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八王子・日野カワセミ会の主な調査範囲 

 
 

  

  「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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2007 年 冬鳥一斉カウント結果 

取りまとめ：阿江範彦 

 1991 年より実施している、冬鳥一斉調査は、１月 14 日(晴れ)、73 名の会員参加のもと行われま

した。本年の結果は、63種、9,531羽の野鳥が確認されました。 

 調査区間ごとで、最も多くの種類が確認されたのは、北浅川の大沢橋～陵北大橋と陵北大橋～松枝橋

間で各々42種（昨年は、同 36 種と 38種）。総数は、昨年と同様で鶴巻橋～大和田橋間が最大で 1,586

羽（昨年は 1,106羽）となりました。 

 

見られた野鳥 

１９の区間すべてで確認された野鳥は、スズメ、

ムクドリ、シジュウカラ、キジバト、ヒヨドリ、

ハシボソガラス。１８の区間で確認された野鳥は

カワラヒワ、カルガモ、ツグミ、ハクセキレイ、

セグロセキレイ、ハシブトガラス。これら１２種

の合計（羽数）は全体の 70％を占めます。 

一方、浅川本・支流 17年間での初認がオオバ

ン（大和田橋～長沼橋間で１羽）、カヤクグリ（大

沢橋～陵北大橋間で１羽）、ヒレンジャク（長沼橋

～一番橋間で 25羽）の３種でした。 

  

減少が続くカモ類 

減少の著しいカモ類は、浅川本・支流で 5 種

1,033 羽と最低値を更新し減少傾向が止まりま

せん。総数の最高値は 1993年の 4,127羽。種

類数では、1991 年の 11種（アメリカコガモ含

む）です。 

キンクロハジロは 1997 年の５羽を最後に確

認されていません。同様にミコアイサは 1998年

に６羽、オカヨシガモも 1998 年１羽を最後に見

られなくなりました。17 年間全てで確認されて

いるのは、カルガモを始めコガモ、ヒドリガモ、

オナガガモ、マガモの５種となります。 

 区域ごとに見ると、ピークであった 1992年に

比べ浅川上流域は 1,391羽（ピーク時を 100％

とした場合 10％）、下流域は 1,576羽（同 3％）

の減少となります。北浅川は浅川本流の減少開始

年４年後から減少が始まり、ピーク時に比べ 261

羽（同 19％）の減となっています。 

年次 
浅川本・支流 程久保・谷地川 調査 

人数 総数 種類 総数 種類 
1991 11,356 60   31 

1992 12,825 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 40 67 
1999 11,344 66 1,740 41 75 

2000 10,988 67 2,667 41 65 
2001 11,438 61 1,608 39 82 

2002 10,492 70 1,883 42 81 
2003 8,950 69 1,653 40 69 

2004 10,384 67 1,470 40 70 
2005 8,268 64 1,265 43 76 

2006 7,645 59 969 40 74 
2007 8,586 63 945 36 73 

表-１ 1991年からの総括表 

図１ ガビチョウ出現の経年変化（単位：羽） 
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図-１ カモ類の経年変化その１（単位：百羽） 
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図-２ カモ類の経年変化その２（単位：百羽） 
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浅川に合流する５つの支流では、各ピーク年度に

比べ、湯殿川で 252羽（同 36％）、南浅川で 225

羽（同 33％）、川口川で 174 羽（同 60％）、山田

川で 25羽（同 67％）の減。一方、城山川では 1992

年の最低値と比べ 209羽（7倍）の増となります。 

谷地川では、調査開始年に比較して 198 羽（同

37％）の減。種類で見ると 2000年に４羽確認さ

れたオナガガモ。同年 2羽確認されたハシビロガモ

も同年を最後に現在まで確認されていません。 

程久保川では 31羽（1.5倍）の増となっています。 

このことから、カモ類の減少は、北浅川と浅川本流が顕 

著であり、特に浅川下流域の減少が著しい結果となってい 

ます。また、1998年頃から減少傾向にある湯殿川と南浅 

川。2002年ごろから減少傾向の谷地川の今後の傾向が注 

目されます。 

 

カビチョウの進出   

 ガビチョウは、1997年北浅川の上流 

部（大沢橋～陵北大橋）間で２羽確認さ 

れたのを始め、今年は、北浅川の上流部 

（大沢橋～陵北大橋）間と南浅川の上流 

部（案内橋～敷島橋）間で各々４羽を始 

めとし合計 10羽が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006年 １年間に見た野鳥の種類数 

区間 参加者 

北浅川 
大沢 陵北 丸山二三夫・今井達郎・清水盛道・白川司・白川史子・柚木鎮夫・柚

木育子・前田善明・小谷野万紀子・中村后子 
陵北 松枝 河村洋子・関根伸一・本島てるみ 

浅川 
（上流） 

松枝 鶴巻 山浦秀雄・門倉美登利 

鶴巻 大和 倉本修・粕谷和夫・久保山嘉男・中橋薫・宮越俊一・守谷美枝子 
若狭誠 

大和 長沼 佐藤哲郎・井形定子・仲尾政幸・仲尾陽江・馬場隆進・馬場啓子 

浅川 
（下流） 

長沼 一番 山崎悠一・山崎久美子・福井秀雄・高山早苗・小張昌子・岡本昭男 

一番 万歩 馬場裕・馬場百合亜・原田佳世・出口富子 

万歩 合流 阿江範彦・小塩菊子・石橋公子・細田富美代・菊池昇 

川口川 
川口 明治 杉森ユリ・鈴木章七・杉森熊二 

明治 合流 三好恒雄・小澤礼子・井上典子・佐伯直寛 

南浅川 
案内 敷島 川上恚・福本順吉・横山由美子・夏目昌明・夏目満子 

敷島 合流 古山隆 

城山川 月夜 合流 木村晴美 

山田川 山田 合流 平井国二・平井智恵子 

湯殿川 
白旗 時田 長谷川篤・長谷川典子・関三喜雄・関佳世子 

時田 合流 門口一雄・門口裕子・久保田ヤス子 

程久保川 小宮 合流 青木繁昌・渡辺敬明・佐藤サヨ子 

谷地川 
月見 左入 井手龍世 

左入 合流 大川征治・大川香・浅野恵美子 

表-２ 調査参加者 
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図-５ガビチョウの経年変化 （単位：羽） 
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図-３ カモ類の経年変化その３（単位：百羽） 
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2006年 １年間に見た野鳥の種類数 

 

 １６名の会員から報告がありました。２００種以上見たという人は 4名でした。感動したこと、その

他以下のよう特記事項が寄せられました。 

 

井手龍世 

 今年はホトトギスが我が家の前の谷野西公園

と多摩病院の林で 4/24（月）朝 6:00 に初音を聞

き、その後 5 月に 3 回､6 月には 1,2,4,9,11,12,14,15, 

20,23 と 10 日も来て 1 日で 5～6 回は鳴くので、本

当に心なごみました。 

 

今井達郎 

遠出探鳥会に参加しないと見た鳥の種類数は

増えない。葛西臨海公園で 15 種、宮古島探鳥会

で 41 種増えた。今年は家内の体調が悪く、探鳥

会参加回数は減少したが、宮古島探鳥会参加が

「見た種類数」に大変貢献した。 

 

大関 豊 

１２３種（その他亜種１種、コメボソムシクイ）、

なんといっても「ミゾゴイ」が我が家の庭にやっ

て来たことが印象深いです。 

 

粕谷和夫 

 八王子で見送ったサシバかどうかは断定でき

ないが、宮古の伊良部島でサシバの群に出会うと

いう念願がかなったこと。12 月に天神町の自宅

から１軒おいて隣りのマンション６階ベランダ

に飛来したフクロウとの出会い。ブログ「鳥見歩

る記」を始めたこと。 

 

久保山嘉男 

 探鳥回数のほとんどは自宅近くの浅川、小宮公

園での散歩を兼ねた探鳥である。カワセミ会で三

宅島、宮古島、渡良瀬遊水地、千葉県本埜村など

の遠出探鳥会に参加し、普段、八王子近辺では見

られない野鳥を多く見ることが出来た。探鳥回数

には入れなかったが、ツバメの巣の調査を２０回以

上行った。鳥種数は、探鳥会での鳥合わせによる

鳥種数ではなく自分で確認できた数のみをカウ

ントした。また独自に鳥種判定した鳥も含まれて

いる。 

 

佐藤サヨ子 

 今年は体調が優れなかったこともあり、また雨

が多かったことなどから探鳥の回数は少なかっ

た。しかし、今年初めて見た鳥が多かったことか

ら、種類数は思ったより多かったので驚いていま

す。今年はカケスやウソ、ヤマガラが多かったこ

とも記録に留めべるきと思われます。また公表し

ませんでしたが、裏山にオジロビタキが来たこと

と、ヤマガラが２度我が家の居間に入って来たこ

とは嬉しいできごとでした。ことに今日大晦日に

本埜村では私がオオタカと思って見つけた鳥が、

珍しいコチョウゲンボウだったことは、とても感

動しました。 

 

中村后子 

自宅周りを観察しただけでも、10 種類は数えら

れるのには感動しました。北浅川の陵北大橋～松

枝橋のコースをウオーキングしている時にまさ

かアカゲラに会えるとは驚きました。12月29日、

陣場街道（切り通しバス停）裏、旧陣場街道､10m

の所、杉の木の上にカケスが１羽いました。写真

を 2 枚撮れました。ウオーキングの時は、必ずリ

ックの中に双眼鏡とカメラを持って出かけます。

小さな発見、大きな感動。 

 

奈良敏夫 

今年はまず１月９日に多摩川の四谷橋付近でヒ

シクイを初めて見たこと。３泊４日の飛島探鳥会で

９０種類を確認し、中でもヤマザキヒタキを見られ

たこと、オオマシコやベニヒワ等の赤い鳥に出会

えたことに感激しました。７月に「カワセミ会」

に入会させていただいて、「茨城探鳥会」に参加

し、６種のシギ（ヒバリシギ、タカブシギ、ウズ

ラシギ、オオジシギ、コアオアシシギ、アカエリ

ヒレアシシギ）を初めて見て、シギ類の識別に弱

い私が一気にシギ類に興味を持った年になりま

した。 

 

福島孝子 

夏鳥が我が家近くを通過して羽を休めている

ことを改めて知ったことに感動。冬鳥の到来時期

はあまり観察しなかったけれど､冬鳥が帰る時期

に気を付けて観察してみたいと思う。我が家(集合

住宅)の下の 1 階の庭先のサザンカの木が大きく

なったせいか､花が咲き始めた頃からメジロが毎

日来ている。去年の秋までは､我が家マンション

入口にあるエゴノキにも、毎日ヤマガラが実を食

べにきていたが、近隣から「におい」の苦情が出

て、今春、切られてしまうのは残念。2005 年冬頃

から、浅川一番橋付近にカモをあまり見かけない。

他の冬鳥は「探鳥に行けば必ず何か見られる」状
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態なのに。 

 

福本順吉 

 北海道探鳥会でユキホオジロを見た時、感動し

た。カワセミの巣立ちに立ち会った事。 

 

細田富美代 

 1 月 25 日、津久井湖に沢山オシドリが飛来して

いるとお聞きして連れていっていただいた。思い

がけずトモエガモも発見。後頭部の卍字状の白線

がとても美しく印象的だ。初見です。偶然の出合

い。この幸運が続くよう祈った。因みに私の見た

鳥類リストにレンカク、コチョウゲンボウなど 21

種、新たに加える事が出来、実り多い年となりま

した。 

 

丸山二三夫 

6 月妻との北海道旅行で、大雪山旭岳にてギン

ザンマシコ♂♀に出会えたこと。最初は登りのゴ

ンドラの中から距離はあったが、木の梢に止まる

♂を初認し、二度目は避難小屋の屋根に止まる♂

を至近距離で確認し、ダメ押しはロープウェイ駅

近くのポイントできわめて至近距離に飛んでき

た♂♀がハイマツの実を食べる光景を目撃でき

たこと。おまけ：同じ旅行中に網走湖、呼人探鳥

路にてコアカゲラ♀のにぎやかな鳴声と姿を初

認できたこと。 

 

山崎悠一 

鳥見に訪れた場所は延 125 ヶ所でした。 

 

若狭誠 

 １月の北海道探鳥会で、オジロワシ、オオワシ、

ユキホオジロや沢山の海鳥に出会えたこと。 

  

渡辺敬明 

 １月：突如眼前に広がる三浦岬の断崖！一面に

張り付くウミウのコロニー！自然界は凄い！  

１０月：遠矢堀公園で、念願のハリオアマツバメの

大群(１００羽以上)が頭上を覆いつくすと云う「至

福の時」を過ごし、感激の極みだった。１２月：渡

良瀬遊水地で壮大な自然のドラマを見た。ハイイ

ロチュウヒ♂のゾクッとする優雅な塒入りも終

わり、振り向いた夕暮れの空いっぱいに、塒を急

ぐミヤマガラスの大群(１０００羽以上)が途切れる

事なく湧き出しては続く．．．．．。全員見飽きてバ

スへ移動したほどのドラマだった。 

 

1 年間に見た日本の野鳥の種類数  

報 告 のあっ

た会員名  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

種類数  種類数  種類数  種類数  種類数  種類数  種類数  種類数  （回数） 

井出龍世  98 101 92 95 94 90 107 103 (21) 

今井達郎  158 174 175 202 155 176 148 146 (26) 

大関 豊   132 137 135 130 137 119 123 (131) 

粕谷和夫  215 170 176 235 183 204 159 213 (108) 

久保山嘉男        64 124 (101) 

佐藤サヨ子    122 111 143 153 147 164 (43) 

中村后子         65 (21) 

奈良敏夫        184 203 (61) 

福島孝子        76 90 (40) 

福本順吉        172 184 (75) 

細田富美代   75 140 172  171 132 176 (59) 

丸山二三夫  134 225 233 245  262 242 270 (115) 

山崎悠一  213 228 209 228 201 216 195 169 (79) 

柚木育子  200 228 203 202 200 201 179 225  

若狭 誠    87 149 185 194 152 181 (86) 

渡辺敬明      52 130 140 177 (76) 
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2006年 「我が家の庭に来る野鳥」調査結果 
取りまとめ：丸山二三夫 

2006 年に「会員の庭およびその付近に訪れた野鳥」について、個別データは別にして、04，05 年の

実績と対比してみた。結果は第１・２表のとおり「種類数」、「平均飛来種類数」とも特別目立った変化

は見られない。ただ、調査参加者は 01 年（36 名）02 年（35 名）の当時と比べると減少しているので、

調査への参加協力をお願いしたいところである。 

 

各人別データ（第３表）を見ると、大多数の庭に来ている鳥（●）は、キジバト、ヒヨドリ、シジュ

ウカラ、メジロ、スズメの５種で、これに準ずるのがコゲラ、ツバメ、モズ、ジョウビタキ、ツグミ、

ウグイス、カワラヒワ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラスの 11 種である。この中

でオナガについては、すべての参加者宅で庭に来ている鳥（●）、またはその付近で観察されている鳥

（○）になっており、今までには無い事例のように思われる。また、調査表には無かった鳥は、14 種で

昨年より 4 種増えている。そのうち、アオサギ、オオタカ、ツミ、アオバズク、アカハラ、キビタキ、

カケス、ガビチョウの 8 種が●であり、意外に身近なところへも来ているのである。 

 

庭での繁殖状況は、04 年 9 種、05 年 11 種に対し、キジバト、モズ、ヤマガラ、シジュウカラ、スズ

メ、カワラヒワの 6 種とかなり減少している。特に、ツバメの繁殖が確認されなかったことは、大変寂

しい思いをする結果である。 

（第１表）  2006 年に会員の庭およびその付近に訪れた野鳥の種類数（05．04 年と対比して） 

  

市街地 郊外 合計 

庭 マンション 計 累計種類 庭 マンション 計 累計種類       

06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 

調査数 9 9 9 - - - 9 9 9       16 18 17 3 2 2 19 20 19       28 29 28 

● 25 26 24 - - - 25 26 24 25 26 24 35 30 33 13 8 8 48 38 41 35 30 34 37 33 36 

○ 10 3 6 - - - 10 3 6 10 3 6 15 14 15 18 23 19 33 37 34 15 16 17 14 13 16 

合計 35 29 30 - - - 35 29 30 35 29 30 50 44 48 31 31 27 81 75 75 50 46 51 51 46 52 

（第２表）  1 庭当り平均飛来種類数                   

  

市街地 郊外 合計 

庭 マンション 計  庭 マンション 計      
05 

  
04 06 05 04 06 05 04 06 05 04    06 05 04 06 05 04 06 05 04    06 05 04 

調査数 9 9 9 - - - 9 9 9    16 18 17 3 2 2 19 20 19    28 29 28 

● 12 13 13 - - - 12 13 13    14 14 16 6 4 5 13 13 14       13 13 13 

○ 8 7 6 - - - 8 7 6    8 8 8 15 15 19 9 8 9       9 8 7 

合計 21 20 19 - - - 21 20 19    22 22 24 21 19 19 22 21 23       22 21 21 

 
我が家への訪問鳥（Ｅメールやりとりから） 

佐藤サヨ子（ヤマガラの訪問、２００６年９月７日） 

今日昼食の後、居間でテレビを見ていると、なんとヤマガラが入って来ました。びっくりして「コンニチワ」と言うとヤマガラは

部屋の中を見回してから何か私に話しかけてきましたが、あいにく通訳がいなかったので意味が解かりませんでした。 

佐藤様 from 今野美代子（ツバメ、アブラコウモリの訪問、２００６年９月７日） 

かわいい珍客ですね。そういえば、我が家には以前ツバメが入ってきたことがあります。掃除中窓を開けていたら、ご夫婦

で入ってきて、人をまったく気にせず部屋のあちこちを物色(笑)。５分ぐらいは見ていたでしょうか、その後お気に召した所はな

かったようで、なかよくご夫婦でお帰りになりました。 

 つい先日は、アブラコウモリが入ってきました。我が家の戸袋や屋根に住んでいるらしく時折入ってくるのですが、冬場など

は夜寒くなると動けなくなってしまい、よく春まで保護した物です。今回は夏だったので、元気に飛び回っていたので、帰って

いただくのが簡単でした(笑) 

佐藤様、今野様 from 福島孝子（ヤマガラ、スズメの訪問、２００６年９月７日） 

日野の福島です。（いいなぁ、なんて思いながら）微笑ましく楽しいお話をありがとうございます。日野市神明 2 丁目にも、今

年はヤマガラの小群が飛び回り、元気にさえずっています。我が家周辺の住宅地に、この時期、ヤマガラが四六時中いらっし

ゃるのは珍しい気がします。(どちらかと言うと、冬の寒い時期にご滞在。)  

 私は、スズメさんにご縁があるらしく、今年の夏休み、近所のスーパーで涼みにきたらしいけど、出られなくなってしまったス

ズメさんを、店長さんに頼んで逃がしてもらったり、遠い昔の子供の頃、間違えて家に入ってしまい、慌てて逃げていったにス
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ズメさんに遭遇したくらいです。今度はエナガでも入ってくれないかな、と願っています。(^_^) 

佐藤様 from 粕谷和夫（キジバトの営巣失敗、２００６年９月８日） 

我が家では、珍客でも、家の部屋の中へのお客様でもありませんが、今年の春、庭のモクセイにキジバトが営巣しました。

２階のベランダからはまさに目と鼻の先の場所で、巣の中で抱卵が続いていました。しかし、５月２９日の朝、巣が何者かに襲

われて卵が落ちてしまいました。落下して割れた卵には２卵とも羽化直前の雛が入っていました。キジバトはそれ以降は姿を

見せなくなってしまいました。 

 

（第３表）2006 年・我が家の庭に来た野鳥調査結果と我が家で繁殖した野鳥 
種類計欄の[ ]内の数字は平均を表す。     合計庭数は市街地、郊外の合計。  
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●：1 年間の内、最低 1 回でも実際に庭に飛来したもの  
○：上記の庭の付近に飛来したもの（例えば隣近所に来たもの、自分の庭で声を聞いたものなど）

八王子駅周辺３km 四方ツバメ･カラス巣調査結果 

 

 都市鳥研究会は､東京駅を中心とした 3km四方を範囲のツバメの巣調査を 5年おきに実施しています。

この調査を参考に、JR 八王子駅を基点とし、そこから東西南北に各 1.5kmの地点で東西又は南北に 1.5km

（延長 3km）の線を引いて結ばれた 9 平方 km の正方形の区域を調査範囲としてツバメとカラスの巣の

調査を行いました。（取りまとめ：粕谷和夫） 

 

１．調査の実施時期 

  ツバメは 4 月 23 日から 8 月 17 日まで、カラス

は 3 月 25 日から 6 月 28 日までの間に行った。 

 

２．調査方法、調査頻度 

  本会の会員が巣のある現場に出向き、視認調査、大家さんからの聞き取り調査を行った。巣の状況

は巣への出入り、巣作り（修復）、抱卵、巣立ち、途中放棄、古巣のまま等刻々と変るので、できる

限り何回も踏査するようにつとめた。調査頻度は会員の事情により異なり、ツバメでは同一の巣を

最高 14 回観察したものもあったが、平均するとツバメは１巣当り 4.1 回、カラスは１巣当り 2.3 回で

あった。 調査していると古巣がかなり目立ち､巣への親の出入りがあっても途中で放棄してしまう

ものがあるので､抱卵、巣中の雛が確認されたものを「本年利用した巣」として、これをカウントの

対象とした。 

 

３．調査参加者 

本調査に参加を意思表示した会員が自主的に

取り組んだ。ツバメ調査参加者は、大川征治、大

川香、小澤礼子、小澤節子、粕谷和夫、門口一雄、

川上恚、久保山嘉男、今野美代子、佐伯直寛、関

根光世、関根伸一、峯尾良雄、峯尾真澄、本島て

るみ、山﨑悠一、山崎久美子、若狭誠の 18 名、

カラス調査参加者は粕谷和夫、今野美代子、峯尾

眞澄の 3 名であった。 

 

４．見つかった巣の数 

 2006 年に利用したツバメの巣の数は 184、カラ

スは 23 であった。町別内訳は右表のとおりで、

大和田町が最も多く、次いで中野上町であった。

ツバメ巣がある建物数 142 で巣の数 184 との差は

同一の建物に２個以上の巣があることにより生

ずるものである。全ての巣の場所は、「ツバメか

んさつ全国ネットワーク」の GISを使った地図に

ツバメ カラス
調査開始月日 2006/4/23 2006/3/25

調査終了月日 2006/8/17 2006/6/28

      ツバメ、カラスの巣の町別内訳

町別 ツバメ巣数
ツバメ巣があ

る建物数
カラス巣数

暁町 10 10 1
上野町 2 2 1
打越町 22 7
大横町 7 5 1
大和田町 26 19 5
小門町 2 2
片倉町 8 5 1
北野町 7 5 2
小比企町 7 5 3
子安町 11 10 1
新町 3 3
田町 3 3
台町 1
中野上町 25 18 2
八幡町 3 2
平岡町 5 5 1
富士見町 1 1
本郷町 1 1
本町 2 2
緑町 2 2 2
南新町 1 1
明神町 11 10
元本郷町 5 5
元横山町 15 14 1
八日町 1 1
横山町 2 2 1

万町 2 2

    計 184 142 23
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入力した。   

５．ツバメの巣があった場所（建物）、建物の階数 

 巣があったところは住宅が最も多く 42%、次いで店舗であった。住宅の中にはマンションが含まれ

ている。また、車庫が 15%あるが、住宅に併設された車庫に営巣したものは「車庫」に含めて整理し

た。階数では１階が最も多く 85%を占めた。 

 

６．一つの建物の中のツバメの巣の数 

 １個が最も多く 86%で、5 個が１棟あった。これ

は打越町の湯殿川沿いのマンションで、１階が駐車

場という吹き抜けの構造になっている建物である。 

 

 

 

７．ツバメの巣の位置 

  ツバメは天敵のカラスなどから巣を守るために

外から見えない所に巣を作るようになったといわ

れている。今回の調査では、59％の巣が外から見

えない所にあった。 

 

８．ツバメの雛の巣立ち 

 106 巣で巣立ちが確認され、22 巣の巣が抱卵後に

壊されて放棄した。 

 

 

 

９．ツバメの巣立った雛の数 

 106 の巣から巣立った雛の内訳は次のとおりで、

１巣当り平均は 4.1 羽であった。 

 

 

 

 

 

巣があった場所の内訳
巣の場所 巣数 割合
店舗 58 32
事務所 14 8
車庫 28 15
作業所 0 0
住宅 78 42
その他 6 3
計 184 100

１建物中の巣数の内訳
１建物中の巣数 巣数 割合
１個 122 86
２個 13 9
３個 4 3
４個 2 1
５個 1 1
巣があった建物計 142 100

巣立ちの有無の内訳
巣立ちの有無 巣数 割合
巣立った 106 58
壊された 22 12
不明 56 30
計 184 100

巣の位置の内訳
巣の位置 巣数 割合
外から見える 75 41
外から見えない 109 59
不明 0 0
計 184 100

１巣から巣立ちした雛数の巣別内訳
巣立ち羽数 巣数 割合
巣立ち数1羽 1 1
巣立ち数2羽 5 5
巣立ち数3羽 13 12
巣立ち数4羽 29 27
巣立ち数5羽 26 25
巣立ち数6羽 1 1
巣立ち数7羽 1 1
巣立ち数不明 30 28
計 106 100
１巣当り平均巣立ち羽数 4.1

巣があった建物の階数内訳
階数 巣数 割合
１階 156 85
２階 21 11
３階 6 3
４階 0 0
５階 1 1
６階以上 0 0
地階 0 0
計 184 100
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１０．ツバメの巣が壊された原因 

 カラスによるものが最も多かったが、人によるも

のも 4 件あった。 

 

 

 

１１．ツバメの巣立つ時期 

 巣立ちが確認された 106 巣のうち､68 巣については巣立ち月日が確認された。結果は次図のとおり

で､二つ山が認められるのは一番子のピーク時（６月上旬）と二番子のピーク時（7 月下旬）と推定

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．営巣したカラスの種別 

ハシボソガラス、ハシブトガラスほぼ半数づつであった。 

 

 

１３．カラスが営巣した環境 

 寺社、道路沿い、雑木林、公園などでツバメが巣を作る場所と

はことなるが、至近の場所でカラスも営巣していることが判明し

た。 

 

 

 

 

１４．カラスが営巣した木の種類 

ケヤキが最も多く、鉄塔・電柱も４件、ビルの看板の裏側に営巣

したのも１件あった。 

 

 

 

 

巣立ち時期別の巣数
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巣が途中で破壊された原因別内訳
破壊の原因 巣数 割合
カラスによる破壊 7 32
ビル管理人による破壊 1 4
大家さんによる破壊 3 14
原因不明 11 50
計 22 100

営巣したカラスの種類別内訳
種類 巣数
ハシボソガラス 12
ハシブトガラス 11
計 23

巣の場所の環境別内訳
巣の環境 巣数
公園 4
寺社 6
雑木林 5
道路沿い 6
駐車場 1
屋敷林 1
計 23

営巣木の内訳
営巣木 巣数
アカマツ 1
イチョウ 1
ケヤキ 6
コナラ 2
シラカシ 1
スギ 3
サクラ 2
鉄塔・電柱 4
ヒノキ 2
ビルディング 1
計 23
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１５．カラスのハンガー利用 

