますので、おそらく、営巣しているでしょう。確認はしていませんが、通りすがりに見

る鳥たちの行動を見れば察しはつきます。「営巣していると感じたら・・速やかにその場から離れるべ

し・・」というのが私の考えで、まして、営巣中におじゃまするなど私の辞書にはありません（誤解の

ないよう書き加えますが、これは人様に強要するものではなく、私自身の十戒です）。この空家には、そ

の他にも、ムクドリが、そしてコムクドリ、キジバトも営巣している模様がみえます。 

「はは～ん、さては・・、託卵を企んでいるな。相手はどなたでありましょうや・・」 

ま、常識的にみて、たぶん・・おそらく・・相手はモズではないかと想像してみましたが、どうでしょ

うね。 

（にらみ合い） 

２．カッコウのなわばり争い  

 場所は変わりますが、穂高川の

定期カウントでカッコウのなわば

り争いと遭遇しました。穂高川は、

昨年の大雨による増水で河川敷は

アシが流されてガレ原となり                        （攻撃が始まる） 

ました。           

当然、オオヨシキリは営巣場所が

なく昨年に比べて激減しましたが、

これはカッコウにしても託卵相手

が少ないわけですから深刻です。 

争いがそのことと関係あるかどう

かは定かではありません。 
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南高尾（梅ノ木平～城山湖）  

森・雑木林・湖水で四季の野鳥を探す 8.2Km のコースです。 

雑木林や森では、春夏には、サンコチョウ、オオルリ、クロツグミなどの夏鳥などを、冬にはミソサザ

イ、ルリビタキ、クロジなどを、峠を越え城山湖や都心の眺望を楽しみながら探鳥できます。 

城山湖では、秋のサシバ渡り調査を実施、冬には湖面にはカモが来ます。また、昨冬は１００羽前後の

ハギマシコも来てくれました。 

本マップは、１９９９年１０月に発行した「浅川流域探鳥図」から抜粋したものです。 
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奥日光探鳥会 

渡辺敬明 

 5 月 27 日夜 10 時 30 分。八王子南口を 16 人(男女各 8 人)と荷物で満席のマイクロバスが、一路奥日光・

戦場ヶ原へ向けて疾走。午前 2 時森の中、赤沼駐車場に到着。大自然の闇に包まれて熟睡（？）。カッコ

ーの声で目覚め、朝もやの立ちこめた中で体操。28 日午前 4 時、門口さん先頭で探鳥開始！白み始めた

上空をコムクドリの群れが横切りました。 

 林を通り、小川を眺め、草原を見渡し、山道を歩き、湖畔に立ち、バスにも乗っての 12 時間・23678

歩(今井さんの万歩計)で、温泉宿に 16 時チエックインしました。 

 湯船で手足を伸ばし、湯葉づくしの夕食を楽しくいただき、19 時 30 分には…ホオアカ…オオアカゲ

ラ…ZZZZZ…爆睡。 

 29 日朝 5 時出発。温泉街のはずれ、アシの湿原にある源泉小屋を見学。なんと！コガモが滞在、漂鳥

化（湯川でもマガモ・オシドリ）していました。湖畔

の茂みではメボソムシクイの枝移りを目の前で観察、

感激！。宿に戻っておいしい朝食はお替り自由（？）

でした。山道では、お目当てコマドリの鳴き声を堪能

し、林・川・滝・草原・を経て、14 時に食堂で「鳥合

せ」。2 日目行程 9 時間・19303 歩でした。 

 帰路も順調で予定通り 19 時ピタリと八王子に到着。

期せずして全員門口さんに拍手の嵐でした。 

16 人の仲間と 54 種の鳥達。仲良く楽しんだ夢のよ

うな 21 時間と 42981 歩でした。 

 

《野鳥詠》2 題 

戦場ケ原夏の陣             白樺唐松林 

(奥日光の探鳥会)                  (木立は回り舞台) 

 

夏空高鳴声響草原             誘林入内雀中中中 

(青空の下 草原に鳴き声が聞こえる)      （ニュウナイスズメがチュンチュンチュン） 

    呼枯木梢郭公郭公             青青赤啄木鳥登幹 

(枯れ木のてっぺんからカッコーカッコー)      （キヨッキヨッとアカゲラ幹登る） 

独静大地佇大地鶲             快足木走螺旋幹登 

（オオジシギが一羽草むらに佇む）        （ぐるぐるキバシリ駆け登り） 

    口遊頭媚薬頭美薬             黄呂呂黄呂鳴黄鶲 

（ズビヤークズビヤークとくちずさむ）       （キロロキロと呼ぶキビタキ） 

溢野夏羽野鶲野鶲             小瑠璃瑠璃色夏姿 

(野いっぱいに頭黒のノビタキが点点点)          （コルリも涼しい夏の色） 

鳥詩満草原優風薫             溢鳥詩木立回舞台 

(楽しい草原に優しく風が吹く)           （楽しい木立は野外劇場） 

 
カッコウ 



 21 

絶滅の危機は克服できたらしい（八王子のゲンジボタル） 

                                   粕谷和夫 

 ホタルといえばゲンジボタルとヘイケボタルが最もポピュラーであり両種とも幼虫時代を水中で過ご

します。ゲンジボタルは川のような流れのある所、ヘイケボタルは田んぼのような流れのない所を主な

生息地としていますが、ともに野鳥の生息地と重っています。 

 ホタルの研究に長年取り組んでいる八王子の小俣軍平氏によれば、八王子のホタル（この場合は、ゲ

ンジボタル・ヘイケボタル）が一級河川や水田から次々に姿を消してから、かれこれ 25 年近くになりま

す（One・Two・えいと、「ほ」の号 えいと舎 2003 発行）。小俣氏によればゲンジボタルは、南浅川・

北浅川の各支流の源流部と、開発の手を逃れて僅かに残存する谷戸の源頭部、雑木林の中で（こうした

場所はもともとゲンジボタルが棲息していた場所ではありません）、辛うじて生き残っていること、ヘイ

ケボタルは、田んぼの激減等でゲンジボタル以上に絶滅の危機に直面していることを指摘しています。 

ホタルの生息地は前記のように野鳥の生息地であるばかりでなく、カエルも棲んでいます。私はこの

ようなホタルや野鳥やカエルなどが普通に棲む環境がよみがえることを夢見て2001年から6月下旬～７

月上旬にホタルがいそうな所に出かけてホタルの数をカウントしたり、カエルの声を聞いて種別を調べ

てきました。この時期はツバメの集団ねぐらが形成される時期でもあり、多摩川でツバメの集団ねぐら

の調査を 19 時ごろに終わり、そこからホタルが光り出す 20 時ごろまでにホタルの調査地に向うという

パターンの繰り返しになります。ある日の晩、人気のない暗いところでホタルを探しているとフクロウ

の声が聞こえてきて、嬉しさがこみ上げてきたこともありました。 

2001 年から殆んどの場所で数頭しか出ないホタルを調べていましたが、2005 年は昨年までに比べる

と観察個体数が増え、しかも、小仏川、案内川、南浅川上流部、城山川、川口川上流、北浅川などでか

なりまとまったゲンジボタルが観察できました。6 月 22 日には城山川の城山大橋下流約 200m でゲンジ

ボタル約 80 頭、内約 20 頭の集団発光が観察されました。これは花火のようで、集団発光するたびに思

わず「おっ！」と声を出してしまいました。6 月 24 日には元八王子町 3 丁目、城山川支流・都営八王子

霊園南門～真照寺駐車場約 200m 間でゲンジボタル約 50 頭、地元の人 3 名、夕涼みでホタルを見ていた

人の話によると今年から急に増えたとのこと、その理由は下水道が整備され、川が綺麗になったからと

のこと、今年はサワガニとトンボも久しぶりに復活したとのこと。昭和 40 年代の初め頃はホタルが乱舞

していたらしい。地元の人はホタルの復活を喜んでいました。 

2005 年の私の観察結果の報告を見て、小俣氏は「浅川水系のゲンジボタルが復活してきて本当に良か

ったです。絶滅という最大の危機は克服できたらしい」と評してくれました。この傾向が来年以降も続

いていくことを願って止みません。カワセミ会会員下重喜代氏によれば日野市内の浅川でホタルが見ら

れることを夢見ている児童が日野市にいるとのことですが、「浅川本流でホタル」というこの児童達の夢

を実現させたいですね。一方で田んぼがなくなっていく八王子でのヘイケボタルの今後の動向が今、最

も気になります。 

 

 

 

 

 

 



 22 

探鳥の記録（平成１７年１月～６月） 

 

①１月１８日（火）平日探鳥会 

場所：北浅川（松枝橋～陵北大橋） 

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 オオタカ ノスリ キジ イ

カルチドリ クサシギ イソシギ タシギ キジバト カワセミ アオゲラ アカゲラ 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 ウグイス エナガ シジュウカラ 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 オナガ 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 

（４３種） 

今回のベスト：クサシギ カワセミ アオゲラ 

鳥仲間：  

青木静子 浅野恵美子 今井達郎 大川征治 大川香 河村洋子 近藤幹夫 佐藤サヨ子 杉田

陽子 杉森ユリ 関根伸一 傍島玲子 田辺信 千葉槙子 細田富美子 若狭 誠（１６名） 

 

②１月２９日（土）周辺探鳥会 

場所：南高尾（梅ノ木平～城山湖） 

確認した野鳥： 

カイツブリ カワウ マガモ トビ コジュケイ キジバト ドバト コゲラ キセキレイ ハ

クセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ミソサザイ カヤクグリ ジョウビタキ ルリ

ビタキ シロハラ ツグミ コガラ ヒガラ シジュウカラ ヤマガラ エナガ メジロ ホオ

ジロ カシラダカ アオジ クロジ カワラヒワ マヒワ ハギマシコ ベニマシコ ウソ イ

カル 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（４０種） 

今回のベスト：ハギマシコ クロジ カヤクグリ コジュケイ 

鳥仲間：  

青木静子 井形定子 井上典子 今井達郎 大川征治 門口裕子 木村晴美 清水盛道 傍嶋玲

子 高山早苗 田辺信 萩原正昭 長谷川篤 細田冨美代 森内淳兆 若狭誠 渡辺敬明 門口

一雄（１８名） 

担当者の感想： 

朝から怪しい雲に覆われ、探鳥会終了まで降らないか不安である。予定の午前 8 時に集合し、準

備運動、自己紹介の後、城山湖を目指して出発する。このコースの難点である梅ノ木平まで 2km 弱

の国道の歩行は、圏央道工事のために仮設されたカラー鉄板の壁や大きな橋脚が林立し、味気なさ

①１月１８日（火）       平日探鳥会：北浅川（松枝橋～陵北大橋） 

②１月２９日（土）       周辺探鳥会：南高尾（梅ノ木平～城山湖） 

③２月１１日(金)～１３日(日)  遠出探鳥会：出雲探鳥会 

④２月１３日（日）       月例探鳥会：北浅川（松枝橋～陵北大橋） 

⑤２月１７日（木）       平日探鳥会：彩湖 

⑥３月１０日（木）       平日探鳥会：平山城址公園  

⑦３月１２日（土）       遠出探鳥会：都民の森（三頭山麓）  

⑧３月１３日（日）       公開探鳥会：浅川（ふれあい橋～一番橋）  

⑨３月１９日（土）       遠出探鳥会：軽井沢  

⑩４月７日（木）        平日探鳥会：葛西臨海公園  

⑪４月１０日（日）       公開探鳥会：北浅川（松枝橋～小田野中央公園）  

⑫４月２３日（土）       周辺探鳥会：五日市・今熊山  

⑬４月２４日（日）       遠出探鳥会：谷津干潟  

⑭５月８日(日)         公開探鳥会：小下沢（オオルリを探す会）  

⑮５月２１日(土)        周辺探鳥会；高尾山早朝探鳥会  

⑯５月２７日(金)～２９日(日)  遠出探鳥会：奥日光  

⑰６月４日(土)                月例探鳥会：浅川(大和田橋～鶴巻橋)   

「カワセミ会ホームページ」の 

探鳥会報告にも掲載しています。 
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を増幅していた。 

梅ノ木平からは、冬鳥や地づきの鳥のオンパレードである。コナラの梢にイカル、林縁にガビチョ

ウ、カシラダカにコジュケイ、さらにホオジロやアオジが枯れ草の中で次々と群れて現れ堪能した。 

探鳥路は、杉林の中の小川に沿った林道に変わり、日陰には正月に降った雪が残り足元を気にしな

がら進む。最近、この山の間伐を行い、道沿いの下草や柴を刈ったため林内は明るく見やすい。ク

ロジ、カヤクグリにミソサザイと林床で生活する小鳥がよく見られた。クロジは、林道に出て餌を

ついばみ全員にシブイ羽根模様を披露する。杉の梢を飛び交うマヒワ、ヤマガラ、ヒガラにコガラ

等を確認しながら三沢峠に着き一休み。 

三沢峠からは、林相が雑木林に変わり、道も下り坂に変わる。遠くに都心の高層ビル、眼前に城山

湖が広がり快適であるが鳥影は少ない。まもなく城山湖畔に到着し、今回の目玉のハギマシコを探

す。堰堤の枯れ草の中を参加者全員が思い思いのポイントに双眼鏡を向け、プロミナをまわす。誰

かが餌をついばむ群れを見つける。急斜面を動き回り見にくいが全員が確認した後、場所を変えて

見る事にし、昼休み。休憩後のハギマシコとの再会はあっけない。誰かが道路の脇に残った雪の上

に餌をまき、それに 100 羽前後のハギマシコが寄せたり引いたりしながら餌を啄ばむ。おかげで良

く見ることが出来たが、餌付けに感激も半減である。 

2 時過ぎ、大戸に到着。運良くバスが来たので、法政大学までの予定を繰り上げ解散とした。 

（門口一雄） 

 

③２月１１日(金)～１３日(日)  遠出探鳥会 

場所：山陰 

確認した野鳥： 

カンムリカイツブリ ハジロカイツブリ ミミカイツブリ カイツブリ カワウ コハクチョウ 

マガン ツクシガモ マガモ カルガモ ハシビロガモ コガモ トモエガモ オカヨシガモ 

オナガガモ ヒドリガモ ホシハジロ ホオジロガモ キンクロハジロ スズガモ クロガモ 

ビロードキンクロ ミコアイサ カワアイサ オオセグロカモメ セグロカモメ ウミネコ ワ

シカモメ カモメ ズグロカモメ ユリカモメ コサギ ダイサギ アオサギ ヘラサギ オオ

バン バン シロチドリ タゲリ ハマシギ ミユビシギ クサシギ イソシギ タシギ ミサ

ゴ オジロワシ トビ ノスリ チュウヒ ハイイロチュウヒ チョウゲンボウ キジ キジバ

ト ドバト カワセミ ヒバリ 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 イソヒヨドリ シロハラ ツグミ ウグイス セッカ ホオジロ カシラダカ 

ミヤマホウジロ オオジュリン カワラヒワ スズメ ムクドリ ホシムクドリ カケス ミヤ

マガラス ハシボソガラス ハシブトガラス(７９種) 

今回のベスト：ツクシガモ トモエガモ ホシムクドリ タゲリ ハイイロチュウヒ ビロードキン

クロ ズグロカモメ 

鳥仲間： 

青木静子 青木良恵 粕谷和夫 門口裕子 菊地昇 鈴木章七 長谷川典子 福本順吉 丸山二

三夫 横松あつみ 門口一雄 (１１名) 

担当者の感想等 

 参加者から寄せられた声です。「田んぼの中の、コハクチ

ョウ、マガンを見て、餌場としての水田の重要性を再認識し

た。」「マガン、コハクチョウの塒入りの観察会に参加できて

よかった。レンジャーの解説を聞きマガン、コハクチョウの

生態を知り親近感が出てきた。」「出雲、米子の設備の整った

観察舎には助かった。雨や雪が降り、寒いときの避難場所と

して使用させていただいた。また、出雲では、新聞紙で作る

野鳥の折り紙の帽子、米子では、塒入り観察会、素敵でした。」

「無理に運転をしていただいた菊地さん、助かりました。あ

りがとうございます。」「寒かったけれども初認が 10 種位ふ

えました。楽しかったです。」等。 

 参加者が少なく、実施か、中止か迷ったが、決行してよか

った。悪天候のわりには、たくさんの種類の野鳥が見られ満足できた探鳥会でした。（門口一雄） 

 

 

鳥の帽子 
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④２月１３日（日） 月例探鳥会 

場所：北浅川（松枝橋～陵北大橋）場所  松枝橋～陵北大橋 

確認した野鳥： 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ ノスリ イカルチドリ クサシギ キ

ジバト 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 ウグイス 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 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（３５種） 

本日のベスト：クサシギ  カワセミ  シメ 

鳥仲間： 

浅野恵美子 井手龍世 井形定子 井上典子 今井達朗 加藤博之 河村洋子 勝股朗郎 佐藤

哲郎 清水盛道 白川 司  杉田陽子 関根伸一 高山早苗 竹内 開 千葉 槙子 中橋 

薫 永見博子 萩原正昭 長谷川 篤 平井国二 前田善明 森内淳兆 山浦秀雄 小泉丈子 

（３５名） 

担当者の一言： 

 いつもでるタシギ、オオタカが出現しなかった。期待したベニマシコもいなかったが、クサシギ

は５羽もいた。松枝橋の下で工事がはじまっているが、あまり工事をしてもらいたくない。 

（関根伸一） 

 

⑤２月１７日（木） 平日探鳥会 

場所：彩湖 

確認した野鳥：  

カイツブリ カンムリカイツブリ カワウ アオサギ マガモ カルガモ コガモ ヨシガモ♂

ホオジロガモ♀ オオタカ ノスリ チョウゲンボウ オオバン イソシギ ユリカモメ セグ

ロカモメ キジバト カワセミ♀ アリスイ ヒバリ 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 シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ ア

オジ オオジュリン カワラヒワ ベニマシコ シメ スズメ ムクドリ オナガ ハシボソカ

ラス ハシブトカラス ドバト（４２種） 

本日のベスト：アリスイ ヨシガモ ホオジロガモ オオジュリン  

鳥仲間： 

青木繁昌 青木静子 井出龍世 今井達郎 大川征治 大川香 出口富美子 細田富美代 森松

幹治 山崎悠一 若狭誠（１１名） 

担当者の一言： 

例年１１月に実施していたが今年より２月実施となる。 

湖にカモが殆どいないため葦原探鳥に時間をかけ、オオジュリンを間近でじっくり確認、オオタカ

を鉄橋上空で全員が見ることができた。 

湖外周にもどり建物の前の木にアリスイを発見、カモのいない湖面であったが、オレンジブイ周辺

に８羽のヨシガモ♂を確認、更に、判定に時間をかけたホオジロガモ♀を確認、飛翔姿も見ること

が出来た。私は彩湖では初認である。 万歩計歩数２１，０００歩（青木繁昌） 

 

⑥３月１０日（木） 平日探鳥会 

場所：平山城址公園   

確認した野鳥： 

ダイサギ アオサギ マガモ カルガモ コガモ トビ オオタカ チョウゲンボウ キジバト 

アオゲラ コゲラ ビンズイ ヒヨドリ ルリビタキ♂ ジョウビタキ♂ ツグミ ウグイス 

ヤマガラ シジュウカラ メジロ アオジ 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（２９種）  

鳥仲間： 

青木繁昌 大川香 久保田ヤス子 傍島玲子 出口富子 仲尾政幸 仲尾陽江 長谷川輝子 

馬場啓子 原田佳世 細田富美代 森 路子 森内淳兆 岡本夫妻 

谷本 野村 秋山 種本（１９名）  

担当者の一言 

宗印寺に鳥影なく満開の紅梅・白梅に満足？ 
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公園でも鳥影少なくいつも見れるシロハラ、カシラダカ、モズ等に会うことができず地元ウォッチ

ャーの話でも今年は鳥が少ないとのことでした。最後に薬科大学構内アンテナにとまっていたオオ

タカを B さんが発見全員が見る事ができた。（青木繁昌） 

 

⑦３月１２日（土） 遠出探鳥会 

場所：都民の森（三頭山麓） 

確認した野鳥  

トビ ノスリ ミソサザイ キクイタダキ 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 ホオジロ ハシブトガラス ベニマシコ カヤクグリ（１４種） 

本日のベスト：ベニマシコ カヤクグリ ミソサザイ 

鳥仲間： 

青木静子 石橋公子 井形定子 今井達郎 大川征治 大川香 岡本昭男 門口裕子 

木村晴美 久保田ヤス子 傍嶋玲子 竹内開 田辺信 萩原正昭 長谷川篤 細田冨美代 

丸山二三夫 山崎悠一 山崎久美子 柚木鎮雄 渡辺敬明 門口一雄（２２名） 

担当者の一言： 

 冬の山の探鳥会は難しい。北側の山肌一面に雪が残り、時期が早かったのか、確認した野鳥が 14

種とカワセミ会探鳥会での最小出現数となった。 

見た野鳥の種類は少なかったが、本日のベスト３となったベニマシコ、カヤクグリ、ミソサザイを

はじめコガラ、ヒガラ、ヤマガラ、ゴジュウカラなどのカラ類６種をじっくり見られたこと、周遊

道路では、ホオジロがたびたび出て道案内をしてくれたことなど印象深い。   

また、滝までの遊歩道は、除雪し整備されていたし、昼食に使用させていただいた森林館は、暖房

完備でお茶のサービスがありよかった。 

帰路のバスの中で「数は少なかったが、一つ一つの鳥がしっかり見られ満足した。」「カヤクグリ、

ミソサザイは初認でよかった。」等の声を聞き安堵する。 

反省点は、第１駐車場への連絡歩道が、車道を除雪した際の雪捨て場となっていて、通行不能の

ためやむなく車道を歩いた。早朝で車の通行量は少なかったが下見不足を反省している。時期を変

え、夏鳥のベストシーズンに再挑戦したい。（門口一雄） 

 

⑧３月１３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 カルガモ コガモ ヒドリガモ トビ オオタカ クイナ 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 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

(３３種) 

参加者： 

阿江範彦 今井達郎 大川征治 大川香 岡本昭男 岡本昭子 粕谷和夫 加藤博之 門口裕子 

川上恚 勝股朗郎 小塩菊子 佐伯直寛 佐藤サヨ子 佐藤哲朗 清水盛道 白川司 白川史子 

杉田陽子 関三喜男 関佳世子 高山早苗 出口富子 中橋薫 中村啓一 中村千枝 仲尾政幸 

仲尾陽江 長谷川篤 平井国二 平井智恵子 平沢和夫 古山隆 前田善明 宮越俊一 奥様 

森路子 森内淳兆 柚木育子 横山由美子 若狭誠 小林進 小林けさみ 梅田満寿美 辻晟 

辻恵美子 宮下一 徳永浩 門口一雄（４９名） 

本日のベスト：カワセミ クイナ ヒバリ 

担当者の感想： 

50 人のバーダーが並ぶと壮観だ。一般参加者７名、会員 42 名の人数に圧倒されたのか、繁殖準

備で忙しいのか、予想より鳥の出が少ない。その中で、会員の「探鳥力」と熱意に助けられ、また、

カワセミ君にがんばって貰い公開の体をなした。 

初心者を会長が担当し、他を２つに分けたが、場所が狭いので、長い列となり前と後ろでは見た鳥

が違ったようだ。参加者の数により、コースやグループ分けなどひと工夫必要だ。（門口一雄） 
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⑨３月１９日（土） 遠出探鳥会 

場所：軽井沢（軽井沢・東電第一調整池） 

確認した鳥：： 

カイツブリ カワウ ダイサギ 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  

ハイタカ 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 カワセミ 

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 タヒバリ ヒヨドリ モズ 

カワガラス 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 メジロ ホオジロ カシラダカ オオジュリン アトリ カワラヒワ ベニマシコ 

イカル 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（５５種） 

今回のベスト：アトリ ゴジュウカラ カワアイサ アオサギのコロニー 

鳥仲間： 

青木繁昌 井形定子 井上典子 大川征治 大川香 小張義雄 小張昌子 佐伯直寛 佐藤サヨ

子 白川司 白川史子 田辺信 谷村都代子 長谷川篤 馬場隆進 馬場啓子 平井国二 平井

智恵子 細田富美代 丸山二三夫 森内淳兆 柚木鎮夫 柚木育子 山崎久美子 山崎悠一（２５

名） 

担当者の一言： 

青空で、風も彼岸の渋滞もなく、和やかな探鳥会になった。軽井沢の野鳥の森公園で夏羽のアトリ

を、長倉神社でゴジュウカラをよく見ることが出来た。調整池ではカワアイサとミコアイサの群れ

が印象に残った。（山崎悠一） 

 

⑩４月７日（木） 平日探鳥会 

場所：葛西臨海公園 

確認した野鳥： 

カイツブリ カンムリカイツブリ ハジロカイツブリ 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 ホシハジロ キンクロハジロ ス

ズガモ バン オオバン イカルチドリ ハマシギ イソシギ タシギ セイタカシギ ユリカ

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 シロハラ ツグミ 

シジュウカラ メジロ アオジ 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（４２種） 

本日のベスト：タシギ セイタカシギ ユリカモメ 

鳥仲間： 

井出龍世 井形定子 大川征治 大川香 小塩菊子 白川 司 多田恒子 渡辺敬明 丸山二三夫 

担当者の感想： 

 気温は暑いくらいであったが、海からの強烈な風にあおられ、海岸沿いでの観察は砂が顔を突き

刺し、思うに任せず。それでも、ハマシギの大きな群れが乱舞し、ユリカモメやスズガモの群れも

目を楽しませてくれる。カモ類はそれなりに多種残っていたが、やはり強風のため草陰に入ってい

るのが多かった。 

  参加者が９名と少なく、少々寂しかった。 葛西臨海公園のベストシーズンがいつごろなのか再考

の余地があるかも？ 東京支部「ユリカモメ」定例探鳥報告でチェックしてみたい。（丸山二三夫） 

 

⑪４月１０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 コサギ アオサギ マガモ カルガモ トビ オオタカ ノスリ チョウゲ

ンボウ キジ コチドリ クサシギ タシギ キジバト カワセミ 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 ツグミ ウグイス 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 シメ 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 ドバト ガビチョウ（４０種） 

本日のベスト：カワセミ タシギ コチドリ 

鳥仲間： 

     青木良恵 井手龍世 大川征治 粕谷和夫 門口裕子 勝股朗郎 木村晴美 久保田ヤス子 小

張義雄 小張昌子 佐伯直寛 佐藤サヨ子 清水盛道 白川史子 進藤丕 進藤靖子 杉森熊二 
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鈴木章七 関根伸一 関三喜男 関佳世子 高山早苗 中橋薫 永見博子 仲尾政幸 仲尾陽江 

萩原正昭 長谷川篤 平井国二 平井智恵子 古山隆 前田善明 宮越俊一 三好恒雄 山崎久

美子 横山由美子 若狭誠 渡辺敬明 安藤道義 坂本 小林優子 新井道悦 菊地威郎 利光

久子 軽部カズエ 富樫サカイ 中里カヨ 村田さだ子 内田イネ子 小嶋清高 小嶋信子 三

ツ木格介 門口一雄 （一般参加１４名、会員３９名、計５３名参加） 

担当者の感想： 

３月に続く公開探鳥会である。先月を上回る市民・会員の方々に参加いただいた。 

寒かった３月を取り戻すかのような晴天続きに、遅れがちだったソメイヨシノが一斉に咲き、絶好

の探鳥日和（お花見日和）となった。８時過ぎ目当ての鳥が出ることを期待し出発する。 

ニセアカシアの林で、アオジにツグミ。対岸のアシにカワセミ、少し離れた高木の梢にコムクドリ。

赤土の崖下ではえさをついばむタシギとたて続けに現れる。特にカワセミの赤い足と捕った小魚を

口にくわえ一直線に飛び去る姿に感激した。メタセコイアの化石の近くでシメ♂（銀色の嘴がよく

見えた）、病院の裏では上空を横断するオオタカを見た。（涙班があるのでハヤブサの意見あり）さ

らに堰堤ではコチドリにダイサギ、コサギと次々に出て楽しませてくれた。 

  このコースは、野鳥の出現数が多く浅川で１，２を競う探鳥地と思われる。しかし、わずか１年間

のうちに、河川改修と川の周り

の開発が到る所で進み、自然の

崖が中堤防に変わり、河川敷の

竹藪は刈られ、堤外の景色も公

園の整備のため一変していた。 

外堤防を強固にし、川の中はこ          

のままにする方法はないのだろ

うか。 

小田野中央公園の記念樹ヤマ

ザクラは、５本とも健在で、う

ち１本では、数輪が開花し探鳥

に花を添えてくれる。他の４本

も、つぼみを大きくふくらませ

開花直前である。ヤマザクラを囲み記念写真を撮り解散した。（門口一雄） 

                                                          

⑫４月２３日（土）周辺探鳥会 

場所：五日市・今熊山 

確認した野鳥： 

カワウ ダイサギ カルガモ トビ イカルチドリ キジバト アマツバメ 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 カ

ワガラス ヤブサメ センダイムシクイ ウグイス オオルリ ヒガラ 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 イカル シメ 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 ガビチョウ（３８種） 

本日のベスト：イカル オオルリ アマツバメ 

鳥仲間： 

青木繁昌 青木静子 浅野恵美子 石橋公子 大川征治 大川 香 岡本昭男 門口裕子 河田

徳子 菊地昇 白川司 傍嶋玲子 多田恒子 長谷川篤 細田冨美代 前田善明 丸山二三夫 

森内淳兆 山崎久美子 柚木育子 柚木鎮雄 門口一雄（２２名） 

担当者の一言： 

暑くもなく、寒くもなく、さわやかな探鳥日和であっが、鳥影は少なかった。 

秋川では、例年オシドリやカワガラスの見られるポイント付近には、釣り人や川遊びの人が入り、

目当ての鳥はいなかった。 

林道に入っても鳥は少なく、ヤブサメのか細い鳴き声に立ち止まるが姿は見つけられない。時期が

早かったのか遅かったのか、夏鳥の数が減ったのか分からないが、何時も見られるのが見られない

のは寂しい。谷あり山ありの難コース。参加者のご協力をいただき、全員無事全行程を歩けたこと

に感激しています。（門口一雄） 
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⑬４月２４日（日）遠出探鳥会 

場所：谷津干潟 

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 カルガモ コガモ ヒドリガモ オナガガ

モ ハシビロガモ コチドリ シロチドリ メダイチドリ オオメダイチドリ ムナグロ ダイ

ゼン キョウジョシギ トウネン ハマシギ オバシギ ミユビシギ 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 ユリカモメ ズグロカモ

メ コアジサシ キジバト ツバメ ヒヨドリ モズ スズメ ムクドリ オナガ ハシブトガ

ラス（３８種） 

本日のベスト：オオメダイチドリ オバシギ オオソリハシシギ ズグロカモメ 

鳥仲間： 

井手龍世 井上典子 大川征治 大川香 門口一雄 門口裕子 倉本修 佐伯直寛 佐藤サヨ子 

長谷川篤 平井国二 平井智恵子 古山隆 丸山二三夫 山崎久美子 柚木育子 柚木鎮雄 若

狭誠  （１８名） 

担当者の一言 

 オオソリハシシギやメダイチドリ等、きれいな夏羽の群れが見られた。オオメダイチドリ（夏羽

１羽）も距離は遠かったが、全員で確認できた。ズグロカモメは間近で観察できた。昼過ぎに現地

解散となったので、希望者で、途中下車し、シラコバトを見て帰った。（古山隆） 

                                         

⑭５月８日(日) 公開探鳥会 

場所：小下沢（オオルリを探す会） 

観察した野鳥： 

トビ ノスリ キジバト アオゲラ コゲラ キセキレイ ヒヨドリ ミソサザイ クロツグミ 

ヤブサメ ウグイス センダイムシクイ キビタキ オオルリ ヒガラ 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（２２種） 

鳥仲間： 

阿江範彦 青木良恵 伊倉恵子 石橋公子 井手龍世 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 

小沢礼子 岡本昭男 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 川上恚 河村洋子 門倉美登利 勝股朗

郎 菊地昇 小塩菊子 小張義雄 小張昌子 笹川佳子 佐藤哲郎 佐藤亮 清水盛通 白川司 

白川史子 進藤丕 杉森ユリ 傍島玲子 多田恒子 高山早苗 出口富子 中橋薫 夏目昌明 

夏目満子 長谷川篤 長谷川典子 平井国二 平井智恵子 前田善明 丸山二三夫 三好恒雄 

本島てるみ 森久美 山崎悠一 山崎久美子 若狭誠 渡辺敬明 

（会員参加者５０名）このほか会員外２３名 

本日のベスト：オオルリ キビタキ ミソサザイ 

担当者の感想： 

晴天に恵まれた公開探鳥会のため一般市民が２３名と多数の参加あり、全体で７３名の参加とな

った。出発に先立ちオオルリを知るための簡単なクイズ 10 問でオオルリについての基礎的なこと

を説明した。ホオジロ、オオルリ、キビタキ、ミソサザイが次々と登場し、参加者全員が姿とさえ

ずりを堪能することができた。いつもは姿を見つけづらいミソサザイが同じ場所で長くさえずって

くれた。キセキレイの餌運びも確認、近くにヒナのいる巣があると思われる。目指す鳥達が例年よ

り多く登場したため、コースの中間地点のキャンプ場跡地で終了予定の１１時になってしまったの

で、ここで取り合わせをして解散した。解散後は有志による登山組・植物観察組と帰宅組に分かれ

た。初心者の方にとってはオオルリを知るためのクイズがオオルリを探す会の趣旨の理解に役立っ

たものと思われる。（粕谷和夫） 

 

⑮５月２１日(土) 周辺探鳥会 

場所；高尾山早朝探鳥会 

観察した野鳥： 

キジバト、アオバト、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、セ

グロセキレイ、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、サンコウチョ

ウ、エナガ、ヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、カワラヒワ、イカル、カケス、

ハシボソガラス、ハシブトガラス、ガビチョウ（２８種）。 

本日のベスト：キビタキ アオバト イカル 
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鳥仲間： 

井上典子 粕谷和夫 勝股朗郎 佐伯直寛 佐藤サヨ子 清水盛通 高山早苗 竹内開 西巻虎

彦 丸山二三夫 森内淳兆 山崎悠一 山崎久美子 渡辺敬明（１４名）。 

担当者の感想： 

１号路を登り、ケーブルカー山上駅から２号路⇒４号路⇒５号路を経て高尾山頂で鳥合せをして

解散した。１号路の杉並木でセッコクの花を探すと蕾の株と開花した株があった。キビタキをあち

こちで観察することができ、オオルリもよくさえずっていた。山頂西側下ではサンコウチョウ♂１

羽にも出合うことができた。      

なお、例年は終了後、四季の会主催の視力障害の方のバードリスニング支援があるが、本年は神

代植物園に行くということで、高尾山では開催されなかった。（粕谷和夫） 

 

⑯５月２７日(金)～２９日(日)  遠出探鳥会 

場所：奥日光  

確認した野鳥： 

マガモ コガモ オシドリ ヒドリガモ アオサギ オオジシギ トビ ノスリ キジバト カ

ッコウ ツツドリ ホトトギス オオアカゲラ アカゲラ コゲラ イワツバメ 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 アカモズ カワガラス ミソサザイ 

コガモ コルリ ルリビタキ ノビタキ アカハラ ウグイス ヤブサメ メボソムシクイ エ

ゾビタキ センダイムシクイ キビタキ オオルリ コサメビタキ コガラ ヒガラ シジュウ

カラ エナガ ゴジュウカラ キバシリ ホオジロ ホオアカ アオジ イカル ニュウナイス

ズメ スズメ ムクドリ コムクドリ カケス ハシボソガラス ハシブトガラス（５５種） 

今回のベスト（１０種）： 

オオジシギ カッコウ オオアカゲラ アカゲラ コルリ ノビタキ キビタキ キバシリ ホ

オアカ ニュウナイスズメ 

鳥仲間： 

青木繁昌 青木静子 青木良恵 石橋公子 今井達郎 大川征治 門口裕子 菊池 昇 佐藤サ

ヨ子 杉森ユリ 長谷川篤 細田冨美子 山崎悠一 横松あつみ 渡辺敬明 門口一雄（１６名） 

 

⑰６月４日(土)  月例探鳥会 

場所：浅川(大和田橋～鶴巻橋)  カワセミ会テント前で解散し環境フェスティバルに合流 

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 ヒメアマツバメ カワセミ 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 オオヨシキリ シジュウカラ カワラヒワ スズ

メ ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハシボソガラス ドバト （２９種） 

本日のベスト：オオヨシキリ キジ イソシギ 

鳥仲間： 

浅野恵美子 井手龍世 岡本昭男 小塩菊子 小張義雄 

小張昌子 佐伯直寛 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 夏目満子 

仲尾政幸 仲尾陽江 加藤博之 西巻虎彦 長谷川典子 

原田佳世 丸山二三夫 峯尾真澄 宮越俊一 森松幹治 

山浦秀雄 若狭 誠 

大塚洋子 高木雅子 佐藤和代 足立光江 （２６名） 

担当者の一言： 

全員で見られた目当てのオオヨシキリのさえずり、足に

獲物を掴んで飛び去ったチョウゲンボウ、カワセミも２

度出てくれましたが、本日の主役は何とキジ。 

暁橋上流で、どんどん我々のそばに近づいてきて、すぐ

近くにとどまっていてくれました。 

「本日のベスト入りを狙ったパフォーマンス」との巷の

声がありましたが、見事本日のベストに選ばれました。（若狭 誠） 

 

 

 
暁橋上流のキジ 
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鳥信（主として２００５年１月～６月） 
 

今期は５８２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、托卵鳥、繁殖、行動情報だけである。 

（この他に冬鳥の終認、夏鳥の初認、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 観察者ほか メッシュ 

１．希少種 

       

5 カイツブリ 2005/1/4 １羽 浅川・一番橋下流  登坂久雄  武蔵府中 1J 

45 カワウ 2005/6/30 ２羽 長沼公園：絹ケ丘口の

草広場上空 

ｆ、それぞれ、西方向に飛去。（当地、記録としては初

見？） 

馬場百合亜  八王子 9G 

93 オシドリ 2005/6/7 １羽 川口川・唐犬橋下流 ♀ 杉森ユリ・熊二  拝島 3C 

94 マガモ 2005/2/24 ４羽 谷地川最下流 ♂２♀２ 大川征治  立川 1C 

97 トモエガモ 2005/4/18 １羽 多摩川の淺川合流付近 ヒドリガモ（１４羽）に混じってトモエガモ♂が１羽、只々感

心するばかりの芝居がかった人工的顔面「巴模様」でゆっ

たりと遡上していました。私「初出会い」でした。 

渡辺敬明  武蔵府中 4K 

99 オカヨシガモ 2005/2/2 10 羽 高月浄水場内の池 13:00、雌は数えられませんでしたが浄水場内の池に１０

羽ほど雄を確認しました。 

今野美代子  拝島 6F 

99 オカヨシガモ 2005/2/10 ６羽 多摩川・多摩大橋下流  大川征治 香  立川 0C 

124 ミコアイサ 2005/2/2 ６羽 高月浄水場付近の秋川 雌６羽、11:00、雌ばかり６羽の集団で川面で潜って魚を捕

って食べたり、昼寝したりしていました。 

今野美代子  拝島 6F 

124 ミコアイサ 2005/2/3 ５羽 高月町秋川 ♀のみ 大川征治  拝島 7F 

170 クイナ 2005/3/12 １羽 浅川・萩原橋上流５０ｍ

右岸付近 

蔦がからむ小さな木の下を歩いていた。この場所でのクイ

ナは２００３年１１月以来です。 

若狭誠  八王子 5K 

170 クイナ 2005/3/13 １羽 浅川右岸・一番橋下流

ワンド 

ワンド周辺に出没（直ぐ姿を消す） 探鳥会  武蔵府中 1K 

170 クイナ 2005/4/22 １羽 高月浄水場前の秋川対

岸 

昼頃、神経質に茂みや枯れ草の陰に隠れながら採餌して

いるようでした。隠れるところがないと落ち着けないのか、

茂みと茂みの間は必死に走って移動していました。ハトサ

イズであの行動だとなかなか見つけづらいですね。 

今野美代子  拝島 6F 

179 バン 2004/3/14 ２羽 多摩川・多摩大橋下流

ひょうたん池 

 大川征治  立川 0C 

179 バン 2005/4/1 １羽 浅川・萩原橋下流側 川の中に１羽、3/31 もいた 福島弥四郎  八王子 6K 

179 バン 2005/6/18 １羽 高月浄水場の池 カイツブリ１、カルガモ４と一緒 粕谷和夫  拝島 6E 

181 オオバン 2004/3/14 １羽 多摩川・多摩大橋下流

ひょうたん池 

 大川征治  立川 0C 

181 オオバン 2005/2/22 １羽 浅川・萩原橋の下 橋の下の流れの中にいた。マガモ♀１羽と一緒だった 倉本修  八王子 6K 

181 オオバン 2005/3/25 １羽 浅川・萩原橋の下 橋の下にいた 倉本修  八王子 6K 

263 セグロカモメ 2005/3/1 １羽 多摩川・多摩大橋下流 岸辺に下りていた 大川征治  立川 2C 

316 アオバト 2005/4/26 声 城山手隣接御陵雑木林 雑木林から声が聞こえた 千葉槙子  八王子 2H 

316 アオバト 2005/5/6 １羽 裏高尾・いろはの森で 4

号路との交差点付近 

鳴き声を確認した。 白川司・史子  与瀬 9F 

344 カワセミ 2005/1/2 ２羽 谷地川新旭橋上流  大川征治  立川 0B 

344 カワセミ 2005/6/10 ２羽 小宮公園弁天池 雌が池の周辺に止まり時時体を洗う。雄はキイキイ鳴き

ながら時々飛ぶ 

大川征治  拝島 7A 

344 カワセミ 2005/7/23 ２羽- 南浅川・水無瀬橋から

横山橋の間 

かなり生長した幼鳥（年初来棲息） 山下弘文  八王子 4J 

349 アオゲラ 2005/1/5 １羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

349 アオゲラ 2005/2/7 １羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

354 アカゲラ 2005/1/1 １羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

354 アカゲラ 2005/1/12 １羽 小宮公園  大川征治 香  拝島 7A 

354 アカゲラ 2005/1/14 １羽 板当林道・入り口から５

００ｍ付近の杉林 

 粕谷和夫  与瀬 9K 

354 アカゲラ 2005/1/19 １羽 高幡台団地第二緑地 今朝裏山でもアカゲラに遭遇して感激もひとしおです。か

なり真近く見ることが出来たのですが、頭部の赤い色が後

ろまであったので♂と思われます。裏山＝高幡台団地第

二緑地 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 

354 アカゲラ 2005/1/21 １羽 高幡台団地第二緑地 お腹の下は真っ赤でしたが、頭部は赤みが全くなかった

ので、♀と思われます。一昨日見た♂タイプが飛んでいた

所と大体同じ場所を飛んでいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 

354 アカゲラ 2005/1/28 １羽 寺沢川南の丘陵地帯 樹から鳴きながら飛翔。 馬場百合亜  武蔵府中 1F 
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354 アカゲラ 2005/2/7 １羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