 都会のカラスは巣材にクリーニング店が使うハンガー

を利用するようになった。この調査でも 61%の巣にハン

ガーが使われていた。 

 

１６．まとめ 

 18 名の会員が延べ 757 回ツバメの巣に通い、3 名の会員が延べ 52 回カラスの巣に通った。実際に

はこの他に昨年使った古巣や親が巣に出入りしていたが抱卵までに至らなかったものも観察したの

で、トータルの延べ観察回数は 1000 回ぐらいになると想定される。 

ツバメの巣は 2005 年に実施された東京駅周辺（16 巣、「都市鳥研究会誌通巻第 63 号、2005.12 都

市鳥研究会」）と比べ、八王子駅周辺では同じ面積で 11.5 倍の 184 巣が観察された。八王子駅周辺

には浅川や川口川、湯殿川などツバメの餌場が確保されていること、ツバメが巣を掛けやすい２階

以下の住宅が多く、かつこのような家ではツバメの巣を暖かく見守っていることなどが 184 個もの

巣での子育てを支えているものと思われる。ツバメは人間の生活空間を巧みに利用して生きている

野鳥で、私達にはうるおいや安らぎをもたらしてくれる。ツバメが何時までも飛び交う町づくり意

識が大きく広がるきっかけにこの調査結果が活用されることを期待したいものである。 

なお、同じ地域内にカラスの巣が 23 個あったこと、ツバメの巣がカラスにより破壊された件数

が 7 件あったこと、ツバメが外から直接見えないところに営巣するのが 59%あったこと等両者に深

い関係あることが認められた。 

 

 

 

 

 

カモ類 

巣材の内訳
ハンガーの有無 巣数 割合
ハンガー有り 14 61
ハンガーなし 8 35
不明 1 4
計 23 100
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ツバメの巣調査に参加して 

小澤礼子（中野上町地区担当） 

前回（2001,2002 年調査） 

前回のツバメ調査では、巣を探すことに夢中でしたが、今回の調査では、いくつかの点について気づ

いたことや印象に残ったことがありました。 

 

その一つが、ツバメは、効率よく合理的に子育てをするということです。時間との競争ですから当た

り前のことだとは思いますが、目の辺りにみて感動も一入でした。 

今回のツバメの巣探しは、前回の調査の時に見つけた巣と、空を飛ぶツバメや電線に止まるツバメの

行方を頼りに捜しましたが、巣のある所は、車の多い国道 16 号線と、狭くても人通りの比較的多い通り

と、淺川の堤防に沿った通りに集中していました。これらの場所はいずれも、巣材の土や枯れ草を確保

しやすく、えさとなる虫が数多くいる川に大変近いことが共通していましたし、交通量が多いことも共

通していました。そして、川から離れるに従って巣は減少していました。 

巣作りに 5、6 日かかると書かれた本を読んだことがありましたが、今回の調査では、2 日～3 日で巣

作りを完成させるツバメもいましたし、更に、巣の近くにぬかるみができるとその泥を運んで巣材にし

ていました。巣材運びやえさ運びの際に、2 羽の親ツバメだけではなく、ヘルパー的存在のツバメいる

のか、3 羽で巣材運びをして 2 日で巣を仕上げたこともありました。河原の桑の実が熟すと、川面の虫

を捕っていたツバメたちが、桑の木の周りを旋回しては、巣に戻っていきました。巣を作り、一匹でも

多く効率よく餌を捕まえようというツバメの子育ては、まさに時間との勝負だと思いました。 

 

二つ目は、ツバメの巣を観察しているときに出くわしたことですが、ツバメの雛も人間と同じような

行動をとるということでした。巣を汚さないようにお尻を巣の外に出し、ぷっと糞を下に落とす仕草は、

今までも見かけることがありましたが、次のような雛の行動を見るのは初めてでした。 

親 が 雛

に順番に餌

を与えてい

ましたが、

一番右端に

いた 1 羽の雛が、餌のトンボをもらった直後、すぐ動き出し、他の雛を押しのけて、一番左側に移り、

続けて餌をもらっている場面に遭遇しました。どこの世界にもこのようにうまく生きていくものがいる

ものだと感心しました。また、親が、一羽の雛に餌を与えようとしたのに、次の瞬間、くるっと向きを

変えて、他の雛に餌のトンボを与えたことがありました。口を開けたままもらえなかった雛は、その餌

の行方を見守っていましたが、気の毒でした。 

しかし、ツバメのこのような行動を、人間的な行動と考えるのは、少し傲慢のように思えます。こう

した行動は、生き物が生きるために考えた行動であり、人間も生き物の一員として同様なことをするだ

と考える方が妥当なことのように思われました。 

 

最後に、一番感動したことは、ツバメの成長を優しく見守る家主さんが数多くいたということです。
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前回の調査の時に、大事にツバメの成長を見守っていた家では、100 パーセント今年もツバメが巣を作

っていました。襲ってくるカラスから雛を守るために、夜シャッターを閉め、毎朝五時にはシャッター

を開けて餌やりを応援する家主さん。カラスに対抗して戦う親ツバメを目の当たりにして、ネットのカ

ラス除けを作った家主さんなどなど。ツバメの子育てを温かく見守っていました。30 年以上ツバメの巣

を見守ってきたという家主さんは、「ツバメは巣を去っていく時、巣の回りを旋回して、別れ惜しむかの

ようにお礼の挨拶をしていくんですよね。」と、しみじみとした口調で話して下さいました。 

かつて、16 号線の沿道の各家にはツバメが巣を作り、子育てが終わると電線にツバメの親子が列を成

して止まっていた風景は懐かしい昔話になってしまいましたが、これ以上ツバメが減ることなく、吾が

故郷の町を賑わしてほしいと思いました。 

 

左の写真は、私が観察している中野上町地域の家主

さんのお宅の軒下の灯篭形の風鈴に巣を作ったツバ

メの巣です。21 年前にも同じところに巣をつくった

そうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

向島用水親水路と黒川清流公園の野鳥 

 日野市の向島用水親水路沿いを会員の西巻虎彦氏に、黒川清流公園で小川清成氏に野鳥の定期カウン

トして頂いた。ともに自宅の近くで 2002 年 3 月（小川氏は 5 月）からはじめて約 5 年が経過したので､

確認された野鳥を以下にまとめてみた。西巻氏は約 500m のコースを設定し 2005 年 4 月までは月２回、

それ以降は月１回のペースで計 96 回、小川氏は約 1.5ｋｍのコースを設定し 2002 年は月 2 回、2003 年

以降は月 1 回のペースで計 64 回ラインセンサス方式によるかウントをした。 

向島用水親水路は京王線高幡不動駅の近くにある自然と触れ合える親水路です。コンクリートで固め

られた護岸の水路でしたが、昔ながらの木の杭や土で固めた護岸に戻し、生き物に優しい環境にすると

ともに子どもたちも安心して遊べる水辺にしてあります。流れを潤徳小学校の敷地に引き入れ、ビオト

ープが作られ、昔活躍した水車も再現されています。水路沿いには小道が作られ、市民の憩いの場所に

なっている。 

黒川清流公園は、JR中央線豊田駅の北側にあり、日野台地の段丘崖に残されたコナラ、クヌギ林を中

心とする既存林を取り入れた公園です。隣接の多摩平第一緑地と共に東京都の緑地保全区域に指定され

ている。面積約 6ha、公園の南側には、道路に平行してせせらぎが創られている。せせらぎの西側には、

落葉高木が中心の明るい林が広がり、ところどころにある小さな谷戸からは、湧き水が流れ出し、せせ

らぎの水源となっている。 

 

１．出現した種類数と出現率 

 

（１）向島用水親水路 

確認できた野鳥の種類は 28 種です。96

回の観察のうち、何回観察されたかの出現

率を種類別に算出すると、81％以上がヒヨ

ドリ、スズメ、ドバトの 3 種、51～80％が

キジバト、シジュウカラ、ムクドリの 3 種

でこの 6 種はここでは比較的よく観察され

る野鳥である。21～50％は 9 種、20％以下

は 13 種で、カワセミが 21～50％のランク

に位置づけられた。 

 

第１表 向島用水親水路に出現した野鳥の出現区分（2002.3～2006.12） 

出 現 率 
出現月数/96 回（％） 

    種            名 種数 割合% 

８１％以上 ヒヨドリ、スズメ、ドバト 3 11 

５１～８０％ キジバト、シジュウカラ、ムクドリ 3 11 

２１～５０％ 
カルガモ、カワセミ、ツバメ、ジョウビタキ、ツグミ、メジロ、 
オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガワス 

9 32 

２０％以下 
コサギ、アオサギ、コジュケイ、コゲラ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、
モズ、ウグイス、セッカ、ホオジロ、アオジ、カワラヒワ、シメ 

13 46 

 
向島用水親水路（潤徳小学校裏） 
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計 28 100 

（２）黒川清流公園 

確認できた野鳥の種類は 55 種です。観察

回数 64 回から出現率を種類別に算出する

と、81％以上が 14 種と多く、51～80％が 8

種、21～50％が 10 種、20％以下は 23 種で、

アオゲラ、ガビチョウが 81％以上のランク

に位置づけ、カワセミはここでも 21～50％

のランクであった。また、ここではトビ、

オオタカ、ハイタカ、ノスリ、チョウゲン

ボウ等のワシタカ、カッコウ、ホトトギス

の託卵鳥、ヒレンジャク、ルリビタキ、ア

カハラ、センダイムシクイ、キビタキ、エ

ゾビタキ、アトリ、マヒワ等の希少種が観

察されている。 

    第２表 黒川清流公園に出現した野鳥の出現区分（2002.5～2006.12） 

出 現 率 
出現月数/96 回（％）  

    種            名 種数 割合% 

８１％以上 
カルガモ、キジバト、アオゲラ、コゲラ、ヒヨドリ、エナガ、シジュウカラ、メ
ジロ、スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス、ガビチョウ、ドバト 

14 25 

５１～８０％ 
マガモ、キセキレイ、ハクセキレイ、モズ、ウグイス、ヤマガラ、カワラヒ
ワ、ハシブトガラス 

8 15 

２１～５０％ 
アオサギ、ツミ、コジュケイ、カワセミ、ツバメ、ジョウビタキ、シロハラ、ツ
グミ、アオジ、シメ 

10 18 

２０％以下 

カワウ、ゴイサギ、コサギ、トビ、オオタカ、ハイタカ、ノスリ、チョウゲンボ
ウ、カッコウ、ホトトギス、ヒレンジャク、ルリビタキ、アカハラ、センダイム
シクイ、キビタキ、エゾビタキ、カシラダカ、アトリ、マヒワ、イカル、カケス、
ソウシチョウ、アヒル 

23 42 

計 55 100 

 

２．出現した野鳥の季節区分 

（１）向島用水親水路 

１年中観察される留鳥が 21 種で一番多く、夏に渡って来る鳥がツバメ 1 種、冬に渡って来る鳥が

ジョウビタキ、ツグミ、シメの 3 種、夏は国内の標高の高い所に移動して冬に下りて来る漂鳥がモズ、

ウグイス、アオジの 3 種であった。 

第３表 向島用水親水路に出現した野鳥の区分（2002.3～2006.12） 

区分     種               名 種数 割合% 

留鳥 
コサギ、アオサギ、カルガモ、コジュケイ、キジバト、カワセミ、コゲラ、ハクセキレ
イ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、セッカ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、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 

21 75 

夏鳥 ツバメ 1 3 

冬鳥 ジョウビタキ、ツグミ、シメ 3 11 

漂鳥 モズ、ウグイス、アオジ 3 11 

旅鳥       

 
黒川清流公園（あずまや池） 
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計 28 100 

（２）黒川清流公園 

留鳥が 33 種で一番多く、夏鳥がカッコウ、ホトトギス、ツバメの 3 種、冬鳥が 9 種、漂鳥が 7 種、

春か秋の渡りの季節に通過する旅鳥がセンダイムシクイ、キビタキ、エゾビタキの 3 種であった。 

第４表 黒川清流公園に出現した野鳥の区分（2002.5～2006.12） 

区分     種               名 種数 割合% 

留鳥 

カワウ、ゴイサギ、コサギ、アオサギ、カルガモ、トビ、オオタカ、ツミ、ハイタカ、
ノスリ、チョウゲンボウ、コジュケイ、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、ヒヨドリ、エナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、カワラヒ
ワ、イカル、スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、アヒル、
ガビチョウ、ドバト 

33 60 

夏鳥 カッコウ、ホトトギス、ツバメ 3 5.5 

冬鳥 
マガモ、ヒレンジャク、ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、カシラダカ、アトリ、マヒ
ワ、シメ 

9 16 

漂鳥 モズ、ルリビタキ、アカハラ、ウグイス、アオジ、カケス、ソウシチョウ 7 13 

旅鳥 センダイムシクイ、キビタキ、エゾビタキ 3 5.5 

計 55 100 

 

３．住宅地の中の自然環境の保全の意義 

（１）向島用水親水路 

 ここでは、3 月下旬より周辺でウグイスが鳴き始めその姿も確認でき、カルガモの繁殖期には子連

れファミリーが姿を見せることがある。春には用水路遊歩道にツツジ、スミレ等草花が咲き木々の梢

には新緑が繁り、夏は樹木一面セミの声、秋は用水路岸辺にヒガンバナが咲き、四季折々の変化をみ

せてくれる。開発された住宅地の中で、カワセミを含む 28 種もの野鳥が観察される理由はコンクリ

ートで固められた護岸の用水路を木の杭や土で固めた護岸に戻し、生き物に優しい環境を復元したこ

とによるもので、このような場所が先行的なモデルとして他の地域に広がることを期待したいもので

ある。 

（２）黒川清流公園 

 55 種もの多数の野鳥が観察される自然環境度第１級の公園である。観察される野鳥の種類もケラ類

（アオゲラ、コゲラ）、カワセミ、ワシタカ類（トビ、オオタカ、ハイタカ、ノスリ、チョウゲンボ

ウ）、託卵鳥（カッコウ、ホトトギス）、旅鳥（センダイムシクイ、キビタキ、エゾビタキ）、希少種

（ヒレンジャク、ルリビタキ、アカハラ、センダイムシクイ、キビタキ、エゾビタキ、アトリ、マヒ

ワ）等の優れた自然環境を象徴するものばかりである。ヒレンジャクが観察されるのはケヤキに着く

ヤドリギに集まって来ることによる。 

 この公園は段丘崖の樹林で、多種類の落葉広葉樹（コナラ、クヌギ、エゴノキ、アブラチャン、ハ

ンノキ、ケヤキ、ヤマザクラ、アカシデ、イヌシデ、クリ、ミズキ、ガマズミ）群生し、湧水地（池）

が 4 ヶ所もあることが、第１級の自然度を保っている理由である。駅から近い住宅団地の中の点的な

存在であるが、段丘の斜面を生かしたこのような公園の価値を高く評価したいものである。 

（この報告は西巻虎彦氏、小川清成氏の定期カウント調査結果を粕谷和夫がまとめたものである） 
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黒川清流公園～向島用水親水路コース 
黒川清流公園・浅川・向島用水親水路をめぐる６Ｋｍ ２時間のコースです。 
（豊田駅→黒川清流公園→一番橋→高幡橋→向島用水親水路→高幡不動駅） 
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総合学習等支援の手引き（仮称）作成のためのワークショップ 報告    

                                      古山 隆          

カワセミ会では毎年 30 回前後、小中学校からの依頼を受けて野鳥観察指導を行っています。私達の
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このような活動がどのように役にたっているのか、子供達は野鳥観察に参加して何を感じているのか、

今後、私達は野鳥観察指導に参加した時にどういうことを注意すべきなのか等、疑問をかかえながらの

参加でもありました。昨年、これまでに支援を実施した学校の子ども達から頂いた作文やお礼状が 1,000

通を超えたということもあり、７月２３日（日）、９月２日（日）の２日間、今後、会員に配布する予定

である「総合学習等支援の手引き（仮称）」の作成に向けて、作文・お礼状の分析をする会（ワークショ

ップ）を実施しました。延べ３２名の会員の参加があり、多くの成果を上げることができました。 

 対象とした作文やお礼状は全部で１，１１４通（１２校）。作業の内容は、「ＫＪ法」という手法によ

り、野鳥に関してわかったこと、感じたこと等の共通課題について、それと関連しそうな文章をできる

かぎりカードに書き出し、関連する事柄をグループ分けする手順で、分析を進めました。出来上がった

カードの枚数は１，１５９枚にもなりました。 

「鳥名カード」「感動カード」「発展カード」の３つのグループに分けられたカードは、小項目ごとに

さらにグループ分けし、分類し、まとめました。その概要について報告したいと思います。 

 

鳥名カード 印象に残った鳥の名前とわかったこと等  

全部で５４種の野鳥の名前が出てきていました。作成された６１４枚のカードのうち、一番、枚数が

多かったのが、やはりカワセミで、９３枚もありました。以下、ベスト１０をご紹介します。 

感動カード 野鳥一般、支援者の対応を含め、野鳥観察（バードウォッチング）で感動したこと等 

 全部で３９７枚のカードが作られました。野鳥観察が楽しくなり、野鳥を見られてうれしかったとの

感想が書かれたカードは１０５枚。野鳥の種類の多さ、鳴き声や採餌、繁殖等の行動、季節変化、生息

環境等について分かったと書かれたカードが１６３枚もありました。また、支援してくれたカワセミ会

の人達はスゴイ！と感動する子ども達の声も…。 
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発展カード 野鳥観察を通して、自然全般も含め、発展的に物事をとらえるようになったこと等 

 １４８枚のカードが作成されました。野鳥への興味・関心が持てるようになったというカードが１９

枚。さらに詳しく野鳥を観察してみたい、もっと調べてみたいという意欲的な内容のカードは９７枚も

ありました。野鳥を含めた自然そのものにまで関心を広げた子ども達もいました。将来、カワセミ会の

ような人になりたいと尊敬のまなざしでみつめる子ども達も…。 
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まとめ ワークショップでの成果 

 

今回のワークショップでは以上の４点が明らかにされましたが、作成したカードの仕分けが難しかっ

た面もあり、今後、再度、見直しを行う余地があるかもしれません。また、支援についての学校側の意

見を聞きたいという声もありました。学校側との事前の打ち合わせや支援後の話し合いも必要であると

思われます。これらの結果も参考にしながら、手引き書の作成作業を進めていきたいと思います。 

手引き書は、誰でも支援したくなるような、手軽に利用できる構成で、初めての会員の方にもわかり

やすい「Ｑ＆Ａ」主体の形式を考えています。本年９月１日の報告会に向けて、８月中旬には完成を目

指しています。支援にすでに参加されている会員の方々、また、今後、支援に参加してみたいと考えて

いる会員の方々のお話しも伺いながら、よりよい内容のものにしていきたいと思います。お気軽に、ご

意見をお聞かせ下さい。 

 

総合学習等支援の手引き（仮称）作成検討委員会 

検討委員 白川司 丸山二三夫 長谷川篤 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 古山隆  

 

  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 子ども達は、いつでも見られる鳥でも感激したり、感動したりすることが分かった。 

 

○ 子ども達の感動や喜び、疑問の声をとらえ、ほめたり、励ましたりしていくことが大切である。 

 

○ 支援者のつぶやきや説明をよく聞いている。それが野鳥への関心につながっている。 

 

○ 支援の効果は上がっている。子ども達と一緒に野鳥を見て、感激し、感動を共有することが大事で      

ある。 

図-３ カモ類等の経年変化（単位：百羽） 

図-４ カモ類等の経年変化（単位：百羽） 
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サシバが舞う島、伊良部島（宮古島探鳥会報告） 

粕谷和夫 

 2006 年 10 月 13 日～15 日、カワセミ会遠出探鳥会として宮古島に行って来た。秋の渡りで鹿児島の佐

多岬を飛び立ったサシバは島伝いに南下し、寒露の頃に宮古・伊良部島にたどり着く。このサシバを宮

古で観察することが最大の目的であった。遠出探鳥会では地元の状況を熟知している方に案内していた

だけるかどうかが成功する

かどうかの鍵となる。今回

は「つくば農林野鳥の会」

池長裕史様の紹介で仲地邦

博様という宮古島で野鳥観

察をされている素晴らしい

方に案内と情報提供をいた

だくことができた。 

 2 泊 3 日という短い期間

であるにもかかわらず、宮

古島直行の飛行機が満席で

20 名分の席が確保できず、

那覇経由となったため時間

に余裕がなく、それこそ分

刻みのスケジュールであっ

たが、仲地様からの事前の

情報と２日目の午前、３日

目の午前に同氏の現地案内

をいただき、また、この春に宮古島を訪れている大川征治会員の土地勘を頼りにサシバ以外の鳥を含め、

ほぼ目的の鳥達に出会うことができた。 

 今回のベスト５は、サシバ、レンカク、キンバト、ツバメチドリ、クロサギ（黒色型、白色型）であ

った。今回は日程の都合で伊良部島に宿泊できなかったが、サシバをじっくり観察するためには伊良部

島に泊まらないとダメであることを痛感した。 

 

 

 じっと空を見つめ数羽のサシバを見つけ、双眼

鏡で追っているうちトツゼンわいてきたように

現れるサシバにスゴイ！！ 近づいてきた時の

キレイ！！ この二言しか出てこない光景と感

動は忘れられない探鳥会となりました。今回の初

見は 15 種でした。（青木静子） 

 

 齢 80 を超えて、記憶力・視力・聴力が衰えて

いることは自覚しているが、その進度を少しでも

遅らせたいと、皆さんの後をついて歩くように努

めているところです。 

 今回の探鳥のメインである伊良部島のサシバ

の観察で、次々と現れるサシバの集団・タカ柱を

皆さんが歓声を挙げて眺めているのに、私は視認

できないのです。見かねた青木さんがタカ柱の方

向・角度を丁寧に教えてくれるが、見付ける事が

できませんでした。このショックが今回の探鳥会

における最大・最強の印象となり、次の歌が生ま

れました。（今井達郎） 

 空に舞う サシバの群を 認め得ず 

        老いの眼哀し 宮古探鳥 

 

天気にも恵まれて多くの鳥達にあわただしい

中にも会うことが出来ました。2 度目の宮古とい

 

伊良部島のサシバ      撮影：門口一雄 

以下は参加者から寄せられた感想です 
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うことで先頭車を仰せつかりましたが、案内や運

転など不慣れな点あったと思いますがご容赦く

ださい。伊良部島では次々と飛来し円を描くよう

に舞うサシバの大きな群れ、早朝の薄暗い中の池

端で見たレンカク、ゴルフ場のツバメチドリやム

ナグロの大きな群れ、暗い林の中に止まる緑色の

綺麗なキンバト、ズアカアオバトなど強く印象に

残りました。ただ暗い中ゴルフ場の芝生に車のラ

イトでかすかに見えたシギチはコバシチドリで

は？、明るくなり再度訪れたが既に姿なくこの判

別ができなかったのと今回もミフウズラに会え

なかったのが心残りですが多くの感動をもらっ

た探鳥会でした。（大川征治） 

 

陣馬山や遠矢堀でのサシバ調査に参加してい

る間に、この鳥の行く先を知りたくなって宮古島

のサシバ探鳥会に参加しました。ここのサシバは

午後島に降りてくるのを見るのが素晴らしいと

のことで、午後カーヘリーで宮古島から 20 分ほ

どの伊良部島に渡りました。サシバの良く見られ

るという公園でシマアカモズなどを見ながら待

っていると、高い雲の中から舞い降りるかのよう

に 10 羽、20 羽、30 羽・・・･数え切れないほど

の数のサシバがタカ柱を作りながら大きな円を

描き、ゆっくりと近づいてきます。何羽かは木に

おりてきましたが、本格的に下りてくるのは夕方

らしく群れは移動して行きます。近くの広場にさ

らに移動して低空を通過するサシバの群れを見

上げ感動している間に帰る時間となり、後ろ髪を

惹かれる思いで帰路に着きました。サシバの渡り

一つを見ても自然の営みの素晴らしさを体験で

きた有意義な探鳥会でした。（大川 香） 

 

何処からともなく現われ、気がつけば数十羽の

乱舞、そしていつの間にか天空に消えていく・・・。

南国伊良部島上空で繰り広げられるタカの渡り

である。遠すぎてサシバかハチクマかなかなか識

別できないが、陽が傾きかけた頃、高度を下げ肉

眼でも胸の縞模様がはっきりと見える。夕焼けの

中｢落鷹｣のクライマックスを迎えようとしたと

き、ちょうど出航時間となり幕切れ。後ろ髪を引

かれる思いで島を後にした。 

 大野山林でのリュウキュウコノハズクのコホ

ォッ、コホォッの幻想的な鳴き交わし。キンバト

はケアンズで見ているが国内では初認である。ラ

イフリストが２種増え、実り多い探鳥会となった。

見損ねたミフウズラと夕焼けの中を渡るサシバ

の探鳥に再度挑戦したい。（門口一雄･裕子） 

 

白い雲の中から湧き出すように次々に現れて

は旋回するサシバの群れが間断なく続き感動し

ました。その他の野鳥はほとんどが名前を聞くの

も初めてで、私には珍鳥ばかりでした。海の色も

素晴らしくもう一度ゆっくり行ってみたいと思

いました。（久保山嘉男） 

 

 こんなに沢山のシギ、チドリに出合い感激しま

した。（小張義雄） 

 

 私の苦手なシギ、チドリの種類の多さに驚きま

した。初めて見ることの出来たツバメチドリの群

に感激しました。又、ケアンズ探鳥会で見たキン

バトにも２日通って見ることが出来ました。私の

一番のお目当てはサシバでしたので、もう少し島

中に居ると思っていました。しかし、伊良部島で

何回も出現したタカ柱は圧巻でした。（小張昌子） 

 

 これまで石垣島で見ることの出来なかったム

ラサキサギとキンバトに出会えて、嬉しい限りで

す。また、伊良部島で見たサシバを見て、新たな

行動態様に触れることが出来ました。現地の情報

をこまめに収集されたお陰で、ピンポイントの探

鳥が出来たものと感謝しております。（白川 司） 

 

 早朝探鳥のゴルフ場、周囲が明るくなると、ツ

バメチドリが群れているのが、はっきりと観察す

ることが出来ました。こんなに可愛いチドリが居

たなんて…。今回も、また、感激、感動すること

が出来ました。（白川史子） 

 