354 アカゲラ 2005/3/12 １羽 高尾山・蛇滝登山道と２

号路出合付近 

イヌブナ林 粕谷和夫  八王子 0F 

354 アカゲラ 2005/3/15 １羽 多摩川右岸昭和堰上流

河原 

ニセアカシアの林 粕谷和夫  拝島 6E 

354 アカゲラ 2005/3/26 ２羽 宇津貫丘陵の雑木林 丘陵地の林の中２ヶ所で各１羽姿視認 粕谷和夫他  八王子 7F 

354 アカゲラ 2005/3/31 １羽 長沼公園展望園地の西

側疎林 

C、地鳴き。 馬場百合亜  八王子 9F 

354 アカゲラ 2005/5/6 １羽 裏高尾・いろはの森で 4

号路との交差点付近 

いろはの森と４号路の交差点を過ぎて直ぐの所で鳴き声

及びドラミングで確認した。 

白川司・史子  与瀬 9F 

354 アカゲラ 2005/5/28 １羽 高尾山・大平林道森林

ふれあい館北側林内 

杉の木でさえずり 川上恚  与瀬 9E 

368 コシアカツバメ 2005/6/1 ２羽 日野市高幡台団地 今朝、電線に止まっていた１羽のツバメを発見。その姿か

らどうもコシアカツバメのようでしたので後ろに回って腰の

赤い色を確認。すると建物からもう１羽が出てきました。ま

だ卵は見えなかったのでこれからなのでしょうか。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3H 

395 カワガラス 2005/1/22 １羽 南浅川・浅川支所北歩

道橋下 

９：４５頃、堰の上部の浅瀬から護岸に移り、上流に飛び

去る 

千葉槙子  八王子 2G 

395 カワガラス 2005/2/2 １羽 小仏川・蛇滝橋下流側 鳴きながら川の中を動き回る 粕谷和夫  八王子 0G 

395 カワガラス 2005/3/12 １羽 高尾山・小仏川支流の

行の沢 

沢の小さな滝から下流に飛び去る 粕谷和夫  八王子 0G 

396 ミソサザイ 2005/1/19 １羽 城山手２丁目陵東公園  千葉槙子  八王子 2H 

399 カヤクグリ 2005/2/5 １羽 醍醐林道・振宿橋下流

の川岸近く（龍蔵神社の

約 200m 下流側） 

地上で採餌 粕谷和夫  五日市 5A 

399 カヤクグリ 2005/3/31 １羽 長沼公園井戸たわ沢の

西側斜面 

SV、ひとしきり囀っていた。 馬場百合亜  八王子 9G 

406 ルリビタキ 2005/1/1 ３羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

406 ルリビタキ 2005/1/2 １羽 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

♂ 山下弘文  八王子 4J 

406 ルリビタキ 2005/1/19 １羽 城山手１丁目出羽山公

園 

♂当地では初認 千葉槙子  八王子 3J 

406 ルリビタキ 2005/2/7 １羽 小宮公園 ♂ 大川征治  拝島 7A 

406 ルリビタキ 2005/3/6 １羽 小宮公園 流れで水浴び 大川征治  拝島 7A 

406 ルリビタキ 2005/3/7 １羽 小宮公園  大川征治 香  拝島 7A 

409 ノビタキ 2005/4/17 １羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸草地 

 大川征治  立川 1C 

415 イソヒヨドリ 2005/2/7 １羽 谷地川新旭橋下流川 ♀、今年もまた来たようです。新築された住宅の屋根に乗

ったり、浄水場がわのフェンスに降りてきて周辺でちょろち

ょろしていました。 

今野美代子  立川 0C 

415 イソヒヨドリ 2005/3/6 １羽 新旭橋下流左岸窪地 谷地川・新旭橋下流左岸窪地 地面に下り土をつつき採

食中 

傍島玲子  立川 0C 

415 イソヒヨドリ 2005/3/6 １羽 谷地川・新旭橋下流左

岸 

♀。モズとミミズを取り合う。飲み込むのに苦労していた 大川征治  立川 0C 

415 イソヒヨドリ 2005/3/14 １羽 谷地川・新旭橋下流左

岸 

 大川征治  立川 0C 

416 トラツグミ 2005/1/2 １羽 平山城址公園内の水辺 １１時、トラツグミ一羽、ゆっくりと水辺を移動、10 分ほどで

飛び去る 

原田佳世  武蔵府中 0G 

416 トラツグミ 2005/1/5 １羽 佐藤サヨ子自宅裏山、

日野市程久保、高幡橋

台団地 

昨日まであんなに残っていた雪がウソのように消えた裏

山に入って直ぐ、落ち葉を突付いていた鳥が私を見ると急

いで木の枝に飛び移りました。キジバトかな？と思ったの

ですが、ちょっと違うなと思い双眼鏡で確かめるとなんとト

ラツグミでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 

416 トラツグミ 2005/1/18 １羽 小宮公園  今野美代子  拝島 7A 

416 トラツグミ 2005/1/23 １羽 小宮公園 雑木林林内、ミヤマホオジロ１羽と地上で採餌 粕谷和夫他  拝島 7A 

416 トラツグミ 2005/2/5 １羽 板当林道・入り口から

250m 地点の沢 

沢で水浴していた 粕谷和夫  与瀬 9K 

416 トラツグミ 2005/2/7 １羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

416 トラツグミ 2005/2/24 １羽 高幡台団地第二緑地 はじめ落ち葉を突付いていたが、私の姿を見るや否や笹

薮に逃げ、それから近くの木の枝止まり、 ２，3 分すると

もっと高い位置の枝に飛んでそこから私を見下ろしていた

が、やがてどこかに飛び去った。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 

416 トラツグミ 2005/2/28 １羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

416 トラツグミ 2005/3/23 １羽 佐藤サヨ子自宅裏山、

日野市程久保、高幡橋

台団地 

今日もう１羽のトラツグミに出会いました。その他カラ類は

シジュウカラしかいませんでしたがルリビタキの♂やシメ

など１３種類を見ることが出来ました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 
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416 トラツグミ 2005/4/2 １羽 小宮公園 小宮公園そばのユーカリ林内草地に、トラツグミがまだい

ました。以前、トラツグミは冬鳥か夏鳥か漂鳥か留鳥かの

議論がありましたが、小宮公園では冬季しか見たことがな

いので冬鳥になるのでしょう。 

若狭誠  拝島 7A 

416 トラツグミ 2005/4/2 声 清水盛通自宅・下恩方

町 

今朝は〝ヒィー、、、、ヒィー、、、、フィー、、、、〟の声に目

を覚ましました。家の前の林からこの時期になると毎年聞

こえるトラツグミの声です。冬の間には街中の公園からも

鳥信として報告されるように、声でなく姿で楽しませてくれ

ますが、どうにも声と姿は結びつきそうもありません。昔の

人も『あの声は何？』と思い〝鵺〟なる生き物に変えてい

たのでしょうね。耳を澄ますと家の前のトラツグミが鳴くと

木霊が返ってくるように大分離れた場所から別のトラツグ

ミの声が聞こえてきます。図鑑ではこの声も繁殖期の囀り

としています。 

清水盛通  拝島 0A 

416 トラツグミ 2005/4/2 １羽 小宮公園そばのユーカ

リ林草地 

トラツグミがまだいた。しばらくして中安に降りる道を飛び

越えて東側の屋敷林に消えた 

若狭誠  拝島 7A 

416 トラツグミ 2005/4/8 声 天合峰・松木入 尾根筋で川口方面から声 粕谷和夫  拝島 0C 

422 アカハラ 2005/1/2 １羽 多摩川右岸昭和堰上流

河原 

ツグミ、アオジも同じ所にいた 粕谷和夫  拝島 6E 

422 アカハラ 2005/1/2 ２羽 谷地川堰下流 １羽は水浴び、１羽は地面で採餌 大川征治  立川 0C 

422 アカハラ 2005/1/8 ３羽 谷地川堰下流  大川征治  立川 0C 

422 アカハラ 2005/2/4 １羽 谷地川・新旭橋下流約

４００ｍ付近河原 

アカハラ１羽河原にいた 粕谷和夫  立川 0C 

422 アカハラ 2005/2/6 １羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸 

 大川征治  立川 0C 

422 アカハラ 2005/2/12 １羽 浅川・八高線鉄橋下流

側５０ｍ左岸 

♀１羽、左岸で枯れた下草中を移動 佐藤哲郎  八王子 8J 

422 アカハラ 2005/4/18 １羽 高幡台団地第二緑地 シロハラやルリビタキは１０日ほど前から姿を消してしまい

ましたが、今年はアカハラが来なかったなあと思っていま

したら、今日１羽のアカハラが新緑の中の枝に止まってい

るのを見つけました。ちなみに昨年のメモを見てみました

ら、同時期に５羽のアカハラを見てシロハラも５月初めま

でいたという記録でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 

422 アカハラ 2005/4/28 ３羽 佐藤サヨ子自宅裏山、

日野市程久保、高幡橋

台団地 

今朝はいつより１時間早い６時に裏山に入って見ました。

ガビチョウとウグイスのコーラス中を歩いて行くと、散策道

に２羽のアカハラがいて、どうやら♂と♀のようで１羽がも

う１羽に迫っているようでしたが、迫られた方は逃げてい

るようでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 

424 シロハラ 2005/1/17 １羽 城山手２丁目陵東公園 落ち葉を熱心に返していた 千葉槙子  八王子 2H 

424 シロハラ 2005/1/27 １羽 大谷町･自宅庭 地面で採餌 今年三回目 大川征治 香  八王子 8K 

424 シロハラ 2005/2/11 １羽 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

♂・2/27 も観察 山下弘文  八王子 4J 

440 オオヨシキリ 2005/5/14 １羽 北浅川・元木橋付近 鳴いている 柚木育子  拝島 1B 

440 オオヨシキリ 2005/5/14 １羽 小宮公園頂上部 公園隣接の畑 時々鳴く。ここでははじめて見た 大川征治  拝島 7A 

450 センダイムシク

イ 

2005/3/13 １羽 小宮公園頂上部  大川香  拝島 7A 

452 キクイタダキ 2005/1/7 ２羽 高尾山２号路琵琶滝側 スギ、ヒノキ林で、ヤマガラなどの混群の中に２羽のキク

イタダキがいた。細かく羽ばたきながら、下側から枝先に

とまる飛び方が印象的だった。 

琵琶滝ＣＴ  八王子 0F 

452 キクイタダキ 2005/2/2 １羽+ 高尾山・４号路深山橋

付近 

１本のモミの木にコガラ２０羽、ヒガラ２０羽と一緒 粕谷和夫  八王子 0F 

456 キビタキ 2005/6/5 １羽 小宮公園 ♂。よく鳴きながら。移動。今年は滞在が長い 大川征治  拝島 7A 

456 キビタキ 2005/6/17 １羽 小宮公園中央付近 木を少しずつ移動しながら良くさえずる。今年は♀も目撃

され営巣？ 

大川征治  拝島 7A 

462 コサメビタキ 2005/5/14 １羽 北浅川・元八市民センタ

ー裏 

近くの木から飛んできて川原におりる 目先白くお腹も白

い 

河村洋子  拝島３Ｂ 

462 コサメビタキ 2005/6/17 １羽 板当林道 ６００ｍ付近、樹上の姿を確認 粕谷和夫、佐伯直寛 与瀬 9K 

463 サンコウチョウ 2005/4/30 １羽 長沼公園：ひよどり沢 ＳＶ、１～２回囀るが、近くの笹薮にいるガビチョウに鳴き

真似される。 

馬場裕・百合亜  八王子 9G 

463 サンコウチョウ 2005/5/5 ３羽 板当林道・日野グリ－ン

ファンド看板脇 

5/4,5/5 両日とも日野グリ－ンファンド看板脇の杉林斜面

中腹にて定点観察。1 羽は雄で単独行動(写真の個体)、

残り 2 羽は遠方で雌雄確認できませんでしたが 2 羽で行

動。3～40 分毎に特徴的なさえずりとともに飛来し杉の横

枝から枝へと飛び移ります。ただ、さえずりが聞こえず、姿

が見えない間にもかすかに地鳴きが聞こえるので案外近

くに潜んでいるのかもしれません。 

竹内開  与瀬９J 

463 サンコウチョウ 2005/5/20 １羽 八王子城跡御主殿跡よ

り上流１３０ｍ 

ヒノキ林でサンコウチョウの声を３回ほど確認。 夏鳥 CT  八王子０Ｊ 
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463 サンコウチョウ 2005/5/21 １羽 高尾山山頂付近 ♂１、姿視認 探鳥会  与瀬 9E 

463 サンコウチョウ 2005/6/5 １羽 北浅川・松竹橋北側林 声 北浅川定期 C  八王子 0K 

463 サンコウチョウ 2005/6/9 １羽 裏高尾・日影沢入口 鳴き声が聞こえた。 白川司・史子  与瀬 9G 

463 サンコウチョウ 2005/6/9 １羽 裏高尾・いろはの森炭

焼き小屋附近 

鳴き声が聞こえた。 白川司・史子  与瀬 9F 

463 サンコウチョウ 2005/6/17 ２羽 板当林道 1000m 付近で姿確認、５００ｍ付近でも声 粕谷和夫、佐伯直寛 与瀬 9J 

472 ゴジュウカラ 2005/1/10 １羽 裏高尾・いろはの森で 4

号路との交差点から約

５０ｍ降りた処 

大木の幹を回りながら上に移動していた。 白川司・史子  与瀬 9F 

486 ミヤマホオジロ 2005/1/8 １羽 小宮公園 （少なくとも）♂1 羽 、中央ロータリー付近、コナラ・クヌギ

の林内をカシラダカ、ジュウカラなどと混群で移動 

宮越俊一  拝島 7A 

486 ミヤマホオジロ 2005/1/12 １羽 小宮公園 カシラダカ、アオジと一緒に地面で餌をとる。 大川征治 香  拝島 7A 

486 ミヤマホオジロ 2005/1/17 １羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

486 ミヤマホオジロ 2005/1/18 ２羽 小宮公園 ♂が２羽以上いるのですね 若狭誠  拝島 7A 

486 ミヤマホオジロ 2005/1/18 ２羽 城山手２丁目陵東公園 ♂１羽 ♀１羽  千葉槙子  八王子 2H 

486 ミヤマホオジロ 2005/1/22 １羽 小宮公園 明る雑木林林内、ホオジロ１羽と地上で採餌 大和田小サタデース

クール観察会 

拝島 7A 

486 ミヤマホオジロ 2005/1/29 ３羽+ 長沼公園：絹ヶ丘口 斜面の樹木、草原、笹薮で多数のカシラダカ、他と採餌。 馬場裕・百合亜  八王子 9G 

486 ミヤマホオジロ 2005/2/1 １羽 小宮公園  大川征治 香  拝島 7A 

486 ミヤマホオジロ 2005/2/20 10 羽± 多摩森林科学園 梅林、ホオジロも近くにいた 親子探鳥会支援  八王子 2H 

486 ミヤマホオジロ 2005/2/20 ２羽 長沼公園、園内西側の

芝生広場 

５０羽ほどのカシラダカの中に、オスのミヤマホオジロが２

羽いた。メスもいると考えられるが、確認出来なかった。 

山崎久美子  八王子 9G 

486 ミヤマホオジロ 2005/2/28 １羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

486 ミヤマホオジロ 2005/3/7 １羽 小宮公園  大川征治 香  拝島 7A 

492 クロジ 2005/1/7 ２羽 高尾山６号路岩屋大師

前 

岩屋大師の橋上から観察。♂と♀が川の両岸をいったり

きたりしていた。♀の胸にやや黄色味があった。 

琵琶滝ＣＴ  八王子 1F 

492 クロジ 2005/1/10 3 羽 裏高尾・日影沢入口か

ら約４００ｍ 

日影沢入口から約４００ｍで２羽、ｳｯﾃﾞｨﾊｳｽから約６００

ｍ上流で１羽を視認した。 

白川司・史子  与瀬 9F 

492 クロジ 2005/1/14 １羽 板当林道・入り口から

1200ｍ付近 

♂ 粕谷和夫  与瀬９J 

492 クロジ 2005/1/14 １羽 城山手２丁目陵東公園 ♂、明るい冬の太陽でチャコールグレーが輝いてた 千葉槙子  八王子 2H 

492 クロジ 2005/1/29 １羽+ 長沼公園：絹ヶ丘口 斜面下の草原で、多数のカシラダカ他と採餌。 馬場百合亜  八王子 9G 

492 クロジ 2005/1/30 １羽 南高尾・国道２０号水野

橋 よ り 大 平 林 道 へ 約

150m 南西 

林下に１羽 川上恚  与瀬 9E 

492 クロジ 2005/2/2 ３羽 小仏川・蛇滝橋下流側 2 羽は♂♀一緒で右岸の道、１羽は♀で川岸付近 粕谷和夫  八王子 0G 

492 クロジ 2005/2/2 １羽 高尾山・１号路リフト山

上駅付近 

１号路登山道脇、人から２ｍの距離で逃げずに地上採餌 粕谷和夫  八王子 0F 

492 クロジ 2005/2/4 １羽 高尾山６号路岩屋大師 ♂１羽、左岸の岩のすぐ上を登っていた。 琵琶滝ＣＴ  八王子 1F 

492 クロジ 2005/2/15 ２羽 多摩川右岸昭和堰下流

側河原 

♂１、♀１、アオジ数羽と一緒 粕谷和夫  拝島 6E 

492 クロジ 2005/2/20 ２羽+ 多摩森林科学園 アオキの下で採餌、シメ１羽が一緒 親子探鳥会支援  八王子 2H 

492 クロジ 2005/3/15 ３羽 裏高尾・日影沢ｳｯﾃﾞｨﾊ

ｳｽのキャンプ場脇の茂

みの中 

茂みの中を移動しながら採餌していた。 白川司・史子  与瀬 9F 

492 クロジ 2005/4/1 ２羽 高尾山６号路琵琶滝 琵琶滝への道上に♂♀２羽が採餌していた。♀が谷下に

降り、人が近づいたので♂も谷下に降りた。 

琵琶滝ＣＴ  八王子 0F 

492 クロジ 2005/4/30 ２羽 長沼公園：霧降の道 Ｖ、高枝で盛んに採餌、ペア行動。 馬場裕・百合亜  八王子 9G 

493 クロジ 2005/4/1 １羽 高尾山６号路下部地蔵

脇の橋 

下流右岸の水辺に♂１羽。 琵琶滝ＣＴ  八王子 1F 

494 オオジュリン 2005/3/8 10 羽 浅川･大和田橋上流  大川征治  八王子 7K 

494 オオジュリン 2005/3/12 ２羽 浅川・萩原橋上流５０ｍ

右岸付近 

アシ原の中を移動していた。シジュウカラ、ホオジロ、カシ

ラダカの群れが近くにいた。 

若狭誠  八王子 5K 

494 オオジュリン 2005/4/3 １羽 南淺川の舟田川合流点 雄１、川内のススキ 山下弘文  八王子 4J 

501 アトリ 2005/1/5 １羽 小宮公園 草のみを食す。ここでは珍しい。 大川征治  拝島 7A 

506 ハギマシコ 2005/1/24 70 羽

+ 

城山湖 ダムサイトしたの斜面で食べては、時々飛び立つ。雪が

残りとけたところに移動 

大川征治 香  八王子 2C 

512 ベニマシコ 2005/1/7 ２羽 淺川右岸・一番橋下流

ワンド 

♀型２羽、ヨモギの種を啄ばむ 粕谷和夫  武蔵府中 2K 

512 ベニマシコ 2005/1/8 ２羽 谷地川堰下流 ♀１♂１ 大川征治  立川 0C 

512 ベニマシコ 2005/1/9 １羽 谷地川・新左入橋下流 ♂１羽餌をとりながら上流へ 大川征治  拝島 8B 

512 ベニマシコ 2005/1/9 ２羽 浅川・大和田橋下流 300

実左岸 

左岸枯草中を移動 ♂♀各１ 計２ 佐藤哲郎  八王子 8J 

512 ベニマシコ 2005/1/22 １羽 多摩川右岸昭和堰上流

河原 

♀型で枯草原にカシラダタと一緒にいた 粕谷和夫  拝島 6E 
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512 ベニマシコ 2005/1/25 ２羽 浅川・浅川大橋下流の

水管橋下流 100m 

右岸の堤防の下、♂♀各１羽、ススキ（？）の穂先状にな

った部分に嘴を入れて何かを食べていた。２羽とも。穂の

先端で全身を見せていたのでとても目立った。周囲はシ

ジュウカラ６羽、ツグミ１羽、ジョウビタキ１羽がいた。 

倉本修  八王子 7K 

512 ベニマシコ 2005/1/28 ２羽 谷地川堰下流 ♂♀の２羽 大川征治 香  立川 0C 

512 ベニマシコ 2005/2/4 ２羽 谷地川・新旭橋下流約

４００ｍ付近河原 

ベニマシコ♀２羽河原でセイタカアワダチソウの穂の種を

啄ばんでいた 

粕谷和夫  立川 0C 

512 ベニマシコ 2005/2/5 １羽 浅川左岸・大和田橋下

流約 200m 河原 

♀１羽、ヨモギの種を啄ばむ 大和田小サタデース

クール観察会 

八王子 8J 

512 ベニマシコ 2005/2/5 １羽 北浅川・陵北大橋下 陵北大橋下流♀ 北浅川定期 C  拝島 1B 

512 ベニマシコ 2005/2/5 １羽 北 浅 川 ・ 松 竹 橋 下 流

200m 

♀ 北浅川定期 C  八王子 0K 

512 ベニマシコ 2005/2/6 １羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸 

♀ 大川征治  立川 0C 

512 ベニマシコ 2005/2/14 ３羽 谷地川最下流  大川征治  立川 1C 

512 ベニマシコ 2005/2/15 １羽 多摩川右岸昭和堰下流

側河原 

♂１羽、草の種を啄ばむ、カワラヒワ、ホオジロ数羽と一

緒 

粕谷和夫  拝島 6E 

512 ベニマシコ 2005/2/25 ３羽 浅川・大和田橋上流の

水管橋下流右岸５０ｍ 

１６：３０頃赤い♂２羽、♀１羽が移動中。♂１羽は、腹から

腰にかけて赤色が鮮やか。八高線鉄橋から水管橋にか

けて移動しているものと推察される。近くに、ホオジロの群

れとカシラダカの群れがいた。 

若狭誠  八王子 7K 

512 ベニマシコ 2005/3/7 ３羽 浅川･大和田橋上流 おす１、♀２夏羽 大川征治 香  八王子 7K 

512 ベニマシコ 2005/3/19 ２羽 多摩川・淺川合流付近 ♂♀ 阿江範彦  武蔵府中 4K 

512 ベニマシコ 2005/3/31 ７羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸林 

♂２♀４若１の群れでえのきの新芽を食す 大川征治  立川 1C 

512 ベニマシコ 2005/4/1 １羽 北浅川・小野田公園付

近 

♀ 柚木育子  拝島 1A 

514 ウソ 2005/1/29 ２羽+ 長沼公園：ハイキングコ

ースのあずまや東側 

笹尾根～滝の沢付近からの明瞭な声（囀り）を何度も聞

く。約３時間後にも同所で鳴いていた。 

馬場裕・百合亜  八王子 9F 

516 イカル 2005/2/28 30 羽+ 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

529 カケス 2005/1/1 ２羽 小宮公園  大川征治  拝島 7A 

２．猛禽        

128 ミサゴ 2005/2/26 １羽 清水盛通自宅・下恩方

町 

１１：２０ 自宅上空、南西に現われ北に向かって優雅に

飛ぶ姿を見ました。秋のサシバ観察時に見ることはありま

したが、この時期に見たのは初めてです。 

清水盛通  拝島 0A 

129 ハチクマ 2005/5/22 ４羽 小津町上空 八王子市西部の小津町上空を通過して行くハチクマで

す。上空 300ｍ位の同一空域に４羽が見られました。いず

れも北に向かって飛んでいきましたが長旅に翼の羽が抜

けている個体もいました。10：40 

清水盛通  五日市 9B 

133 オオタカ 2005/1/2 １羽 高月水田 田んぼ上空に現れたが、ハシブトガラス３羽、ハシボソガ

ラス２羽に追われる 

粕谷和夫  拝島 6F 

133 オオタカ 2005/1/8 １羽 谷地川堰下流 川原に下りていたがすぐに飛び去った 大川征治  立川 0C 

133 オオタカ 2005/1/9 １羽 北浅川・陵北大橋下流

側 

上空を飛翔 成鳥  河村他２  拝島 2B 

133 オオタカ 2005/1/9 １羽 北浅川・陵北大橋北東

の山 

アンテナに止まっていた 若鳥 河村他２  拝島 2C 

133 オオタカ 2005/1/9 １羽 谷地川・新左入橋下流 餌をつかんで飛来、近くの鉄塔にとまる 冬鳥一斉調査  拝島 8B 

133 オオタカ 2005/1/22 １羽 多摩川・淺川合流付近 下流に向う 阿江範彦  武蔵府中 4K 

133 オオタカ 2005/1/29 ２羽 谷地川最下流 右岸の池付近から飛び出して左岸の木にとまる。もう１羽

が近づきくちばしをつつきあう。求愛行動か 

大川征治 香  立川 1C 

133 オオタカ 2005/2/2 １羽 高月浄水場付近の秋川

中州 

若、 11:00、秋川中州の遠い木に止まっていましたがしば

らくすると降りてしまいました 

今野美代子  拝島 6F 

133 オオタカ 2005/2/5 １羽 松竹公園付近 松竹公園の西圏央道の高架を過ぎたところから北方山の

木に止まる 

北浅川定期 C  五日市 9A 

133 オオタカ 2005/2/9 １羽 谷地川最下流右岸 幼鳥・木にとまっていたが、飛び出しドバトを襲ったが失敗 大川征治 香  立川 1C 

133 オオタカ 2005/2/12 １羽 谷地川浄化施設下流 上空旋回、飛翔  傍島玲子  立川 0C 

133 オオタカ 2005/2/23 １羽 多摩川右岸滝山下 滝山下から高月浄水場方向に飛ぶ 佐伯直寛  拝島 6E 

133 オオタカ 2005/2/28 １羽 長沼公園絹ヶ丘口南側

の上空 

F、南飛した。 馬場百合亜  八王子 9G 

133 オオタカ 2005/3/5 ２羽 福祉園付近 川原宿北 300m 飛翔後木に止まる♂♀各 1 羽 北浅川定期 C  拝島 0B 

133 オオタカ 2005/3/5 １羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸林 

若鳥。低い木にとまり小鳥を襲った 大川征治  立川 3C 

133 オオタカ 2005/3/6 １羽 川口川・駒形橋下流安

養寺方向 

コガモが急に飛び立った 杉森ユリ他  拝島 3C 
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133 オオタカ 2005/3/13 １羽 浅川・日野市民プール

付近上空 

旋回 探鳥会  武蔵府中 2K 

133 オオタカ 2005/3/15 １羽 滝山丘陵 樹上に止まる 粕谷和夫  拝島 6E 

133 オオタカ 2005/3/26 １羽 宇津貫丘陵の雑木林 丘陵地の林の中で姿視認 粕谷和夫他  八王子 7F 

133 オオタカ 2005/3/31 ２羽 長沼公園西尾根からひ

よどり沢 

FV、西尾根からひよどり沢へ飛翔、ペア行動らしい。 馬場百合亜  八王子 9G 

133 オオタカ 2005/3/31 １羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸林 

 大川征治  立川 1C 

133 オオタカ 2005/4/2 １羽 北浅川・川原宿大橋付

近 

川原宿北 200ｍ付近を旋回飛翔後急降下 北浅川定期 C  拝島 0B 

133 オオタカ 2005/4/21 １羽 八王子市立上川口小付

近 

上空旋回飛翔、尾羽の一部が抜けた個体  上川口小野鳥観

察時 

 拝島 0E 

133 オオタカ 2005/4/30 １羽 長沼公園中尾根上空を

飛翔。 

FV、単独で行動。 馬場百合亜  八王子 9G 

133 オオタカ 2005/6/1 １羽 八王子市立横山第一小

南 

アンテナに長く止まっていた 横山第一小野鳥観察

指導時 

八王子 4F 

133 オオタカ 2005/6/5 ２羽 恩方小裏 カラスが 1 羽にモビング、直後北側から南側へ 1 羽が飛翔 北浅川定期 C  八王子 0K 

135 ツミ 2005/3/13 １羽 大谷町自宅 鳴きながら通過 大川征治  八王子 8K 

136 ハイタカ 2005/4/3 １羽 弐分方 131、不断院の

北側の杉 

ハイタカ成鳥♂が杉の上部に止まりまわりをキョロ、キョロ

し，探餌をしていました。ＡＭ6．00 

関根伸一  拝島 2B 

136 ハイタカ 2005/5/20 １羽 城山八王子神社 上空で帆翔旋回の一部が見えた。形と大きさと尾羽でハ

イタカと判定した。空を背に全身が赤みがかかっているよ

うに見えた。 

夏鳥 CT  八王子０H 

139 ノスリ 2005/1/8 １羽 谷地川堰下流 多摩川に沿って下流へ 大川征治  立川 0C 

139 ノスリ 2005/1/9 １羽 南浅川・綾南大橋 上空旋回 粕谷和夫他  八王子 2H 

139 ノスリ 2005/1/9 ２羽 北浅川・天使病院対岸 １羽は木に止まる。もう１羽はその上空を飛翔 河村他２  拝島 2B 

139 ノスリ 2005/1/10 １羽 裏高尾・日影沢ｳｯﾃﾞｨﾊ

ｳｽから約７００ｍ上流 

稜線上を東から西へ飛翔。翼下の模様で識別した。 白川司・史子  与瀬 9F 

139 ノスリ 2005/1/22 １羽 小宮公園 上空旋回 大和田小サタデース

クール観察会 

拝島 7A 

139 ノスリ 2005/1/22 １羽 高月水田 田んぼ上空を横切る 粕谷和夫  拝島 6F 

139 ノスリ 2005/2/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流

河原 

ノスリ１羽河原の大きな柳に止まっていた 粕谷和夫  拝島 6E 

139 ノスリ 2005/2/5 １羽 松竹公園 松竹公園上空を飛翔 北浅川定期 C  八王子 0K 

139 ノスリ 2005/2/12 １羽 谷地川浄化施設下流 上空旋回、飛翔  傍島玲子  立川 0C 

139 ノスリ 2005/2/13 １羽 北浅川・天使病院対岸 木に止まるその後飛翔 河村洋子  拝島 2B 

139 ノスリ 2005/2/14 １羽 谷地川最下流  大川征治  立川 1C 

139 ノスリ 2005/3/5 １羽 深沢橋と松竹橋の中間 秋葉神社上空旋回飛翔 北浅川定期 C  八王子 0K 

139 ノスリ 2005/3/6 １羽 小宮公園 牧草地よりの木にとまっていたが、カラスに追われ近くの

木に移動。３０分ほど止まっていたが又カラスに追われ

た。 

大川征治  拝島 7A 

139 ノスリ 2005/3/12 １羽 高尾山・小仏川支流の

行の沢 

上空旋回、飛翔  粕谷和夫  八王子 0G 

139 ノスリ 2005/3/15 ２羽 裏高尾・日影沢ｳｯﾃﾞｨﾊ

ｳｽから北の稜線上 

稜線上をゆっくりと右旋回しながら帆翔、上昇しているの

を視認した。 

白川司・史子  与瀬 9F 

139 ノスリ 2005/3/16 １羽 高尾山３号路かしき谷

園地東 

上空１５０ｍにノスリが飛翔 琵琶滝ＣＴ  八王子 0E 

139 ノスリ 2005/3/19 １羽 多摩川・淺川合流付近 浅川方面に向う 阿江範彦  武蔵府中 4K 

139 ノスリ 2005/3/31 ２羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸林 

ペアと思われる２羽で旋回 大川征治  立川 1C 

139 ノスリ 2005/4/1 １羽 高尾山清滝駅 上空１００ｍを旋回していた。 琵琶滝ＣＴ  八王子 1F 

139 ノスリ 2005/4/2 １羽 福祉園付近 川原宿北方を旋回飛翔 北浅川定期 C  拝島 0B 

139 ノスリ 2005/4/2 １羽 松竹公園 松竹公園近くの圏央道南トンネル上空を旋回飛翔 北浅川定期 C  八王子 0K 

139 ノスリ 2005/4/18 １羽 高月町  大川征治  拝島 7F 

139 ノスリ 2005/4/22 １羽 高月浄水場秋川上空 昼頃、換羽中らしく羽根がぼろぼろのノスリでしたので、１

７日に粕谷会長が確認している個体と同個体かもしれま

せん。 

今野美代子  拝島 6F 

139 ノスリ 2005/5/2 １羽 高月町 上空を、羽がボロボロになったノスリが飛んでいました。

ずいぶん羽が抜けていますが、飛ぶのには支障がないの

でしょうか。 

佐藤哲郎  拝島 6F 

139 ノスリ 2005/5/21 ２羽± 上恩方町 夕焼けふれ

あい農園近く 

今年も早春から動きの見られた夕焼けふれあい農園近く

の昨年営巣を確認した場所に行ってきました。今年も同じ

場所での営巣が見られ、巣の周りにはヒナの羽毛がたくさ

んありましたがヒナの姿は見えませんでした。たぶん孵化

から日数が経過してなく小さいためにまだ顔が見えないよ

うです。昨日はふれあい農園上空と巣から飛び立つ２羽

の親も見られました。観察者：武内 開、清水盛通 

清水盛通  与瀬 7K 
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151 ハヤブサ 2005/1/7 １羽 淺川右岸・一番橋下流

ワンド 

ワンドの上空を南から北へ横切る 粕谷和夫  武蔵府中 2K 

151 ハヤブサ 2005/4/18 １羽 高月町 秋川の対岸の木にとまり狩をするが、カラスに追われて飛

び去った 

大川征治  拝島 7F 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/1/2 １羽 谷地川・八高線鉄橋 川辺に下りていたがきずいてすぐに飛び去った 大川征治  立川 0B 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/1/4 １羽 浅川・平山橋下流の河

原 

河原にあるハリエンジュの枝にチョウゲンボウが止まる。

２０ｍくらいの近さで見ることができた。 

登坂久雄  武蔵府中 0H 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/1/8 ２羽 谷地川堰下流 ２羽で上空を旋回 大川征治  立川 0C 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/1/9 １羽 北浅川・陵北大橋北東

の山 

アンテナに止まり採餌 河村他２  拝島 2C 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/1/28 １羽 浅川・川口川合流付近 付近の高圧電線に暫く止まる 粕谷和夫  八王子 6K 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/1/31 １羽 今野美代子自宅   八

王子市中野町 

雌、8:00 自宅付近上空、自宅を出たところ、比較的低空

を小宮公園方面へ飛んで行くのを発見 

今野美代子  拝島 6B 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/2/3 １羽 高月 田んぼで狩をしたが失敗 大川征治  拝島 6E 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/2/5 １羽 北浅川・陵北大橋下 宝生寺無線ｱﾝﾃﾅに止まり獲物を食べていた 北浅川定期 C  拝島 2C 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/2/12 １羽 浅川・山田川合流付近 西東京生コン上空飛翔 佐藤哲郎  八王子 8H 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/2/22 １羽 浅川・大和田橋上流側 ♂１羽、林の枝に止まった 倉本修  八王子 7K 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/3/5 １羽 北浅川・陵北大橋付近 陵北大橋上空を飛翔 北浅川定期 C  拝島 1B 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/3/12 ２羽 浅川・山田川合流付近 ２羽 西東京生コン塔上のアンテナに１羽止まっていた

が、近くに飛んで来たもう一羽と絡まるようにして飛び去っ

た。 

佐藤哲郎  八王子 8H 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/3/13 １羽 浅川・一番橋付近上空 旋回 粕谷和夫他  武蔵府中 1J 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/3/21 １羽 小宮公園ひよどり山上

部 

コブシの木の高さ程度の低空を北東から南西へ飛び去っ

た。 

宮越俊一  拝島 7A 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/1 １羽 谷地川・梅坪橋付近 上空旋回、飛翔  粕谷和夫  拝島 7C 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/1 １羽 高月水田 上空旋回、飛翔  粕谷和夫  拝島 6F 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/1 １羽 高月水田 上空旋回、飛翔  粕谷和夫  拝島 6E 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/5 １羽 今野美代子自宅   八

王子市中野町 

 9:00 自宅付近上空、自宅脇から空を見上げたら、チョウ

ゲンボウが１羽ゆっくり北に向かって飛んでいきました。 

今野美代子  拝島 6B 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/9 １羽 湯殿川・殿田橋左岸上

空 

上空飛翔 長谷川篤  八王子 6G 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/16 １羽 浅川・山田川合流付近 中央線鉄橋上空飛翔後、西東京生コン塔上のアンテナに

とまる 

佐藤哲郎  八王子 8H 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/18 １羽 高月町  大川征治  拝島 6E 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/21 １羽 八王子市三崎町 町中の上空旋回飛翔 粕谷和夫  八王子 7J 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/4/22 １羽 高月浄水場秋川上空 昼頃、肝心なところは木の陰になり見えなかったのです

が、水田方向から飛んできて、浄水場前の秋川上空でツ

バメ類を襲っていました。捕食の確認はとれませんでし

た。 

今野美代子  拝島 6F 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/5/7 １羽 北浅川・元木橋付近 ＮＴＴ電波塔に滞留。飛び出してからしばらくして戻る行動

3 回。 

北浅川定期 C  八王子 0K 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/5/10 １羽 浅川・鶴巻橋下流 150m 浅川の中洲から２羽のセグロセキレイに追われたチョウゲ

ンボウ♂１羽が右岸ニセアカシアの枝に逃げる。さらに２

羽のセグロセキレイの攻撃を受け上空に逃れ旋回する

が、１羽のセグロセキレイは至近で執拗追い、チョウゲン

ボウは市役所のアンテナに逃れた。その間、もう１羽のセ

グロセキレイは川の中の石の上で鳴き続けていた。チョウ

ゲンボウに子供を狙われたのだと思うが、子供を守る親

の強さを感じた。 

若狭誠  八王子 5K 

156 チョウゲンボ

ウ 

2005/5/21 １羽 甲の原北公園付近 公園付近の畑で上空を見上げたら、チョウゲンボウがか

なり高いところに浮いてました。 

今野美代子  拝島 6B 
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333 アオバズク 2005/5/12 １羽 元八王子町３－２１５３ 