 10 月 13 日より 3 日間、宮古島へカワセミ会の

皆様 20 人と行って来ました。いろいろな鳥 67 種

が見られたのですが、私が印象に残ったのは、サ

シバの帆翔とキンバトでした。 

1.サシバは、9 月中旬以降、八王子を南下したの

が沖縄を経由して宮古島へ来たのです。沖縄か

ら朝早く、300km 離れている宮古島へ向け飛び

出したサシバが夕方 4 時頃到着したのです。私

達は、宮古島よりカーフェリーで 20 分のところ

にある伊良部島で観察しました。最初は公園で

見ていたのですが、サシバが遠くて双眼鏡でや

っと見える状態で、なかには目がよい人がいて

青木静子さんなどは、双眼鏡無しでサシバが飛

来して来たのを、皆に教えていました。たまた

ま地元の方にもっとよく見える場所を案内して

もらい頭上を 30 羽、20 羽と帆翔するサシバを

次々に観察でき感動しました。サシバは、日本

からフィリピンに渡る途中に毎年 5 万羽が宮古

緒島に飛来し、その 90％以上が伊良部で羽を休

める島の代表する鳥だそうです。 

2.八王子を出るときキンバトがいる事を知らなか

ったので、見たときは、あまりに綺麗なハトで

驚きました。額から眉斑は白く、頭頂から背に

かけて青灰色、上面は緑灰色、頬からの体か下

面は赤紫色で大きさはムクドリくらい。このキ

ジバトより小さいハトが私の足元より斜面を駆
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け上がり、林の中を直ぐ入ってしまい写真を撮

るひまもなかった。見たのは私だけで？ 後の

人は樹林の中の枝に止まっているのをチラと見

ていました。（関根伸一） 

 

 初めて見た鳥や、沢山のサシバを見る事が出来、

鳴き声も聞くことが出来ました。感激の探鳥旅行

でした。（谷村都代子） 

 

今回は、宮古島ならではの野鳥にも数多く出会

うことができ、たいへん充実した３日間でした。

特に、私にとってサシバとの出会いは、昨年の伊

良湖岬、先月末の陣馬山に続いて３回目ですが、

やはり、今回の宮古島でのサシバ探鳥が群を抜い

ています。 

 猛禽類にしてはかなりの近距離で、木に止まっ

ている姿をスコ－プでじっくりと見たり、あの特

徴のある鳴き声を聞いたりすることができたこ

と。伊良部島の最初の観察地では、遠くて時々雲

の中で見失うこともあったものの想像をはるか

に超える数のサシバの群れを見ることができた

こと、その後に移動した地点では、サシバの群れ

が上空をゆったりと帆翔し、肉眼でも翼や尾羽の

横班がはっきり見えたこと。 

 改めて、樋口広芳先生の伊良湖での講演や著書

「鳥たちの旅」で述べられている繁殖地や越冬地

のこと、渡りの経路や距離等々のことがいろいろ

と思い出されました。こうしてサシバの渡りに立

ち会えたということは、遠く離れたいくつもの自

然がそれなりに残され保たれているからこそだ

と思います。こんな環境を先々の代までしっかり

と保全し、残していかなければという思いを強く

しました。（長谷川篤） 

 

 楽しい鳥見旅行は、アッという間に終わってし

まいましたが、タカの渡りの季節になるとジッと

して居られなくなる私が、タカの渡り観察で遠出

するのは今回が初めてでした。写真でよく目にす

る大きなタカ柱や、電柱に止まるサシバを真近で

観察できることへの期待と、そこ彼処に羽を休め

ているサシバを想像していましたが、大空を悠然

と旋回しながら降りてくるタカは流石鳥の大様

です。皆精悍で力強く舞っている姿に思いを新た

にし、さらに魅力を感じる鳥見旅行となりました。 

 また、他の渡り鳥も観察できた事、特に印象に

残ったレンカク、ツバメチドリ、リュウキュウコ

ノハズク（声）は私のベスト３で初見でした。こ

んな沢山の鳥を観察できた事に地元との連携と

周到な情報収集、車でのタイムリーな移動が功を

奏したことと感謝しております。（馬場隆進） 

 

 宮古島は期待通りの青空に、悠々と舞うサシバ

が雲の中から次々と沸いて来てはタカ柱ができ

る。青空を見上げワァ～ワァ～声しか出ませんで

した。近くの松の木にサシバを発見、観察すると

初めてみる白くて太い眉斑、喉は白く黒褐色のサ

イセンも確認できました。（馬場啓子） 

 

 宮古島は思っていたより広かった。平坦な道を

何処まで走ってもサトウキビ畑。葉物野菜を１ヶ

所見つけた時は何故かほっとした。14 日フェリー

より見た伊良部島上空の夕日。15 日海を染めた朝

日。どちらもドキッとする様な深い赤。とても大

きく幻想的で美しかった。肝心の鳥では伊良部島

で見た立体的なサシバの群。一緒に上空に舞い上

がっていくような錯覚。本当に渡って行くんだと

感じた。又、佐良港で見た沢山のサギ類、ダンス

（喧嘩？）を見せてくれたし、アジサシが繰り返

しダイビングと充分堪能し、大満足でしたが、シ

ギチドリは特徴がつかめず、勉強不足を痛感しま

した。（細田富美代） 

 

飛行機からは、眼下に島を囲むように白く波打

つ珊瑚礁がたくさん見え、海は透きとおるような

エメラルド色である。宮古島はほぼ平坦な島で、

水はすぐに地下にしみ込み、川はほとんど無いそ

うだ。ドイツ文化村近くの湿地で、レンカクが見

られた。長く細い足でゆっくりと沼の中を歩くと

ころをしっかりと観察でき、堪能した。 

二日目、伊良部島にカーフェリーで渡った。午

後４時頃、空からサシバが降ってくるように次々

と見えてきた。大空を舞いタカ柱になっていった。

喉の黒い線が見えるような近さである。一晩をこ

の島で羽根を休めて、夜明け前からそれぞれ南に

向かって飛んでいくそうだ。 

三日目の早朝、ゴルフ場の周辺ではツバメチド

リが十羽以上の群れで、地面に降りてあたりを見

回していた。特徴ある顔で可愛い姿である。宮古

島では繁殖するツバメチドリもあるそうだ。 

宮古島は食事もおいしく、海もきれいで常夏の

気候、そしてサトウキビ畑が広々と続き、心が洗

われる島でした。（山崎久美子） 

 

沢山のサシバが舞う空の下に行きたいという

願いがやっと叶い、高空のサシバ、低空のサシバ、

とまっているサシバをたっぷり楽しむことが出

来ました。ホテル近くの池、レンカクがそっと上

げる長い足指、早朝の薄暗がりの中、ゴルフ場の

池に飛び交うツバメチドリはなかなか見ること

のできない光景で、幸運でした。海辺では、ほと

んどシギチの識別能力がない私ですが、オオメダ

イチドリの識別ができたのはうれしい体験です。 

 また、10 月だというのに蛍が飛んでいることと、

オオジョロウグモが大きい事にびっくりしまし

た。そして宮古島の美しい海とサトウキビ畑、穏

やかな人々が心に残りました。（横山由美子） 



 25 

「トラツグミ」 表紙の絵 

倉本 修 

 「トラツグミ」という鳥が気にかかり始めたのは、ＣＤで、あのもの哀しい鳴き声を聴いたのがきっ

かけだった。 

 11年ほど前の冬入会し、探鳥会に参加するうちに、毎年「オオルリ」の生息調査を実施していること

を知った。自分も是非加わってみたいと思った。しかし、それには未だ見たことのない夏鳥の「オオル

リ」や「キビタキ」が、どのような声で鳴いているのか知らなければ駄目だと思い、蒲谷鶴彦氏の「日

本野鳥大鑑」上・下を購入した。 

 ＣＤから聞こえて来る様々な鳥たちの鳴き声を、ひと冬の間、繰り返し聞き続けた。その 4枚目にツ

グミの仲間を収録した盤があって、「アカハラ」や「クロツグミ」・・など大型ツグミの、明るく、おお

らかな、朗々とした囀りの声が続いた後、突如、「フィー・・・フィー・・・」と絶え入るような、もの

哀しい声が聞こえてきた。 

 部屋の空気が不意に一変したように感じた。自分の周囲がしぃーんと静まり返り、唯、もの哀しい声

のみが「フィー・・・フィー・・・」と、単調に、なんの抑揚もつけず響いていた。 

 これが鳥の声かと疑った。蒲谷氏の解説を慌てて読んでみると、まぎれもなく、これが「トラツグミ」

の囀りであり、雄が鳴いているのだが、どうも雄雌が鳴き交わしているという説もあって、まだよく判

っていない、と書かれてあった。 

 私はすっかり魅了され、プレイヤーをリピートして、しばらくの間聞き続けた。そして想像するのだ

った。このひそやかで哀調を帯びた声で鳴いている時、この鳥はどんな姿勢をしているのだろうか、と。 

 顔を下げ地面に目を向けて、鳴いているのだろうか。それとも繁殖期の「アカハラ」のように梢に止

まり、頭を上げ空に向かって懸命に鳴いているのだろうか。いやもしかしたら、低い横枝に止まり、ひ

たと前方を見据えたまま、身動きもせず鳴いているのかもしれない。 

 私は「トラツグミ」を早くこの眼で見たいと思った。でも何処に行けば見るチャンスがあるのか判ら

なかった。そこで会報の鳥信欄を当たってみることにした。当時小宮公園のホールには会報のバックナ

ンバーが揃えられていて、見てゆくと、前年の冬、なんとこの小宮公園で数名の会員の方が観察してい

る記事があった。早速通うことにした。平成 9年 2月 22日の朝、雑木林ホールの北側の餌台のある茂み

の中で、初めて見ることが出来た。しかし見た瞬間、飛び去られてしまった。その間 3～4秒。非常に不

満だった。結局「トラツグミ」をスコープに捉えて、得心の行くまで見ることが出来たのは、秋が瀬へ

一人で行った時だった。冬枯れの葉をすっかり落とした樹の横枝に止まり、じぃーっと前方を見詰めた

まま、動かなかった。胸から腹部にかけての特徴のある斑紋が丸見えで、それは春の林床でこそ身を隠

すに適した模様だろうと思われ、場違いな感じを受けた。 

 鳴き声を初めて聴くことが出来たのは、平成 10年 5月 27日、くぬぎ沢の草の生い茂った林道の奥で

だった。 

早朝家を出る時は曇りであったが、案下川上流部に着いた頃には小雨が降っていた。弱い雨雲が降りて

きていて、薄暗く視界も 20～30メートル位になっていた。がっかりした。 

 鳴き声は林道北側の斜面の、林の奥から聞えてきた。静寂に包まれ、霧雨の煙る灰色の木々の向こう

から、ひっそりと、もの寂しい声が、絶え入るように聞えてきていた。 

 あぁ・・・「トラツグミ」が鳴いている。どんな姿勢で鳴いているのだろう。 

想像をめぐらせながら、立ち止まり、じっーと耳を澄まして聞き入った。 

＜清水盛通さんの写真を参考にさせて頂きました＞ 
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安曇野だより №２２ 
大関 豊   

１．ミゾゴイが我が家にやって来た 

タカの渡りも、そろそろ終わろうか…という１０月の下旬でした。裏にお住まいのＳさん、Ｉさん、

そして、お隣のＭさんから、相次いで「変な鳥が庭にいる……」とお聞きしました。大きさや色などか

ら「ゴイサギの若」かなぁ？～とたいして気にも留めなかったのですが、数日後にＭさんから写真を見

せてもらって慌てました。そこに写っていた野鳥は後姿でしたが「ミゾゴイ」のようなのです。 

さあぁ～大変・・、この目で確認しなければ・・、と、今度見かけたら一報をと声をかけ、翌朝に、

さっそく連絡があって見にいきましたら、まぎれもなく「ミゾゴイ」でした。 

わ～～お、なんでこんなところにい

るの？、なんでこんなところを歩いて

いるの？、ミゾゴイ君。とまあ、それ

はさておき、思わぬ出会いに感激いた

したものでした。 

翌日の朝には、自宅の庭をひょこひ

ょこと歩く「ミゾゴイ」を見つけまし

た。その後、何度となく目撃し観察し

ましたが、裏のＳさん、Ｉさん、お隣

のＭさん、そして我が家とエサ探しの

エリアとなっているようでした。タカ

の渡りでうつつを抜かし庭は草ぼうぼ

う・・庭の手入れもせず庭に出ることもなく気がつかなかった・・だけのようでありました。 

それにしても「ミゾゴイ」は、静かな野鳥です。たぶん追いかければ逃げるのでしょうが、近くで草

刈などしていても逃げません。ほんとにすぐ横（１メートルほどでも）でもバタバタしません。とりあ

えずジッと構えて様子をみます。習性なのでしょうかねぇ～。付近には飼い猫やどら猫がいますが、大

丈夫なのでしょうか。心配してしまい

ます。でも、その心配は無用でしたね。

「猫」と「ミゾゴイ」の遭遇を目撃（写

真）しました。これは我が家の庭での

出来事ですが、「ミゾゴイ」は動じずか

えって「猫」の方が遠巻きに様子を伺

っているようでした。この後、庭に出

て行きましたが、「猫」はさっと逃げた

のに対し「ミゾゴイ」は逃げもせず何

事もなかったようにエサ探しを始めま

した。 

「ミゾゴイ」は、もうすっかりご近

所の人気者とあいなり、１１月に入ると姿が見えなくなり、約１０日ほどの滞在でした。私には出かけ

られない事情もあり「ミゾゴイ」君の方から逢いにやって来てくれた…と勝手に思っているまるで夢の

ような数日の出来事でございました。（＾＾）              （２００６年１２月記） 
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鳥のゲノムの話 

宮越俊一 

 前回はニワトリのレバーを材料に，手軽に台所でＤＮＡを抽出できることをご紹介しました。今回は

その中身についてお話しを進めてみたいと思います。さて，唐突ですがここで問題です。次の（１）と

（２）で違っている箇所を見つけてください。 

（１） ATGGTGCTGTCCGCTGCTGACAAGAACAACGTCAAGGGCATC・・・ 

（２） ATGGTGCTGTCTCCTGCCGACAAGACCAACGTCAAGGCCGCC・・・ 

いかがでしたか。いずれも血の色や酸素の輸送にかかわるヘモグロビンというタンパク質の遺伝子の冒

頭部分の配列で，（１）はニワトリの（２）はヒトのものです。４２文字中３５文字が一致しています。 

ＤＮＡ（デオキシリボ核酸）という物質はタンパク質などとならぶ生体の構成成分で，二重のらせん

構造をしていることは周知のとおりです。ワトソンらの有名な論文発表が１９５３年のことですから半

世紀少々を経たところで，新しいようで古い話のような気もします。ＤＮＡは一般に，Ａ・Ｇ・Ｃ・Ｔ

の４文字で表される化学的なパーツを直列に組み合わせでできています。もちろんこれは化学的なお話

で，染色体を拡大しても文字が見えるわけではありません。ある生物にとって必要な遺伝子の最小単位

のセットをゲノムと呼び，ヒトをはじめいくつかの生物でその全容が明らかにされつつあります。 

鳥類では唯一，ニワトリでその概要が明らかにされています。奇しくも酉年の直前，２００４年の暮

れのことでした。そのとき公表されたニワトリのゲノムはＡ・Ｇ・Ｃ・Ｔ約１０億文字からなる設計図

のようなもので，「会報カワセミ」のおよそ５０万ページ分にあたります。想像もできない大きさのもの

が一つ一つの細胞核に収まっていることは驚きですが，情報量としてはヒトの３分の１ほどで，じつは

比較的コンパクトともいえます。 

ところで，解析技術が発達した今日ですら，これだけの遺伝子を解読するのは容易なことではありま

せん。それなのにゲノムを明らかにしてどういった意味があるのでしょうか？ 残念ながら，２～３の

遺伝子を利用してヒトが空を飛べるようになるとは思えず，その興味の対象は生物間の遺伝子の比較に

あるようです。また，家禽としての改良やウイルス対策にも何らかのヒントが得られるものと期待され

ています。ニワトリとヒトのゲノムとの比較では，約７割の遺伝子が共通していることが明らかになり

ました。ゲノム上でヒトとチンパンジーの違いがわずか２パーセント弱であることは，ご存知の方も多

いことでしょう。魚類や無脊椎動物になるとヒトの遺伝子との共通性はぐっと落ちるのに対し，鳥類は

中間的存在といえます。３億年前にヒトとの共通の祖先から別れたことを反映していて，系統進化上も

貴重な存在です。身近な野鳥でニワトリに近いのはたとえばキジの仲間だと思いますが，水鳥など第 2・

第３の鳥類のゲノムの解読，ニワトリのそれとの共通点・相違点の解析に興味が持たれます。 

（おことわり：本稿は都立小宮公園「どんぐり通信」2005年１月号の拙文をもとに加筆したものです） 
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カワセミの２番子までの繁殖状況と巣立ち観察記 

福本順吉 

私が生まれて初めてカワセミの繁殖と巣立ちに立合った状況を報告します。繁殖地は市内の個人宅庭

のため、場所や氏名等は控えさせていただきますが、とりあえずＳさんとしておきます。 

今年（平成１８年）の春、Ｓさんより「カワセミが巣作りしている」との連絡を受け、急いで駆けつ

けたところ崖のようなところに穴があり、その下には乾いた土が落ちていました。数日後に訪れた時、

泥で汚れたカワセミの雄が近くの池に飛び込み体を洗っていた。Ｓさんが観察を続けている時に、雄の

カワセミが餌の魚をくわえてきて雌に与えているところを確認しています。 

５月下旬になると親が餌をとってくる回数が減り、そして６月中旬の早朝に幼鳥４羽が巣立ちした。 

その際の幼鳥の写真は公表できないがあります。 

６月下旬の午前に２回目の繁殖の兆候と思われるペアリングを確認。その際の写真もあります。 

７月中旬の午前中、巣の中から幼鳥らしき鳴き声が聞え、孵化した模様だった。 

下旬より私も時間の許す限り観察を継続した。早朝より３時間、夕方日没までの３時間ほど。昼間は一

旦休憩の為自宅に戻った。 

巣の中の幼鳥や雛には雄のカワセミが餌の魚を咥えてきて、チーッ、チーッと鳴き合図をしてから巣

の中に飛び込んで行く。その早いこと、撮影しようとするが早すぎて間に合わない。 

巣から出たときはすぐ近くの池に１．２回飛び込んで汚れた体を洗ってから餌を探しにどこかへ飛んで

行く。どこへ行くのか解からないが戻ってくるまでの時間は、早いときで２０分位、遅いときは５０分

位かかった時もあった。くわえて戻るときの餌の種類はまちまちで、鯉の幼魚やアブラハヤ、ドジョウ、

アユ、マスの幼魚、ヤマメの幼魚、オイカワの幼魚、ウグイの幼魚などで、どこで捕食するのかカワセ

ミに聞いて見たいです。金魚のときもありました。 

 ８月上旬からなぜか雄、雌とも幼鳥に餌をもってくる間隔が長くなってきて、いよいよ巣立ち間近か

と私とＳさんに緊張が走った。 

 そして８月１２日早朝４時頃より観察始めた直後に親鳥が普段より少し強い調子でチーッ、チーッ、

と何回も鳴き出した。すると巣から次から次と幼鳥が飛び出して近くの枝に止ったりした。 

巣立ちである。それも５羽も。急いでカメラを向けてシャッターを押したが感動、感動で、後で写した

のを見たらピントがずれていた。残念！で

も初めてカワセミの巣立ちに立合って幸せ

だなと思っています。幼鳥はその後３日く

らいその付近で親から餌を与えてもらって

いたが、１週間後には親鳥ともいなくなっ

た。幼鳥はどこかの小川や河川で一人立ち

して小魚をホバリング等で狙っているかも

知れません。 

 ８月下旬には親鳥も又小さな池に立寄り

に来ていました。来年（平成１９年）も同

じ場所で巣作りするのをＳさん共々期待し

て報告を終ります。 

 

 

カワセミの巣穴 
（巣の奥行きをあとで測ったら８０ｃｍでした） 
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バードカービング（野鳥の木彫り）を楽しむ 

鈴木章七 

昨年 10月のバードカービング作品展には、ウィークデー3日間だけの都合のよくない日程にもかかわ

らずカワセミ会の 40余名（全体で約 300人）もの方々にご高覧いただき、出品者一同、至福の思いに浸

させていただきました。本誌面をお借りして心より厚く感謝・御礼申し上げます。また、不行き届きの

点につきましては深くお詫び申しあげます。 

さて、私の初作品は平成 7年 8月、日本野鳥の会東京支部の室内例会「かわいい野鳥のブローチ作り

教室」でのカワセミのブローチです。その後、この時の先生が講師をなさっている市内のカービング教

室に入会させていただきました。この教室には、カワセミ会の阿江・川上・夏目・故三富恒雄・柚木・

志村・福本さん等がすでに在籍されておられました。その後入会された故尾又英雄さんも、約 1年間バ

ードカービングにのめり込まれました。 

また、バードカービングといえば、大先輩の小山万太郎さん・平沢辰夫さんなどカワセミ会 10 周年

記念野鳥展での見事な作品が懐かしく思い出されます。どうぞお達者で！ 

さて、私のカービング作品を初めて出品

させていただいたのは、平成 9年 11月「日

本バードカービング協会設立記念作品展」

で、阿江・川上・夏目さんとご一緒に、私

はスズメとキセキレイの 2点でした。川上

さんが代表して我孫子会場へ運搬などのお

世話くださりました。有難かったです。 

ある日、（財）日本野鳥の会顧問の中村

滝男さんがバードウォッチングの話から、

「バードウォッチングの楽しみ方として、 

①ビフォーバードウォッチング（前準備） 

②バ－ドウォッチング（本番） 

③アフターバードウォッチング（後処理） 

の 3段階それぞれ楽しめるが、あなたのバ

ードウォッチングは、まさしくアフターバ

ードウォッチングですね」と申され励まさ

れました。 

機会さえあれば、何処へでも捜し求めて行き、出会う「驚きと感動」が課題の全てで、この余韻を具

現するのが私のカービングだと、思っています。夢と希望に胸が膨れます。 

 

さて、どれだけの資料が入手できるかで作品の出来が決まると言われています。いざ着手の段階にな

ると、鳥の大きさ、形と各部の構造・寸法および色彩等を判断するための、観察・記録（写真、ビデオ）

の甘さ・不完全さを痛感するのみです。図鑑・刊行物の特集記事・市販の設計図集・仲間のスケッチや

写真など、手当たり次第集めまくるのです。古本屋さん等で、思わぬ拾い物に出会ったときは小躍りし

てしまいます。 

入手した資料（今のところ市販の設計図が主）を拡大・縮小コピーし、切ったり貼ったりして、気に

 

作品の前で（H18.10 第２回オオルリ会作品展 ） 
左から、ツミ、コアジサシ、ナンヨウショウビン、ワライカワセミ 
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いったサイズと姿勢の、自分だけのオリジナルな型紙を誕生させます。「驚きと感動」の余韻具現の前途

を担った貴重な型紙です。これさえあればと勇気がでます。 

以後、木材（東南アジアからの輸入品であるジェルトン角材を主に、鳥の形によって他の木材も使う）

に型紙で姿を描き、切削・研磨作業を続け、目的の姿・形に脱皮させます。 

可能な限り実物に近づけるよう努力しますが、どうしてもわからない部分は想像力を全開し、やがて

は創造に結びつくと勇気を奮って感動の余韻を具現することに没頭します。そして下地剤を塗りアクリ

ル絵具で彩色し、艶出し・消し剤を使って脚・爪・嘴などの質感をだします。更に、止り木・台座作り、

レイアウト・固定等の作業で一応バードカービングは終了です。完了とするには未練が残りますが見切

ります。 

 

指定された誌面の都合もあり、私の特にこだわっていることのみ記させていただきます。参考になれ

ば幸甚大です。（まったくの気まぐれ、我が儘、負惜しみの類です） 

考えの基本に、材料は自然材で、工業材料は脚の芯・接着剤・塗料以外は極力使用を控えるようにし

ています。何を使おうと出来栄えさえ良ければと、ふと思うのですが・・・・・ 

目玉：木で削り出し、ガラス・樹脂の既製品はめったに使いません。目は作品の命で、既製品だとど

うしても義眼を嵌め込む感じで、気がすすまないので使いません。 

止り木：バードウォッチングなどで古木・流木や岩石等を見つけ、記念に持ち帰り材料として使いま

す。後で作品を見るたびに懐かしむ楽し

みは格別です。銅パイプと樹脂粘土等で

作ってみましたが、100 円ショップです

ばらしい出来のものを見てしまい、使う

気も作る気も吹き飛んでしまいました。 

 

つい先日、あるバードウォッチング会

で、美しく、雄大で、平穏な自然の下、

鳥達の世界でも、近頃人間の社会でやた

らと報道されているような、「白けと幻

滅」の、脅迫・搾取・専横などのサバイ

バルゲームが展開されているとのことを

教えていただきました。 

ともあれ、体の続く限り「驚きと感動」を求め貪り、その余韻を一生涯彫り続けられることを祈願い

たしております。 

かなり前のことですが、（財）日本鳥類保護連盟元専務理事の故星沢一昭さんが私の作品をご覧頂い

た際のお言葉：「これ（バードカービング）、すぐ、のめり込むんだよな」が忘れられません。 

ご冥福をお祈り申し上げつつ、より多くの方々に「バードカービングへの、のめり込み」をお勧め申し

上げます。 

最後に、ご叱咤・ご意見等いただきたく、お願い申し上げます。有難うございました。 

 

 

 

 

現時点で私の最大作品コミミズク、止り木は裏高尾山での古根 
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浅川にあがる 江戸のとんびだこ 

 

浅川の土手を散歩中、「トビだ、いや凧だ、それにしてもよくあがる凧だな」。 

“とんびだこ”をあげていたのは長坂普美夫さんで、川上

さんも以前おあいした人でした。 

新しく作った、超微風用の軽量凧（28g,翼長 90cmの組立て

式）を試しているとのこと。写真（右の写真）を撮らせて

もらったあと、とんびだこや大きな江戸凧などの沢山の凧

や、凧に関する資料などをみせていただき、お話をお聞き

しました。 

 

 長坂さんが凧をつくるようになったのは、アメリカに長期出張中コロラドロッキーの大きなホテルの

ロビーに飾ってあった大きな武者絵江戸凧に、日本にはこんな美しいものがあったのかと感動したこと

がきっかけとのことです。 

江戸だこの中天にあがった時の美しさ、力強い

タッチ、長い糸目、腹までひびくうなりの音、

一人であげおろしできるのは、たたみ一畳が限

度であることもわかってきました。 

三年ほど前に、東京にもとんびだこのあった

ことを知り、大田区の古い資料を参考に作って

います。 

とんびだこは中国などのリアルなものと異なり

民芸的デザインのすばらしさと飛んでいるシル

エットが美しいうえ、他に類をみない風袋をも

ち技術的にも奥が深くこれにはまっているとの

ことで、組み立て式にしたり、立体化して性能

を向上させたり、八王子の気象条件にあわせた

凧をつくるべく工夫を重ねています。 

 

とんびだこの歴史は古く、北斎の富岳三十六景にはとんびだこがあがっている版画もあります。 

江戸時代には四谷と六郷にとんびだこがありましたが、六郷とんびだこだけが残り江戸とんびと言われ

ていました。昭和の初期にはこの独特の形が評判になり、国内はもとより遠くアメリカ、カナダ、イギ

リス、フランスにも沢山輸出されましたが、第二次大戦後には六

郷の町から消えてしまいました。 

その後、昔の資料をもとに復元しましたが、すばらしい伝統工芸

品とその製作技術を後々までのこして行きたいとのことです。 

 