霞ヶ丘住宅内 

20 時０５分～20 時 35 分、住宅内無線アンテナ最上部、状

況 20 時 05 分 ほーほ ほーほの鳴き声を聞き、窓を開

けて、毎年飛来する無線アンテナの上部に、アオバズク

が止まって盛んにほーほ と鳴いていた。小雨だったが、

わりに明るく、双眼鏡で姿が十分確認できた。今期初認で

す。（例年 5 月 10 日前後に飛来しています。）  

川上恚  八王子 2H 

334 フクロウ 2005/2/25 １羽 清水盛通自宅・下恩方

町 

22：30 自宅前の雑木林〝ゴロスケホーホー 〟と約１時

間ほど大きな声で鳴いていました。昨年も同じ場所、時期

に鳴いているのを確認しています。 

清水盛通  拝島 0A 

334 フクロウ 2005/3/1 １羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸 

一度飛んで近くの木にとまったがすぐに飛び去った。 大川征治  立川 1C 

３．シギ・チドリ       

188 コチドリ 2005/5/21 １羽 南浅川・舟田川合流点  山下弘文  八王子 4J 

195 ムナグロ 2005/5/6 １羽 浅川・一番橋下流右岸 10j 時半頃、鮮やな夏羽で中洲で盛んに餌を探しまわって

いました。 

岡本昭男  武蔵府中 1K 

228 クサシギ 2005/1/9 ４羽 北浅川・松枝住宅グラン

ド下 

浅瀬で採餌 河村他２  拝島 3B 

228 クサシギ 2005/1/9 １羽 北浅川・陵北大橋下丸

木橋 

浅瀬で採餌 河村他２  拝島 2B 

228 クサシギ 2005/2/5 １羽 北浅川・陵北大橋下 陵北大橋下から下流に飛ぶ 北浅川定期 C  拝島 1B 

228 クサシギ 2005/2/13 ４羽 北浅川・松枝住宅公園

～グランド 

浅瀬で採餌 河村洋子  拝島 3B 

228 クサシギ 2005/3/21 １羽 北浅川・松枝住宅グラン

ド下 

川の石の上で休んでいた 河村洋子  拝島 3B 

228 クサシギ 2005/5/14 ２羽 北浅川・松枝住宅グラン

ド下 

キアシシギと一緒にいた 河村洋子  拝島３Ｂ 

231 キアシシギ 2005/5/6 １羽 浅川・一番橋下流右岸 10 時半頃、ムナグロと一緒に中洲で盛んに餌を探しまわ

っていました。 

岡本昭男  武蔵府中 1K 

231 キアシシギ 2005/5/9 ４羽 浅川・暁橋上流 150m ４羽のキアシシギが浅川で採餌し上流方向に去った。 若狭誠  八王子 7K 

231 キアシシギ 2005/5/11 ７羽 浅川・暁橋上流  大川征治  八王子 7K 

231 キアシシギ 2005/5/14 ８羽 浅川・新浅川橋下流側 9:00～9:30、観察場所：浅川 新浅川橋下流側（6 羽）・八

王子 8J、八高線鉄橋上流側（2 羽） 八王子 8J、いずれも

中州の水際を移動しながら採餌 

佐藤哲郎  八王子 8J 

231 キアシシギ 2005/5/22 １３羽 淺川・暁橋左岸  上流

100m 

今朝 浅川土手を散歩中にキアシシギを１３羽確認しまし

た。キセキレイの子連れ、２羽のヒナに川の中で採餌して

ました。am７：４０頃 

峯尾真澄  八王子 7K 

242 ヤマシギ 2005/1/8 １羽 多摩川・多摩大橋下流

右岸 

林内の小さな流れの縁にいたが気づいてすぐに飛び去っ

た 

大川征治  立川 0C 

４．託卵      

320 カッコウ 2005/5/24 １羽 八王子市楢原町５５０番

地の畑 

夕方、初鳴きを聞いた 杉森ユリ、井手龍世 拝島 4B 

320 カッコウ 2005/5/25 声 今野美代子自宅   八

王子市中野町 

 9:10～15、声のみ、 自宅にて、自宅からカッコウの声を

２回聞くことが出来ました。直接聞いたのは初めてですが

間違えようのない声ですね。多摩病院の雑木林付近で鳴

いていたようです。 

今野美代子  拝島 6B 

320 カッコウ 2005/5/29 １羽 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

am５：２８～３０自宅東側 山下弘文  八王子 4J 

321 ツツドリ 2005/5/6 １羽 高尾山６号路琵琶滝 北東方向の山から声 琵琶滝ＣＴ  八王子 0F 

321 ツツドリ 2005/5/6 ２羽 裏高尾・紅葉台に向かう

途中 

紅葉台に向かう途中で東側尾根と西側尾根にそれぞれ１

羽を鳴き声で確認した。 

白川司・史子  与瀬 8F 

321 ツツドリ 2005/5/7 １羽 板当林道 １２００ｍ付近で声 粕谷和夫  与瀬 9J 

321 ツツドリ 2005/5/13 １羽 八王子城跡奥 城山方向から声 夏鳥 CT  八王子０H 

321 ツツドリ 2005/5/25 声 北浅川・陵北大橋下流

左岸 

川口方面より聞こえる 柚木育子  拝島 2B 

321 ツツドリ 2005/5/28 １羽 高尾山・大平林道西方

向 

一丁平方面より声 川上恚  与瀬 9E 

321 ツツドリ 2005/6/9 １羽 裏高尾・日影沢入口 鳴き声が聞こえた。 白川司・史子  与瀬 9G 

321 ツツドリ 2005/6/9 １羽 裏高尾・いろはの森中

西側の谷 

鳴き声が聞こえた。 白川司・史子  与瀬 9F 

321 ツツドリ 2005/6/9 １羽 裏高尾・いろはの森へ

の降口から２００ｍ附近 

西側尾根から鳴き声が聞こえた。 白川司・史子  与瀬 9F 

321 ツツドリ 2005/6/13 １羽 多摩川・多摩川昭和堰 木にとまり良く鳴く 大川征治  拝島 6E 

321 ツツドリ 2005/6/28 １羽 高尾山・大平林道西方 一丁平方面より声 川上恚  与瀬 9E 



 38 

322 ホトトギス 2005/4/25 １羽 堀之内龍生寺阿弥陀堂

の付近 

赤松の枯れ枝の頂上にとまった。鳴き声をしませんでした

が、１０分間とまっている間 図鑑で確認できました。 

関根伸一  八王子 3H 

322 ホトトギス 2005/5/19 声 佐藤哲郎自宅、八王子

市絹ヶ丘 2 丁目 

先ほどホトトギスの声を聞きました。昨年も初めて声を聞

いたのが 5 月 19 日でした。今年も律儀にやって来たよう

です。AM4:50、自宅で声を聞く 

佐藤哲郎  八王子 9G 

322 ホトトギス 2005/5/20 １羽 八王子城跡奥 調査中 7:00～13:00 の間、位置を変えつつずっと声が聞こ

えた。 

夏鳥 CT  八王子０H 

322 ホトトギス 2005/5/21 １羽 川 戸 自 宅 ・ 川 口 町

3729-2 

本日早朝、家の中でホトトギスの鳴き声を聞きました。 

AM4:30、声 

川戸恵一  拝島 4B 

322 ホトトギス 2005/5/21 声 笹川佳子自宅 自宅から美山町萩園の南側山で鳴くホトトギスの声を初

認しました。 AM6:30 

笹川佳子  拝島 0B 

322 ホトトギス 2005/5/21 声 興福寺方向 今朝、ホトトギスの声を自宅で聴きました。午前７時１０分 森松幹治  八王子 3F 

322 ホトトギス 2005/5/21 １羽 城山手裏山 4:30、声 竹内弘恵  八王子 3J 

322 ホトトギス 2005/5/21 １羽 城山手裏山  23:21、声 竹内開  八王子 3J 

322 ホトトギス 2005/5/22 声 八王子市中野町今野自

宅 

0:30 声のみ、 自宅にて、深夜ですが、自宅でホトトギスの

声を聞きました。今季初です。 

今野美代子  拝島 6B 

322 ホトトギス 2005/5/25 声 佐藤サヨ子自宅、日野

市程久保、高幡橋台団

地 

あちこちからホトトギスの便りが寄せられる中で、ここはま

だかなあと思っていたのですが、今朝、居間の空気を入

れ替えるため窓を開けるとホトトギスの声が聞こえてきま

した。これからまた賑やかになるのでしょう。私にとって初

認です。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 

322 ホトトギス 2005/5/26 １羽 杉森ユリ自宅庭、楢原

町５４６ 

早朝、初鳴きを聞いた 杉森ユリ  拝島 4B 

322 ホトトギス 2005/5/28 声 関根伸一自宅 午後５時３０分、ホトトギスが家の廻りを鳴きながら飛んで

いるのを、妻と見ていたところ、目の前 20ｍぐらいの杉の

頂上に止まり、トッキョトキャキョクと鳴いていました。身近

で見えたので感激しました。 

関根伸一  八王子 2K 

322 ホトトギス 2005/5/28 ２羽 高尾山・大平林道森林

ふれあい館付近とごん

助南側 

声 川上恚  与瀬 9E 

322 ホトトギス 2005/5/28 声 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

5/28～7/19、5/28,5/29 は終日、6/5 は午前中 山下弘文  八王子 4J 

322 ホトトギス 2005/5/29 声 宇津貫、台・只沼 丘陵地内 粕谷和夫  八王子 7F 

322 ホトトギス 2005/6/5 １羽 高尾山６号路終点ベン

チ 

声 琵琶滝ＣＴ  与瀬９Ｅ 

322 ホトトギス 2005/6/5 １羽+ 川口川・明治橋上流～

数ヶ所 

あちこちで声 杉森ユリ他  拝島 4C 

322 ホトトギス 2005/6/9 声 井上典子自宅、中野山

王 

今年初めてホトトギスの声、自宅で聴きました。午前 6 時

55 分、喜福寺方向 

井上典子  拝島 6A 

322 ホトトギス 2005/6/9 １羽 裏高尾・日影沢林道北

側尾根 

西側尾根から鳴き声が聞こえた。 白川司・史子  与瀬 9F 

322 ホトトギス 2005/6/9 １羽 裏高尾・紅葉台東側 ホトトギス：与瀬９Ｆ＆９Ｅ 各１羽 日影沢林道北側尾根

及び紅葉台東側で鳴き声が聞こえた。 

白川司・史子  与瀬 9E 

322 ホトトギス 2005/6/14 １羽 北浅川・陵北大橋下流

左岸 

声 河村洋子  拝島 2B 

322 ホトトギス 2005/6/17 小 板当林道 １８００付近で声 粕谷和夫、佐伯直寛 与瀬 8J 

322 ホトトギス 2005/6/28 １羽 高尾山・大平林道森林

ふれあい館南側 

森林ふれあい館南側林内でさえずり有り～国道２０号水

野橋付近に飛んだ 

川上恚  与瀬 9E 

322 ホトトギス 2005/6/29 声 上川口小学校付近 丘陵地から声 粕谷和夫  拝島 0E 

５．繁殖       

5 カイツブリ 2005/5/5 ５羽 多摩川右岸昭和堰上流

河原内のワンド 

親２＋子３の家族群 粕谷和夫 繁殖４② 拝島 6E 

95 カルガモ 2005/6/28 ３組 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

6/28 雛３羽、7/2 雛 5 羽、7/20 雛６羽 山下弘文 繁殖４② 八王子 4J 

189 イカルチドリ 2005/5/14 ４羽 浅川・新浅川橋下流側

中州 

8:50 頃、幼鳥、3 羽、中州の砂礫上を移動。傍に親イカル

チドリ１羽 

佐藤哲郎 繁殖４② 八王子 8J 

314 キジバト 2005/3/28 ３羽 自宅ベランダ下（大和田

町７丁目） 

親１羽，雛２羽 （繁殖：巣立ち）、抱卵子育てをしていた

が，この日幼鳥２羽が初めて巣を出て庭の柵に並び，近く

の木の上などに移動した。（なお，昨年は同じ場所で抱卵

中に，ハシブトカラスの襲来で途中で放棄） 

宮越俊一・

リカ 

繁殖５① 八王子 7K 

344 カワセミ 2005/3/13 ２羽 浅川・ふれあい橋付近 ♂♀各１羽、岸辺の露出土で巣穴堀 探鳥会 繁殖４③ 武蔵府中 3K 

344 カワセミ 2005/4/16 ２羽 浅川・ふれあい橋上流

の浅川左岸 

♂♀各１羽がしばらく川辺の枝に上下に並んでとまってい

たが，やがて♂が♀のところに下りて交尾，少しおいて♂

は飛び去った。その後大きな魚をくわえた♂が戻りしばら

く格闘していたが，やがて半ば呑み込んだまま移動した

（♀へのプレゼントではなかったらしい？）。 

宮越俊一 繁殖４⑤ 武蔵府中 3K 
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344 カワセミ 2005/6/5 １羽 北浅川・陵北大橋付近 親鳥がヒナにえさやり 親 1 ヒナ 1 北 浅 川 定

期 C 

繁殖 4② 拝島 1B 

349 アオゲラ 2005/6/3 １羽 陵東公園 囀りがよく聞こえていたが、尾羽、風切羽、片足が散乱し

ていた。その後も囀りが聞こえていた。繁殖は失敗か？ 

千葉槙子 繁殖４⑥ 八王子 3H 

357 コゲラ 2005/4/22 ２羽 陵東公園 樹上で交尾 千葉槙子 繁殖４⑤ 八王子 3H 

368 コシアカツバメ 2005/6/30 ２羽 日野市高幡台団地 コシアカツバメの途中報告です。６月の半ばに見に行った

時に、昨年古巣の中に作った巣を取り壊していましたが、

今日久しぶりに見にゆきましたら、反対側の壁に新しく巣

が作られていて、小さなほんとに小さな卵の殻が階段に

落ちていました。まだ濡れて血が少しついていたので多

分、ヒナが今朝孵ったものと思われます。親は１羽は電線

の上にいましたが、もう１羽は巣の中にいたらしいのです

が、私が上がっていったので巣から飛び出して２羽とも飛

んでしまいました。 

佐 藤 サ ヨ

子 

繁殖５① 武蔵府中 3H 

373 キセキレイ 2005/5/5 ２羽 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

巣立ち後の雛２羽 山下弘文 繁殖４② 八王子 4J 

373 キセキレイ 2005/5/8 １羽 裏高尾・小下沢、キャン

プ場跡地付近 

餌運び 探鳥会 繁殖４① 与瀬 8H 

373 キセキレイ 2005/6/10 4 羽 陵東公園 親１、子３ 危なげな飛び方で、移動。 千葉槙子 繁殖４② 八王子 3H 

374 ハクセキレイ 2005/5/25 ３羽 南浅川橋付近 親１、子２  水辺で、給餌 千葉槙子 繁殖４② 八王子 3H 

375 セグロセキレ

イ 

2005/5/7 ４羽 北浅川・夕やけ橋下 親鳥がヒナにえさやり 親 1 ヒナ 3 北 浅 川 定

期 C 

繁殖 4② 拝島 1A 

375 セグロセキレ

イ 

2005/5/21 ２羽 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

巣立ち後の幼鳥２羽 山下弘文 繁殖４② 八王子 4J 

375 セグロセキレ

イ 

2005/5/25 ３羽 南浅川橋付近 親１、子３ 水辺で、給餌 千葉槙子 繁殖４② 八王子 3H 

386 ヒヨドリ 2005/5/5  御陵参道 さかんに囀っていた。5/10、5/16 も観察 千葉槙子 繁殖４⑥ 八王子 3H 

386 ヒヨドリ 2005/6/26 ２羽 高幡不鈍尊境内あじさ

い山 

親子連れ（親１、子１） 粕谷和夫 繁殖４② 武蔵府中 3J 

388 モズ 2005/3/31 ２羽 長沼公園：絹ヶ丘口 CV、♀が♂に餌をもらう。 馬 場 百 合

亜 

繁殖４⑤ 八王子 9G 

388 モズ 2005/4/17 ２羽 北浅川切通し沈下橋付

近 

モズの求愛給餌を始めて見ました。 竹内開 繁殖４⑤ 拝島 2B 

456 キビタキ 2005/4/26 １羽 御陵の雑木林・陵東公

園 

毎年囀りが聞こえる。人がほとんど入らないので、繁殖の

環境は良いと思う。今年は、視認はしていない。5/5,/5/18

も観察 

千葉槙子 繁殖４⑥ 八王子 2H 

456 キビタキ 2005/4/26 １羽 御陵の雑木林・陵東公

園 

毎年囀りが聞こえる。人がほとんど入らないので、繁殖の

環境は良いと思う。今年は、視認はしていない。5/5,/5/18

も観察 

千葉槙子 繁殖４⑥ 八王子 3H 

462 コサメビタキ 2005/5/2 ２羽 八王子市小津町（小山

農園手前小津川） 

５/１夏鳥繁殖調査中に小津川にかかるサワグルミの木で

造巣中のコサメビタキを確認。場所を選定後♂♀で頻繁

に巣材を運び込み、５/２早朝には巣は完成の模様。５/８

午後確認したところ巣ごと無くなっていた。（カラスの仕業

でしょうか？）、２回目の調査を行なった５/２９日にほぼ同

じ場所で再度姿を見ましたが営巣の可否は不明です。 

清 水 盛

通 、 佐 伯

直寛 

繁殖４③ 五日市 8B 

463 サ ン コ ウ チ ョ

ウ 

2005/6/17 ２羽 板当林道 ♀１羽が抱卵中、♂１羽が近くにいた 粕 谷 和

夫 、 佐 伯

直寛 

繁殖５② 与瀬 8J 

464 エナガ 2005/4/26 ４羽+ 陵東公園 給餌しながら移動 千葉槙子 繁殖４② 八王子 3H 

464 エナガ 2005/6/4 ８羽 佐藤サヨ子自宅、日野

市程久保、高幡橋台団

地 

なんとエナガの赤ちゃんが電線に１０羽も並んでいまし

た。どうやら巣立ちしたばかりのようで黒ではなく茶色と白

のきれいなコントラストでした。 

佐 藤 サ ヨ

子 

繁殖４② 武蔵府中 3J 

469 ヤマガラ 2005/5/25 ３羽+ 陵東公園 巣立ち雛連家族群 千葉槙子 繁殖４② 八王子 3H 

471 シジュウカラ 2005/5/7 ２羽 小田野中央公園 根元から 1ｍほどの樹胴に営巣。親鳥がえさ運び。 北 浅 川 定

期 C 

繁殖 4① 拝島 1A 

471 シジュウカラ 2005/5/10 ４羽 中郷地区、御陵参道 給餌しながら移動。エサを運ぶ。親１＋子３ 千葉槙子 繁 殖 ４ ①

② 

八王子 3H 

471 シジュウカラ 2005/5/14 ４羽 天合峰・松木入 親子連れ 粕谷和夫 繁殖４② 拝島 0C 

471 シジュウカラ 2005/5/22 １羽 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

巣立ち後幼鳥単独行動 山下弘文 繁殖４② 八王子 4J 

471 シジュウカラ 2005/5/27 ２羽+ 笹川佳子自宅 ５月２７日シジュウカラが無事に巣立って行きました。この

日の朝は親鳥が交互にかなり頻繁にえさを運んでいまし

た。いつもより騒々しい感じがしましたのでもしかして・・・

と思っていました。その後外出してしまい巣立ちを見ること

が出来ませんでした。残念！ 

笹川佳子 繁殖５① 拝島 0B 
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471 シジュウカラ 2005/6/20 ７羽 佐藤サヨ子自宅、日野

市程久保、高幡橋台団

地 

我が家のベランダで子育て中だったシジュウカラは６月２

０日午後１時１５分から３５分にかけて無事巣立って行き

ました。全部で昨年と同じ５羽でしたが、最後に飛立ったヒ

ナは私が洗濯物を干していたせいもあるかもしれません

が、方向を間違えてベランダの隅に置いてある古い鉢植

えに降りました。 

佐 藤 サ ヨ

子 

繁殖５① 武蔵府中 3J 

471 シジュウカラ 2005/6/30 ２羽+ 竹内開自宅・八王子市

城山手 

一週間前、シジュウカラが子育てをしていた庭の巣箱から

スズメが顔を出した時「ああ、もうダメだ」と思いました。親

は近くの枝で羽を少しだけ広げた状態で小刻みに震わせ

ながら、威嚇とは異なる悲しげな初めて聞く鳴き方で鳴い

ていました。しばらくすると雛の声が聞こえ、その後もスズ

メの群れが巣箱を包囲しけたたましい声で威嚇が続く中

(時にカラスも加わって )、懸命に子育ては続き、本日

(6/30)正午巣立ちました。 

巣箱設置日：05/3/31、初めて雛の声が聞こえた日：

05/6/18 (子供情報)、巣立ち日：05/6/30 

竹内開 繁殖５① 八王子 3J 

474 メジロ 2005/5/16 ３羽+ 御陵参道 巣立ち雛連れ家族群 千葉槙子 繁殖４⑥ 八王子 3H 

520 スズメ 2005/5/15 ４羽 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

巣立ち直後雛 山下弘文 繁殖４② 八王子 4J 

520 スズメ 2005/5/17 １家 中郷地区、東浅川町、

長房町 

雛の声がよく聞こえた。5/23 も観察 千葉槙子 繁殖５① 八王子 3H 

526 ムクドリ 2005/5/19 １家 東浅川町 雨戸の戸袋の中へエサ運び。 千葉槙子 繁殖５① 八王子 3H 

531 オナガ 2005/5/25  陵南会館付近 御陵参道から陵南会館付近でよく見かけた。 千葉槙子 繁殖３ 八王子 3H 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/2/25 ２羽 高尾町、南淺川右岸、

両界橋下流 30m 

ハシボソガラスがイチョウの木のてっぺんに小枝を運び込

み、巣作りを始めました。この川岸ではケヤキ、イチョウ、

スギのいずれかに毎年営巣しています。 両界橋下 30m

ほどの川岸のイチョウに造巣 

横 山 由 美

子 

繁殖４③ 八王子 2G 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/3/19 ４羽 多摩川・淺川合流付近 1 組営巣中 阿江範彦 繁殖 武蔵府中 4K 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/3/31 1 羽 高尾町、南淺川右岸、

両界橋下流 30m 

ハシボソガラスがイチョウの木の隣のケヤキに営巣中。2

月 25 日に枝運びしていたイチョウの木の巣は放棄の模

様。 

横 山 由 美

子 

繁殖 5③ 八王子 2G 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/4/5 ２羽 今野美代子自宅付近  

八王子市中野町 

ペア、9:00、 自宅脇雑木林、営巣中。見たときは番で巣

の中をいじっていて、１羽が飛び立った後、残った１羽が

座り込んだので既に抱卵に入っているようです。 

今 野 美 代

子 

繁殖５② 拝島 6B 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/5/21 ３羽 八王子市中野町今野自

宅脇雑木林 

親子、13:30、自宅脇雑木林、前回見たハシボソガラスの

営巣ですが、雛が巣立ったようで巣のある隣の木で親か

ら給仕を受ける雛を１羽発見しました。 

今 野 美 代

子 

繁殖４② 拝島 6B 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/5/28 ４羽 中郷地区 親１、子３、子の赤い口がよく見えた。 千葉槙子 繁殖４② 八王子 3H 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/6/10 ６羽 高尾山・自動車祈祷殿

（国道 20 号高尾山入口

南信号付近） 

昨年まで毎年、旧高尾山自然博物館跡地前で営巣してい

る「月の輪ハシボソガラス（胸に三日月様の白っぽい模様

があるカラス）」の巣立ちヒナ連れ親子（親２＋子４）。 

粕谷和夫 繁殖４② 八王子 1F 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/6/14 １家 高尾山・栄茶屋（高尾山

参道・蕎麦屋 

「月の輪ハシボソガラス」は、栄茶屋（高尾山参道・蕎麦

屋）のいけすの岩魚をたびたび手に入れているようです。

さぞかし栄養満点の子ガラスが、育ったことでしょう。  

千葉槙子 繁殖４② 八王子 1F 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/6/26 ４羽 高幡不鈍尊境内あじさ

い山 

親子連れ（親１、子３） 粕谷和夫 繁殖４② 武蔵府中 3J 

537 ハ シ ブ ト ガ ラ

ス 

2005/5/16 ３羽 南浅川橋付近 親１、子２ 川原でエサ探し。 千葉槙子 繁殖４③ 八王子 3H 

903 ドバト 2005/5/25 ６羽+ 陵南公園 エサをやる人もいるので、繁殖していると思う。 千葉槙子 繁殖３ 八王子 3H 

909 ガビチョウ 2005/4/20 ２羽 進藤丕自宅・元八王子

１丁目 

進藤＠元八王子町です。４月上旬の雨の日、ガビチョウ

が庭隅に落ちている木の小枝を咥えて「金木犀」の木の

中に入るのを見つけました。多分、巣づくりを始めたので

はないかと思い、後日ガビチョウがいない時を見計らって

木の中を覗いて見たところ、樹高２ｍ位のところに立派な

巣が出来あがっていました。巣づくりの最中は２羽いまし

たがオス・メスの区別がつかず両方で巣づくりしていたの

かオスだけなのか分かりませんでした。巣の形状は沢山

の枯葉と小枝で丁寧に作られており、巣の中は大人の拳

が入る大きさです。 

進藤丕  そ の 他 、

繁殖４③ 

八王子 2K 

909 ガビチョウ 2005/5/5  陵東公園 御陵の雑木林に続いているのでたぶん繁殖していると思

う。城山手町内で繁殖の情報あり。 

千葉槙子 繁殖３ 八王子 3H 

909 ガビチョウ 2005/5/8 声 裏高尾・小下沢 餌運び 探鳥会 そ の 他 、

繁殖４① 

与瀬 8H 
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909 ガビチョウ 2005/5/10 ２羽 進藤丕自宅・元八王子

１丁目 

進藤＠元八王子町です。４月上旬に庭の金木犀の木に

営巣しているガビチョウを発見したことをお知らせしました

が、その後ガビチョウの動きがなく巣を放棄したのかと心

配していました。そこで今日(5/10)午後３時頃、巣の中に

ガビチョウがいないことを確認してから巣の中に手をそっ

と入れてみたところ、何とタマゴが４個ありました。巣が地

上から２ｍ以上の高さにあり木の葉が密生していて上か

ら見えないので止む無く失礼しましたが慌てて家の中に

戻り様子を見ていましたがガビチョウはなかなか戻ってき

ません。 

夕方５時頃、ガビチョウの鳴き声 

進藤丕  そ の 他 、

繁殖５② 

八王子 2K 

909 ガビチョウ 2005/5/17 ２羽± 進藤丕自宅・元八王子

１丁目 

今までガビチョウに遠慮して巣の中を覗くことは一切せず

遠くから静かに見守っていましたが、今日は思い切ってハ

シゴを用意し巣の中を観察しました。そして巣の中を初め

て見て驚きました。何とタマゴ(4 ケ)の色は宝石のようなエ

メラルドブルーでした。また巣の中の構造も草木を編んで

籠のようでした。 

進藤丕  繁殖５② 八王子 2K 

６．行動      

45 カワウ 2005/3/12 ３羽 南浅川・両界橋上流取

水堰の上 

狭い川に降りて河原で羽干し 粕谷和夫  八王子 2G 

68 アオサギ 2005/2/4 １羽 高月南水田 堆肥用に積み上げた落ち葉の山の上にいた 粕谷和夫  拝島 6E 

161 キジ 2005/5/14 １羽 浅川・一番橋～高幡橋

中間 

先日、浅川一番橋と高幡橋中間の右岸側の河原でキジを

見ました。浅川の支流ではキジを見ることは特に珍しいこ

とではないと思いますが、この辺りで見るのは 1 年半ぶり

です。周辺の人口増に伴い釣りや犬の散歩、石拾い等で

河原に入る人が多くなりました。 

年間を通じて見られる鳥も次第に少なくなっているように

感じます。昨年見られたイカルチドリの巣立ちも「今年はど

うかな？」と思っています。今回、キジが無事に生息して

いたことが分かりほっとしました。 AM11:30、♂１羽、行

動 ：採餌しながら草むらに見え隠れしては時々、顔を上

げて辺りを見まわしていた。 

岡本昭男・昭子  武蔵府中 2K 

314 キジバト 2005/2/4 ８羽 高月北水田 キジバト８羽が集団で田んぼにおりて採餌。 粕谷和夫  拝島 6F 

314 キジバト 2005/3/12 ２羽 高尾山・4 号路といろは

道出合付近他 

逃げないキジバト：①4 号路とイロハ道出合付近の登山道

（地上）を歩いていて１ｍの近さでもにげない１羽。②１号

路女坂（地上）を歩いていて足元３０ｃｍで逃げない１羽。 

粕谷和夫  与瀬 9E 

337 ヒメアマツバ

メ 

2005/1/24 １ ５

羽 

谷地川の新鶴見橋付近 谷地川の新鶴見橋付近で連日ヒメアマツバメをみかけま

す。 

１／２４ PM２時半頃 新鶴見橋あたり、神谷さんちの上

空 １５羽以上 

１／２６ PM２時半頃 同上 １５羽以上 

１／２７ PM１時半頃 新鶴見橋と下田橋の間、我が家の

上空 １０羽以上 

    PM３時頃  新鶴見橋と新日向橋の間 １５羽以上 

中村美弥子  立川 0B 

337 ヒメアマツバ

メ 

2005/1/28 ２羽 浅川・川口川合流付近 上空飛翔 粕谷和夫  八王子 6K 

337 ヒメアマツバ

メ 

2005/2/24 ２羽 八石陸橋下 １６時２１分帰巣確認  傍島玲子  拝島 9C 

344 カワセミ 2005/6/26 １羽 八王子市七国４丁目付

近 

午後５時から６時、住宅造成地の、なんでもない小さな水

溜りに、カワセミが１羽しきりにダイビングしていました。普

通にダイブしたら泥に埋まる？水深も１０センチ歩かない

かの水溜り。後から確認して見ると、おたまじゃくしが数

匹。初めはもっと沢山いたのでしょう！ 又その水溜り付

近と草むらにコチドリ３羽。大きな川があるわけでもないの

で、とても意外でした。周りにはヒバリの声数羽、姿は確

認できませんでした。 

高山早苗  八王子 5D 

363 ヒバリ 2005/5/29 １羽 横浜線みなみ野駅上空 朝 7 時、駅前上空でさえずり 粕谷和夫  八王子 6F 

366 ツバメ 2005/6/17 ４羽 板当林道 杉の木のテッペンに１羽の小鳥を発見、双眼鏡で見てオ

オルリかと思ったが体型が異なる。そこへツバメ親がが来

て給餌、ツバメの巣立ちヒナだった。良く見ると同じところ

にもう１羽のヒナが止まり、上空では２羽の親ツバメが飛

翔、時々巣立ちヒナに給餌。オオルリの生息環境である

山間部がツバメ巣立ちヒナの餌場になっているという現場

を観察できた。 

粕谷和夫、佐伯直寛 与瀬 9J 

369 イワツバメ 2005/4/15 １ ５

羽 

日野市百草園 百草園上空を群で飛翔 粕谷和夫  武蔵府中 4J 
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369 イワツバメ 2005/5/1 50 羽

± 

高尾自然科学博物館跡

付近の田んぼ 

京王高尾山口駅下のイワツバメの巣を数えたら、５月１日

で利用している巣が約 130 個あった。このイワツバメは駅

から約 200ｍ南の高尾自然科学博物館跡付近の田んぼ

の上空に飛来して、ここを餌場にしている模様であった。

田んぼの上を飛び交い採餌していると思われる個体群と

巣と田んぼの間を行き帰する個体群が観察できた。 

粕谷和夫  八王子 2H 

375 セグロセキレ

イ 

2005/3/27 １羽 浅川・鶴巻橋上流 15 時頃、大きな獲物をGET。食べられるのかなと思って観

察していたら、別の場所へ持って行き、一度地面へ置く。 

中橋 薫  八王子 5K 

379 ビンズイ 2005/1/5 ２羽 高尾山・小仏川上椚田

橋付近 

堤防の木の下で採餌（声でタヒバリでないことを確認） 粕谷和夫  八王子 1G 

382 タヒバリ 2005/2/4 １ ０

羽 

高月北水田 トラクター耕運作業中の後にタヒバリ１０、ムクドリ２、ハシ

ボソガラス３羽が来て採餌 

粕谷和夫  拝島 6F 

386 ヒヨドリ 2005/1/19 １羽 城山手１丁目出羽山公

園下 

フェンスにからまったヘクソカズラの実をついばんでいた 千葉槙子  八王子 3J 

386 ヒヨドリ 2005/1/22 ２羽 高月水田 ヒヨドリ２羽がユズの実に穴を開けて食べていた 粕谷和夫  拝島 6F 

396 ミソサザイ 2005/1/28 １羽 高尾山６号路  ケーブル駅より１００M 先、草の中倒木の陰に移動 傍島玲子  八王子 0E 

396 ミソサザイ 2005/1/28 ２羽 寺沢川南の丘陵地帯 盛んに地鳴きしながら造園林から道に出てきたが、こちら

の存在に驚いて引き返す。 

馬場百合亜  武蔵府中 1F 

406 ルリビタキ 2005/1/23 １羽 小宮公園ヒヨドリ沢  ♂１羽 枯れた草の中移動（ロータリーブルーがきれい） 傍島玲子  拝島 7A 

408 ジョウビタキ 2005/1/28 １羽 浅川・川口川合流付近 浅川左岸・浅川橋下流側堤防（川口川合流地）の南向き

斜面でジョウビタキ♀１が黄色い物を食べていた。約１５

ｍの距離か双眼鏡で確認すると、食べているものはなん

とモンキチョウ成虫であった。真冬の成虫チョウ出現は疑

問に思ったので、当りを探すとモンキチョウをさらに２頭を

確認できた。天気は晴、時刻は１２時１５分、土手の南面

は風無く温かい。この場所は 2004 年も２月４日に３頭のモ

ンキチョウ成虫を観察した所である。 

粕谷和夫  八王子 6K 

408 ジョウビタキ 2005/2/28 １羽 長沼公園頂上園地の南

側端 

バッタの脚をもぎ取ろうと格闘。 馬場百合亜  八王子 9F 

427 ツグミ 2005/1/7 １羽 淺川右岸・一番橋下流

ワンド 

ノイバラの赤い実を食べる 粕谷和夫  武蔵府中 2K 

432 ウグイス 2005/1/13 １羽 小宮公園ヒヨドリ沢 笹藪で地鳴き姿確認 傍島玲子  拝島 7A 

459 オオルリ 2005/6/5 ２羽 高尾山６号路大山橋か

ら３００ｍ上 

５ｍほど先（ヤブの中の岩の近く）で、虫を咥えたオオルリ

♀が♂と似た節と声できれいにさえずり続ける。ときどき

近くで♂らしきさえずりも聞こえる。我々が巣に近づいたた

めの警戒のさえずりだったようです。 

琵琶滝ＣＴ  八王子 0E 

468 ヒガラ 2005/1/29 ６羽 長沼公園：霧降の道 東側の疎林から飛来、メジロと混群して盛んに採餌。 馬場裕・百合亜  八王子 9G 

469 ヤマガラ 2005/3/ ２羽 山下自宅（八王子市長

房町） 

３月上旬まで餌台（ヒマワリ） 山下弘文  八王子 4J 

471 シジュウカラ 2005/1/10 １羽 粕谷和夫自宅 天神町 餌台に置いたミカンを食べる 粕谷和夫  八王子 6J 

474 メジロ 2005/1/5 ２羽 高尾山・蛇滝付近 カラスザンショウの実を食べていた 粕谷和夫  八王子 0F 

474 メジロ 2005/1/13 ４羽 上川口小学校付近 カエデの幹から出ている樹液に集まる。ヤマガラ１羽とヒ

ヨドリ２羽も同時に集まり入れ替わり樹液を食べる（飲

む？） 

粕谷和夫他  拝島 0E 

478 ホオジロ 2005/1/7 ２羽 淺川右岸・長沼橋下流

ワンド 

オギの穂の種を食べる 粕谷和夫  八王子 9G 

485 カシラダカ 2005/1/2 40 羽 高月水田 １２月３１日に降った雪が残る田んぼの地面で約４０羽の

カシラダカがカワラヒワ１０羽、タヒバリ５羽と同じ場所で採

餌 

粕谷和夫  拝島 6E 

491 アオジ 2005/4/25 １羽+ 北浅川・陵北大橋下 胸周りが見事な黄色になり、さえずっていた。私にとって

は当地で聞く初めてのさえずり。近くでも別のさえずりが

聞こえました。終認まじか？  

丸山二三夫  拝島 2B 

516 イカル 2005/1/23 15 羽

± 

八王子市別所 2 丁目の

長池公園 

長池公園でイカルが約 15 羽ヌルデの実を食べていまし

た。1 月 2 日に 2 羽いるのを見ましたが、仲間を連れてき

たようです。これだけの数でやって来ると、沢山あったヌル

デの実もすぐになくなってしまいそうです。ヒヨドリとの力関

係はイカルの方が上のようで、イカルがいる時はヒヨドリも

遠慮して待っているようでした。 

登坂久雄  武蔵府中 1C 

516 イカル 2005/5/3 数羽 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

地鳴きで上空通過 山下弘文  八王子 4J 

517 シメ 2005/2/ ３羽- 山下自宅周辺（八王子

市長房町） 

２月中旬から餌台に頻繁に 山下弘文  八王子 4J 
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526 ムクドリ 2005/2/2 １羽 高月浄水場内 ムクドリ・ヒヨドリ・モズ♂、13:30、ムクドリがカエルの干物

を一生懸命食べようとしている所を目撃、すると、横からヒ

ヨドリが横取りに来て、取り合いになる。そこへモズの雄が

けたたましく鳴いて飛び込んできて散ってしまった。＜干

物カエルの行方は不明。 

モズのハヤニエをムクドリが横取りしたのでしょうか？おも

しろい光景でした。なお、当事者は１羽ずつでしたが、ムク

ドリは計１５羽前後、ヒヨドリは計２羽いました。モズ♂は１

羽です。 

今野美代子  拝島 6F 

529 カケス 2005/3/26 １羽 兵衛川左岸・熊野神社、

福昌寺境の林 

林で地鳴きとオオタカの真似し鳴き 粕谷和夫他  八王子 6E 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/3/12 ３羽 高尾山・旧高尾山自然

博物館跡地前 

昨年まで毎年この場所で営巣している「月の輪ハシボソガ

ラス（胸に三日月様の白っぽい模様があるカラス）」とその

ペアーの２羽がもう一羽のボソガラスを追い払っていた。 

粕谷和夫  八王子 1F 

536 ハシボソガラ

ス 

2005/4/2 １羽 南浅川・国道 20 号高尾

山入口南信号付近 

川の岸辺で月の輪ハシボソガラス（胸に三日月様の白っ

ぽい模様があるカラス）１羽が大きなウシガエルを引きず

り出し、生きたままの顔をつつきながら食べ始めた。 

粕谷和夫  八王子 1F 

537 ハシブトガラ

ス 

2005/5/28 １羽 長沼公園：霧降の道西

側（上部）の疎林。 

V、サクランボを喰う。 馬場裕・百合亜  八王子 9G 

903 ドバト 2005/3/31 １羽 長沼公園展望園地の西

側疎林 

V、オオタカなどに襲われたのか、林床に数１０分以上座

り込んでいた。 

馬場百合亜  八王子 9F 

909 ガビチョウ 2005/4/28 ２羽 佐藤サヨ子自宅裏山、

日野市程久保、高幡橋

台団地 

今朝はいつより１時間早い６時に裏山に入って見ました。

すでに姿を消したと思っていたシメが２羽鉛色の嘴で茶色

になったキブシを３０分以上突付いていました。またこの

間までは１羽だったツグミが４羽で歩いているのも不思議

でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中 3J 

909 ガビチョウ 2005/6/26 １羽 高幡不動尊境内あじさ

い山 

１羽が道にいて３ｍの距離に近づいても逃げない、他にも

あちこちで声 

粕谷和夫  武蔵府中 3J 
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2005年 カルガモ繁殖状況調査結果 
（取りまとめ：粕谷和夫） 

 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、２６組、

子１５１羽となった。 

 川口川を担当した小沢礼子氏から以下のようなコメントがありました。１回目の６月中旬の調査時に

は親子連れは１組でしたが、２回目の７月の調査では新たに４組の親子連れを確認することができまし

た。いずれの雛も生まれて間もない雛ばかりでした。今年は例年より繁殖行動が遅いと思いました。今

年も明治橋付近で河川工事を行っており、カモ減少の原因になっているのかもしれないと思いました。

谷地川担当の井手龍世氏からは､滝山橋より上流の高橋、表橋付近が流れの曲線を直線にするための工事

で鳥も少ないですとのコメントがありました。城山川担当の木村晴美氏からは城山川で調査初の親子連

れナシ、単独カモも少なかったとのコメントがありました。程久保川担当の青木繁昌 氏からは総数は７

分の１に激減、ヒナは増水の後発見、無事成長とのコメントがありました。 

（第１表）２００５年カルガモ繁殖期カウント結果  （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 

北浅川 
 

①大沢橋～陵北大橋 丸山二三夫 1 1 6 9 16 

②陵北大橋～松枝橋 河村洋子 1 1 3 19 23 

計   2 2 9 28 39 

浅川本流 
  
 
  

③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 1 1 9 29 39 

④鶴巻橋～大和田橋 倉本修 1 2 8 31 41 

⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 1 1 3 16 20 

⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 2 2 13 21 36 

⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 0 0 0 19 19 

計   5 6 33 116 155 

川口川 
 

⑧川口橋～明治橋 杉森ユリ 5 5 33 52 90 

⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 5 6 34 45 85 

計   10 11 67 97 175 

南浅川 
 

⑩案内橋～敷島橋 川上恚 1 2 6 8 16 

⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 3 3 10 32 45 

計   4 5 16 40 61 

⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流）  木村晴美 0 0 0 15 15 

⑬山田川（山田橋～浅川合流）  平井国二 0 0 0 15 15 

 ⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 2 2 9 16 27 

湯殿川 ⑮時田橋～浅川合流 加藤岸男 3 4 17 15 36 

 計   5 6 26 31 63 

浅川水系の計   26 30 151 342 523 

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流）  青木繁昌 1 1 2 10 13 

⑰谷地川（月見橋～新左入橋）  井手龍世 0 0 0 13 13 

⑱谷地川（新左入橋～田島橋）  大川征治 0 0 0 22 22 

⑲谷地川（田島橋～多摩川合流）  傍島玲子 2 2 15 7 24 

⑳大栗川（鑓水～横倉橋）  木村信幸 3 3 19 28 50 

総計 32 36 187 422 645 
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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     

年 
親子連れ 

単独成鳥  総計  
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 
2005 26 30 151 5.8 342 523 

 

（第３表）水系別の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 

浅川水
系計 

程久保
川 

谷地川 大栗川 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 7 6 5 51 
1999 2 4 9 3 7 2 3 30 5 8 2 45 
2000 2 9 4 3 4 1 0 23 4 3 3 33 
2001 5 9 11 3 4 1 2 35 2 5 4 46 
2002 4 3 3 4 4 0 6 24 1 3 6 34 
2003 2 5 6 2 3 0 5 23 1 3 3 30 
2004 2 6 5 2 2 4 4 25 2 6 2 35 

2005 2 5 10 4 0 0 5 26 1 2 3 32 
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2005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、１７区域で合計８１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、⑤小津、

⑩力石周辺、⑮高尾山２周辺で多く観察され、採石の続く④美山では、久しぶりに１羽が観察され

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

９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、ガビチョウは本年も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７カ所で記録された。 

 

（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２００５） 

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 2

②加住南丘陵（谷地川源流部） 6 中村啓二 2

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 2

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 12

⑫元八王子（御主殿の滝奥、八王子城跡奥） 4 若狭誠 5

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 2

⑲初沢川（初沢川） 3 倉本修 1

計 101 50
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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 
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場所 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

①上川 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 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 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 0

④美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

⑤小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 8

⑥醍醐上流 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 4

⑦醍醐下流 ｛１｝ ｛１｝ ｛２｝ ｛１｝ 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3

⑧和田峠下 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4

⑨明王峠下 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 6

⑩力石周辺 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 12

⑪松竹周辺 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 7

⑫元八王子 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 5

⑬裏高尾 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 4

⑭小仏城山下 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 5

⑮高尾山１ 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 4

⑯高尾山２ ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 7

⑰大垂水峠下 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

⑱表高尾 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 6

⑲初沢川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81
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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 2005 年４月～６月） 

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

129 ハチクマ 1 1 1

318 ジュウイチ 1 1 1

321 ツツドリ 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 12

322 ホトトギス 1 2 6 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 13 24

366 ツバメ 5 10 7 6 6 2 2 2 13 2 1 5 7 13 68

369 イワツバメ 3 2 15 18 5 2 45 7 90

396 ミソサザイ 1 1 2 3 3 1 2 7 13

420 クロツグミ 2 1 4 6 3 2 2 2 4 3 3 9 5 4 2 2 16 54

431 ヤブサメ 2 2 5 4 4 4 8 4 2 4 10 5 2 10 1 15 67

432 ウグイス 5 2 2 8 15 6 10 8 12 19 24 9 5 21 3 10 5 14 4 19 182

448 メボソムシクイ 1 1 1

450 センダイムシクイ 2 8 3 6 6 10 9 4 2 2 1 1 2 13 56

456 キビタキ 6 4 1 3 4 2 3 6 12 10 6 7 2 13 66

459 オオルリ 2 1 1 8 4 3 4 6 12 7 5 4 5 4 7 2 6 17 81

463 サンコウチョウ 1 4 1 1 1 2 1 7 11
68 アオサギ ● ● 2
95 カルガモ ● ● ● ● ● ● ● 7
130 トビ ● ● ● ● ● ● ● ● 8
133 オオタカ ● ● 2
136 ハイタカ ● 1
139 ノスリ ● ● ● 3
160 ヤマドリ ● 1
161 キジ ● ● ● 3
314 キジバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
316 アオバト ● ● ● ● 4
337 ヒメアマツバメ ● ● 2
338 アマツバメ ● 1
344 カワセミ ● ● 2
349 アオゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
354 アカゲラ ● ● ● ● ● ● 6
357 コゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
373 キセキレイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
374 ハクセキレイ ● ● ● ● 4
375 セグロセキレイ ● ● ● ● ● 5
386 ヒヨドリ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
388 モズ ● 1
395 カワガラス ● ● ● 3
406 ルリビタキ ● 1
422 アカハラ ● 1
427 ツグミ ● 1
464 エナガ ● ● ● ● ● ● ● ● 8
467 コガラ ● ● ● ● 4
468 ヒガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
469 ヤマガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
471 シジュウカラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
474 メジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
478 ホオジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
491 アオジ ● ● 2
502 カワラヒワ ● ● ● ● ● ● ● 7
516 イカル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
520 スズメ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
526 ムクドリ ● ● ● ● 4
529 カケス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14
531 オナガ ● ● 2
536 ハシボソガラス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
537 ハシブトガラス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
901 コジュケイ ● ● ● ● ● ● ● ● 8
903 ドバト ● ● ● 3
909 ガビチョウ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19

出現種類数 27 28 12 18 40 31 26 23 31 24 40 31 15 29 30 22 21 33 17 59

出
現
し
た
夏
鳥
等
の
♂

出
現
し
た
そ
の
他
の
野
鳥
●

①～⑲は調査要領
の①～⑲に対応
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ハクセキレイの集団塒（２００５年１月～６月） 

 （取りまとめ：粕谷和夫） 

 今期は下記（１）～（４）から報告があった。横山町三角広場の集団ねぐらは２００３年１０月に塒

入りが０になってしまったが、今期も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、長崎

屋前から約１５０ｍ東寄りのＪＲ八王子駅北口・熊沢書店前の１本のクスノキも新たなねぐらが形成さ

れ、ハクセキレイは両者を行き来しているように見えた。 

 

（１）八王子市横山町三角広場・（八王子7J、倉本修調査） 

２００５年１月２５日（晴）夕             塒入り０羽（無し） 

２月２２日（晴）夕             塒入り０羽（無し） 

３月２５日（晴）夕             塒入り０羽（無し） 

４月２２日（晴）18時31分～18時46分   塒入り９羽 

５月２６日（晴）18時51分～19時３分    塒入り１７羽 

６月２１日（晴）18時55分～19時16分   塒入り３８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２９日（晴）18時05分～18時24分    塒入り３５０羽（１本のクスノキ） 

 

（４）ＪＲ八王子駅北口・熊沢書店前の１本のクスノキ（八王子7J、粕谷和夫調査） 

   １月２２日（晴）18時30分というこの時期としては遅い時間帯に１本のクスノキに１０羽～２

０羽の集団が次々にねぐら入り（この日はねぐら入り始めから見ていないので全体の規模は不明）   

 

３月２９日（晴） 18 時 30 分、中町の長崎屋前、西放射ユーロードの小さな三角広場３５０羽

ねぐら入り確認後、１本のクスノキにねぐら入りしたハクセキレイを周りと下からカウントし

て約１００羽と推定した 

 

４月２２日（晴）18 時 30 分～18 時 53 分、塒入り１９０羽 
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ヒメアマツバメの動向（２００５年１月～６月） 

 （取りまとめ：粕谷和夫） 

メインである私立八王子高校の高床式体育館は、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の僅かな隙間から数羽が出入りするまでに激減し、以前のコロニー

は実質的には消滅してしまった模様です。代って他の場所に規模の大きいコロニーが形成されたか探し

ていますが、今のところ以前の八王子高校体育館規模のものは発見されていません（粕谷まとめ）。 

 

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２４日・夕使用中と思われる巣２個確認、３羽帰巣確認（17:00～17:25） 

５月２８日・夕使用中と思われる巣２～３個確認、６羽帰巣確認（17:50～18:45） 

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２６日・夕使用中と思われる巣、糞除け鉄板付設で不明、２羽帰巣確認（16:10～17:30） 

５月２７日・夕使用中と思われる巣、糞除け鉄板付設で不明、６羽帰巣確認（17:30～18:40） 

通常の帰巣時間より早めに調査するも飛翔無し、18:25に何れからか上空に飛来旋回６羽が入巣

（帰巣）した。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３～４個確認、約８羽帰巣確認（16:50～17:30） 

５月２９日・夕使用中と思われる巣４～５、約８羽帰巣確認（18:00～18:40） 

イワツバメ１００羽が周辺を飛び回っており、多くの巣で雛が観察された。ヒメアマツバメは増加し

てように思われる。 

４．.東浅川小学校校舎（屋根裏）、  

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数羽の飛翔を観察する。昼間もイワツバ

メ同様に餌運びらしい行動が見られるので繁殖の可能性がある。 

７．京王線長沼駅 八王子9G（山崎悠一・久美子調査担当） 

６月５日 ６羽飛び交っていた。改札を出て１０ｍぐらいの所にあった昔のイワツバメの巣のうち

３個を使っていた。巣の入口の羽根も確認した。  

８．南大沢駅・武蔵府中0D（木村信幸調査担当） 

６月２５日 17:30～19:20 ヒメアマツバメの巣自体は13ヶ所あり、10～12羽が帰って来て

８ヶ所の巣への出入りを確認（19:00～19:10）。繁殖の様子は不明。イワツバメは数年前から未

使用。 

９．八石陸橋下（小宮町、拝島9C、傍島玲子調査） 

５月３１日、６月２４日、７月２日イワツバメの巣調査中に２巣を確認した。 
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とじこみ付録 

 

 

①「浅川流域の野鳥展」調査結果のパネル集（１７枚） 

       ２０年間の調査の大要を、わかりやすくまとめました。 

大型のパネルをＡ４に縮小し、かつモノクロ印刷ですので 

見にくいところは、別資料（カワセミ会ホームページやＣＤ－ＲＯＭ化も検討中） 

で、ご確認ください。  

  

・みんなで探そうツバメの巣 ① ・・・・・・・・・・・・・・・ ５２ 

・みんなで探そうツバメの巣 ② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３ 

・ツバメ集団ねぐら調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 

・浅川流域のイワツバメ営巣調査 ・・・・・・・・・・・・ ５５ 

・ヒメアマツバメの集団ねぐら調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５６ 

・定地・定点カウント １ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

・定地・定点カウント ２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８ 

・冬鳥一斉調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

・探鳥会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０ 

・オオルリ他夏鳥生息数調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６１ 

・カルガモ繁殖親子調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６２ 

・2003年カラスの巣調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６３ 

・秋のサシバ渡り調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６４ 

・セキレイ類の集団ねぐら調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５ 

・片倉城跡公園巣箱調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６６ 

・我が家の庭に来る野鳥調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６７ 

・野鳥の繁殖メッシュ調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６８ 

 

②「浅川流域の野鳥展」来場者コメント集 ・・ ６９ 

         来場者からいただいた貴重なコメントを、極力そのまま掲載してあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



八王子・日野カワセミ会 

２ ０ 年 の 調 査 記 録 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一軒に５個以上のケース

7

4

2

3

0

2 2

0

1

0 0 0

1

0 0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5個 6個 7個 8個 9個

10
個

11
個

12
個

13
個

14
個

15
個

16
個

17
個

18
個

19
個

20
個

同一建物にある巣の数

建
物

数

20 個の巣がつくられ

た建物もありました 

一つの建物に巣はいくつ？

1225

227

40 15 23
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

１個 ２個 ３個 ４個 ５個以上

同一建物にある巣の数

建
物

数

調査について 

昔から春を告げる渡り鳥として愛されてきたツバメが最近減っているといいます。そこで八王子・日

野カワセミ会は八王子市・日野市におけるツバメの巣の調査をすることにしました。この調査は 2001

年、2002年に行われ、市民の皆様にも自由にご参加頂き、みんなでツバメの巣を探しました。 

野鳥はともだち 

みんなで探そうツバメの巣① 

巣 づ く り 編 

みんなで探したツバメの巣 なんと 222222000444 個個個！ 
（八王子市：１８６８個 日野市：23６個） 

ツバメは何階を好むか？
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536

194

83

1076

155

160

総数
2204個

店舗

事務所

車庫

住宅

そ
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ツバメは「人のいる建

物」を選んで巣をつく

る傾向があります。 

中でも個人の住宅が

人気です。 

圧倒的に 1 階に巣を

つくるケースが多い。

（約 84%） 

人がいることが巣づ

くりに欠かせないよ

うです。 

一つの建物に巣は一つ

というケースが全体の

８０％を占めました。 

イワツバメのような、集

団営巣はほとんどみら

れません 

ツバメの巣あれこれ（その１） 

ヒナで一杯のツバメの巣 

ツバメの巣 

民家の軒下にあった普通の

巣 

ツバメの巣 

市場内の蛍光灯にも 

ツバメの巣 

こんなところにも 

ツバメの巣 

バラの咲く家の雨樋上に作られた巣 

ツバメの巣 
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野鳥はともだち みんなで探そうツバメの巣② 