実際にあげて見ると、本当のとんびが寄ってきたことがあった

り、（右の写真、場所は相模川高田橋の下流でトビとカラスが多く  
上がとんびだこ、下がトビ 

 

とんびだこと江戸凧 
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いる所です）カラスが４～５０羽

集まり騒ぎ立てたのがこわくて凧

をおろしたことがあり、凧の形、

大きさ 、色を変えてその反応を試

したりもしたそうです。 

 

伝統を引き継ぐ江戸のとんび

だこを、自分で作ってあげられた

ら、すばらしいですね。 

浅川で鳥見をすると、河川敷で長

坂さんがあげているとんびだこに

あえるかもしれません。 

 
長坂さんにとって、たこってなんですか。   「んーん 男のロマンかな」       

                                    （記：若狭 誠） 

 

こんなミニ凧も（貝の中のとんびだこ、額に入った江戸凧と右がその拡大） 

 

 

 

戦後流行歌（S２１～S５４）考現学 野鳥編  
（参考：日本流行歌史/戦後編 発行 社会思想社 1980.1.10） 

 
流行歌は時代を語ると云われています。 
 
その折々の歌に「野鳥がどのような役割で映し出されているか」が半年暖めた今回のテーマです。 

 

 昭和２１年戦後初の野鳥名が登場したのは、近江俊郎・奈良光枝の「悲しき竹笛」詞西条八十 

♪雲は流れて帰れども 鳥は塒に急げども….であります。（塒=家の感じ） 

 つまり野鳥=鳥・小鳥・渡り鳥であり、当然の如く鴎・ 雁
かりがね

・鳩・千鳥、小首かしげた白鷺ときます。

記載の最後は５３年の中島みゆき「かもめはかもめ」でした。そのかもめを、カモメ？ウミネコ？それと

もセグロ？と糾す人はいないでしょう。燕は銀座に飛び、烏は旅烏であり明け烏です。こうなると季節感

のないアキラが渡り鳥と化し、ユウジローは夜霧の波止場で海のかもめを待つことになります。折角お名

指しの「山のカケス」がギャアギャアと鳴いて男の哀しみを誘い、 

♪百舌が鳴いてる 雲の上….美空ひばりの「あの丘越えて」２６年詞菊田一夫に「雲雀でしょう！」と叫

ぶ事になるのです。 

♪歌う駒鳥 みどりの夜明け….２７年「山のロマンス」楠木繁夫は、惚れ惚れする詞です。 

まだ見ぬ駒鳥（声は至近距離で堪能してるが）と爽やかな山の朝が眼に浮かびます。 

 

 かくして検討暫し。資料に記載された全 709 曲中、他国民謡・フォークソング・労働歌・冗談音楽合計

76 曲（内鳥記載１曲のため）を除く 635 曲を対象に野鳥記載 108 曲（17%）を抽出しました。固有名野鳥

は、燕・烏・（計 15 曲）を含めて僅か 11 種 24 曲でした。 

 108 曲中 22% もの登場は、もって瞑すべしかも知れません。 

 

結論は「表現は一般的認識通りであること。人生・男女の機微を歌い込む多くの流行歌では、時折、身近

の鳥達に心情を委ね、又情景を映す役割をさりげなく与える事もある」と云うことです。 

半年暖めてこれか？でした。                               

唯一の成果は、美しい空に歌うひばり….野鳥の生態と鳥名が見事な美空ひばりに会えた事でした。 

ナベの百舌
ひゃくぜつ

          渡辺敬明（多摩丘陵緑地帯居） 
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「恩方育成園」野鳥コーナーを復活 

若狭 誠   

以前実施し、その後休止していた「野鳥コーナ

ー」を復活し、以下により実施しました。 

「恩方育成園」は、遠矢堀公園でのサシバ観察

時に駐車場やトイレ借用で大変お世話になって

おり、道路や公園の相互利用などを含めて、よ

い関係を維持継続することが一つの趣旨です。 

 毎年、サシバ観察に先立ち駐車ルールなどを

決めますので、ルールに沿った利用をお願いす

るとともに、今後「野鳥コーナー」を継続して

行きますので、ご協力をお願いします。 

2006年の実施内容 

(1)日時など １１月 11日（土）恩方育成園園祭（秋祭りおんがた）に「野鳥コーナー」を設置 

(2)展示   ①パネル サシバ調査の概要 

②写真 この季節に恩方育成園付近で見られる野鳥 

③写真 恩方育成園付近で撮影した野鳥            

④鳥の模型、バードガイド、カワセミとオオルリのジグゾーパズルなど 

(3)ベランダから見られる野鳥（望遠鏡を 4台くらい設置） 

(4)参加者： 粕谷、川上、関根、中村(后)、若狭     写真提供：清水 

 

 

特別養護老人ホームでの野鳥観察記 

福本順吉 

平成１８年１１月初め浅川市民センター職員より連絡があり「老人ホームで野鳥観察をしたいがどう

したらよいか、誰か詳しくわかる方を知りませんか」と問合せがあったとの事なので、直接私のところ

へ連絡するよう伝えた。その後、南浅川にある特別養護老人ホーム「福寿園」の担当者西川さんから連

絡があった。 

詳細を聞くと、何人かの鳥の好きなお年より達が窓から見える鳥たちを見て「あれは何の鳥？」と西

川さんや介護の方に聞くため野鳥観察会を計画したいとの事でした。私も快く承諾したものの初めての

ため対応に苦慮して粕谷会長に連絡した。会長も快く引受けて下さり、会員の山下君の応援を戴き１１

月７日に当園の庭で観察会を行った。 

当日は、西川さん外２２．３名のお年よりに指導した。私は、自分で作成したカービングのコガモ、

ヤマガラ、ウソなどを持参し、直接触らせて説明指導したところ参加者は大変喜んでくれた。 

その後、庭の中央に簡素な餌場を作り餌の補充の仕方などを西川さんの教示した。その他、カワセミ会

の資料も差しあげた。 

西川さんは、「みんな喜んでいるので来年春にもぜひ野鳥観察会を行いたい、お年寄りたちは楽しみ

にしています」とのことでした。 
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探鳥の記録（２００6 年７月～１２月） 

                              ＊中止 11 月 28 日 葛西臨海公園 

①７月９日 醍醐林道探鳥会 

日時：２００６年７月９日（日） 8：15～11：45 

天気：雨→曇 

コース：醍醐林道往復（夕焼け公園駐車発⇔ににく沢出会い手前） 

観察した鳥：２３種 

アオサギ キジバト ホトトギス カワセミ コゲラ ツバメ キセキレイ、セグロセキレイ 

ヒヨドリ ミソサザイ クロツグミ ウグイス オオルリ シジュウカラ メジロ ホオジロ 

カワラヒワ 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 

参加者：７名 

粕谷和夫 川上恚 久保田ヤス子 清水盛通 渡辺敬明  

中村后子（会員外） 藤村俊一郎（会員外） 

担当者の一言： 

  雨にもかかわらず会員外の方が２名参加してくれた。小雨が降っていたが、風がないので傘を差

しても大丈夫と判断して決行した。このような天気のため、カタツミリやクガビルも観察できた。 

（粕谷和夫） 

②７月１４日～１６日 白山夏山探鳥登山 

日時：２００６年７月１４日（金）～１６日（日） 

天候：雨のため途中で下山 

コース（日程）： 

１日目 八王子（高速夜行バス）→金沢 

２日目 金沢駅（路線バス）→別当出合（徒歩）→南竜馬場（15時頃）ケビン泊 

３日目 南竜馬場（徒歩）→別当出合（バス）→市ノ瀬（入浴）→金沢（17 時頃解散） 

確認した野鳥：１９種 

  ホオジロ ミソサザイ ウグイス イワツバメ シジュウカラ ヒガラ カケス ホトトギ 

ス オオルリ アマツバメ クロジ ウソ メボソムシクイ キセキレイ ホシガラス ビ 

ンズイ アオサギ ルリビタキ ハシブトガラス 

確認した「ハクサン」のつく植物：２種 

  ハクサンフウロウ、ハクサンカメバヒキオコシ 

参加者：１５名 

青木静子 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口裕子 白川司 白川史子 細田冨美代 丸山二三

夫 宮越俊一 山崎悠一 山崎久美子 柚木鎮夫 柚木育子 門口一雄 

担当者の記録： 

梅雨明けが遅れ、前線の動きを気にしながら出発した。天候の崩れは予想より早く、バスが金沢

①７月９日（日）          月例探鳥会：醍醐林道探鳥会 

②７月１４日（金）～１６日（日） 遠出探鳥会：白山夏山探鳥登山 

③８月６日（日）         遠出探鳥会：富士山北麓梨が原探鳥探蝶会 

④８月１３日（日）        月例探鳥会：高尾山早朝探鳥会 

⑤８月２６日（土）～２７日（日） 遠出探鳥会：茨城探鳥会 

⑥９月１０日（日）        月例探鳥会：多摩川探鳥会 

⑦９月２３日（土）        周辺探鳥会：陣馬山タカの渡り探鳥会    

⑧１０月８日（日）        公開探鳥会：北浅川探鳥会（カワセミを探す） 

⑨１０月１３日（金）～１５日（日）遠出探鳥会：宮古島探鳥会 

⑩１１月１２日（日）       月例探鳥会：多摩川探鳥会（日野駅～小宮） 

⑪１１月２６日（日）       周辺探鳥会：滝山城跡高月秋川多摩川睦橋探鳥会 

⑫１２月６日（水）        平日探鳥会：長沼公園・長沼橋探鳥会 

⑬１２月１０日（日）       月例探鳥会：湯殿川探鳥会 

⑭１２月１６日（土）       遠出探鳥会：渡良瀬遊水池探鳥会 

⑮１２月３１日（日）       遠出探鳥会：大晦日探鳥会（本埜村白鳥の里） 

「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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を出発して間もなく降り出し、別当出合に着いたときは本降りとなっていた。先行きが心配だがと

りあえず今日の宿泊地の南竜馬場をめざして出発した。砂防新道では、ウソやミソサザイなどの声

が聞こえるが雨で探す気力がでない。道端に咲く高山植物が慰めである。特に、観光新道の分岐あ

たりではハクサンフウロウが盛りで見事なお花畑が広がっていた。 

「今年は残雪が多い。」の情報通り避難小屋の近くから雪渓が現れ、南竜馬場小屋近くになると

一面の雪原である。南竜馬場小屋で宿泊の手続きをし、宿舎のケビンに向かうが、雨と雪渓から立

ち上る霧で周りが見えない。たどり着いたケビンは結露で床がびしょ濡れ、自然の猛威を実感した。

酒を飲み交わしながら天候の回復を待ったが、効果無く、朝まで吹き荒れた。朝食後の天気予報を

聞き、回復が見込めないので下山を決めた。昨日通った道は所々で小川となり、周りの沢は雨水を

集め急流となっている。別当出合で「通行止めのため、金沢からのバスは上ってきていない。」と

聞き、来たバスに乗り込む。市ノ瀬で入浴し、バスを乗り継ぎ金沢に 17 時頃到着した。帰京後、

白山周辺の大雨のニュースを聞き早めに下山して良かったと胸をなで下ろす。 

夏山探鳥登山の時期は、探鳥には早いほうが良いと思い例年この時期に実施してきたが、雨にあ

うことが多い。来年から夏山最盛期（7月下旬～8月上旬）を検討して見たい。（門口一雄） 

 

③８月６日 富士山北麓梨が原探鳥探蝶会 

日時：２００６年８月６日（日） 9:15～14:15 

天気：晴 

コース：梨が原（富士山北麓） 

観察した野鳥：２９種 

 トビ オオタカ キジバト ホトトギス アオゲラ コゲラ ツバメ キセキレイ ハクセキレ

イ ヒヨドリ モズ ノビタキ アカハラ ウグイス コヨシキリ セッカ エナガ ヒガラ ヤ

マガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ ホオアカ アオジ カワラヒワ イカル スズメ オ

ナガ コジュケイ 

 観察した蝶：１３種 

イチモンジセセリ イチモンジチョウ キチョウ キマダラ

セセリ サカハチチョウ ツバメシジミ トラフシジミ 

ヒメシロチョウ ホシミスジ ミドリヒョウモン モンシロ

チョウ スジボソヤマキチョウ ルリシジミ 

観察した花または実：６２種 

アカツメクサ イケマ イヌゴマ イヌヨモギ イブキボウ

フウ ウツボグサ オオダイコンソウ オオハンゴンソウ 

オオバギボウシ オオフタバムグラ オトギリソウ オトコ

エシ オミナエシ カゼクサ カセンソウ カラハナソウ 

カワラマツバ カワラナデシコ キキョウ キツネノボタン キバナノマツバニンジン キンミ

ズヒキ クサフジ クサレダマ クマヤナギ クモキリソウ クララ クルマバナ コウゾリナ 

コオニユリ ゴマノハグサ コヒルガオ サワヒヨドリ シシウド ダイコンソウ タカトウダ

イ、タケニグサ、タチフウロ、チダケサシ、ツタウルシ、ツリガネニンジン、ナワシロイチゴ、バ

アソブ ハバヤマボクチ ハンゴンソウ ヒキヨモギ ヒメジョオン ヒメトラノオ ママコナ 

メマツヨイグサ、ヤブジラミ、ヤマハギ、ヤマハッカ、ヤマホタルブクロ、ボタンヅル、ユウガギ

ク ユウスゲ ナワシロイチゴ ノアザミ リンドウ ワレモコウ 

参加者：２７名 

新井二郎（会員外） 新井洋子 大川征治 小張昌子 粕谷和夫 勝股朗郎 川田徳子 河村洋子 

久保山嘉男 傍島玲子 千葉槇子 出口富子 中村后子（会員外） 奈良敏夫 長谷川篤 長谷川

典子 馬場隆進 馬場啓子 細田富美代 細田富美代孫（小学生、会員外） 細田富美代孫（小学

生、会員外） 山崎悠一 山崎久美子 柚木鎮夫 柚木育子 横山由美子 若狭 誠 

担当者の一言： 

毎年、この時期には蝶の観察と結びつけたコースを探して設定している。今年は梅雨明け時期が

遅かったため、蝶の発生も遅れているようで、蝶の観察には野鳥以上にタイミングの取り方の難し

さを感ずる。今回は事前に下見したコースと本番のコースが異なったため、本番コースの情報を充

分持ち合わせていなかったことを担当者として反省している。このコースは野鳥、蝶、野草等を観

察する場所としては種類が多く、最適と思われるが、面積が広大であること、道路の埃がひどいこ

と、アクセスのバスの便がよくないこと等の理由で電車と定期バス利用では不向きであると思われ

 
ノアザミとヒメシロチョウ 
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た。この改善策として、富士吉田駅でレンタカー又は貸切バスをチャーターすることが考えられる。 

（粕谷和夫） 

④８月１３日 高尾山早朝探鳥会 

日 時：２００６年８月１３日（日） ６：１０～９：２０ 

確認した野鳥：２１種 

アオサギ キジバト 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 モズ ウグイス ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ カワラヒワ スズメ 

カケス ハシブトガラス ドバト ガビチョウ                             

参加者：２４名 

浅野恵美子 井形定子 石橋公子 井上典子 今井達郎 門倉美登利 川上 恚 小塩菊子 

佐藤サヨ子 佐藤哲郎 白川 司 白川史子 多田恒子 出口富子 西巻虎彦 長谷川 篤 

細田冨美代 山崎悠一 山崎久美子 山下弘文 柚木鎮夫 横山由美子 渡辺敬明  

中村后子（入会）  

本日のベスト：アオサギ・ヤマガラ  ＋ オオムラサキ 

感 想： 

   早朝６時集合の計画で、参加者数を心配しながら高尾山口駅へ行ったところ 24名もの参加者が

あった。当日入会者があったので簡単に自己紹介をして出発。案内川に出ですぐにアオサギを観察

し、一号路に入ってから都合によりコース案内を山崎さんに依頼し、担当川上はケーブルで山上駅

へ。 

  全員は一号路でヤマガラの可愛い動作を観察、さらにイワタバコやヤマランの花のあった場所を確

認しつつ登り、金比羅平で休憩。さらに４号路（吊り橋コース）を経て山頂に到着。山頂ではいつ

もの場所でスミナガシとオオムラサキをみんなで観察した後、鳥会わせをして無事解散した。 

（川上 恚）    

⑤８月２６日～２７日 茨城探鳥会 

日時：２００６年８月２６日（土）～２７日（日）  

天気：曇晴一時雨 

コース：（貸切バス利用） 

霞ヶ浦周辺（河内町古河林の田んぼ、河内町金江津の蓮田、東村圃場整備記念碑周辺田んぼ、稲敷

市清久島田んぼ、稲敷市八千石田んぼ、稲敷市上須田田んぼ、稲敷市西の州、稲敷市浮島、水戸市

日本農業実践学園（泊）、霞ヶ浦玉造道の駅付近） 

観察した鳥：６０種 

カイツブリ カワウ ヨシゴイ ゴイサギ アマサギ ダイサギ チュウサギ コサギ アオサ

ギ カルガモ ミサゴ トビ チョウゲンボウ キジ バン オオバン コチドリ ムナグロ 

ケリ トウネン ヒバリシギ ウズラシギ エリマキシギ オオハシシギ コアオアシシギ ア

オアシシギ クサシギ タカブシギ キアシシギ イソシギ ソリハシシギ オオジシギ セイ

タカシギ アカエリヒレアシシギ ユリカモメ キジバト カワセミ コゲラ ヒバリ ショウ

ドウツバメ ツバメ イワツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ オオセッカ セ

ッカ シジュウカラ メジロ ホオジロ 

コジュリン カワラヒワ スズメ ムク

ドリ ハシボソガラス ハシブトガラス 

ドバト 雑種ガモ コブハクチョウ ハ

クチョウＳＰ 

ベスト７：オオセッカ コジュリン アカ

エリヒレアシシギ コアオアシシギ ウ

ズラシギ アマサギ チュウサギ 

参加者：２４名 

青木静子 大川征治 大川香 小澤礼子 

粕谷和夫 川上恚 佐藤哲郎 佐藤サヨ

子 白川司 白川史子 杉森ユリ 傍島

玲子 谷村都代子 奈良敏夫 長谷川篤 

福本順吉 細田富美代 丸山二三夫 山

崎久美子 柚木育子 柚木鎮夫 横山由

美子 若狭誠 渡辺敬明 

 
田んぼでさえずるコジュリン 
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担当者の一言： 

渡りの時期のシギ･チドリの情報は日変わりであるが、現地の情報に精通している日本野鳥の会

茨城支部、つくば農林野鳥の会の明日香様に案内して頂いた。エリマキシギの出る田んぼ、コアオ

アシシギの出る田んぼ、ケリの出る田んぼ、オオジシギの出る田んぼ、オオハシシギの出る田んぼ

など、ピンポイントで観察できた。霞ヶ浦周辺は早場米地帯で、既にイネの収穫が始まっていた。

刈取ったあとの田んぼにアマサギ、チュウサギが群れて、上空をツバメ、ショウドウツバメが舞う

光景は見事だ。シギ･チドリやサギ、ツバメなど様々な野鳥がイネやハスを作っている田んぼに支

えられていることが実感できた。（粕谷和夫） 

 

⑥９月１０日 多摩川探鳥会 

日時：９月１０日（日） ８：４０～１０：４０ 

天気：晴れ 

確認種：３１種 

カイツブリ カワウ ダイサギ コサギ アオサギ チュウサギ カルガモ トビ イカルチド

リ イソシギ キジバト カワセミ ヒバリ ツバメ コシアカツバメ キセキレイ ハクセキ

レイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ オオヨシキリ セッカ シジュウカラ ホオジロ カ

ワラヒワ スズメ ムクドリ ハシボソガラス コジュケイ ドバト ガビチョウ 

ベスト：コシアカツバメ ヒバリ セッカ 

参加者：３２名 

井形定子 伊倉恵子 井出龍世 今井達郎 大川征治 粕谷和夫 勝俣朗郎 川上恚 久保山嘉

男 小塩菊子 小張義雄 佐藤サヨ子 関三喜雄 関佳世子 傍島玲子 高木雅子 出口冨子 

中橋薫 西巻虎彦 長谷川篤 馬場隆進 馬場啓子 平井国二 福本順吉 山浦秀雄 山崎悠一 

山崎久美子 横山由美子 若狭誠 他２名 阿江範彦 

担当者のメモ： 

8 時 30 分、多摩モノレール万願寺駅集合。多摩川の右岸、日野市民グランドから開始となる。

このコースは毎回暑くタオルが離せない。今回も例年とおり暑い探鳥会となった。駅より徒歩５分、

多摩川の堤防に顔を出すと、ホオジロのさえずりが聞こえる。声は近いが姿がなかなか捉えられな

い。枝葉に半分隠れる姿を確認し開催となった。中央道の橋梁を過ぎたあたりで水面に近づく、ア

オサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギの４種を確認。カルガモ家族と思われる集団もいた。近年、

多摩川下流域で見る機会が少なくなったカルガモ集団との出会いだった。穏やかな水面上をコシア

カツバメとツバメが飛翔。草の生い茂る河原では、足元からヒバリが飛び立つ。上空ではカワウが

数羽下流へと向かう。常連の野鳥たちを確認した１日だった。（阿江範彦） 

 

⑦９月２３日 陣馬山タカの渡り探鳥会 

日時：２００６年９月２３日（土） 8:00～16:00  

天気：曇 

コース： 

陣馬高原下（徒歩）→陣馬山山頂（探鳥）→明王峠→景信山→小仏バス停（バス）→高尾駅 

確認した野鳥：２２種 

 ヤマガラ カケス キセキレイ シジュウカラ メジロ カワガラス サシバ ハチクマ ノス

リ トビ ツミ ハイタカ ホオジロ ツバメ イワツバメ アマツバメ キジバト ヒヨドリ 

コサメビタキ ヒガラ コゲラ ハシブトガラス 

本日のベスト 

①サシバ：陣馬山頂で 13 羽のタカ柱を含み 31羽の渡りを確認した。 

②ハチクマ：陣馬山頂で４羽の渡りを確認した。 

③カワガラス：道路わきの堰堤下で 2羽（ペア？）確認した。鳴かなかった。 

番外 猿の群れ：案下集落の栗林で、10匹ほどの群れ（子連れ）が栗の実を食べていた。 

参加者：１６名 

阿江範彦 青木静子 浅野恵美子 今井達郎 大川征治 神谷古牧 菊地昇 佐藤サヨ子 杉森

ユリ 長谷川篤 細田冨美代 宮越俊一 木崎颯馬 木崎君代 中村后子 門口一雄 

感想： 

出発してまもなく栗林で猿の群れを見た。親子連れなど約 10匹が栗の実を食べているらしくあ

まり逃げない。栗林には猪など入らないよう柵をしているが猿には通用しないようだ。山里での猿
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害を身近で見た。林道脇の小川では、カワガラスを全員で確認した。この辺りでは久しぶりである。

車道を離れ造林地の中の新道を登る。車とのすれ違いから開放されるが、林の中は暗く鳥の声も少

ない。バス停から 1時間半余りで陣馬山山頂に到着した。 

山頂は、時々薄日がさす天候だが風があり寒く登りの汗が一気にひく。既に定点観察を始めてい

る神谷さんにあい、今日の状況を話して貰い、タカの渡り探鳥の始まりである。山登りの案内役と

思い簡単に引き受けた今日の担当だが、タカの識別は難しく、先ず双眼鏡でとらえるのに一苦労し

た。また、遙か上空の飛形から種の特定が出来ない。皆さんに教えて貰いやっと役目を終えた。そ

れでも真上を渡るサシバを寝ころんで見たときと十数羽のタカ柱を発見したときは感激した。 

午後の陣馬から小仏の間は、歩きなれた路のハイキング、秋の草花をみながら３時過ぎ無事下山し

た。（門口一雄） 

 

⑧１０月８日 北浅川公開探鳥会（カワセミを探す）                                  

日時：２００６年１０月８日（日） ８：４５～１１：１０ 

天気：晴 

コース：北浅川 鶴巻橋→松枝橋 

観察した野鳥：２７種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ サシバ チョウゲンボウ イカルチド

リ イソシギ キジバト カワセミ 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 シジュウカラ メジロ 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 

参加者：（会員２５名、会員外１６名内中学生１名） 

阿江範彦 井形定子 伊倉惠子 井手龍世 井上典子 大川征治 大川香 小澤礼子 小澤節子 

粕谷和夫 門倉美登利 小張義雄 小張昌子 佐藤サヨ子 杉田陽子 杉森ユリ 関三喜雄 関

佳世子 傍島玲子 多田恒子 永見博子 西巻虎彦 平井国二 細田富美代 山浦秀雄 

概要、感想等： 

  公開探鳥会の案内が朝日新聞（マリオン）、アサヒリビング、ショッパーズに掲載されたこと、

タイトルを「カワセミを探す」としたことで、会員外の参加が 16名あった。大和田中学校の１年

生が 1 名参加し、カワセミ会に入会希望とのことであった。この中学生は大和田小学校時代にカ

ワセミ会が支援しているサタデースクールの野鳥観察に参加していたとのことである。 

 10月 6 日までの大雨で川が増水していて、カワセミの観察ができるか心配したが、鶴巻橋上から

と清川グランドで２回カワセミを見ることができた。特に清川グランドでは真近でアメリカザリ

ガニ？を捕って飲み込みするところを観察できた。 

  渡りの途中と思われるサシバ１羽、イワツバメ群の飛翔、ヒヨドリの小集団も観察できた。ベス

ト３はカワセミ、モズ、ダイサギで番外として清川グランド付近の道路上のマムシ１頭を観察し

た。                             （粕谷和夫） 

 

⑨１０月１３日～１５日 宮古島探鳥会                                  

日時：２００６年１０月１３日（金）～１５日（日） 

天気：晴 

コース： 

１０月１３日（金） 

与那覇湾（沖縄精糖工場付近、サニツ浜）→夜：大野山林（リュウキュウコノハズク） 

１０月１４日（土） 

早朝：上野村ホテル周辺（レンカクの池）→与那覇湾（沖縄精糖工場東、サニツ浜）→大野山林→

マングローブ林→池間湿原→伊良部島長浜（平成の森公園、てぃだの郷付近でサシバの観察）→佐

良浜漁港（フェリー乗場） 

１０月１５日（日） 

早朝：上野村ホテル周辺（ゴルフ場、サトウキビ畑）→午前：大野山林 

観察した野鳥：６５種＋１（クジャク） 

カイツブリ リュウキュウヨシゴイ ササゴイ アマサギ ダイサギ チュウサギ コサギ ク

ロサギ アオサギ ムラサキサギ カルガモ ヒドリガモ ミサゴ アカハラダカ ツミ サシ

バ ハヤブサ チョウゲンボウ シロハラクイナ ミフウズラ バン レンカク シロチドリ 

メダイチドリ オオメダイチドリ ムナグロ キョウジョシギ トウネン ツルシギ アカアシ
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シギ アオアシシギ クサシギ キアシシギ イソシギ ソリハシシギ チュウシャクシギ コ

アオアシシギ ヒバリシギ タシギ セイタカシギ ツバメチドリ クロハラアジサシ アジサ

シ カラスバト キジバト キンバト ズアカアオバト リュウキュウコノハズク アオバズク 

カワセミ ツバメ リュウキュウツバメ ツメナガセキレイ キセキレイ ハクセキレイ マミ

ジロタヒバリ ムネアカタヒバリ ヒヨドリ アカモズ イソヒヨドリ セッカ メジロ スズ

メ ホシムクドリ ハシブトガラス クジャク 

参加者：２０名 

青木静子 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口 一雄 門口裕子 久保山嘉男 小張義

雄 小張昌子 白川司 白川史子 関根伸一 谷村都代子 長谷川篤 馬場隆進 馬場啓子 細

田富美代 山崎久美子 横山由美子 

感想：Ｐ-２１「サシバが舞う島、伊良部島（宮古島探鳥会報告）」参照       （粕谷和夫）  

 

⑩１１月１２日 多摩川探鳥会（日野駅～小宮） 

日時：２００６年１１月１２日（日） 8:10～10:15  

天気：晴 

コース：中央線鉄橋～通称ひょうたん池 

確認した野鳥：３５種 

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 トビ オオタカ ノス

リ チョウゲンボウ キジ イソシギ セグロカモメ キジバト カワセミ 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 シメ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ドバト 

オオバン 

ベスト：コサギ カワラヒワ ノスリ 

参加者：４２名 

阿江範彦 秋山侑司 浅野恵美子 井形定子 石橋公子 井出龍世 井上典子 今井達郎 大川

征治 粕谷和夫 門倉美登里 神谷古牧 川上 恚 河田徳子 久保田ヤス子 久保山嘉男 小張

義雄 小張昌子 佐々木貞枝 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛道 杉田陽子 関三喜雄 高山早

苗 竹内 開 出口冨子 中橋 薫 永見博子 奈良敏夫 長谷川 篤 馬場博進 馬場啓子 平井

国二 平井智恵子 古山 隆 山浦秀雄 山崎久美子 横山由美子 若狭 誠 渡辺敬明 廣川 潔 

感想： 

 ここ数年恒例となっている多摩川の探鳥会が開催された。ＪＲ日野駅バスロータリー前に一旦集

合した後、住宅地を抜け、中央線鉄橋上流側左岸に再び集まってからのスタートとなる。開始時刻

は８時１０分。天気は晴れだったが、双眼鏡を構えても風で身体が揺れるほどの強い北風が一日中

吹き荒れ、帽子をとばされる人も続出した。強い北風に乗って、冬鳥達が続々とやって来て欲しい

と、淡い期待を持ちながら、通称ひょうたん池までどうにか事故も無くたどり着き、来年は穏やか

な観察日となることを期待しつつ、１０時１５分に解散した。 

 護岸工事があった影響かは解らないが、スタート地点の谷地川との合流部付近の鳥はめっきり減

ってしまった。カモ類は、ここ数年激減している傾向はこの場所でも同じで、地付のカイツブリ、

カルガモを除くと、僅かにコガモを確認したのみ。コース半ばの種々の草木に覆われた河川敷では、

参加者の多くが期待していただろう、ベニマシコ、カシラダカ、シロハラ、アカハラ等は姿を見せ

なかったが、幾種類かの冬鳥と、この場所らしくタカ類は４種を数えた。水面積が年々小さくなっ

ている通称ひょうたん池ではオオバンも観察出来た。ただ、最終的には矢張り強い北風の影響か、

普段見られる鳥の出現も少なく、この探鳥コースにしては珍しく、観察された鳥は３５種に留まっ

た。（神谷古牧） 

 

⑪１１月２６日 滝山城跡高月秋川多摩川睦橋探鳥会 

日時：２００６年１１月２６日（日）  

天気：曇一時雨 

コース： 

八王子市滝山城跡→多摩川右岸昭和堰→高月水田→多摩川睦橋の約８km。 

滝山城跡で丘陵の鳥、多摩川で水辺の鳥を観察、稲の刈り取りの終わった高月水田を抜け秋川

を東秋川橋で渡り多摩川睦橋で鳥合せの後、有志で石川酒造に行き地ビールで乾杯 

観察した野鳥：４８種 



 40 

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

リガモ オナガガモ トビ キジ バン イカルチドリ キジバト カワセミ アオゲラ コ

ゲラ 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 ル

リビタキ ジョウビタキ シロハラ ツグミ ウグイス エナガ ヒガラ ヤマガラ メジロ 

ホオジロ カシラダカ アオジ カワラヒワ ベニマシコ ウソ シメ スズメ ムクドリ 

カケス ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト ガビチョウ 

ベスト：ウソ、カケス、カワセミ 

参加者：２７名 

青木静子 井形定子 井手龍世 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一

雄 門口裕子 金子凱彦 河田徳子 久保山嘉男 佐藤サヨ子 関根伸一 傍島玲子 多田恒

子 永見博子 中村后子 長谷川篤 長谷川典子 福島孝子 細田富美代 丸山二三夫 宮越

俊一 横山由美子 渡辺敬明 

担当者の一言： ウオーキング主体の新コースであったが変化に飛んでいて参加者は満足したよ

うだ。（粕谷和夫） 

 

⑫１２月６日 長沼公園・長沼橋平日探鳥会 

日時：２００６年１２月６日(水) ８：００～１１：１０ 

天候：晴 

コース：長沼駅→長沼公園→見晴台→霧降の道→長沼橋→水門往復→長沼駅 

確認した野鳥：４２種 

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 トビ イカルチドリ 

イソシギ セグロカモメ 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 ルリビタキ ジョウビタキ ツグミ ウグイス エナ

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

シメ スズメ ムクドリ カケス オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト ガビ

チョウ 

本日のベスト：ウソ カワセミ セグロカモメ 

参加者：１５名 

今井達郎 大川征治 大川 香 小塩菊子 小張義雄 小張昌子 佐藤サヨ子 傍島玲子 仲

尾政幸 丸山二三夫 箕橋俊一 山﨑悠一 山﨑久美子 若狭 誠 渡辺敬明 

感想： 

長沼公園の中で１２月５日から２０日までの工事箇所が探鳥ポイントなので、工事が始まる

時間の前に探鳥ポイントに出かけた。ウソ１５羽プラスやカシラダカがアオジやシジュウカラ

と共に現れた。９時頃の工事開始道路を避けて林縁を歩くとウソもどんどん付いてくる感じで、

全員が堪能できた。 

浅川では、サギ３種、タヒバリを含めてセキレイ４種、イソシギとイカルチドリなどの水鳥

に会えた。しかしカモ類の種類が少なかった。（山﨑 悠一） 

 

⑬１２月１０日 湯殿川探鳥会  

日 時：２００６年１２月１０日（日） ８時１０分～１０時１０分 

天気：曇り後晴れ 

コ－ス：湯殿川の住吉橋～殿田橋 

確認した野鳥：２８種 

アオサギ カルガモ コガモ オナガガモ イソシギ 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 ホオジロ アオジ カワラヒワ シメ スズメ ムクドリ ハシボ

ソガラス ハシブトガラス ドバト ガビチョウ 

ベスト４：オナガガモ シメ キセキレイ ジョウビタキ 

参加者：２２名 

井形定子 粕谷和夫 門口一雄 川上恚 小張義雄 小張昌子 佐藤哲郎 白川司 杉田陽子 

関三喜雄 関佳世子 傍島玲子 多田恒子 中橋薫 永見博子 中村后子 長谷川篤 長谷川

典子 若狭誠 渡辺敬明 廣川潔（一般） 高橋翔太（由井三小４年児童） 

感想： 
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徐々に天気も回復し、１２月としては比較的活動し易い気候であった。多くの目で探鳥する

ことで、予想以上の種数を確認することができた。コガモ、オナガガモは、例年よりもやや羽

数が少ないながらも、ゆっくりと観察することができた。 

案内では、住吉橋から釜土橋までのコ－スとなっているが、探鳥会後に片倉城跡公園の巣箱

調査が予定されていることもあり、一つ手前の殿田橋で折り返した。（長谷川 篤） 

 

⑭１２月１６日 渡良瀬遊水池探鳥会 

月 日：１２月１６日（土） 

天 気：晴れ 微風 気温良 

コース： 

八王子駅（6:15出発）→あきる野ＩＣ→圏央道→川越ＩＣ→１６号→岩槻ＩＣ→蓮田ＳＡ（休憩）

→館林ＩＣ→現地（9:00）→探鳥（9:15～16:15） 

現地 16 時 20分出発往路を戻る→八王子駅（19:30着） 

観察した野鳥：５４種 

カイツブリ ミミカイツブリ カンムリカイツブリ ダイサギ アオサギ オオハクチョウ 

マガモ カルガモ コガモ オカヨシガモ オナガガモ ミコアイサ ミサゴ トビ オオタ

カ ノスリ ハイイロチュウヒ チュウヒ コチョウゲンボウ オオバン セグロカモメ キ

ジバト カワセミ アカゲラ コゲラ 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 ツグミ ウグイス エナガ ヤマガラ シジュウガラ メジ

ロ ホオジロ カシラダカ アオジ オオジュリン アトリ カワラヒワ ベニマシコ シメ 

スズメ ムクドリ オナガ ミヤマガラス ハシボソガラス ハシブトガラス コジュケイ 

ドバト  

ベスト：ハイイロチュウヒ ベニマシコ コチョウゲンボウ ミヤマガラス ミコアイサ 

参加者：２４名 

青木静子 井上典子 小澤節子 小澤礼子 門口一雄 門口裕子 久保山嘉男 小張義男 小

針昌子 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 谷村都代子 奈良敏夫 長谷川篤 馬場隆進 馬場啓子 原

田佳世 細田富美代 丸山二三夫 山崎悠一 山崎久美子 渡辺敬明 大川香 大川征治 

担当者の一言： 

探鳥会では久しぶりのコチョウゲンボウに会えた。また多くのベニマシコや夕暮れの空を飛

ぶミヤマガラスの大群に感動し、お目当てのハイイロチュウヒの塒入りもまじかに見えて充分

に堪能できた（大川征治）  

   

⑮大晦日探鳥会（本埜村白鳥の里） 

日 時：２００６年１２月３１日（日）  

天 気：晴 

コース： 

JR 成田線小林駅から田んぼの中の農道を 60 分歩いて「白鳥の郷」、帰りは外甚平沼、庄九郎

池、長門川経由で安食駅まで歩いた。 

観察した鳥：４２種 

カイツブリ カワウ アオサギ オオハクチョウ コハクチョウ コガモ オナガガモ ハシ

ビロガモ トビ オオタカ チュウヒ コチョウゲンボウ チョウゲンボウ オオバン タゲ

リ キジバト カワセミ コゲラ 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 アカハラ シロハラ 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 スズメ ムクドリ ハシボソガ

ラス ハシブトガラス ドバト アヒル 

ベスト５：オオハクチョウ コハクチョウ タゲリ コチョウゲンボウ チュウヒ 

参加者：１６名（会員外２名） 

今井達郎 岡本昭男 岡本昭子 荻原正子 粕谷和夫 勝股朗郎 久保山嘉男 倉林美保 佐

藤サヨ子 長谷川篤 原田佳世 森松幹治 山崎悠一 柚木育子 柚木鎮夫 渡辺敬明 

担当者の一言：  

  ハクチョウ以外にも「田んぼが支える野鳥」を数多く観察できる第１級の観察地である。 

大晦日に出歩くことを俳句では「煤逃げ」というのだそうである。 

暖かくて良い天気に恵まれた「煤逃げの集い」であった。（粕谷和夫） 
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鳥信（主として２００６年７月～１２月） 
 

今期は 660 件が鳥信データベースに登録された。以下はスペースの関係で、登録情報のうち、希少種、猛禽、鴫千鳥、託卵

鳥、繁殖、行動、事故、渡り鳥の通過情報である。 

 

（この他に夏鳥の初認、塒、飼育下の野鳥、帰化鳥、その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 
      繁殖 

メッシュ 

１．希少種             

5 カイツブリ 2006/11/24 １羽   南浅川・水無瀬橋上流   山下弘文 八王子5K 

60 ササゴイ 2006/9/25 １羽   浅川・川口川合流点 16：32、友人と釣りをしていた時のことなので観察道具

は持っていませんでしたが、かなり近くで確認できたの

で確信しました。  

木崎颯馬 八王子6K 

64 チュウサギ 2006/9/2 １羽   高月水田   粕谷和夫 拝島6E 

64 チュウサギ 2006/9/2 ２羽   高月水田   粕谷和夫 拝島6F 

64 チュウサギ 2006/9/16 １羽   昭和堰上流左岸 ダイサギ３羽とコサギ 1 羽に混じって木にとまっていた。 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

64 チュウサギ 2006/9/17 ３羽   北浅川・（株）むつみ付近 大きさから、ダイサギではなく、チュウサギとした。 山浦秀雄､ 

山下弘文  

拝島4A 

64 チュウサギ 2006/10/15 １羽   滝山下（高月水田寄り） 畑地で採餌していた。少し離れてダイサギも行動してい

た。 

古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

64 チュウサギ 2006/11/23 ３羽   北浅川・（株）むつみ付近 大きさから、ダイサギではなく、チュウサギとした。 山浦秀雄､ 

山下弘文 

拝島4A 

93 オシドリ 2006/8/24 １羽   南浅川で両界橋（甲州街

道）の下流３０m 

18 時ごろ、西浅川町と高尾町の間を流れる南浅川で両

界橋（甲州街道）の下流 30m 程の石の上にオシドリの♂

(エクリプス）１羽が立っているのを見ました。狭い川の真

中の石の上に立っていたため全身を肉眼ではっきりと見

ることができました。目の横の白い線、オレンジ色の足と

嘴からオシドリの♂エクリプスと判断しました。この時期

にこのあたりでカルガモ以外のカモを見るのは初めてだ

ったので、図鑑で確認する迄信じられませんでした。 

横山由美子 八王子2G 

93 オシドリ 2006/11/1 １羽   高月浄水場の池 ♂１、池の奥の木陰 粕谷和夫 拝島6E 

94 マガモ 2006/11/4 １羽   南浅川・五月橋 雌雄不詳、11 月 8 日同所で♂１羽を含む３羽 山下弘文 八王子4J 

102 オナガガモ 2006/12/17 １羽   南浅川・横山橋下流 ♂ 山下弘文 八王子4H 

113 スズガモ 2006/12/16 １羽   昭和堰直上多摩川 ミコアイサ・カイツブリとともに行動。全体のシルエット，

胴体下部や嘴の付け根部分の色調などよりスズガモの

♀タイプと判断。 

宮越俊一 

（滝山下定期 C) 

拝島7E 

160 ヤマドリ 2006/10/15 １羽   高尾山・国道 20 号水野橋

から 30m 入った北側 

林内から飛び出す 川上恚 与瀬9E 

161 キジ 2006/10/28 １羽   南浅川・富士森高校脇 ♂ 山下弘文 八王子4J 

170 クイナ 2006/4/7 １羽   浅川・一番橋下流３００ｍ右岸「桜並木前のワンド」の場所   

  

門口一雄 武蔵府中1K 

170 クイナ 2006/5/6 １羽   浅川・日野市民プール対岸の桜並木前たまり  青木繁昌 武蔵府中2K 

179 バン 2006/6/4 １羽   多摩川・浅川合流付近   柚木鎮夫 武蔵府中4K 

179 バン 2006/11/19 ２羽   昭和堰直上多摩川 ヨシ原を出入り．１年目の個体と思われるのが２羽 宮越俊一 

（滝山下定期 C)  

拝島7E 

179 バン 2006/11/19 １羽   谷地川新旭橋下流 多摩川近く 大川征治 立川0C 

179 バン 2006/12/16 １羽   多摩川滝山下 昭和堰上流右岸で採餌行動。 宮越俊一 

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

179 バン 2006/12/17 １羽   多摩川ひょうたん池 私が池の畔に近付くと、手前の岸辺にいたオオバンがあ

わてて水面を蹴って、対岸の葦原の根方に逃げ込む。 

神谷古牧 立川0C 

181 オオバン 2006/11/1 １羽 

  

浅川・滝合橋下流側右岸

１００ｍ   

山崎悠一、 

山崎久美子  

武蔵府中

0G 

181 オオバン 2006/12/15 ７羽   多摩川平の堰 堰の上流側に５羽の群れ、数十㍍上流に２羽が纏まっ

ていた。いずれも成鳥で、これほどの数が纏まってみら

れたのは初めて。 

神谷古牧 拝島８Ｃ 
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188 コチドリ 2006/7/1 １羽   川口川・明治橋下流   木崎颯馬 拝島4C 

228 クサシギ 2006/7/22 １羽   北浅川・中央高速道高架

橋下付近 

浅瀬の石を歩きながら採餌 山浦秀雄 拝島4B 

244 タシギ 2006/12/3 １羽   多摩川滝山下 水管橋下流の左岸の石の上にじっとしていた． 宮越俊一 拝島6E 

316 アオバト 2006/7/30 声   小下沢の関場峠手前 声 粕谷和夫 与瀬6J 

346 ブッポウソウ 2006/7/1 １羽   八王子市弐分方町 11:30、見通しの良い木の天辺にとまっていました。 竹内開 拝島2B 

349 アオゲラ 2006/8/11 １羽   日野市高幡 若宮愛宕神

社境内 

♀と思われる、万願寺の方に用事があって出かけた帰

り、以前からこの境内にある２本の大きな木が気になっ

ていたのでちょっと覗いて見ました。すると大きな鳴き声

をあげてアオゲラ１羽が木のテッペンに登っていきまし

た。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

4H 

349 アオゲラ 2006/10/23 １羽   日野市新町５丁目 日野自動車グランド南側の林から、鳴き声が聞こえた。 神谷古牧 立川０Ｂ 

349 アオゲラ 2006/11/15 １羽   高幡台団地第 2 緑地 ♂ 佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

354 アカゲラ 2006/7/3 １羽   高尾山日影沢・ウッディハ

ウスのキャンプ場付近 

ウッディハウスのキャンプ場付近の沢筋で鳴いたのを確

認した。 

白川司、 

白川史子  

与瀬9F 

354 アカゲラ 2006/8/7 １羽   高尾山・一丁平付近 一丁平付近で鳴いたのを確認した。 白川司、白川史子  与瀬9E 

354 アカゲラ 2006/10/10 １羽   高尾山・いろはの森降口

から５０ｍ付近 

いろはの森降口から５０ｍ付近で鳴いたのを確認した。 白川司 与瀬9F 

354 アカゲラ 2006/11/1 １羽   高幡台団地第 2 緑地 ♀、今朝はよく晴れていたので、鳥たちは早朝から活発

に動き回っていました。たくさんのヤマガラやメジロ、シ

ジュウカラなどのカラ類に一緒になって飛び回わるアオ

ジ、また例のごとく目の前に出ては私をからかっている

のかガビチョウは 10 羽以上でした。そんな中で少し大き

めの鳥をみつけて双眼鏡をのぞくとアカゲラでした。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

354 アカゲラ 2006/11/13 １羽   高尾山山頂北側下５号路 高尾山山頂北側下５号路で鳴いたのを確認した。 白川司、白川史子  与瀬9E 

354 アカゲラ 2006/12/1 １羽   多摩川右岸昭和堰上流河原  粕谷和夫 拝島6E 

354 アカゲラ 2006/12/12 １羽   北浅川・松枝住宅上流５０

ｍ右岸 

♀木を登っていた 河村洋子 拝島３Ｂ 

354 アカゲラ 2006/12/28 １羽   高幡台団地緑地 ♀、今日は珍しくカケスの姿がなく、木の上の方を見な

がら歩いて行くと赤い色の鳥が飛んだのでその先で止

まった辺りを探すとアカゲラでした。ですが直ぐまたもと

の方向に飛び去ってしまいました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

357 コゲラ 2006/9/23 １羽   中央線・西八王子駅前 9 月 25 日も同所で１羽、声 山下弘文 八王子5J 

368 コシアカツバ

メ 

2006/9/2 ２羽   浅川・平山週学校前 平山中学校前の草原にコシアカツバメ２羽 山崎悠一、 

山崎久美子  

武蔵府中

1H 

384 サン ショウ ク

イ 

2006/9/2 ５羽   小宮公園と牧草地の間の

林 

９月２日７時３０分ころ小宮公園と牧草地の間の林に止

まるサンショウクイ５羽を見ました。数分で林に入ってし

まいその後見つからなくなりました。 

大川征治 拝島7A 

384 サン ショウ ク

イ 

2006/9/2 ５羽   小宮公園 公園と牧草地の境の林にとまるが、暫くして林の中に消

える。遠いが腹の白さが目立つ。当地では２回目の視認

（写真あり） 

大川征治・香 拝島７Ａ 

395 カワガラス 2006/11/3 １羽   南浅川両界橋下流 私もカワガラスを見ることができました。水面すれすれを

鳴きながら上流へ飛び去る 

千葉槇子 八王子2G 

395 カワガラス 2006/11/4 １羽   小仏川駒木野公園付近 水面すれすれを上流方向に飛び去る 粕谷和夫 拝島6E 

395 カワガラス 2006/11/12 １羽   南浅川浅川事務所北側

の堰の下 

私もカワガラスを見ることができました。16：30 頃、岩の

上で羽繕い 

横山由美子 八王子2G 

408 ジョウビタキ 2006/9/7 １羽   小宮公園頂上の市民農

園 

ジョウビタキ♂に似ているが、撮影した写真を古山隆氏

が確認したところ篭脱けの可能性もあるとのこと。 

大川征治 拝島7A 

408 ジョウビタキ 2006/10/30 １羽   谷地川新鶴見橋 自宅前で♀の個体を視認。先週から鳴き声のみ度々聞

いて居たのは、この個体か？ 

神谷古牧 立川０Ｂ 

409 ノビタキ 2006/10/15 １羽   谷地川浄化施設 浄化施設北側の空き地にいた。図鑑に乗っていた、渡り

の時の典型的な色合いだった。 

神谷古牧 立川0C 

409 ノビタキ 2006/10/22 １羽   北浅川・松枝橋下流 300m

位 

左岸の葦にとまっていた 山浦秀雄 拝島4B 

415 イソヒヨドリ 2006/9/18 １羽   京王八王子駅前にある１

階が ampm のビル屋上 

♂、13:30 頃、近くの別のビル屋上とを行き来していた 横山由美子 八王子7J 

415 イソヒヨドリ 2006/9/21 １羽   日野市日野台 ８：０５ 日野自動車工場の屋根にとまる 雌雄不明 古山隆 立川0A 

415 イソヒヨドリ 2006/12/3 １羽   谷地川新旭橋 橋の上流側に、♀の個体がいた。 神谷古牧 立川０Ｂ 
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420 クロツグミ 2006/7/12 １羽   高尾山６号路 声 大川征治・香 八王子０Ｆ 

422 アカハラ 2006/11/23 １羽   山下弘文・自宅   山下弘文 八王子4J 

422 アカハラ 2006/12/1 １羽   多摩川右岸昭和堰上流河原  粕谷和夫 拝島6E 

422 アカハラ 2006/12/13 １羽   日野市東光寺グランド グランド下流端付近の河川敷で、鳴きながら灌木を渡り

飛ぶ。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

424 シロハラ 2006/12/20 １羽   小宮公園 今期初視認 大川征治 拝島７Ａ 

452 キクイタダキ 2006/10/10 １羽   高尾山・もみじ台への登

口から３０ｍ付近 

もみじ台への登口から３０ｍ付近でエナガ等の混群の中

にいるのを視認した。 

白川司 与瀬9E 

456 キビタキ 2006/7/12 １羽   高尾山３号路 低い木にとまる 大川征治・香 八王子７Ｋ 

462 コサメビタキ 2006/10/10 １羽   小仏城山山頂から約５００

ｍ下った地点 

小仏城山山頂から約５００ｍ下った地点の日影沢林道

で視認した。  

白川司 与瀬8F 

463 サンコウ チョ

ウ 

2006/7/12 １羽   高尾山６号路 鳴きながら登山道の近くまで来たが視認出来ず 大川征治・香 八王子１Ｆ 

463 サンコウ チョ

ウ 

2006/7/7 １羽   高尾山６号路第１ベンチ

から２００ｍ 

囀り 琵琶滝ＣＴ 八王子0E 

482 ホオアカ 2006/10/25 ３羽   小宮公園 本日の小宮公園定期カウントで公園隣接の牧草地でホ

オアカ、カシラダカ、ノビタキが、また林内でビンズイが

見られました。 

大川征治 拝島7A 

482 ホオアカ 2006/10/25 １羽   小宮公園隣接牧草地 初認 定期カウント 拝島７Ａ 

482 ホオアカ 2006/11/1 ５羽   高月水田 休耕田の草むらから飛び出す 粕谷和夫 拝島6E 

485 カシラダカ 2006/12/17 50羽± 谷地川浄化施設 右岸の残土置き場に群れる。多摩大橋下流の砂利屋の

残土置き場でも１０羽の群れ。 

神谷古牧 立川０Ｂ 

485 カシラダカ 2006/12/28 10 羽  谷地川浄化施設 右岸側に群れていた。 神谷古牧 立川0C 

492 クロジ 2006/10/15 ２羽   高尾山・大平林道ふれあい館裏の沢沿い  川上恚 与瀬9E 

492 クロジ 2006/11/13 ３羽   日影沢沿い八王子市管

理小屋から２００ｍ上流 

日影沢沿い八王子市管理小屋から２００ｍ上流で採餌

中を視認した。 

白川司、 

白川史子  

与瀬8F 

492 クロジ 2006/12/23 1 羽  高尾山・大平林道中程の

作業員休憩小屋付近 

大平林道中程の作業員休憩小屋西側約 10 メートルの

道端（草むらで採食） 

川上恚 与瀬9E 

501 アトリ 2006/11/13 １羽   小仏城山山頂東側下 小仏城山山頂東側下（アンテナ鉄塔付近）の山桜の枝

で鳴いている♀を視認した。 

白川司、 

白川史子  

与瀬7F 

501 アトリ 2006/11/19 １５羽 

  

谷地川新旭橋下流 胡桃の木にカワラヒワと止まる。この地でははじめて見

た。その後も 20～30 羽くらいの群れが見られている。 

大川征治 立川0C 

501 アトリ 2006/11/30 ３０羽  多摩川・昭和堰下流 ウソの群れと一緒に見られた  大川征治 拝島６Ｅ 

501 アトリ 2006/12/3 6 羽＋ 多摩川滝山下 右岸と運動公園の間の林を小規模の群れで行動． 宮越俊一 拝島6E 

501 アトリ 2006/12/13 １羽   日野市東光寺グランド グランド下流端付近の河川敷にある灌木に十数羽のカ

ワラヒワと共に留まっていた。当地初認。 

神谷古牧 立川0C 

501 アトリ 2006/12/17 40 羽± 日野市東光寺グランド グランド下流端付近の河川敷の灌木にカワラヒワ、スズ

メと共に群れる。 

神谷古牧 立川0C 

501 アトリ 2006/12/25 ６羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の灌木にカワラヒワ１５羽と群れる。尾が河原