巣 立 ち 編 

ヒナが巣立った巣はどれくらい？
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巣
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平均４．１羽

６割近くの巣で巣立

ちが確認されていま

すが、一方で１７％

の巣が破壊又は放棄

されています。 

３～５羽が多い

ですが、中には

８羽の子沢山も

います。 

ツバメの天敵はカ

ラスです。 

巣もカラスから見

えにくい場所に作

るようです。 

５月から７月にかけて３

回のピークがあるように

見えます。一般にツバメは

１回のシーズンに複数回

子育てをします。 

ツバメの巣あれこれ（その２） 

カラス除けのネットを張ってもらったツバメの巣 傘をツバメの糞よけに利用した

例 

ツバメの巣の上部にイワツバ

メが巣材を継ぎ足して利用し

た例 

ツバメの巣 

ツバメの巣にスズメが巣材を

運び入れて利用した例 

ツバメの巣 
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「ツバメの集団ねぐら」について 

子育てを終えたツバメや巣立ったヒナは、夕方、大きな川の河原のまとまったヨシ原に集団でねぐら

を作る習性があります。八王子市の多摩川日野用水堰上流側には大きなねぐらがあり、カワセミ会では

ねぐらの規模や季節変化を毎年観察しています。この集団ねぐらの八王子側はヨシ原が大きく後退しヤ

ナギ等への遷移が進んでいること、昭島側は「水辺の楽校」の新たな造成（2002 年）で人工化が進

んでいること等、ツバメのねぐら維持には大きな課題を抱えています。 

八王子･日野カワセミ会は、多摩川でツバメ集団塒の調査をしている他の市民団体とともに、2002

年 12 月に「多摩川ツバメ集団ねぐら調査連絡会」を設立しました。 

野鳥はともだち 

ツバメ集団ねぐら調査 

ツバメ集団ねぐらのある日野用水堰付近の航空写真 

（写真提供：国土交通省京浜河川事務所） 

多摩川ツバメ集団ねぐらマップ 

（図提供：多摩川流域ツバメ集団ねぐら調査連絡会） 

ねぐら入りした直後のツバメ 

（写真提供：多摩川流域ツバメ集団ねぐら調査連絡会） 

ねぐら入り前に上空を乱舞するツバメの群れ 

（写真提供：清水盛通） 

ねねぐぐらら入入りりすするるツツババメメ達達  

巣立ったツバメのヒナ達は 7 月が過ぎる頃になると数が

増えてきます。昼間は川の周辺や丘陵地、大きな公園の林の

上空などで餌を採っていて、夕方日没近くになってくるとあ

ちこちから多摩川のねぐら地に集まってきます。あたりが少

し暗くなりかけた頃、ツバメの数は一挙に増え、いくつもの

かたまりとなって上空を乱舞します。この光景は何時見ても

感動ものです。 

やがて上空だけでなく、川の流れに沿って水面近くを上流

から、下流から大きな群の移動も観察されます。あたりが暗

くなりはじめ、コウモリが出現する頃になると一斉にヨシ原

に入ってしまいます。ヨシ原に入ったツバメ達は暫くは陣取

り合戦のような行動や賑やかな鳴き交わしが続き、やがて静

かになってくるとコウモリが飛び交う世界になります。 

多多摩摩川川でではは 1133 箇箇所所ののねねぐぐららがが

確確認認さされれてておおりり、、ピピーークク時時ににはは

最最大大 66 万万羽羽ががねねぐぐらら入入りりすするる  

点々と見えるのは全てツバメ！ ツバメの目がライトに光る 

ねぐら入り羽数推移（2002年）　日野用水堰
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浅川流域イワツバメ営巣調査 

データ 
○調査の場所 浅川、谷地川、大栗川流域 

○調査の期間 1987～2004 年 

 

○営巣箇所数と営巣数推移 

図１　イワツバメ営巣数、営巣箇所数の経年変化
（1987～2004年）
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図２　主な営巣場所における営巣数推移
（1987～2004年）
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営巣確認数は漸増 

イワツバメは、橋や高架、ビルなどのコンクリートの大規模構造

物に集団で巣をつくることが多く、当会の調査エリアでは増減はあ

るものの、全体として営巣数がやや増加する傾向にあります。 

（図１）＜最大値 539 巣（’02 調査）、’04 調査は 474 巣＞ 

また個々の営巣場所についての営巣数変化は、場所によって傾向

が大きく異なっています。代表的な営巣場所である JR 八王子駅、

京王線北野駅、浅川大和田橋の推移は図２のとおりで、急激に営巣

数が増減している様子がわかります。 

大和田橋では、’92、’93 に一旦営巣数がゼロになりましたが、

その後徐々に復活し、昨年の調査では 71 巣とこれまでの最高を記

録しました。 

このように営巣場所は固定したものではなく、移動により盛衰が

みられます。 

調査年 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04

営巣箇所数 12 15 17 13 15 16 17 28 30 30 33 27 35 38 32 37 26 28

営巣数 210 262 219 198 252 293 332 514 485 342 346 383 474 481 462 539 484 474

これがイワツバメだ 

普通のツバメよりやや小柄で、ずんぐりした体をしています。尾

は短く、いわゆる「燕尾」ではありません。飛んでいる時は、腰の

白さが目立ちます。 

     

腰が白い

下面は白色
喉は赤くない

尾は短く、
尖っていない

全体的に
ずんぐり

          

     ＜イワツバメの巣とツバメの巣の違い＞ 

左がイワツバメ、右がツバメの巣の様子です。ツバメの巣は比較的浅くまた上部が

開いていますが、イワツバメの巣は深めで上部が天井まで伸びています。 

イワツバメは夏鳥 

イワツバメはツバメと同じく、春に南から渡ってく

る夏鳥です。当会の調査エリアでは、３月から４月に

かけて渡来し、繁殖の後８月頃には見られなくなるよ

うです。 

カラスに雛を狙われたり、人間に巣を壊されたり、

またスズメやヒメアマツバメに巣を乗っ取られること

もあります。なかなか多難な境遇ではありますが、そ

れにもめげず、けなげに子育てに励んでいます。 

野鳥はともだち 
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ヒメアマツバメの集団ねぐら調査 

ヒメアマツバメは 

腰が白いためイワツバメと似ていますが、お

腹はイワツバメのように白くなく、翼はイワツ

バメより長く鎌形です。 

 イワツバメはツバメの仲間ですが、 

ヒメアマツバメは別の仲間で冬もいます。

 

ツバメ 

イワツバメ 

ヒメアマツバメ 

集団ねぐら１０ヶ所を確認、 

大規模な集団ねぐらは３ヶ所（場所移動で同時には２ヶ所） 

ヒメアマツバメの多くはイワツバメの巣を乗っ取って利用しますが、その

巣は出入り口に羽毛をいっぱいつけるのですぐ見分けられます。 

ヒメアマツバメは留鳥で、冬でも見られます。朝、日の出直後にねぐらか

ら一斉に飛び出して、夕方どこからともなく帰ってきて、日没前後一斉にね

ぐらに入ります。 

 

八王子・日野で今までに集団ねぐらが確認された所は１０ヶ所です。 

１０ヶ所のうち、１０個以上のねぐらが形成された所は東浅川町の京王線高

架下、八王子高校及び京王線南大沢駅の３ヶ所ですが、同時には２ヶ所です。 

これは、１９９８から４０巣の規模で続いていた東浅川京王線高架下（イ

ワツバメ集団ねぐら内）が９４年に消滅、代わって直線距離で約3.5km北

東の八王子高校の高床式体育館の下（イワツバメ集団ねぐら内）に移動した

ためです。 

 

 

ヒメアマツバメの集団ねぐらの位置略図 

京王線高架下の集団ねぐらが９４年に八王子高校体育館へ 

 

ヒメアマツバメの巣 

 

集団ねぐらのある八王子高校 

 

 

 

 

注）貴重な鳥です。集団ねぐらには近づかないでください 
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大規模な集団ねぐらの経年変化 
東浅川京王 

ねぐらの数 

八王子高校 

南大沢駅 

野鳥はともだち 
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○ 調査の場所と開始年次 

 ①北浅川（大沢橋～陵北大橋）1990～現在 

 ②北浅川（陵北大橋～松枝橋）1990～現在 

 ③浅川（松枝橋～鶴巻橋）1986～現在 

 ④浅川（鶴巻橋～大和田橋）1983～現在 

 ⑤浅川（大和田橋～長沼橋）1984～現在 

 ⑥浅川（長沼橋～一番橋）1990～現在 

 ⑦浅川（一番橋～多摩川合流）1990～現在 

 

種類数は、北浅川・浅川・川口川・湯殿川で大き

な変化は見られません。出現数では、浅川本流の

減少が見られます。 

キセキレイは上流で多く、ハクセキレイは下

流で多く記録されています。セグロセキレイ

は、キセキレイとハクセキレイの中間的な区

域で多く確認されています。 

 

定地・定点カウント調査 1 

○ 調査の場所と開始年次 

 ⑧川口川（川口橋～明治橋）1992～現在 

 ⑨湯殿川（白旗橋～時田橋）1992～現在 

 ⑩多摩川（滝山城跡）1988～現在 

 ⑪多摩川（谷地川合流～中央線鉄橋）1998～現在 

 ⑫多摩川（浅川合流付近）1992～現在 

○調査延長 約 30ｋｍ。 

○調査頻度 １回/月 

 
 

ヒバリが減少 
ヒバリは開けた草原好む鳥です。浅川の下流域

の一番橋から多摩川合流以外の地域で減少が

顕著です。 

総数は、年間最大数の平均値です。 

 

 総数は、年間最大数の平均値です。 

浅川本流 

総数 

種類数 

北浅川 

川口川 

湯殿川 

ヒバリの出現数地域別変化 

松枝橋～鶴巻橋 ～大和田

橋 

～長沼橋 ～一番橋 ～多摩川合流 

0
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キセキレイ 

上流（大沢橋） 浅川 （多摩川合流）下流 

総数 

種類数 

セキレイ３種の地域別変化 

ハクセキレイ 

キセキレイ 

セグロセキレイ 

 

カワセミ 

ヒバリ 
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カワセミが増加 
カワセミは浅川で１年中見られる野鳥です。 

浅川下流域での増加が見られました。 

一番橋～多摩川合流 

大和田橋～長沼橋 

松枝橋～鶴巻橋 

大沢橋～陵北大橋 

月平均確認数(羽) 

総数(羽) 

種類数(種) 

カワセミの地域別出現数 

浅川と北浅川の出現総数と種類数 

湯殿川と川口川の出現総数と種類

数 

野鳥はともだち 
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○調査の場所と年次《高尾山》 

 ①琵琶滝コース（6号路.3 号路.琵琶滝下山ｺｰｽ）1996～現在 

 ②小仏川コース（蛇滝橋～東椚田橋）1996～現在 

 ③蛇滝コース（蛇滝林道.4・5・1号路）1986～現在 

 ④大垂水 1996～現在 

 ⑤日影沢 2000～現在 

 

○調査の場所と年次《公園》  

 ①小宮公園 1987～現在 

 ②片倉城跡公園 1988～現在 

 ③長沼公園 1992～現在 

 

○調査頻度 １回/月 

 

過去、9 年間で確認された出現総数は、400 から 500

羽前後、同種類数では 43 から 46 種と 2001 年の総数

を除き、大きな変化は見られません。2001 年の総数が

多いのは、琵琶滝コースでアトリ 12,000 羽が確認され

たことによります。 

定地・定点カウント調査 ２ 

 高尾山（平均）の出現総数と種類数 

 

 高尾山には、シジュウカラ、ヤマガラ、コガラ、

ゴジュウカラ、ヒガラの５種が生息しています。

シジュウカラ、ヤマガラが 50 羽前後と多く確認

されています。 

 カラ類５種の年次変化 

 公園３箇所（平均）の出現総数と種類数 

総 数 

種類数 

種類数 

総 数 

長沼公園で 89 種類の野鳥を記録 

18 年間、３公園の平均値で見る限り総数、種類数とも

大きな変化は見られません。 

小宮公園で 79 種、片倉城跡公園で 75 種、長沼公園で

89 種の野鳥が確認されました。市街地に囲まれ独立し

た片倉城跡公園に比べ、平山城址公園や多摩動物公園な

どと連なった広域なみどりの中にある長沼公園に多く

の野鳥が確認されました。 
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片倉城跡公園では、コゲラ、アオゲラ、アカゲ

ラが確認されており、コゲラが最も多く確認さ

れ、アカゲラは稀にしか確認されていません。 

総数(羽) 種類数(種) 

シジュウカラ 

ヤマガラ 

ヒガラ 

コガラ 

ゴジュウカラ 

アトリ 

アカゲラ 

総数(千羽) 種類数(種) 

ヤマガラ 

 片倉公園のケラ類３種の年次変化 

コゲラ 

アオゲラ 

アカゲラ 

総数(羽) 

総数(羽) 

 ○調査位置 

 

 

程久保川 ◎八王子市役所 

◎日野市役所 

浅 川 

谷 地
川 

多摩川 

山田川 

湯殿川 

川口川 

城山川 

南浅川 

北浅川 

○小宮公園 

 ○ 片倉城跡公園 
 ○ 長沼公園 

高尾山 

今熊山 

市道山 

醍醐山 

陣馬山 
城山 

 

野鳥はともだち 
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○調査の期間 
 1987年から 2004 年（継続中） 
 毎年１月第二週の日曜日の午前中に一斉実施。 
 
○調査の場所等 
 浅川本・支流及び程久保川・谷地川を 19のブロックに分け実施。 
 調査延長約 60ｋｍ。調査延べ人数 1,000人以上。 
 

 

○年次ごとの総数(羽)・種類数(種)及び調査人数抜粋 

年次 
浅川本・支流 程久保川・谷地川 調査人

数(人) 総数 種類数 総数 種類数 

1991 11,356 60     31 

1992 12,726 59     41 

1993 13,557 60     46 

1994 12,787 60     40 

1995 11,917 61     41 

1996 11,615 62     67 

1997 12,226 66 1,682 42 82 

1998 13,936 64 1,817 39 67 

1999 11,345 69 1,739 43 75 

2000 10,988 67 2,667 41 65 

2001 11,438 61 1,608 39 82 

2002 10,492 65 1,883 42 81 

2003 9,850 69 1,653 40 69 

2004  10,384 67 1,470 40 72 

2005  8,268 64 1,265 43 76 

 

データ 

浅川下流 

浅川上流 

野鳥の数は浅川本流で減少 

 この調査は、毎年１月上旬の午前中に一斉実施した調査で

す。浅川本･支流で過去 10 年間の平均は、約 63 種、12,000

羽。程久保川･谷地川では約 41 種 1,800 羽でした。 

 種類数に大きな変化はありませんか、総数の減少が、浅川

本･支流で確認できます。 

 減少している総数を、浅川本流と支流でみると、浅川本流

の減少が目立ち、2005 年は、過去 10 年間の平均値と比較

しても約 1/2 になります。城山川では若干の増加、他の河川

では大きな変化は見られませんでした。 

冬鳥一斉調査 

コガモの数 

カルガモの数 

ヒドリガモの数 

(年次) 

(総数:千羽) 

カモ類の合計 

減少している野鳥はカモ 

 カモ類の減少が著しく過去 10 年間の平均である３,430

羽に対し 2005 年は 1,210 羽となり、約 1/3 まで減少し

ています。河川別で見る確認数の変化はカモ類の減少が大き

く影響しています。 

 浅川で良く観察された、ミコアイサ、オカヨシガモ、キン

クロハジロ、ハシビロガモは、近年、出会うことは少なくな

りました。 

オナガガモの数 

総数（千羽） 種類数(羽) 

浅川本･支流の年次変化 程久保川･谷地川の年次変化 

総数 

種類数 

川口川 

北浅川 

城山川 

南浅川 

山田川 

湯殿川 

河川別総数の年次変化 

(確認数：千羽) 

カモ類の年次変化 

 

コガモ 

 

ミコアイサ 

総数（千羽） 種類数(羽) 

総数 

種類数 

 

 

程久保川 ◎八王子市役所 

◎日野市役所 

浅 川 

谷地川 
多摩川 

山田川 

湯殿川 

川口川 

城山川 

南浅川 

北浅川 

高尾山 

今熊山 

城山 

 

野鳥はともだち 
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野鳥はともだち 

 

20 年間で 572 回の探鳥会を実施 

 1985 年より 2004 年までに開催した探鳥会は、延べ

572 回になります。これは、年 30回弱、ほぼ２週間に

１回の割合になります。 

 開催場所は、北は北海道から南は台湾まで。国内では、

１都１道 21 県で実施しています。その内、6 割が地元

八王子・日野市内、残り４割の 70％弱が関東地域です。

また、参加人数は述べ 11,000人以上になります。なお、

この集計には定点カウント等の調査は含めていません。 

 

探 鳥 会 

カルガモ 

 八王子・日野エリア 

 

関東 中部 

東北 

《探鳥会の開催地》 

 

 

 

 

《探鳥会の開催数》 支援探鳥会の増加 

 ここ数年、小学校等への支援探鳥会の開催が 

多くなっています。また、公開探鳥会には多く 

の方々が参加されています。 

 

 ・小下沢林道公開探鳥会：80 名：2004/5/9 

 ・浅 川 公 開 探 鳥 会：70 名：2000/12/10 

 ・小下沢林道公開探鳥会：85 名：1997/5/11 
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代表的な夏鳥の出現数推移

0

20

40

60

80

100

120

140

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

羽
数

ヤブサメ

オオルリ

キビタキ

クロツグミ

センダイムシクイ

調査について 

八王子市の鳥・オオルリの生息地である浅川及び谷地川流域上流部（山地）で、１９９２年以来生息数

調査を毎年行っています。また、オオルリの他にクロツグミ、キビタキ、センダイムシクイ、ヤブサメ等

の夏鳥の数もカウントしています。  

野鳥はともだち 

オオルリ他夏鳥生息数調査 

オオルリ 

オオルリやクロツグミ等の夏鳥は、スズメ

やキジバト、ヒヨドリ等と違って、広葉樹

や針葉樹で覆われた緑豊かな渓流がある自

然環境がなければ生息できない種類です。 

キビタキ クロツグミ ヤブサメ センダイムシクイ 

今のところ、急激な個体

数の減少等、特に目立っ

た大きな変化はみられま

せん 

今後も、夏鳥達が生息（繁殖）できる山間部の

豊かな自然環境を保全していくことが大切です

が、次のような問題も懸念されています。 

今後も動向について注意深く見守っていきたい

と思います。 

   

  ○密猟の横行 

  ○外来種との競合（ガビチョウ等） 

  ○越冬地（東南アジア等）の環境問題 

   ＜外来種（かご抜け鳥）ガビチョウ＞ 

もともと日本にはいませんでした。近年急速に

生息域を広げ、また個体数も増加しています。 

オオルリの生息する上流部の風景 

野鳥の密猟禁止の看板 
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○ 調査の場所等 

 浅川本・支流及び程久保川・谷地川・大栗川を 20の 

 ブロックに分け実施。 

○調査の期間 

 1988 年から 2004 年（継続中） 

 
 

データ 

 

カルガモ繁殖親子調査 

カルガモ 

○カルガモ繁殖状況 

年次 
(年) 

親子連れ 
単独成鳥 総計 

組数 親数 子数 平均子数 
1988 52(組) 52(羽) 276(羽) 5.3 402(羽) 7307(羽) 
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 

 

親の数 

 

0

100

200

300

400

500

600

８８ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７ ９８ ９９ ００ ０１ ０２ ０３ ０４

 

子の数 

親の数 

親子の数は減少傾向 

 カルガモは浅川に一年中いて、夏に繁殖します。一組

の親が１回に育てる子の数は 4羽から 7 羽です。調査範

囲である浅川本・支流と程久保川、谷地川、大栗川で見

ると親の数、子の数とも減少傾向にあります。 

3

4

5

6

7

 《子の数の分布》 

（羽） 

《親子連れ組数の年次変化》 

《浅川水系の繁殖状

況》 

（羽） 

0
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15
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35
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８８ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７ ９８ ９９ ００ ０１ ０２ ０３ ０４
 

減少している区域は浅川本流 

 浅川流域で見ると、他の河川に比べ浅川本流で 

の減少が見られます。 

浅川本流 

北浅川 

その他の河川 

（組） 

 

 

カルガモ親子 

カルガモ 
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ハシボソ対ハシブトは 

概ね６対４の比率 

カラスの巣の種別比率

60.1%

39.9%
ハシボソガラス

（178巣）

ハシブトガラス
（118巣）

カラスの巣調査総数

358
118

178

ハシボソガラス

ハシブトガラス

古巣又は

不明

合計
654巣

カラスの巣材 

34 17 

483 

119 

木の枝だけ 

ハンガー有り 

ビニール紐有り 不明 

カラスの巣調査について 

カラスはツバメと違い、樹木や電柱の高い所に大きな巣を作ります。カラスの巣はどの位あるか、ハンガーを使

った巣の割合はどうか、ハシボソガラスとハシブトガラスの割合はどうかなどを知る目的で、八王子・日野カワセ

ミ会は多くの会員の参加により、２００３年にカラスの巣調査を行いました。 

ここに、その調査結果の概要をご紹介します。 

野鳥はともだち 

カラスの営巣場所

444

159

37
113

落葉樹

常緑樹

鉄塔・電柱

看板・テレビ塔・信号 不明

皆で６６５５４４も 

見つけた！ 

　巣のある環境

22
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45

5
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ツバメとカラスの巣数

2256

296

0
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2500

ツバメの巣 カラスの巣

巣
数

落葉樹に営巣 

するものが全体

の 

２／３を占める 

調査区域：八王子市、日野市   調査年月：2003 年 2 月下旬～5 月 

子育て中のカラスの巣 （ハシボソガラス） 

ハシブトガラスとハシボソガラス 

カラスの巣数は 

ツバメの巣数の 

１／７弱 

ハシブトガラス ハシボソガラス 

クチバシが太く 

上嘴と下嘴の根元 

付近は平行 
上嘴は根元から 

傾斜している 

おでこが出ている 

おでこはなだらか 

２００３年カラスの巣調査 

（種が判別できたもののみ） 

普通に見られる 

カラスには２２種種類類 

あります 

丘陵地が多いが、公

園や住宅地、屋敷林

などの人間生活の

場にも営巣する 

小枝が多いが、ハンガ

ーも使う。 

ハシブト、ハシボソで

は使う材料の比率に

大きな差はない。 
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 秋のサシバ渡り調査 

 日本で繁殖し、秋に南に渡るタカ（サシバなど）を浅川流域で観察できます。 

多いときには数十羽で上空に現れ、旋回しながら上昇し、いわゆる「タカ柱」とな

ったあと南西や南の方向に一直線に飛んでゆく姿は、見る人に感動を与えます。 

 