費をと同じＭ形なので、遠目には間違えやすい。 

神谷古牧 立川1B 

506 ハギマシコ 2006/12/23 ３８羽  城山湖 電線にとまったり、飛び回ったり斜面で採餌したり。 大川征治 八王子２Ｃ 

512 ベニマシコ 2006/2/4 １羽   浅川・一番橋下流草地 ♂ 青木繁昌 武蔵府中

1J 

512 ベニマシコ 2006/4/9 １羽   多摩川・浅川合流付近   柚木鎮夫 武蔵府中

4K 

512 ベニマシコ 2006/11/6 １羽   谷地川新旭橋下流 ♂１羽初認．２１日３羽 大川征治 立川0C 

512 ベニマシコ 2006/11/9 ４羽＋ 谷地川浄化施設 ここの他、多摩川谷地川合流部までの間三カ所で鳴き

声。 

神谷古牧 立川0C 

512 ベニマシコ 2006/11/19 ４羽   谷地川新旭橋下流 ２羽は一緒、 大川征治 立川0C 

512 ベニマシコ 2006/12/3 １羽＋ 多摩川昭和堰付近右岸 セイタカアワダチソウの藪の中で採餌行動中の，まだ赤

味の強い♂（夏羽と冬羽の間）を確認． 

宮越俊一 拝島7E 

512 ベニマシコ 2006/12/4 ２羽   浅川・大和田橋上流右岸

200ｍ 

１０：３０頃♂♀2 羽が土手側の河原を移動していた。ヨ

モギの実を食べていた。 

若狭誠 八王子7K 

512 ベニマシコ 2006/12/15 ４羽＋ 日野市東光寺グランド グランド下流端付近の河川敷で、姿は見えないが、広範

囲に沢山の鳴き声が聞こえた。 

神谷古牧 立川1B 

512 ベニマシコ 2006/12/23 ３羽   高尾山・大平林道中程の

作業休憩小屋西横林内 

♂1♀２ 川上恚 与瀬9E 
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512 ベニマシコ 2006/12/31 ３羽   元八王子 松子舞 城山

中学校裏 

♂1 羽、♀2 羽、♂は真っ赤でした 竹内開 八王子2K 

514 ウソ 2006/11/20 ２羽   小宮公園 小宮公園では珍しい 大川征治他 拝島７Ａ 

514 ウソ 2006/11/26 １０羽- 多摩川右岸昭和堰上流

河原 

カナムグラの実を啄ばんでいた 探鳥会 拝島6E 

514 ウソ 2006/11/29 ６羽   長沼公園絹ヶ丘口広場

の桜林 

枝先で鳴く。今季ひと月前頃より、近地でも観察例多数

だが、ウソとの混群は未だ無し。ウソより先に、別途渡

来か。 

馬場百合亜   

514 ウソ 2006/11/30 ３０羽  多摩川・昭和堰下流   大川征治 拝島６Ｅ 

514 ウソ 2006/12/1 １羽   高尾山６号路妙音橋から

300ｍ 

南山側から鳴き声がしたあと、谷の両側の木の枝を移

動していた。 

琵琶滝ＣＴ 八王子１F 

514 ウソ 2006/12/1 １羽   浅川・浅川橋下流 ７：２０ 鳴き声を聞く 古山隆 八王子6K 

514 ウソ 2006/12/3 ５羽   高尾・小仏川蛇滝橋下流

河原 

カナムグラの実を啄ばんでいた 粕谷和夫 八王子0G 

514 ウソ 2006/12/3 ５羽   都立長沼公園 オス２羽、メス２羽、亜種アカウソ１羽、５羽、ゆっくりと姿

を見せてくれた。 

山崎悠一 八王子9G 

514 ウソ 2006/12/3 ６羽＋ 多摩川滝山下 右岸と運動公園の間の林を，鳴きながら小規模の群れ

で移動． 

宮越俊一 拝島6E 

514 ウソ 2006/12/4 １羽   小宮公園 私には、小宮公園では初めての観察でした♂  1 羽  

ａ.ｍ10 時 30 分ごろ、ひよどりの小道と しじゅうからから

の小道の木々を移動していた。フィーフィーと優しい声で

鳴いているので見つけやすかったです。 

本島てるみ 拝島7A 

514 ウソ 2006/12/6 ３羽   小宮公園 ♂  3 羽  ａｍ9 時 40 分 ごろ、ひよどりの小道と しじ

ゅうからからの小道の木々を移動していたフィーフィーと

優しい声で鳴いているので見つけやすかったです。 

本島てるみ 拝島7A 

514 ウソ 2006/12/6 20羽+ 都立長沼公園   山崎悠一 八王子9G 

514 ウソ 2006/12/10 ２羽   多摩川・浅川合流付近   柚木鎮夫 武蔵府中

4K 

514 ウソ 2006/12/11 １羽   小仏城山山頂から約３０

０ｍ手前日影沢林道 

小仏城山山頂から約３００ｍ手前日影沢林道沿いで♂ 白川司、 

白川史子  

与瀬8F 

514 ウソ 2006/12/11 ２羽   高尾山・一丁平手前約１

００ｍ付近 

一丁平手前約１００ｍ付近の山桜の枝に♂♀がそれぞ

れ止まっているのを視認した。 

白川司、 

白川史子  

与瀬8E 

514 ウソ 2006/12/12 ２羽   北浅川・松枝橋上流２００

ｍ右岸 

♂１羽♀１羽、木に止まっていた 河村洋子 拝島4B 

514 ウソ 2006/12/12 ３羽   北浅川・上壱分方小学校

下流の林 

♂２羽（うち１羽アカウソ）♀１羽、木に止まり何か食べて

いた 

河村洋子 拝島３Ｂ 

514 ウソ 2006/12/16 ６羽   元八王子 松子舞 城山

中学校裏 

♂3 羽 、♀3 羽   サクラの蕾をもぐもぐもぐもぐ食べて

いた。 

竹内開 八王子2K 

514 ウソ 2006/12/23 ５羽  高尾山・国道 20 号水野橋から大平林道入り約 50 メートルの西側林内 川上恚 与瀬9E 

514 ウソ 2006/12/24 １羽   多摩川・浅川合流付近 ♂、クリーンセンター前、河川敷きの堤防間際上流側よ

り飛来、草の実を食べる 

阿江範彦 武蔵府中

4K 

514 ウソ 2006/12/28 ２羽   八王子市絹ヶ丘 1-37 ９時、♂２羽、今年はウソが沢山確認されているようで

すね。今朝我が家の庭（の様な所）で、ウソ２羽を確認し

ましたので嬉しくて報告いたします。 

高山早苗 八王子9G 

514 ウソ 2006/12/31 ６羽   元八王子 松子舞 城山

中学校裏 

♂3 羽 、♀3 羽、子供が「ウソが居るよっ！」と発見。カ

ナムグラの実をもぐもぐもぐもぐ食べていた。いつも何か

食べています。 

竹内開 八王子2K 

514 アカウソ 2006/12/3 １羽＋ 多摩川滝山下 行動中の群れの中に（亜種）アカウソと思われる♂の個

体を確認． 

宮越俊一 拝島6E 

516 イカル 2006/8/10 ５羽± 山下弘文・自宅   山下弘文 八王子4J 

529 カケス 2006/9/21 １羽   山下弘文・自宅 自宅裏から北へ 山下弘文 八王子4J 

529 カケス 2006/12/17 ３羽   トヨタデザイン研究所 入り口の門に近いところに居た。この辺りでは珍しい。 神谷古牧 拝島9B 

536 ガラス 2006/8/8 １羽   高尾町、南浅川右岸、両

界橋横 

12：40 頃、両界橋横の民家屋根上に、風切羽が白いカ

ラスの幼鳥がいるのをを見ました。広げた羽をパタパタ

させて、nga～、nga～と鳴いて親にねだっていました。こ

の時、初列、次列風切羽が白く、羽一枚づつの芯の部

分が黒いか、黒い縁取りがあるように見えました。 

一緒にいたほかの幼鳥と親鳥は全身黒でしたが、ハシ

ブトかハシボソかの区別はつきませんでした。 

横山由美子 八王子2G 

408 ジョウビタキ 2006/11/4 １羽   谷地川新鶴見橋 自宅前で大きな声でなく、まだ暗いというのに。 神谷古牧 立川０Ｂ 
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２．猛禽               

129 ハチクマ 2006/8/7 １羽   高尾山・日影沢 帆翔しながら稜線を出たり入ったりしているのを視認し

た。 

白川司、白川史子 

  

与瀬9F 

129 ハチクマ 2006/9/2 １羽   松竹橋近く 恩方小付近から南東方向へ飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

130 トビ 2006/11/5 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の河川敷のオニグルミの木にトビが留まって

いると、廻りにメジロ、ホオジロ、ヒヨドリなどが次々にや

ってくる。トビを見学しているようだ。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

130 トビ 2006/12/5 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 上流側左岸の木に留まっていた。そこへ３羽のハシブト

ガラスがやってきて、、廻りを取り囲む。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

133 オオタカ 2006/2/4 １羽   浅川・都立日野高校上空   青木繁昌 武蔵府中

4K 

133 オオタカ 2006/2/25 １羽   北 浅 川 ・ 松 枝 橋 下 流

200m 位 

上空飛翔。成鳥。 山浦秀雄 拝島4A 

133 オオタカ 2006/3/4 １羽   浅川・日野市民プール上

流の神社 

  門口一雄 武蔵府中

2K 

133 オオタカ 2006/4/7 １羽   浅川・日野市民プール上

流の神社 

  門口一雄 武蔵府中

2K 

133 オオタカ 2006/6/9 １羽   浅川・日野市民プール上

流の神社 

  門口一雄 武蔵府中

2K 

133 オオタカ 2006/7/2 ２羽   宇津貫、台・只沼 丘陵地内 粕谷和夫 八王子7F 

133 オオタカ 2006/7/8 ３羽   川町谷戸 雛３羽 粕谷和夫 八王子2K 

133 オオタカ 2006/7/22 １羽   多摩川滝山下 滝山方面から飛来し、ムクドリの群れを襲って１羽を追

い詰めていた。 

古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

133 オオタカ 2006/8/5 ２羽   圏央道西側右岸 圏央道西側を北から南へ飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

133 オオタカ 2006/8/27 １羽   北浅川・三入農場前 電柱にとまって、近くの 10 羽前後のオナガの群れを眺

めていた。やや褐色味があり、幼鳥か。 

山浦秀雄､ 

山下弘文  

拝島4A 

133 オオタカ 2006/9/2 １羽   多摩川・浅川合流付近 上流部中州で採餌、白い羽の鳥。 阿江範彦 武蔵府中 4

ｋ 

133 オオタカ 2006/9/21 １羽   浅川・萩原橋上空 萩原橋上空で旋回し、上流方向に飛び去った 倉本修 八王子6K 

133 オオタカ 2006/10/7 ２羽   浅川・日野市民プール上

流の神社 

  門口一雄 武蔵府中

2K 

133 オオタカ 2006/10/7 １羽   深沢橋付近 深沢橋上流 200ｍ付近上空旋回飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

133 オオタカ 2006/10/15 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の中州の木に留まっていた。胸の横斑がはっ

きりとしているが、眉斑が斑になっているのが特徴か。

ハシブトガラス三羽がめざとくこれを見つけ、近くの木に

留まって鳴き騒ぐが、意に介さない様子。それでも暫くす

ると、林の中を低く飛び去る。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

133 オオタカ 2006/10/15 １羽   多摩川滝山下 滝山上空を旋回 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

133 オオタカ 2006/11/4 １羽   浅川・日野市民プール上

流の神社 

  門口一雄 武蔵府中

2K 

133 オオタカ 2006/11/9 １羽   多摩川谷地川合流部 中州の木に背を向けて留まっていた。成鳥と思われる。

廻りをハシボソガラス４，５羽が取り囲むが、オオタカは

気にしていない様子。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

133 オオタカ 2006/11/21 １羽   谷地川多摩川合流部 若鳥 大川征治 立川１Ｃ 

133 オオタカ 2006/12/2 １羽   陵北大橋上流 100ｍ左岸 カラスに追われて飛び出す 北浅川定期 C 拝島1B 

133 オオタカ 2006/12/2 １羽   深沢橋 秋葉神社近くの木に止まった後北西に飛ぶ 北浅川定期 C 八王子1Ｋ 

133 オオタカ 2006/12/2 １羽   恩方小の手前 恩方小北側でツミにモビングをかけられる 北浅川定期 C 八王子0K 

133 オオタカ 2006/12/16 １羽   昭和堰直上多摩川 昭和堰上流より現われ滝山方面へ飛び去る。 宮越俊一 

（滝山下定期 C)  

拝島7E 

133 オオタカ 2006/12/24 １羽   宇津貫町・兵衛川右岸丘

陵 

ぐみ沢上空帆翔 粕谷和夫 八王子6F 

135 ツミ 2006/7/1 ２羽   川口川・唐犬橋下流右岸 ♂♀ 杉森ユリ 拝島3C 

135 ツミ 2006/7/2 ２羽   川口川・唐犬橋下流右岸 横道入った所の電柱、声は山王橋下流右岸竹林の中 杉森ユリ他 拝島3C 

135 ツミ 2006/9/2 １羽   深沢橋 恩方小付近を旋回飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

135 ツミ 2006/9/29 １羽   浅川長沼橋下流側の上

空（長沼公園：展望園地

北側より望遠） 

盛んにオオタカを攻撃する。 馬場百合亜   
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135 ツミ 2006/10/15 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の河川敷で、ヒヨドリ二羽を追うが、狩りには

失敗し、オニグルミの木の中に消える。 

神谷古牧 立川1B  

135 ツミ 2006/12/2 ２羽   恩方小の手前 恩方小北側でオオタカにモビングをかける 北浅川定期 C 八王子0K 

135 ツミ 2006/12/24 １羽   宇津貫・福昌寺付近 雑木林の木に止まっていて西方に飛翔 粕谷和夫 八王子6F 

136 ハイタカ 2006/10/15 １羽   多摩川滝山下 多摩川上空を滝山方面へ通過 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

139 ノスリ 2006/3/4 ２羽   浅川・多摩川合流付近   門口一雄 武蔵府中

4K 

139 ノスリ 2006/8/2 １羽   高月水田   粕谷和夫 拝島6E 

139 ノスリ 2006/10/7 １羽   恩方小の手前 恩方小西側上空を旋回飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

139 ノスリ 2006/10/15 ２羽   多摩川滝山下 滝山上空を旋回 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

139 ノスリ 2006/10/21 １羽   高月水田   粕谷和夫 拝島6F 

139 ノスリ 2006/10/25 １羽   平山城址公園上空   馬場百合亜   

139 ノスリ 2006/11/3 １羽   谷地川新旭橋下流右岸   大川征治 立川１Ｃ 

139 ノスリ 2006/11/4 １羽   圏央道西 200ｍ付近 圏央道北側トンネル上空旋回飛翔 北浅川定期 C 八王子0K 

139 ノスリ 2006/11/5 １羽  高月浄水場裏多摩川左

岸 

こちらも河原の木の高いところにとまっていました。何度

か地面へ向かって飛び立っては戻る動作を繰り返して

いました。 

竹内開 拝島6E 

139 ノスリ 2006/11/18 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州の木に留まっていた。留まっているところ

を見るのは今季初認。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

139 ノスリ 2006/11/22 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の中州の木で、斑を少し広げて日光浴をして

いた。廻りにはカワラヒワが次々に集まって来て、３０羽

くらいで取り囲む。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

139 ノスリ 2006/12/1 １羽   高月水田   粕谷和夫 拝島6E 

139 ノスリ 2006/12/2 １羽   上川口小学校裏 谷戸上空を帆翔 粕谷和夫 拝島2C 

139 ノスリ 2006/12/2 １羽   恩方小の手前 恩方小北側のモミの木に滞留 北浅川定期 C 八王子0K 

139 ノスリ 2006/12/3 １羽   八王子市高月町 高月城本丸北西側の上空をゆったりと旋回して飛ぶ。

やがて、尾根の少し北東側斜面にある木に留まる。肉

眼でも白く光る胸が見える。 

神谷古牧 拝島６Ｅ 

139 ノスリ 2006/12/3 １羽   多摩川滝山下 水管橋付近の左岸を上流へ通過，その後にもこの付近

を旋回． 

宮越俊一 拝島6E 

139 ノスリ 2006/12/5 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前、いつもの中州の木にノスリ、矢張りカワラヒ

ワも廻りに集まっている。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

139 ノスリ 2006/12/8 １羽           

139 ノスリ 2006/12/16 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前中州のいつもに木に、いつものように留まって

いた。 

神谷古牧 立川１Ｃ 

139 ノスリ 2006/12/16 １羽   多摩川滝山下 水管橋下流の多摩川上空を上流へ飛行。 宮越俊一 

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

139 ノスリ 2006/12/17 １羽   多摩川ひょうたん池 池の北西側の林の木に留まっていた。 神谷古牧 立川0C 

140 サシバ 2006/9/23 １羽   山下弘文・自宅上空 南へ 山下弘文 八王子4J 

151 ハヤブサ 2006/12/5 １羽   湯殿川・殿田橋北側 ドバトの群に近づいたが、そのまま遠ざかっていった 粕谷和夫他 八王子6G 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/2/4 １羽   浅川・日野市民プール上

空 

  青木繁昌 武蔵府中2K 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/5/21 １羽   

北浅川・（株）むつみ付近 

ふわふと飛ぶ 山浦秀雄 拝島4B 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/7/7 １羽   北浅川・陵北大橋北東 アンテナに止まっていた 河村洋子 拝島２C 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/8/5 １羽  元横山郵便局裏のホテ

ルの屋上 

今晩７時頃 夜店を歩いていると祭りに驚いたのかチョ

ウゲンボウが飛び廻っていましたそして、すごいスピード

で元横山郵便局裏のホテルの屋上に近い換気口に入っ

ていきました。 

峯尾良雄 八王子7K 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/9/9 １羽   北浅川中央高速道橋下

流側 

下流方向から上流方向へ飛翔 粕谷和夫他 拝島4A 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/10/13 ３羽   ヨドバシカメラ八王子店

裏 

何かが「キー、キー」とけたたましく鳴いていたので、上

を見上げたところ、チョウゲンボウが三羽飛んでいた。

八王子駅方面へゆっくりと消えていった。  

木崎颯馬 八王子7J 
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156 チョウゲンボ

ウ 

2006/10/15 ２羽   高月浄水場裏秋川上空 ２羽が午後１時半頃から３時頃まで低空飛行、ホバリン

グを繰り返し 私達と大勢のカメラマンを楽しませてくれ

ました。 

峯尾良雄・眞澄 

  

拝島6F 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/10/21 １羽   高月水田   粕谷和夫 拝島6F 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/12/3 １羽   多摩川昭和堰下流 ♂ 中州の木の最上部にしばらくとまっていたが，やが

て飛び立った． 

宮越俊一 拝島6E 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/12/3 １羽   南浅川・横山橋上空   山下弘文 八王子4H 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/12/5 １羽   浅川・萩原橋～浅川橋上

空 

カラスにもビングされる 粕谷和夫 八王子6K 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/12/17 １羽   浅川・北野卸売市場前 ８：３０頃 北野卸売市場前の浅川上空を飛翔。市場方

面へ飛び去る。 

佐藤哲郎 八王子9H 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/12/24 １羽   宇津貫町・兵衛川右岸丘

陵 

上空飛翔 粕谷和夫 八王子6F 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/12/26 １羽   黒川清流公園、東豊田

緑地、多摩平の森団地 

東豊田と多摩平の間にある黒川清流公園、東豊田緑

地、多摩平の森団地上空をチョウゲンボウが滑空する

姿を 26～29 日の３日連続(豪雨だった 28 日を除いて)見

る事ができました。 

藤生稔久 武蔵府中

1K 

333 アオバズク 2006/7/6 １羽   八王子市大横町（極楽寺

の境内） 

19:30 頃、鳴き声とのケヤキの木から飛び立つシルエッ

トを見る。 

古山隆 八王子6K 

333 アオバズク 2006/7/11 １羽   山下弘文・自宅とその周

辺 

他に７月１２，１６，１７、２３、２６、２７日も１羽観察、７月

１５日は２羽観察 

山下弘文 八王子4J 

333 アオバズク 2006/9/8 １羽   山下弘文・自宅とその周

辺 

  山下弘文 八王子4J 

333 アオバズク 2006/9/9 声   八王子市大横町（極楽寺

の境内） 

18:20 頃、境内のケヤキの大木の中から「ホッ・ホゥ…」と

鳴く声が聞こえてきた。尚、７月頃にも同所で何度か声

を聞いた。 

古山隆 八王子6K 

333 アオバズク 2006/9/20 １羽   八王子市中野上町１丁

目付近 

深夜３：１５鳴き声を聞く 古山隆 八王子6K 

334 フクロウ 2006/12/24 １羽   天神町、住宅地 マンション６階のベランダの手すり。夕刻 16 時過ぎ、近

所の人の通報で確認するとフクロウであった。大川征治

さんに連絡して証拠写真を撮っていただいた。夜確認す

ると何処かに行ってしまっていた。翌朝も帰って来てい

なかった 

粕谷和夫、 

大川征治 

  

八王子6J 

909 ガビチョウ 2006/12/2 １羽   元木橋手前 元木橋下流 50ｍ付近で視認 北浅川定期 C 拝島1B 

156 チョウゲンボ

ウ 

2006/10/3 １羽   大和田町 6-10 雌、17 時半、３階の会社の出口をでたら、目の前を猛禽

類が通り過ぎた。目の前の電線に留まったので慌てて

見なおすとチョウゲンボウの雌。その後すぐに飛び立

ち、眼下の果樹園に飛び交う小型のコウモリを獲ろうと

するが３度ほど失敗。大和田橋方面へ飛び去った。コウ

モリも餌なんですね。暗かったのですが高いところから

だったので背中の模様も綺麗に見えました。 

今野美代子 八王子8K 

                  

３．シギ・チドリ             

228 クサシギ 2006/11/22 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 

231 キアシシギ 2006/7/26 １羽   浅川・浅川橋下流 鳴き声を聞く 古山隆 八王子6K 

231 キアシシギ 2006/8/5 ５羽   浅川・浅川橋下流 岸辺で採餌 大川征治 八王子２Ｆ 

231 キアシシギ 2006/8/6 １羽   浅 川 ・ 大 和 田 橋 下 流

200m 

9:00 頃、大和田橋下流２００ｍ中州の水際、採餌しなが

ら移動 

佐藤哲郎 八王子8J 

231 キアシシギ 2006/8/6 １羽   浅川・大和田橋下流２００

ｍ 

中洲水際で採餌 佐藤哲郎 八王子8J 

232 イソシギ 2006/11/10 ２羽   谷地川万年橋付近   大川征治 拝島８Ｂ 

250 セイタカシギ 2006/4/7 １羽   浅川・一番橋下流１００ｍ

の左岸 

  門口一雄 武蔵府中

1J 

                  

４．託卵鳥               

321 ツツドリ 2006/6/27 １羽   高尾山・一丁平方面 一丁平方面で声 川上恚 与瀬9E 
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321 ツツドリ 2006/9/14 １羽   長沼公園：（草広場の北

側）殿ヶ谷の道：桜並木 

若、桜の毛虫を食べていた。 馬場百合亜   

321 ツツドリ 2006/9/29 １羽   長沼公園：殿ヶ谷の道

（草広場の北側） 

北東方向へ飛び、民家後方の林に停まる。 馬場百合亜   

322 ホトトギス 2006/6/27 １羽   高尾山・国道 20 号水野

橋南側 

水野橋南側林内上方で鳴き声 川上恚 与瀬9E 

322 ホトトギス 2006/7/2 １羽   宇津貫、台・只沼 丘陵地内、姿視認 粕谷和夫 八王子7F 

322 ホトトギス 2006/7/2 １羽   川口川・宮田橋左岸 声 杉森ユリ他 拝島２C 

322 ホトトギス 2006/7/2 １羽   川口川・高尾橋左岸 声 杉森ユリ他 拝島4C 

322 ホトトギス 2006/7/3 １羽   高尾山・日影沢 高尾山・日影沢の谷筋で、鳴き声を確認した。 白川司、 

白川史子 

与瀬9F 

322 ホトトギス 2006/7/3 １羽   高尾山・一丁平西側 高尾山・一丁平西側の谷筋で、鳴き声を確認した。 白川司、 

白川史子 

与瀬8E 

322 ホトトギス 2006/7/6 １羽   八王子市大横町 場所は特定できなかったが、鳴き声を聞いた 古山隆 八王子6K 

322 ホトトギス 2006/7/7 １羽   高尾山山頂 鳴き声、他に３号路浄心門近くでも聞えたが同一個体と

おもわれる。 

琵琶滝ＣＴ 与瀬9E 

322 ホトトギス 2006/7/26 声   佐藤サヨ子自宅、日野市

程久保、高幡橋台団地 

今朝５時ごろ目覚めて直ぐ窓を開けると、ホトトギスの鳴

く声が遠くから聞こえてきました。実に７月８日以来の声

でしたので近づいてくる声を頼りに外を見ていると、飛ん

できたホトトギスはゴルフ練習場のネットの上に止まりま

した。私が双眼鏡を取り出して見るとホトトギスは直ぐ飛

んで行ってしまいました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3J 

322 ホトトギス 2006/8/3 声   高幡台団地第 2 緑地    佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

322 ホトトギス 2006/8/7 １羽   高尾山・一丁平西側 一丁平西側の谷筋で鳴き声を確認した。 白川司、 

白川史子  

与瀬9E 

322 ホトトギス 2006/8/26 声   大和田町 2-19 公園付近  1:30 声のみ、深夜に 20 号沿いにある快活空間に行っ

ていたところ、ホトトギスの声が聞こえました。もしかして

音楽かなとおもったのですが、不定期に何度も何度も聞

こえる上に、効果音には使わないような、しょぼくれたフ

ェードアウトする鳴き方までしてくれたので、生だと確信

しました。 

今野美代子 八王子8k 

         

５．繁殖               

130 トビ 2006/7/22 １羽   多摩川滝山下 多摩川上空を魚をくわえて営巣地と思われる林へ移動 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C） 

   繁殖 

拝島6E 

478 ホオジロ 2006/7/7 １羽   多摩川右岸昭和堰上流

河原 

えさ運び 粕谷和夫 

 繁殖４① 

拝島6E 

5 カイツブリ 2006/7/7 ２羽   多摩川右岸昭和堰上流

河原 

親子（親１、子１）がワンドの池にいた。 粕谷和夫  

繁殖４② 

拝島6E 

95 カルガモ 2006/7/1 １０羽 

  

夕やけ橋 親子連れ （親 2、ヒナ 8） 北浅川定期 C 

繁殖4② 

拝島1A 

95 カルガモ 2006/7/2 １５羽 

  

川口川・川中新橋 親子連れ（親１＋子 6）、８羽の子供鴨は親から独立して

いた。今年は２組確認 

杉森ユリ他 

繁殖４② 

拝島２C 

95 カルガモ 2006/7/12 ４組   湯殿川・白旗橋～時田橋 ４組（子はそれぞれ３，４，８，４羽） 長谷川篤  

繁殖4② 

  

95 カルガモ 2006/7/15 ５羽   浅川・長沼橋上流 100m 子連れ 1 組（親１＋子４） 長沼橋上流 100m 右岸 佐藤哲郎 

繁殖4② 

八王子9H 

373 キセキレイ 2006/7/22 ２羽   川口川・川口川 1 橋下 親子連れ（親１＋子１）、親の給餌行動 粕谷和夫 

繁殖４② 

八王子6K 

373 キセキレイ 2006/8/12 １組   湯殿川・稲荷橋から下流

約 70m 

稲荷橋から下流約７０ｍ流れの中の石 長谷川篤 

繁殖4② 

八王子6G 
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368 コシアカツバ

メ 

2006/8/5 ２巣   高幡台団地 どうやら私の観察している２つの巣のコシアカツバメは

巣立ちしてしまったもようです。ここ２，３日糞の量は変

わらず、新しいものが無いようだし、何よりもコシアカツ

バメの姿がまったく見られなくなってしまいました。つい

2，3 日前までは私が巣に近づくと必ず 5，6 羽のコシアカ

ツバメがやって来ていたのに、全く姿がないのです。で

も、まだ 8 月に入ったばかりですから、もう一度抱卵とい

うこともあるかもしれませんから、もう少し観察を続けて

みたいと思っています。 

佐藤サヨ子 

繁殖５① 

武蔵府中

3H 

368 コシアカツバ

メ 

2006/8/24 ２巣   高幡台団地 私が見ている二つのコシアカツバメの巣うち、３度目の

抱卵をしていた巣でヒナが誕生したもようです。今朝行

って見ると、昨日まで無かった卵の殻が落ちていまし

た。 

佐藤サヨ子  

繁殖５① 

武蔵府中

3H 

368 コシアカツバ

メ 

2006/9/25 １家   高幡台団地 残っていたコシアカツバメのヒナたちは 25 日の朝、私が

見にいった時は、すでに巣立ちしたようで姿は有りませ

んでした。親鳥の姿も有りませんでした。ここに住んでい

る方の話では、24 日の夕方は顔を出していたと言うこと

ですから、やはり 25 日の早朝に巣立ちしたと言うことで

しょうか。 

佐藤サヨ子  

繁殖５① 

武蔵府中

3H 

                  

６．行動               

5 カイツブリ 2006/11/19 ３羽   谷地川新旭橋下流 多摩川近く 大川征治 立川0C 

45 カワウ 2006/7/22 180 羽 

  ± 

多摩川・府中四谷橋上流

側高圧線 

18 時過ぎ約 180 羽 粕谷和夫 武蔵府中

5J 

45 カワウ 2006/10/14 30 羽± 谷地川浄化施設 群れて下流へ向かって飛ぶ。群れを見るのは久し振り。 神谷古牧 立川0C 

45 カワウ 2006/11/22 300 羽 

  

浅川・高幡橋 今朝 11 月 22 日 8 時 40 分頃、私用で高幡橋を渡ってい

ると突然ふれあい橋の方向からカワウの群れが現れま

した。その数じつに 300 は超えていたと思われます。淺

川の川幅いっぱいに並び、長さは約 100ｍで私の頭上

約 80 センチぐらいの上を一番橋の方向に飛んで行きま

した。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

2K 

45 カワウ 2006/11/30 120 羽  谷地川浄化施設 Ｖ字編隊を組んで、西に向かう。 神谷古牧 立川0C 

45 カワウ 2006/12/15 50 羽± 多摩川平の堰 堰の上に行列していた。 神谷古牧 拝島８Ｃ 

58 ゴイサギ 2006/11/1 １羽 

  

浅川・滝合小学校対岸の

水門   

山崎悠一、 

山崎久美子  

武蔵府中

0G 

65 コサギ 2006/11/10 ８羽   谷地川新旭橋 橋の上流側で、ダイサギ１羽、アオサギ１羽と混群となっ

てたたずむ。もうサギ類が大きな群れを作る季節になっ

たのか。この朝の気温は５℃であった。 

神谷古牧 立川０Ｂ 

68 アオサギ 2006/8/11 １羽   高尾山・蛇滝林道 アオサギが山中の蛇滝林道にいた 粕谷和夫 八王子0F 

95 カルガモ 2006/9/10 ４羽   多摩川。右岸多摩大橋

下流ひょうたん池 

朝、多摩川流域でカルガモの変わった行動を見ました。

４羽纏まっていたのですが、水面に落ちたカナヘビを一

羽のカルガモがめざとく見つけ、 銜えて暫く振り回した

後、飲み込んでしまいました。結構いろんなモノを食べる

んですね。 

神谷古牧 立川0C 

96 コガモ 2006/10/26 １０羽 

  

大栗川：由木中学校北側 エクリプスの♂数羽が混じり、川面で盛んに採餌する。

旬日前から渡来の報。 

馬場裕   

96 コガモ 2006/11/10 ２０羽 

  

谷地川万年橋付近 １１月１２日但馬橋付近では５０羽ほどの群れが見られ

た。 

大川征治 拝島８Ｂ 

100 ヒドリガモ 2006/12/24 64 羽  多摩川中央線鉄橋下流 ６４羽が群れる。今季初認にして、かなり大きな群れ。 神谷古牧 立川２Ｂ 

314 キジバト 2006/9/22 １羽   陣場山頂 １ｍ近くまで人の近くまで寄って来て逃げない。 粕谷和夫 与瀬3H 

344 カワセミ 2006/7/7 １羽   高月水田 用水路でえさ捕り 粕谷和夫 拝島6F 

344 カワセミ 2006/10/1 ２羽     オス２羽、護岸コンクリ－トの上で、間隔３０～５０cm で

しばらく睨み合い後、嘴を挟み合う。 

長谷川篤   

349 アオゲラ 2006/12/15 １羽   高幡台団地の道路上の

木立 

今朝向い側の木立にたくさんのカラ類の混群が飛び交

っていたので見ていると、ひときわ大きな鳥が桜の木の

枝を斜めに上って行くので確かめるとやはりアオゲラで

した。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 
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363 ヒバリ 2006/10/19 ２羽   日野市新町４丁目 １羽のヒバリが、畑地のかなり高い空で、長い間囀り飛

翔していた。やがて舞い降りると、その数十㍍先から、

入れ替わるようにもう１羽が飛び立ち、これも囀り飛翔を

始める。こんな時季にも囀り飛翔をするとは思わなかっ

た。 

神谷古牧 立川０Ｂ 

366 ツバメ 2006/7/18 ３羽   天神町、住宅地 ウスバキトンボと見られるトンボの群れにツバメ３羽が

突っ込みトンボを捕らえる 

粕谷和夫 八王子6J 

369 イワツバメ 2006/11/10 １５羽 

  

石川町・高速道路橋下 暖かい日でイワツバメが夏季繁殖した巣の周りを飛び

回っていた 

大川征治 拝島８Ａ 

379 ビンズイ 2006/10/25 ３羽   長沼公園：霧降りの道   馬場百合亜   

386 ヒヨドリ 2006/7/27     長沼公園の各所 ヒヨドリ・メジロ ウワミズザクラの実を喰べる。 馬場百合亜   

386 ヒヨドリ 2006/10/1 70 羽± 多摩川中央線鉄橋上流 桜並木上空を、横に広がって南へ向かう。 神谷古牧 立川1B  

386 ヒヨドリ 2006/10/14 66 羽 

  

日野市東光寺グランド グランド北側の林に十数羽のヒヨドリが来て、「誘い合わ

せ行動」をし、３５羽の群れとなって南へ向かう。直後３１

羽が後を追うように付いていく。 

神谷古牧 立川0C 

386 ヒヨドリ 2006/10/15 67 羽 

  

日野市東光寺グランド 南へ渡る。この日この周辺で２時間の間に８０羽の群れ

を最大として、８群が南、又は南東に渡る。一部は河川

敷内で「誘い合わせ行動」をする 

神谷古牧 立川1B  

388 モズ 2006/8/3 声   高幡台団地第 2 緑地  梅雨の間中は入らなかった裏山に、今朝久しぶりに入っ

てみました。入り口から少し歩いて行くと突然モズの高

鳴きが聞こえてきました。もう秋なんでしょうか？ガビチョ

ウとウグイスが盛んに鳴いていましたが、カラ類は皆無

でした。それでウグイスにいつものように鳴き方を教わっ

ていると横からホトトギスが鳴いてきました。姿を探しま

したが枝が重なり合っている所で、見ることは出来ませ

んでした。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

388 モズ 2006/9/16 ３羽   多摩川滝山下の畑地 高鳴き 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島7E 

388 モズ 2006/11/9 １羽   谷地川浄化施設 右岸の残土置き場で、スズメを追い回す。 神谷古牧 立川0C 

388 モズ 2006/12/7 １羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の河川敷で、ツグミを追い回す。やがて互いに

少し離れた灌木に留まると、モズは勝ち誇ったように鳴

く。 

神谷古牧 立川1B 

395 カワガラス 2006/11/21 １羽   谷地川多摩川合流部 岸辺から飛び出して上流に飛ぶ 大川征治 立川１Ｃ 

396 ミソサザイ 2006/10/25 １羽   平山城址公園 笹薮で地鳴き。 馬場百合亜   

406 ルリビタキ 2006/12/1 １羽   高尾山山頂 山頂付近で、近くの枯れ枝でさえずるルリビタキをみん

なで観察しました。この時期どういうわけかルリビタキが

さえずります。 

若狭誠 与瀬9E 

406 ルリビタキ 2006/12/1 １羽   高尾山５号路山頂から

200ｍ 

枯れ枝でさえずるルリビタキをみんなで観察した。渡っ

てきて間もないこの時期は、どういうわけかルリビタキが

さえずるようです。（この日ルリビタキは全部で１０羽確

認した） 

琵琶滝ＣＴ 与瀬9E 

406 ルリビタキ 2006/12/16 １羽   元八王子 松子舞 城山

中学校裏 

♀タイプ 、高枝で地鳴きを繰り返していました。 竹内開 八王子2K 

406 ルリビタキ 2006/12/21 １羽   高幡台団地緑地 ♂の若鳥、はじめは♀かなと思ったのですが、良く見る

と尾羽は完全にブルー化し、風切に薄い青が掛かって

いるように見えたので♂の若鳥だろうと思いました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

424 シロハラ 2006/12/14 １羽   高幡台団地緑地 今日の裏山はたくさんのヤマガラとカケスが 5 羽もいて

飛び交っていたので写真を撮ろう思い追いかけてみまし

たが、焦点があったと思うと飛んでしまうのであきらめて

帰ろうと歩き出したら目の前の落ち葉が動いてシロハラ

が出てきたのにびっくりしました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

424 シロハラ 2006/12/15 １羽   小宮公園 こちらもツグミと一緒に頂上の広場の地面をつついてい

た。 

竹内開 拝島7A 

427 ツグミ 2006/11/10 ７羽   多摩川中央線鉄橋上流 桜並木前の河川敷にある灌木に７羽が留まる。一緒に

渡ってきた仲間なのだろうか。 

神谷古牧 立川1B  

427 ツグミ 2006/11/29 １０羽＋ 日野市東光寺グランド 数日降り続いた雨で濡れたグランドに、少し上を向いた

お得意のポーズで、沢山のツグミがいた。 

神谷古牧 立川0C 

432 ウグイス 2006/7/31 １羽   八王子市大横町（極楽寺

の境内） 

数日前から囀りを聞こえる。当地ではこの時期には珍し

い。 

古山隆 八王子6K 

432 ウグイス 2006/8/29 声   山下弘文・自宅 サエズリの声：８月２９日、９月１日、１０月２６日 山下弘文 八王子4J 

432 ウグイス 2006/11/10 １羽   谷地川下田橋 下流右岸側の日野自動車グランド下の藪で、地鳴き。 神谷古牧 立川０Ｂ 
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450 センダイムシ

クイ 

2006/7/27 １羽   長沼公園：南陽台入り口

～法面の雑木林 

エナガ、シジュウカラ、ヤマガラ、メジロの混群と一緒に

行動して、虫を喰べていた。 

馬場百合亜   

450 センダイムシ

クイ 

2006/8/28 ３羽   長沼公園：霧降の道（樅

の木付近） 

カラの混群に混じる。 馬場百合亜   

456 キビタキ 2006/8/25 １羽   高幡台団地第 2 緑地  今朝は体調があまり芳しくなかったので、散歩に行こう

かどうしようかと思いながら窓の外を見ると、オレンジ色

した鳥が動くので、いつもその辺を飛んでるヤマガラ？

と思いながら双眼鏡を覗くとキビタキ♂でした。私のレン

ズに気がつくと、直ぐゴルフ場のネットの上に飛んでそこ

から飛び去ってしまいました。もう南へ帰る途中なのでし

ょうか？裏山では毎年姿を見ていますが、この木立の

中では初めてです 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

459 オオルリ 2006/7/25 １羽   高尾山・大平林道ふれあ

い館前 

ふれあい館前で採餌 川上恚 与瀬9E 

467 コガラ 2006/10/25 ２羽   長沼公園：霧降りの道 カラの混群に。 馬場百合亜   

467 コガラ 2006/11/29 ３羽＋ 長沼公園霧降の道 カラ類の混群中。 馬場百合亜   

468 ヒガラ 2006/9/29 ５羽   長沼公園：鎌田鳥山のヒノキ林  馬場百合亜   

468 ヒガラ 2006/11/29 ３羽＋ 長沼公園霧降の道、ほ

か各所 

カラ類の混群中。 馬場百合亜   

471 シジュウカラ 2006/10/2 ２羽   粕谷天神町自宅 ♂♀２羽がベランダに絡まるニガウリに来て、葉に付い

ている幼虫を見つけ出して食べる。 

粕谷和夫 八王子6J 

474 メジロ 2006/7/27     長沼公園の各所 ヒヨドリ・メジロ ウワミズザクラの実を喰べる。 馬場百合亜   

485 カシラダカ 2006/12/15 20 羽+  小宮公園 頂上の広場の地面をつついていた。 ミヤホは確認でき

ず。 

竹内開 拝島7A 

502 カワラヒワ 2006/10/15 80 羽± 谷地川浄化施設 久し振りに見る大きな群れ。この辺りでは春から夏には

少なく、秋から冬には多い。 

神谷古牧 立川0C 

529 カケス 2006/9/27 １０羽 

  

宮下町の加住中学校の

裏 

雨上がりの午後３時１０分１０羽、３時３０分６羽、宮下町

の加住中学校の裏を西方面へ渡っていきました。  

峯尾良雄 拝島5E 

529 カケス 2006/10/14 10 羽± 小宮公園 数羽から十数羽の群れで公園の林内や周辺を行動。カ

ケスが多いのはこの秋の特徴だと思われる。 

宮越俊一 拝島7A 

529 カケス 2006/11/15 １羽   高幡台団地第 2 緑地 冬鳥を探して見ましたが、アオジ以外見つかりませんで

した。尚、カケスはいつもは山の頂上の日の当るところ

に２～３羽でいるのですが、今日はコナラの枝に１羽だ

けで止まっていましたが、私を見つけると直ぐ飛んでし

まいました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

536 ハシボソガラ

ス 

2006/9/9 ２羽   八王子市役所隣の空き

地 

ネコ１頭がボソガラス２羽をねらうとこれに対抗してボソ

ガラスはネコの約２ｍぐらいまで近づいて攻撃の姿勢を

しめす。ネコが追いかけの行動を示すとカラスはすばや

く逃げる。その後カラスは再びネコに近づいて行き攻撃

の姿勢を示す。このような双方の行動が何回も繰り返さ

れ、やがてカラスは電線に引き上げる。 

粕谷和夫 八王子5K 

536 ハシボソガラ

ス 

2006/10/28 60 羽± 元横山町３丁目 ２時１５分、カラスの集団が整然と殆ど鳴かずに北北東

から南西方面に移動していた。最初は大規模なヒヨドリ

の渡りだと思った。ねぐらリ入りにしては早すぎるし、は

じめて見たカラスの行動です。 

若狭誠 八王子7K 

536 ハシボソガラ

ス 

2006/11/4 １羽   高幡台団地第 2 緑地 今日はいつもより 2 時間も遅く裏山に入りました。途中

木を叩く音が聞こえてきたので、アオゲラ？と思いなが

ら上を見上げると、ハシボソガラスがコナラの木の皮を、

縦約 20 センチ横 15 センチほどを上手に剥がして、中か

ら虫のようなものを嘴にはさんで食べていました。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 

536 ハシボソガラ

ス 

2006/11/21 ４羽   谷地川浄化施設 左岸の電線に群れて留まり、互いに鳴き交わしながら、

嘴を電線に打ち付ける。 

神谷古牧 立川0C 

901 コジュケイ 2006/9/24 ８羽   高幡台団地 昼食を終えた 1 時半ごろ、昨日の疲れがまだ残っている

なと思いながら、何気なく窓の外に目をやると真下に 6

羽のヒナをつれたコジュケイのファミリーがいました。団

地の庭では実に久しぶりでしたが、2 週間前に刈られた

雑草を突付きながら散歩を楽しんでいるようでした。団

地の庭では実に久しぶりでした。 

佐藤サヨ子 武蔵府中

3H 
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７．事故        

416 トラツグミ 2006/11/12 １羽   八王子市立城山小学校 今日、城山小学校で警備員さんが野鳥の死体が校舎横

にあったと持ってきてくれました。窓ガラスにぶつかって

死んだようです。 

森久美 八王子2J 

                  

８．通過               

133 サンコウ チョ

ウ 

2006/9/16 １羽   多摩川滝山下 多摩川沿いのクルミやシラカシの混じった林内を，メスら

しい個体が移動するのを確認。 

古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島7E 

336 ハリオアマツ

バメ 

2006/10/7 ３羽   高尾山山頂 上空通過 粕谷和夫 与瀬9E 

338 アマツバメ 2006/10/7 ３羽   高尾山山頂   上空通過 粕谷和夫 与瀬9E 

365 シ ョ ウ ド ウ ツ

バメ 

2006/9/16 ２羽   昭和堰下流右岸 ツバメよりもやや高いところを飛翔 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島7E 

366 ツバメ 2006/9/30 ３羽＋ 長沼公園：展望園地北側

の上空 

夕暮れに、渡去のファミリーか。 馬場百合亜   

368 コシアカツバ

メ 

2006/9/5 ２羽   多摩川・八高線鉄橋上流

側 

8：30、平の堰付近を飛ぶ姿を見ることが出来ました。 清水盛通 拝島9C 

386 ヒヨドリ 2006/10/15 191 羽 

  

多摩川滝山下 渡りの途中と思われる数十羽の群れを数回確認 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島6E 

409 ノビタキ 2006/4/7 １羽   浅川・一番橋下流３００ｍ

右岸「桜並木前のワンド」

の場所 

 門口一雄 武蔵府中1K 

409 ノビタキ 2006/9/24 １羽  南淺川・ 東横山橋～横

山橋間、 東横山橋詰上

流右岸 

PM4:45、雌、 八王子 4K4H、カワセミのお立ち台で首を

かしげてカワイイポーズをとっていました。昨年より二週

間早いですがほぼ同じ場所での確認です。 

竹内開 八王子4k 

409 ノビタキ 2006/9/27 ２羽   小宮公園 公園隣接の牧草地 定期カウント 拝島７Ａ 

409 ノビタキ 2006/10/15 ２羽   昭和堰直下多摩川 中州のヨシなどにとまる 古山隆・宮越俊一

（滝山下定期 C)  

拝島7E 

409 ノビタキ 2006/10/26 １羽   北浅川・陵北大橋下流３

０ｍ右岸 

草のてっぺんに止まっていた メス冬羽  河村洋子 拝島２Ｂ 

450 センダイムシ

クイ 

2006/9/15 １羽   小宮公園 水路でシジュウガラなどと水浴び 大川征治 拝島７Ａ 

450 センダイムシ

クイ 

2006/9/29 １羽   長沼公園：霧降の道堰堤

（樅の木）付近 

  馬場百合亜   

456 キビタキ 2006/9/29 ３羽   長沼公園：展望園地東側の杉  馬場百合亜   

456 キビタキ 2006/9/29 ３羽   長沼公園：霧降の道堰堤（樅の木の下流）  馬場百合亜   

456 キビタキ 2006/9/29 １羽   長沼公園：霧降の道（あずまやの下流側）  馬場百合亜   

456 キビタキ 2006/10/25 ６羽   長沼公園：各所で 渡去のひととき。 馬場百合亜   

456 キビタキ 2006/10/25 ６羽   平山城址公園   馬場百合亜   

461 エゾビタキ 2006/10/25 １羽   平山城址公園 渡去のひととき。 馬場百合亜   

462 コサメビタキ 2006/9/24 ２羽   小宮公園 農園内の林で地面に下りたりして採餌 大川征治 拝島７Ａ 

462 コサメビタキ 2006/9/29 １羽  長沼公園：西尾根の入り 馬場百合亜  

462 コサメビタキ 2006/9/29 １羽   長沼公園：霧降の道（あずまやの下流側）  馬場百合亜   

462 コサメビタキ 2006/10/25 １羽   長沼公園：霧降りの道 渡去のひととき。 馬場百合亜   

468 ヒガラ 2006/10/25 ６羽   長沼公園：各所で カラの混群に。 馬場百合亜   

501 アトリ 2006/12/16 １羽   多摩川滝山下 運動公園付近の林でカワラヒワ，カシラダカなどに混じ

って１羽だけ行動。同月上旬に見られた小規模な群れ

は見られなくなっていた。 

宮越俊一（滝山下

定期 C)  

拝島6E 

514 ウソ 2006/12/16 ２羽+ 多摩川滝山下 昭和堰付近の右岸の林からフィーフィーという声。飛び

去る後姿を確認したのみ。 

宮越俊一（滝山下

定期 C)  

拝島7E 

529 カケス 2006/9/26 ２６羽   丸山自宅（西寺方町） 8：20 ころカケス 26 羽が自宅上空を北から南へ足早（羽

早？）に渡って行きました。渡り? 

丸山二三夫 拝島1B 
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2006 年 野鳥定期カウント結果 

 

 定期カウント調査は調査コース毎に責任者を決め、その責任者を中心に１～数名の会員が毎月１回、

双眼鏡、フィールドスコープを使い、決められたコースをゆっくり歩き、そこから見える範囲（両側そ

れぞれ 50～100ｍ程度）に現れる全ての野鳥を種類別にカウントするものである。2006 年も 20 コースで

実施した。以下の表はコース別の 1～12 月の内の最高羽数の月のデータである。 

 全体で 123 種を記録した。2005 年観察無しで 2006 年観察されたものは 19 種（チュウサギ、ヨシガモ、

ハシビロガモ、スズガモ、ホオジロガモ、ミコアイサ、ハチクマ、ヤマドリ、セイタカシギ、ハリオア

マツバメ、ショウドウツバメ、チゴモズ、ヒレンジャク、イソヒヨドリ、マミチャジナイ、アトリ、マ

ヒワ、セキセイインコ、カオグロガビチョウ）、2005 年観察されて 2006 年観察無しは 12 種（ハヤブサ、

シロチドリ、ユリカモメ、アリスイ、カヤクグリ、コルリ、エゾムシクイ、ゴジュウカラ、ミヤマホオ

ジロ、ソウシチョウ、ガチョウ、不明鳥）、で差し引き 2005 年の 116 種と比べ 7 種の増加となった。 

 

コース別では、「多摩川・滝山下」が 72 種で最高であった。20 コースの内、80％以上のコースで出現

した野鳥は 26 種であった。中でも、キジバト、コゲラ、キセキレイ、ヒヨドリ、ウグイス、シジュウカ

ラ、メジロ、ハシブトガラスの 8 種は全てのコースに出現した。ガビチョウも 20 コースのうち、18 コ

ースで出現し、カオグロガビチョウも多摩川・瓢箪池～中央線鉄橋（12 月）で出現した。 

1～2 コースでしか出現しなかった野鳥は、34 種であった。このうち、ササゴイは浅川・長沼橋～一

番橋（5 月）、ヨシガモは浅川・長沼橋～一番橋（1～3 月）、ミコアイサは多摩川・滝山下（12 月）、セ

イタカシギは、浅川・長沼橋～一番橋（4 月）及び浅川・一番橋～多摩川合流（4 月）、チゴモズは多摩

川・瓢箪池～中央線鉄橋（5 月）、ヒレンジャクは北浅川・大沢橋～陵北大橋（4 月）、イソヒヨドリは多

摩川・瓢箪池～中央線鉄橋（11 月）、マミチャジナイは長沼公園（4 月）、エゾビタキは小宮公園（8 月）、

ホオアカは小宮公園（10 月）、コムクドリは浅川・長沼橋～一番橋（5 月）でそれぞれ出現した。 

 

種別の最高出現羽数は「多摩川・瓢箪池～中央線鉄橋」で 12 月に観察されたカワラヒワ 428 羽、次

いで、「浅川・一番橋～多摩川合流」で 11 月のカワウ 415 羽であった。 

セイタカシギ、マミチャジナイの 2 種は 2005 年までの定期カウントでは出現がなく、2006 年までの

全出現鳥のリストに新たに加わった。また、かつては浅川の冬を賑わしていたユリカモメが１羽も観察

されなかった（取りまとめ：粕谷和夫）。 
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2006年 秋のサシバ等渡り調査結果 

                          

２００６年は４ヶ所（第１図）で、９月１６日から１０月９日まで調査した。通過するサシバ、ハチ

クマ等の渡り鳥及び渡りをする蝶アサギマダラをカウントした。 

調査には延べ172名の会員が参加した（第１表）。本年もEメールを使い関東近辺の調査グループと情報

の相互交換を行うとともに、「タカ渡り全国ネットワーク」のホームページとリンクしてカワセミ会ホー

ムページに毎日の調査結果を当日の夜にアップし、全国に日毎のデータをタイムリーに発信した｡ 

（取りまとめ：粕谷和夫） 

（第1図）タカ渡り調査地の位置図（1/2.5万地形図１０等分メッシュ図） 

 

調査参加者氏名                    

阿江範彦、青木静子、浅野恵美子、
井形定子、石橋公子、井手龍世、
井上典子、今井達郎、大川征治、
大川香、粕谷和夫、加藤岸男、 
門口一雄、神谷古牧、川上恚、河
村洋子、菊地昇、木崎颯馬、木崎
君代、久保山嘉男、今野美代子、
佐伯直寛、笹川佳子、傍島玲子、
佐藤サヨ子、清水盛通、白川司、
白川史子、関根伸一、杉森ユリ、
高橋和子、高山早苗、竹内開、 
多田恒子、千葉槇子、中村后子、
原田佳世、平井国二、福島孝子、
福本順吉、古山隆、長谷川篤、細
田富美代、前田善明、丸山二三夫、 
宮越俊一、山浦秀雄、山下弘文、 
横山由美子、若狭誠、渡辺敬明     