カワセミ会では１９９３年から秋の渡りの羽数調査を継続して実施しています。 

１２年間で年平均６ヶ所の調査を行い、延べ１４９２人が調査に参加しました。 

サシバは 

カラスくらいの大きさのタカで、渡り鳥です。 

 
田んぼのカエルやトカゲなどを食べ里山など

で繁殖しますが、農薬の使用や里山の荒廃などに

よる繁殖への影響が心配されています。 

調査地と調査方法 

調査は 9 月中旬～10 月中旬、朝から 6 時間ほど調査します。 
 → 

 

 

サシバ通過羽数（１日の最高羽数のみ加算した羽数） 

1088

380

1058

863

594

509

755

379

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

2003 年の減少は全国

的なもので、冷夏の

影響ではないかと思

われます 

100 羽以上通過する日

は、年に２～3 日です。 

2004 年 9 月 28 日には

547 羽も通過しました。 

「タカの渡り全国ネットワーク」に参加 

カワセミ会で調査した羽数データは、毎日インターネットにアップします。全国の多く

の 同 好 者 な ど が 利 用 し て い ま す 。

http://www.gix.or.jp/~norik/hawknet/hawknet0.html 

 

 

 

遠矢堀公園 

高尾山霞台 

 城山湖 

陣馬山山頂 

2004 年の調査地 

およその渡りの方向 

   １２年の記録 

 １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ 

調査ヶ所数 4 3 1 4 5 6 5 9 8 10 8 4 

延調査者数 24 58 32 117 154 174 204 177 167 144 129 112 

多く通過した日 9/26 

 

10/2 特になし 9/28 9/20 

9/24 

9/27 

10/3 

9/26,27 

10/3,4,9 

9/27,30 

10/5,6,10 

9/23 

9/29 

9/25,26 

10/3,4,5 

9/23,28 

9/29 

9/28 

10/1 

 

大空の壮大なドラマ「タカの渡り」 

 １９９３年から秋のサシバの渡りを継続調査しています。 

感動の「タカ柱」 
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野鳥はともだち 

 

セキレイ類の集団ねぐら調査 

ハクセキレイは都会の夜でも明るい場所に集団ねぐらを作ります。 

カワセミ会では 1989年から八王子市北野町、横山町、JR日野駅付近な

ど 12 ヶ所の集団ねぐらを確認しました。 

 

セグロセキレイの集団ねぐらの観察例はあまりないのではないかと思わ

れますが、カワセミ会では1996年に八王子市川町の桑畑でこれを発見

し、その後ハクセキレイとの混合のねぐらを含め4ヶ所発見しました。 

 

ハクセキレイ セグロセキレイ 

  

 

  
ハクセキレイとセグロセキレイはよく似ていて、ともに水辺にい

ることが多いですが 

目の上に黒い横線がハクセキレイ、 

白い眉毛がセグロセキレイです。 

 

16 箇所の集団ねぐらを発見して調査 

集団ねぐらの位置図（ハクセキレイ  、セグロセキレイ、または混合  ） 

・ハクセキレイは市街地に大規模な集団ねぐらを作ります。（最大 1100 羽） 

・木の剪定などの要因で、ハクセキレイのねぐらの位置は変わることが多い。 

・セグロセキレイの小規模または他のセキレイと混じった集団ねぐらは、八王子市西部に分布しています。 

  

横山町三角広場 
ハクセキレイねぐら入り数の月別変化 
 

冬季に増加、夏季は減

少する 

ハクセキレイの集団ねぐら 

 

 横山町三角広場 

（最大574羽） 

 

JR 八王子駅前 
京王プラザホテル前 
（最大 1100 羽） 
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片倉城跡公園巣箱調査 

片倉城跡公園で 1989年から 16 年間シジュウカラ用巣箱を架け利用状況を調査しました。 

巣箱材料のいろいろ（数値は延数） 

材 料 設置数 
シジュウカラ 

繁殖利用数 

木 製 ２６６ １００ 

廃塩ビ管製等 ９ ２ 

竹 製 ５ ２ 

紙製（段ボール） １ ０ 

 

 

毎年、平均で１７個の巣箱を設置、平均６個がシジュウカラの繁殖に利用された。 

多く設置してもシジュウカラ繁殖利用数は増えるわけではなく、９４年は２５個設置で平均の６個でした。 

「2004 年巣箱配置図」① ⑥ ⑦の、林縁部の前が開けている所の繁殖利用率が高くなっています。 

２００４年巣箱配置図（公園面積約５７,３００㎡） 

 

巣箱設置数と利用状況 

 
0 5 10 15 20 25 30

８９

９０

９１

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

９９

００

０１

０２

０３

０４

シジュウカラ繁殖利用

その他の利用

使用せず

 

個数 

 

毎年１２月に行う巣箱の清掃点検（調査）

は、大切な仕事です。 

巣箱を木から外してふたを開けるとき

は、何が出てくるか緊張の一瞬です。 

 

巣箱の出入口拡大の被害 28件 
 
イタズラするのはだれ？ 

（コゲラ、カラス？） 

 

 

巣箱利用のいろいろ 

シジュウカラ
繁殖 76%

ねぐら 19%

ヤマガラ繁殖
3%

ハチの巣 2%

 

野鳥はともだち 
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我が家の庭に来る野鳥調査 

野鳥の都市化現象が顕著になり、住宅地にさまざまな野鳥がくるようになりました。八王子・日野カワセミ会では１９９２年から

会員の自宅の庭にくる野鳥の調査を行っています。 

 

 

我が家の庭に来た野鳥 上位30種(全66種) 

全ての家に来た野鳥は、ヒヨドリとスズメ 

 

我が家の庭で繁殖した野鳥は 15 種 
巣箱をつけている会員の参加が多いためか、シ

ジュウカラの繁殖が 1 位 

 

注）コジュケイとガビチョウは外来種であり、野鳥ではありません。 

ガビチョウが我が家に来て・・・ついに繁殖 

大きな声の外来種ガビチョウが関東地方などで増え、 

野鳥への影響が懸念されています。 

我が家の庭にも来るようになり、ついに繁殖しました。 

対象は、 

①自宅の敷地内に飛来

したもの、②自宅で隣

近所に飛来したものの

姿や声を確認したもの 

対象は、 

①庭や家に巣をつくったも

の（途中での放棄を含む）、

②庭に巣は作らないが、親子

連れ（巣立ちヒナ連れ）が現

れたもの 

（過去 5年間、我が家に来た％） （過去5年間、繁殖した家の数） 

 

 

 

我が家にくる野鳥たち 

ムクドリ メジロ アオジ 

ヒヨドリ シジュウカラ 
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野鳥の繁殖メッシュ調査 

１９９８～２００4 年の７年間、八王子・日野市域でどのよう

な野鳥が繁殖しているかの調査しました。 

２万５千分の１地形図を 10等分したメッシュ（１Km×１Km） 

のうちの 40 メッシュが調査対象です。 

 

毎年繁殖期に担当者が出向き野鳥の行動を観察して、右表の 

5 段階ランクの繁殖評価をします。 

本資料では、[５]と[４]を繁殖としています。 

繁殖とした基準（繁殖期における行動等） 

ランク 観察事項 

５ 繁殖確実 巣と卵、巣立ち直後の雛の確認等 

４ 多分繁殖 造巣行動、求愛行動、交尾行動、

威嚇行動、警戒音、営巣し得る環

境で何時も同じ場所での囀り等 

３ 繁殖の可能性あり 

略 ２ 不明 

１ 繁殖していない 

 

 

夏鳥 14種

23%

留鳥 47種

77%

繁殖した種数

６１種

 

八王子・日野市域で 61 種の繁殖を確認 
ベスト３は、キジバト、シジュウカラ、スズメ（夏鳥では、ツバメが 1位） 

 近年、街に進出したキジバトとコゲラは多くのメッシュで繁殖  

繁殖を確認した主な野鳥とメッシュ数 

夏  鳥 留  鳥 

ツバメ ２９ キジバト ３４ 

オオルリ １０ シジュウカラ ３１ 

ホトトギス ９ スズメ ３１ 

ヤブサメ ７ コゲラ ２６ 

キビタキ ７ ムクドリ ２６ 

イワツバメ ７ ウグイス ２３ 

クロツグミ ５ ヒヨドリ ２３ 

センダイムシクイ ３ ハシボソガラス ２１ 

オオヨシキリ ３ メジロ ２０ 

コチドリ ２ ホオジロ １７ 

サンコウチョウ ２ ハシブトガラス １６ 

アオバズク １ カワラヒワ １４ 

コシアカツバメ １ ガビチョウ １４ 

コアジサシ １ キセキレイ １３ 

  コジュケイ １１ 

 

ガビチョウも繁殖 
外来種ガビチョウの繁殖が 

１４メッシュで確認。 

生態系への影響が 

心配されている。 

 

繁殖調査対象メッシュ 
 （４０メッシュ） 

注）コジュケイとガビチョウは外来種 

であり、野鳥ではありません。 
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「浅川流域の野鳥展」来場者コメント集 

アンケートに記入していただいたコメント

を、極力そのまま掲載しました。 

 

 

ツバメの巣について 

・ 筒状の土管の中にいたのを見たことがあります。 

・ 巣立ち雄５羽が３日後、巣立った巣に戻っていました。

こんなことってあるでしょうか。 

・ 街中でツバメの姿を見る機会が本当に少なくなりまし

た。虫が少なくなり、営巣する場所が条件として良く

なく、また、人間の心がすさびツバメに対する昔の様

な愛情がなくなり、ツバメ達が気の毒でなりません。 

・ 西八王子周辺でツバメの巣の調査を始めました。八

王子高校のヒメアマツバメの巣も見に行きましたが、

思っていたほどのコロニーではなくちょっとがっかり

です。（４月から藤森高校に勤務しております。） 

・ カラスがツバメの子を襲撃して口にくわえているとこ

ろ、ツバメの親たちが、怒りにふるえて追撃して、空

中戦を展開しているところを観戦しました。小さいツ

バメがカラスに立ち向かう姿に感心しました。 

・ 調査に参加しました。山が多く宅地が少ないからとい

って、巣が多いとは限らないことがわかりました。 

・ 千葉県柏駅前、最近ツバメの巣が減った。（高幡不

動尊にきて） 

・ ツバメの巣は一度荒らされると同じ所につくらない。 

・ コシアカ、ツバメ共に営巣数がへって淋しい。人間が

落としている。 

・ 巣作りについて、相模湖の子ども達が毎週どのよう

に変わっていくかも調査しています。 

・ ツバメの天敵はカラスと聞いていますが、ツバメの巣

が保護されることを願っています。 

・ 昨年新築のマンションの通路に巣を作りました。 

・ ツバメの巣が減っているのが残念です。一部のバー

ドウォッチャーが迷鳥に目が行き我々の身近な鳥、

スズメ、ツバメ、ヒバリなど関心が低くなっています。

実態をもっとＰＲして下さい。 

・ 知っているようであまり知らない。 

・ 巣作りのための土が少なくなってきている様に思い

ます。（田んぼの減少）都市部で巣作りにどのように

影響しているのか、どんなところから巣の材料を集め

ているのか、特に都市に近いところほど関心があり

ます。 

・ 近所に作る巣は、必ずカラスにやられるのに次の年

も同じ場所に作るのはなぜ。 

・ 土間のある古い家に住んでいた頃、土間の上の梁

に毎年ツバメが子育てのため、古巣に新しい土を塗

り込んでいました。 

・ ツバメが巣を作る家は栄えると子どもの頃ききました。

ツバメは特に大事にします。 

・ 日本野鳥の会が全国ツバメネットワークで地図上に

ツバメの巣をプロツトして、観察記録をホームページ

上で公開しています。 

・ ツバメの巣をホースで水をかけ壊している人を見まし

た。ひどいと思います。 

 

調査について 

・ 八王子の駅前にもたくさんの鳥が来るのを知って驚

きました。 

・ 進行中の調査結果大変参考になりました。野鳥２０２

種の写真すばらしかった。次回も期待したい。 

・ ツバメの巣の調査結果はとても興味深かった。破壊

し放棄される巣が１７％もあるというのはショックでし

た。このような展示会定期的に開いてください。 

・ 長年にわたる調査データに感心しました。（２件） 

・ 調査をきちんとまとめてあるので、よくわかりました。 

・ 地道な活動に頭が下がります。自分の住む町にこれ

ほど多様の鳥が生息しているとは驚きです。微力で

すが鳥たちの住みやすい環境を保つよう努力し、見

守っていきたいと改めて感じました。 

・ 大変地味で、皆のチームワークと気持ちが燃えなけ

ればと思います。次代に保存と観察を伝える仲間と

して、ご活躍を祈ります。 

・ 調査データが充実していることに驚かされました。

「散歩していて、カモ類が毎年減少していると」実感し

ており、地味な活動を大いに評価します。（日野市在

住の方） 

・ 八王子、日野エリアの野鳥の現状と変遷が良くまと

められており感心しました。 

・ 調査内容がすばらしいです。感心しました。 

・ こんなに多くの野鳥がいるのに驚きました。（３件） 

・ 調査結果を自宅でも読めるよう紙で頂けると嬉しく思

います。素晴らしい内容で時間を気にせずもっとゆっ

くり見たかった（暑いので車で来てしまった。） 

カービングなど 

・ テーブルの上の木の模型に感激１（２件） 

折り紙 

・ 鳥の折り紙がとてもおもしろかったです。（２件） 

・ 鳥の帽子の作り方を教わりたかったが、係の人がい

なくて声もかけづらい。 

展示、運営について 

・ 日野、八王子各所の野鳥、残念ながらこみすぎてよ

くわからない、もっと大きく分かりよく展示してほし

い。 

・ 小学校（八王子）の名前が読めないのがあったフリ

ガナをしてほしい。 

・ 鳥の鳴き声も写真と一緒に聞けたらと思います。（呼

び込みで来た方） 

・ おみやげの鳥の写真と同じものを販売してほしかっ

た。 

・ おみやげの絵はがき素敵です。ありがとうございま

す。 

・ 子ども向けのぼうし作り、パズル、クイズを用意して

いただき楽しかったです。 

疑問点 

・ 日本野鳥の会との連携はどうなっておりますか。 

・ ツバメよりカワセミを見た回数が多いのは、なぜだっ

たのだろう。 

・ ガビチョウの駆除をどうしますか。 

写真 

・ 写真を季節別に分類した方が素人には役立ちそう。 

・ 野鳥の写真を販売していただけませんでしょうか。
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（展示中のもの） 

・ ハクセキレイの集団塒の写真は見事です。 

・ 写真説明の字（鳥の名前）をもうすこし大きくしてほし

い。 

・ 写真がとてもきれいでした。また、地域の鳥をこんな

に詳しく調べていることに、とても感心しました。 

・ 写真に番号をふって、あいうえお順の鳥名との表を

作って、すぐに照合できれば良かったと思います。 

・ 素晴らしい写真におどろきました。ありがとうござい

ます。（２件） 

ミニ探鳥会 

・ ミニ探鳥会親切に案内してもらい１５種もの鳥に実際

親しむことが出来ました。２５名の人たちと一緒、初

めての人が多く、緊張せず、楽しかった。 

・ 今日は探鳥会に参加させてもらいラッキーでした。 

小学生 

・ 自分の絵がかざられてよかった。 

・ 野鳥観察会でお世話になっております。今回は子ど

も達の絵を展示していただきありがとうございました。

たくさんのお客さんに見てもらえて喜ぶと思います。

上川口小 

・ 小学生の孫の絵で見学する機会になり本当に良か

ったです。 

・ 地域の子ども達との交流を続けて、野鳥や自然に対

する関心を伸ばして欲しい。 

望むこと 

・ これからも調査し、良い研究をしてください。 

・ 長期間の熱心な活動に感銘しました。 

・ 大規模護岸改修が続いている浅川で鳥の数が半分

になったのはどうしようもないことだと思います。改修

のたびに少しでも木や野草を復元するよう要請する

のですが２～３年たつと又新たな工事が行われて、

せっかく残してもらったのがなくなったりします。（一

部略） 

・ 多摩川では時々カワセミが見られますが、カワセミが

住める程に（様に）環境が悪くならないことを願ってい

ます。 

・ 鳴き声で興味を持った鳥について質問させていただ

きました。「ガビ鳥だろう」とのお話、大変為になりま

した。ありがとうございます。 

・ 意外に多い野鳥に驚きました。 

・ すばらしい展示会です。楽しく観賞させていただきま

した。（８件） 

・ 調査が野鳥の増加につながるようになっていくことを

期待します。 

・ ２０年の歴史の重みが感じられます。 

・ 日野第八小脇の浅川に去年の今頃までいた「バリケ

ン」は、どこに行ってしまったのでしょうか？（捕獲さ

れたのでしょうか） 

・ ボランティアグループが２０年間これだけの結果を発

表されることに敬意を表します。今後とも野鳥の保護

の取組を注目しています。 

・ はじめて見させてもらいました。本当に野鳥を好きな

方達が、地道に調査や会合を行ってきた結果を見て

考えさせられました。 

・ 野鳥展を見て多くの名前を知り楽しかった。次回の

写真展を見たいです。 

・ 鳥がたくさんいる川をきれいに、ｌ人１人が気をつけま

しょう。 

・ 程久保川のカワセミを守って行きたい。 

・ 浅川にこれだけの鳥類が生存していることをあらた

めて知りました。鳥類、魚類などが住めるような環境

づくりが大切です。そう思いつつも一市民としてなか

なかできず、勉強させられました。（一部略） 

・ 日野市の鳥がカワセミだと初めて知りました。（日野

市在住） 

・ 長年の蓄積の大切さを子ども達に教えていって下さ

い。何でも簡単に手にはいるわけではないことを。 

・ ありがとうございました。おりがみがたのしかったで

す。 

・ 鳥の動態が少ないのでは。 

・ 大変興味深い展示会でした。皆様の観察の深さにび

っくりしました。 

・ 以前高幡橋の辺りでカワセミを見ることが出来ました

が、川の整備で木がなくなり見られなくなりました。野

鳥が住めるようにして欲しいです。住宅が増え、用水

が減ってカモやコサギの行き場が減っているようで

寂しいです。 

・ 興味ある人がこんなにいらっしゃるのにびっくりしまし

た。 

・ 写真を長年やってきて鳥も撮るもののなかなか難し

いし、名前も分からずつい撮れないでいます。これか

ら鳥を勉強する良い機会を与えられ感謝しています。

ご発展を。 

・ 初めて見に来ました。大変興味深いものでした。 

・ 会場の会員の説明がよかった。 

・ 会場での会員の方々のおくゆかしい説明に、とても

興味をそそられて楽しく拝見しました。 

・ 会場での説明が押しつけでなくとても良かったです。 

・ 最近子どもが野鳥に興味を持ちだしたので伺いまし

た。とても楽しく拝見できました。 

・ これからも自然保護のために頑張ってください。 

・ さわやかなすがすがしい気分になりました。ありがと

うございます。 

・ 素晴らしい会をありがとうございます。 

・ 今日はミニ探鳥会に間に合いませんでしたが、機会

があったら一度参加してみたいです。 

・ いろいろな能力で、展示品にバラエティーがあり、興

味深く拝見しました。 

・ とても良く研究されていますね、感心しました。 

・ 鳥を見るのが好きですが、なかなか声や姿で見分け

られるようにならないのが残念です。 

・ どれも立派、カービング、筆画等々 

・ 今度ホトトギスの姿見せてください。 

・ 倉本さんの鳥の絵、一本一本手書きだそうですね。

とてもすばらしいと思います。（２） 

・ 近くの探鳥会に参加してみたいです。（日野市在住） 

・ 楽しみながらがんばってください。 

・ 遠いので（千葉）ホームページを楽しみにしています。

ツバメの巣台の作り方ありがとうございます。
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 カワセミ会２０周年の最大のイベント「浅川流域の野鳥展」は、特技を持った人やいろいろな人が

集まって、苦労して時間を捻出しながら展示物の製作などを行い実現できました。 

今回の会報では、この展示物の一部である「調査結果のパネル」をとじこみ付録にしました。 

カワセミ会の調査活動を分かりやすく集大成しましたので、ご活用してください。 

また、来場者のコメント集もとじこみ付録にしました。野鳥展の感想やご指摘、カワセミ会への期待

などのコメントです。活動の参考にしてください。 

 

 今回掲載した「浅川流域の野鳥展」のほか、いくつかの記念事業が進められていますが、次号では、

実施内容（製作物など）を掲載したいと考えています。 

 

 会員による会報のボランティア配送をお願いしていますが、日野と八王子の町や通りをもとに、 

会員を９ブロックにわけ、これを参考に誰がどの会員に届けてほしいかをお願いしています。 

いずれは、ブロックの配送責任者などあったらいいななどと、勝手に考えています。 

観点は違いますが、地域のまとまりや特色ある地域の活動などもあってもいいかも知れません。 

 

年会費１０００円、「探鳥会あんない」と会報「かわせみ」の郵送費だけで赤字になる額です。 

一般活動への外部からの補助金はありませんので、あとは会員の活動（探鳥会や支援活動への参加に

よる収入、会員のボランティア活動による支出削減など）で成り立っています。 

しかし、「浅川流域の野鳥展」で、会員の来場が思ったより少なかったなどとの感想もあります。 

「最近出席していないので参加しづらい」などと考えず、参加すれば楽しいです。 

もちろん、会員それぞれいろいろな事情があり、参加できないときもありますが、参加できるときは

なるべく活動にご参加ください。                                               

（若狭 誠） 

 

３４号封入・配送には、以下の方々の参加をいただきました。（敬称略）  

井形定子 井上典子 今井達郎 粕谷和夫 粕谷寿美子 勝股朗郎 門口一夫 門口裕子 川上恚 

佐藤哲郎 杉田陽子 杉森ユリ 関根伸一 傍島玲子 田中英吉 平井国二 平井智恵子 細田富美

代 三好恒雄 山崎悠一 山崎久美子 柚木育子 横山由美子 若狭誠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か わ せ み 

２００５年９月発行 第３５号 

                 発  行  八王子・日野カワセミ会 

                 発行人  粕谷 和夫 

         題 字  河村 洋子 

         表紙イラスト  倉本 修 （サンコウチョウ） 

         表紙デザイン (有)ライテックス TEL：03－3518－2268 

                 編集人  若狭 誠 

                 連絡先  八王子市元横山町３－１５－３ 

 