6F 7F
小峰
BC

9F 0F 1F 2F 3F 4F 5F 6F

五日市 6E 7E 8E 9E
上川
霊園

1E 2E 3E 4E
高月
給水

6E

（1/2.5万地形図）
6D 7D 8D 9D 0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D

4C 5C 6C 7C 8C 9C 0C 1C 2C 6C 7C

3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 0B 1B 2B 6B 7B

3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 0A 1A 2A 3A 4A 5A 6A
小宮
公園

3K 4K 5K 6K 7K 8K
遠矢
公園

0K 1K 2K 3K 4K
八王子
市役所 6K 7K

3J 4J 5J 6J 7J 8J 9J 0J 1J 2J 3J 4J 5J 6J
JR

八王子
駅

陣馬
山

4H 5H 6H 6J 8H 9H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H

7G 8G 9G 0G 1G
JR

高尾駅 3G 4G 5G 6G 7G

（1/2.5万地形図）
7F 8F 9F

高尾
霞台

1F 2H 八王子 7F

調査地 7E 8E 9E 0E 1E 2E
（1/2.5万地形図）

7E

8D 8D 0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D

9C 0C 1C
城山
湖

7C

0B 1B

拝島
（1/2.5万
      地形図）

与瀬

1.遠矢堀公園（遠矢公園）：与瀬９Ｋ
2.陣馬山山頂（陣馬山）　：与瀬３Ｈ
3.高尾山霞台（高尾霞台）：八王子０Ｆ
4.城山湖　　　　　　　　：八王子２Ｃ

注）１メッシュは１Ｋｍ×１Ｋｍ

(第1表)２００６年サシバ等の調査参加者　（延参加人数）

遠
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山
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山
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遠
矢
堀
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陣
馬
山
山
頂

高
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山
霞
台

城
山
湖

そ
の
他

計

９月16日 1 3 4 10月1日 2 2 4
17日 1 1 2日 1 3 4
18日 3 3 3日 7 1 1 9
19日 2 2 4日 7 7
20日 8 1 3 12 5日 2 2
21日 3 1 2 6 6日 0
22日 5 1 1 7 7日 6 1 2 9
23日 9 17 4 30 8日 9 9
24日 7 1 1 3 1 13 9日 7 2 9
25日 7 1 2 10
26日 3 3
27日 2 1 3
28日 8 4 1 13
29日 7 1 3 11
30日 1 1

34 1 172計 104 30 3
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１．サシバ、ハチクマの通過羽数（数のカウント） 

 第２表の通りで、全体ではサシバは957羽、ハチクマは47羽が通過した。場所別では遠矢堀公園が

最も多く、サシバ651羽であった。100羽以上渡った多数通過日は９月２３日、１０月１日と１０月４

日の3日間であった。本年は１日に200羽を越える日はなく、比較的多かった日は９月２４日、１０

月２日と１０月９日で例年より渡った日が分散した。 

この他に、竹内開会員から10月1日、八王子市長房町（船田小学校校庭、八王子3J）で子供の運動会

に参加中、校庭の真上でサシバ6羽（タカ柱→南南西と北へ分裂）という報告があった。 

（第２表）２００６年の通過羽数・サシバ、ハチクマ 

天気及び最高気温は八王子市天気相談所発行 「八王子市気象月報」から引用 

２．経年変化 

サシバ、ハチクマの経年変化は第２図、第３図の通りでサシバ、ハチクマとも過去３年では最低で

あった。 
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台
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遠
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山
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台

城
山
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そ
の
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延
べ
計

9月16日 曇 23.7 36 0 36 5 0 5
17日 雨 22.0 2 2 0 0
18日 雨 26.6 1 1 1 1
19日 晴 32.6 1 1 0 0
20日 晴 28.9 8 5 3 16 1 3 2 6
21日 晴 29.0 0 7 1 8 0 1 5 6
22日 曇 24.4 0 0 0 0 0 0 0 0
23日 晴 23.9 83 32 31 146 0 4 2 6
24日 晴 24.7 67 20 2 5 0 94 0 1 0 0 0 1
25日 晴 24.1 7 0 0 7 0 0 0 0
26日 雨 20.5 1 1 0 0
27日 雨 24.2 0 0 0 0 0 0
28日 晴 28.3 4 17 0 21 4 4 0 8
29日 曇 23.8 10 4 0 14 0 0 0 0
30日 晴 25.6 0 0 0 0

10月1日 雨 21.9 125 30 155 0 2 2
2日 雨 20.9 50 21 71 2 0 2
3日 曇 24.3 38 14 12 22 86 1 3 0 1 5
4日 曇 22.0 165 165 1 1
5日 雨 18.7 0 0 0 0
6日 雨 17.9 0 0
7日 晴 25.1 2 3 17 22 0 0 0 0
8日 晴 26.2 19 18 37 3 0 3
9日 晴 25.7 35 39 74 1 0 1

計 651 104 14 188 0 957 19 16 0 12 0 47

サシバ ハチクマ

（第２図）　サシバ通過数経年変化
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３．多数通過日 

 多数通過日は 9月 23日、10月 1日と 10月 4日の 3日間であり、そのうち 9月 23日の 10

分刻みの時間帯通過数と方向は以下のとおりである。この日は遠矢堀公園、陣馬山と城山湖の 3 ヶ

所で観察した。遠矢堀公園では 9時 30分過ぎから出現し、12 時までに断続的に通過した。この日、

陣馬山で 10時以降に観察されたサシバは、遠矢堀公園を通過したものかどうか、関係ありそうでも

あるが、証明は困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第３図）　ハチクマ通過数経年変化
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（第３表）サシバが多く出た日のデータ9月23日

時：分

出た
方向

羽数
消え
た方
向

出た
方向

羽数
消え
た方
向

出た
方向

羽数
消え
た方
向

出た
方向

羽数
消え
た方
向

07:30-07:39

07:50-07:59 北 2 西南西

～

08:20-08:29 東南東 3 南

08:30-08:39 南東 1 南西

08:40-08:49 北北西 2 西

08:50-08:59

09:00-09:09

09:00-09:09

09:10-09:19

09:20-09:29

09:30-09:39 北北東 11 南西

09:40-09:49 北東 3 南西

09:50-09:59 東 8 南西 東 20 西

10:00-10:09 西 24 南 北東 2 北西 北 1 南西

10:10-10:19 北　 4 西

10:20-10:29 東　 1 南 東 1 西

10:30-10:39 北西 2 西 東　 3 北西

10:40-10:49 北 2 西 北東 3 西 西 3 西

10:50-10:59 北 15 西

11:00-11:10 北東 13 西 西 5 西

11:10-11:19 北 1 南 東　 1 南

11:20-11:29 北 10 南

11:30-11:39 東 2 南西 北 1 南

11:40-11:49 北 1 南西

11:50-11:59

12:00-12:09

12:10-12:19

12:20-12:29 東 1 南

12:30-12:39

～

14:40-14:49

計 83 32 31

城山湖

与瀬9K 八王子0F与瀬3H 八王子2C

遠矢堀公園 高尾山霞台陣馬山山頂
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４．他の野鳥やアサギマダラの出現羽数 

サシバ、ハチクマの以外のワシタカや渡りの途中と思われるアマツバメ類、ツバメ類が同時に観

察された。ヒメアマツバメは八王子市内で越冬する個体もあるので、全てが渡りのものと断定できな

い。ミサゴが９羽、ハヤブサが 14 羽、チゴハヤブサが 6 羽は観察された。 

 ヒタキ類ではエゾビタキが 21 羽、コサメビタキが 7 羽、ノビタキが１羽記録された。本年は渡り

途中と思われるツツドリは１羽観察された。また、ハリオアマツバメが 263 羽記録されたが、このう

ち 215 羽は 10 月 8 日に遠矢堀公園で観察されたもので、この日はハリオアマツバメの特異日とな

った。ヒヨドリは渡りと思われる集団通過のものをカウントした。本年は例年と比べ多く、4,004 羽

であった。渡りのものと思われるアサギマダラは 58頭記録された。 

（第４表）サシバ、ハチクマ以外の野鳥等出現羽数又は回数（2006.9/16～10/9） 

 

５．岩手県の早池峰山北麓で標識・放蝶されたアサギマダラを高尾山で確認 

 2006 年 10 月 17 日に会員の中村后子氏が高尾山、１号路の金毘羅台との分岐点土手側で、ヤ

クシソウの花に止まっていて、山頂方向にフワフワと飛んで行ったアサギマダラの写真を撮ったとこ

ろ、偶然、翅に文字が書かれていることを発見しました。書かれていた字は「ヨシベ、8/15、No25」

と読み取れたので、粕谷が「アサギネット」に報告したところ、この個体は、2006年 8月 15日

に岩手県の早池峰山北麓（岩手県川井村吉部沢）で標識・放蝶されたものとわかりました。また、今

年の吉部沢からの移動個体は、千葉県へ移動したものに続き２例目という報告を聞きました。 

 岩手県の早池峰山北麓から約 2 ヶ月かけて東京の高尾山に飛んで来て、さらに飛び続けているこ

とが証明されました。 

 

 

遠
矢
堀

公
園

陣
馬
山

山
頂

高
尾
山

霞
台

城
山
湖

そ
の
他

計
(延べ計)

128 ﾐｻｺﾞ 3 0 0 6 0 9
130 ﾄﾋﾞ 104 18 17 180 2 321
133 ｵｵﾀｶ 36 2 3 15 0 56
135 ﾂﾐ 31 11 0 17 0 59
136 ﾊｲﾀｶ 9 3 0 3 0 15
139 ﾉｽﾘ 95 16 0 54 1 166
141 ｸﾏﾀｶ 0 0 0 1 0 1
151 ﾊﾔﾌﾞｻ 6 1 0 7 0 14
152 ﾁｺﾞﾊﾔﾌﾞｻ 2 1 0 3 0 6
156 ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ 1 0 0 4 0 5
336 ﾊﾘｵｱﾏﾂﾊﾞﾒ 263 0 0 0 0 263
337 ﾋﾒｱﾏﾂﾊﾞﾒ 24 25 0 40 0 89
338 ｱﾏﾂﾊﾞﾒ 251 63 3 26 0 343
365 ｼｮｳﾄﾞｳﾂﾊﾞﾒ 0 0 0 0 0 0
366 ﾂﾊﾞﾒ 90 86 0 83 0 259
368 ｺｼｱｶﾂﾊﾞﾒ 0 0 0 0 0 0
369 ｲﾜﾂﾊﾞﾒ 496 3 15 72 0 586
386 ﾋﾖﾄﾞﾘ 2,959 12 270 763 0 4,004
460 ｻﾒﾋﾞﾀｷ 1 0 0 0 0 1
461 ｴｿﾞﾋﾞﾀｷ 11 10 0 0 0 21
462 ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ 0 7 0 0 0 7
409 ﾉﾋﾞﾀｷ 1 0 0 0 0 1
321 ﾂﾂﾄﾞﾘ 1 0 0 0 0 1

ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗ 19 15 10 14 0 58

地着き又は通
過のワシタカ

通過のアマツ
バメ、ツバメ
類（ヒメアマ
ツバメは地着
き含む）

通過のその他
の野鳥、蝶

注）単位は基本的には羽数であるが、トビ、
オオタカ等地着きのものは同じ個体が何度か
出現するので延計も含まれる
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2006年 浅川流域イワツバメ営巣調査 

                                                  

 この調査は1987年から毎年行ってい

るもので2006年は20年目となった。調

査方法は前年までと同じで、5月から7

月の間に2回以上、その年に繁殖に利用

している巣の数をカウントした。              

浅川流域を川筋別に16に分割し、その

他に谷地川、程久保川及び大栗川を加

えて行った。調査区域と調査者は第１

表、結果は第２表の2006年欄の通りで

あり、営巣数は前年より増加、営巣ヶ

所数は前年よりやや減少した。 

 2005年から形成が始まった八王子ニ

ュータウン（みなみ野）の花王八王子

センター倉庫の大きめの集団営巣地は

2006年も継続した。 

 なお、大栗川流域では2005年までの

木村信幸氏が大阪に移転したために代

わって南大沢の野鳥を観察している鈴

木秀夫氏に調査を依頼した。同氏にと

っては初めての調査であったが、南大

沢駅前の中郷公園のトイレにイワツバ

メが戻ってきたのが、トピックスです

というコメントがあった。 

（第1図）　営巣数、同ヶ所数の経年変化（淺川流域、谷地川流域、大栗川流域）
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(第１表)２００６年イワツバメ営巣調査地域と調査者 

  調査地域 調査者 
① 北浅川（大沢橋～陵北大橋） 丸山二三夫 

② 北浅川（陵北大橋～松枝橋） 河村洋子 

③ 浅川本流（松枝橋～鶴巻橋） 山浦秀雄 

④ 浅川本流（鶴巻橋～大和田橋） 倉本修 

⑤ 浅川本流（大和田橋～長沼橋） 佐藤哲郎 

⑥ 浅川本流（長沼橋～一番橋） 山崎悠一・久美子 

⑦ 浅川本流（一番橋～多摩川合流） 門口一雄、青木繁昌 

⑧ 川口川（川口橋～明治橋） 杉森ユリ 

⑨ 川口川（明治橋～浅川合流） - 

⑩ 南浅川（案内橋～敷島橋） 川上恚 

⑪ 南浅川（敷島橋～浅川合流） 小池一男 

⑪ 南浅川・八王子総合福祉ｾﾝﾀｰ 川上恚 

⑪ 南浅川・南多摩病院他 平井国二 

⑫ 城山川（月夜峯新橋～浅川合流） 木村晴美 

⑬ 山田川（山田橋～浅川合流） 平井国二 

⑬ 山田川・市民会館 粕谷和夫 

⑬ 山田川・JR八王子駅 平井国二 

⑭ 湯殿川（白旗橋上流部） - 

⑭ 湯殿川（椚田中学校） 山崎久美子 

⑮ 湯殿川（白旗橋～時田橋） 長谷川篤・典子 

⑯ 湯殿川（時田橋～浅川合流） 加藤岸男 

⑯ 湯殿川（都立片倉高校周辺） 加藤岸男 

⑯ 兵衛川（花王八王子センター倉庫） 粕谷和夫 

⑰ 程久保川 青木繁昌 

⑱ 谷地川（月夜橋～新左入橋） 井手龍世 

⑲ 谷地川（新左入橋～田島橋） 大川征治・香 

⑲ 谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍島玲子 

⑳ 大栗川 鈴木秀夫 
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(第２表)イワツバメ営巣数（○内数値は前表の流域別に対応） 単位：巣数(X：人による破壊、－：未調査） 

浅川の流域 ﾒｯｼｭ No 2004 2005 2006  
程久保川、谷地川、大栗川 

の流域 
ﾒｯｼｭ No 2004 2005 2006 

①北浅川（大沢橋～陵北大橋）   0 0 0  ⑰程久保川   0 0 0 
②松枝住宅（A） 拝島 3B 0 0 0  ⑲中央高速下石川西児童公園(C) 拝島 9A 12 9 4 
③北浅川中央高速道橋(B) 拝島 4A 11 3 6  ⑲谷地川鶴巻橋(B) 拝島 9B 0 3 2 
③市立第２中学校(A) 拝島 5A 0 0 0  ⑲谷地川西野橋(B) 拝島 8A 0 - 0 
④萩原橋(B) 八王子 6K 0 0 0  ⑲谷地川八幡宿橋(B) 拝島 7C 0 - 0 
④浅川暁橋(B) 八王子 7K 0 7 6  ⑲カレツツア駐車場（A） 拝島 7B - - 0 
④浅川浅川大橋(B) 八王子 7K 21 33 46  ⑲いちょう接骨院(A) 拝島 8B 0 - 0 
⑤浅川大和田橋(B) 八王子 8J 71 46 87  ⑲谷地川八方地橋(B) 拝島 8B 5 - 0 
⑤北野清掃工場(A) 八王子 8J 0 0 0  ⑲谷地川万年橋(B) 拝島 9B 1 - 2 
⑤ﾔｼﾞﾏ生ｺﾝ工場(A)→西東京生ｺﾝ 八王子 8H - - -  ⑲JR 八高線小宮八石陸橋(B) 拝島 9C 5 3 2 
⑤浅川 JR 中央線鉄橋高架(C) 八王子 9H 0 0 0  ⑲谷地川新鶴見橋(B) 立川 0B 0 0 0 
⑥浅川長沼橋(B) 八王子 9H 3 0 0  ⑲谷地川新潅水橋(B) 拝島 8B 0 0 0 
⑥浅川滝合橋(B) 武蔵府中 0H 0 6 3  ⑳京王南大沢駅(C) 武蔵府中 0D 5 4 4 
⑥平山中学校 武蔵府中 1H - 0 0  ⑳アメニティトライアル多摩 21(D) 武蔵府中 0D - - - 
⑦浅川一番橋(B) 武蔵府中 1J 17 25 50  ⑳南大沢舞の橋歩道橋(B) 武蔵府中 0D 0 0 0 
⑦浅川高幡橋(B) 武蔵府中 2K 15 0 0  ⑳太田川おかんどう橋(B) 武蔵府中 1D 3 1 0 
⑧川口児童館(A) 拝島 2C 0 0 0  ⑳大田川峯が谷戸橋(B) 武蔵府中 1E 1 0 0 
⑨陶鎔小学校(A) 拝島 4C - - -  ⑳太田川板橋（Ｂ） 武蔵府中 1E 4 0 0 
⑨中央道中野山王町高架(B) 拝島 6A - - -  ⑳太田川川幡橋（Ｂ） 武蔵府中 1E 3 2 1 

⑨清水小学校(A) 拝島 5A - - -  ⑳ハローマック多摩 NT 店（A） 武蔵府中 1E 0 0 0 
⑨シンワ（株）(A) 拝島 5A - - -  ⑳京王堀之内駅(C) 武蔵府中 2E 1 3 1 
⑨楢原中学校(A) 拝島 5B - - -  ⑳大栗川大片瀬橋(B) 武蔵府中 0E 0 0 6 
⑨川口川咳守橋(B) 拝島 6A - - -  ⑳大栗川富士見橋(B) 武蔵府中 0E 0 0 0 
⑩京王高尾山口駅(C) 八王子 1F 50 55 60  ⑳大栗川山下歩道橋(B) 武蔵府中 0E 0 3 0 
⑩案内川高尾橋詰橋本屋 八王子 1F 0 0 0  ⑳大栗川常盤橋（B） 武蔵府中 3F 0 0 0 
⑩京王高尾駅(C) 八王子 2G 10 15 10  ⑳大栗川宮田橋（B） 武蔵府中 3F 0 0 0 
⑩高尾駅南口マンション、東電寮(A) 八王子 2G 30 40 40  ⑳大栗川横倉橋(B) 武蔵府中 4G 0 2 0 
⑩東浅川小学校(A) 八王子 3G 0 0 0  ⑳南大沢駅前中郷公園トイレ 武蔵府中 0D - - 8 

⑩京王線東浅川小学校前(B)姫天燕 八王子 3G 0 0 0  合計営巣数（Ⅱ）   40 30 22 

⑪私立八王子高校体育館(A) 八王子 5J 不明 0 0  営巣カ所数（Ⅱ）   10 9 9 

⑪南浅川東横山橋(B) 八王子 4J 0 0 0       
⑪都立八王子工校体育館(A) 八王子 4J 0 0 0  浅川流域とその周辺の合計    

⑪八王子総合福祉センター(A) 八王子 3H 0 0 0  営巣数   2004 2005 2006 
⑪NTT 八王子(A) 八王子 4H - - -  合計営巣数（Ⅰ）   434 398 470 
⑪南多摩病院(A) 八王子 5J 4 5 1  合計営巣数（Ⅱ）   40 30 22 
⑪ライオンズマンション西八王子駅前(A) 八王子 5J 12 16 14  合計営巣数（Ⅰ＋Ⅱ）   474 428 492 

⑪台町市民センター(A) 八王子 5J 0 0 0            

⑪都立第２商業高校(A) 八王子 5J 0 0 0  営巣カ所数   2004 2005 2006 
⑫城山川（月夜峯新橋～浅川合流） 八王子 3K4K 0 0 0  営巣カ所数（Ⅰ）   18 19 16 
⑬JR 八王子駅(D) 八王子 7J 112 84 103  営巣カ所数（Ⅱ）   10 9 9 
⑬八王子市民会館(A) 八王子 6J 0 0 0  営巣カ所数（Ⅰ＋Ⅱ）   28 28 25 

⑭湯殿川新田中橋下 八王子 5H 0 - -       
⑭ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八王子店駐車場ビル５階 八王子 3H 33 - -       
⑭はざま住宅(A) 八王子 3G 0 0 -       
⑭メジロ台ハイム(A) 八王子 3G 0 0 -       
⑭スリーボンド本社(A) 八王子 3G 0 0 -       
⑭大信プラスチック(A) 八王子 3G 0 0 -       
⑭富士重工第 2 スバル寮(A) 八王子 3G 0 0 -       
⑭東建住宅(A) 八王子 3G   3 -       
⑯JR 片倉駅(C) 八王子 7G 0 0 0       
⑯片倉陸橋下（片倉高校北 A) 八王子 7F 9 4 2       
⑯片倉台小学校(A) 八王子 7F 0 0 0       
⑯片倉サンライズ幼稚園(A) 八王子 7F 0 0 0       
⑯湯殿川東橋(B) 八王子 7G 0 0 0       
⑯兵衛川横浜線鉄橋(C) 八王子 7G 0 0 0       
⑯湯殿川横浜線鉄橋© 八王子 8H 0 2 0       
⑯湯殿川打越大橋(B) 八王子 8G 0 0 0       
⑯湯殿川時見橋(B) 八王子 8G 0 0 0       
⑯北野ハケシタビル(A) 八王子 8G 0 0 0       
⑯京王北野駅(C) 八王子 8G 26 12 3       
⑯京王北野駅～長沼駅(C) 八王子 9G 3 0 0       
⑯京王長沼駅(C) 八王子 9G 1 4 9       
⑯都立片倉高校 八王子 7F 0 0 0       
⑯都立片倉高校北側の陸橋 八王子 7F 6 - -       
⑯椚田中学校 八王子 4F   8 -       
⑯花王八王子センター倉庫 八王子 6F   30 30       
合計営巣数(Ⅰ)   434 398 470       
営巣カ所数(Ⅰ)   18 19 16       
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セキレイ類の集団塒（２００６年１月～１２月） 

（哀れ、長崎屋前三角広場のクスノキに防鳥ネット） 

 

 横山町三角広場の集団ねぐらは、規模が小さくなったので2005年をもって毎月１回の定期カウントは

終了した。かつては数百羽のハクセキレイがねぐら入りした長崎屋前三角広場のクスノキの葉の部分全

体にハクセキレイ侵入防止のネットが張られてしまいました（6月9日、粕谷和夫）。南大沢の大田川沿い

の峯ヶ谷戸橋南交差点、エッソGSの道路側銀杏の木で新たなハクセキレイの集団ねぐらが発見されまし

た（10月15日、清水盛通）。弐分方小学校の西側桑畑のセグロセキレイ集団ねぐらは今期も確認されまし

たが、桑の葉が落ちてからはねぐらが解消されその後どこへ移動したかは謎のままです(関根伸一)。 

  

１．ハクセキレイ 

（１）八王子市横山町三角広場・（八王子7J） 

   調査なし。 

 

（２）JR八王子駅前京王プラザホテル前、住友信託銀行前街路樹（八王子7J、粕谷和夫他調査） 

横山由美子：10月1日18時20分ごろ歩道橋の上で鳴き声が聞こえたので気づきました。そごう、

住友信託銀行、京王プラザホテルの屋上を飛び交ってからイチョウに入りました。18時25分か

ら5分間の観察で150羽以上がイチョウの木に入って行き、まだまだ塒入りは続いていました。

くまざわ書店前のクスノキを追われたハクセキレイはほんのちょっと場所を変えたようです。 

 

粕谷和夫：11月29日、ＪＲ八王子駅北口前の京王ホテル屋上に集結したハクセキレイは住友信

託銀行前街路樹の黄葉した5本のイチョウにねぐら入りしました。計約800羽でした。また、こ

の他に2002年にねぐら入りした京王ホテル前のイチョウは枝が強剪定されていてねぐら入りは

ありませんでした。（晴、16時40分ねぐら入り開始、18:55終了）  

 

（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） 

6月9日、かつては数百羽のハクセキレがねぐら入りした長崎屋前三角広場のクスノキの葉の部

分全体にハクセキレイ侵入防止のネットが張られてしまいました（哀れとしか言いようがない）。 

 

（４）JR八王子駅北口（熊沢書店前）・（八王子7J、粕谷和夫調査） 

3月4日、1本のクスノキに約600羽の集団がねぐら入り （晴、17時30分ねぐら入り開始、18:15

終了）、485羽までカウントした時点で下での物音で飛び出し、その後の推定を加え、約600羽と

した。 

6月9日、晴、18時48分ねぐら入り開始、19:20終了。1本のクスノキと駅寄りの3本のイチョウに

計40羽ねぐら入りした。 

12月1日、1本のクスノキ駅よりの3本の黄葉したイチョウに約550羽の集団がねぐら入り （晴、

16時38分ねぐら入り開始、18:55終了） 

12月27日、1本のクスノキに約660羽の集団がねぐら入り （晴、16時55分ねぐら入り開始、17:20

終了） 



 64 

 

（５）八王子市八幡町（都道506号八幡町交差点付近街路樹）・（八王子6J、粕谷和夫調査） 

   ねぐら入りの様子がない。 

（６）八王子市北野町西東京三菱北野ショップ・（八王子8J、粕谷和夫調査） 

   今期は未調査 

（７）国道２０号バイパスと秋川街道の交差点・（八王子6K、粕谷和夫調査） 

   ねぐら入りの様子がない。 

（８）片倉町の「中華店登龍門前他」・（八王子7G、粕谷和夫調査） 

   今期は未調査 

 

（９）ホンダクリオ新・東京 八王子店の北側歩道街路樹・（八王子3G、横山由美子調査） 

椚田町のホンダ店前ハクセキレイのねぐらはカツラの木に 3 羽程度が入るのを 6 月 21 日に見

ただけです。 

 

(10) 大田川沿いの峯ヶ谷戸橋南交差点、エッソGS の道路側銀杏の木（武蔵府中 1E、清水盛通調査） 

2006.10.15 車での通りすがりですが、薄暮の中相当数が塒入りしている様子を見ました。ねぐ

ら入り数未確認 

   

２．セグロセキレイ 

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

セグロセキレイねぐらは 6 月後半になってやっと集まるようになってきました。6 月 7 日には

ハクセキレイとセグロセキレイが 3 羽程度でしたが、6 月 23 日 19 時 20 分ごろ、ハクセキレ

イ 3 羽以上とセグロセキレイ推定 40 羽程度が集まっていました。ハクセキレイとセグロセキレ

イのさえずりがにぎやかです。 

 

(12) 弐分方小学校の西側，桑畑『弐分方町５１０付近』（拝島 3A、関根伸一調査） 

日時  2006 年 11 月 21 日  16 時～17 時 天候：曇、北の風 弱 

４．００～４．３０     １羽 

４．３０～４．４０    ６０羽 

４．４０～４．５０   １７３羽 

４．５０～         ０羽   計２３４羽＋－ 

 

日時   2006 年 11 月 25 日 16 時～17 時 天候：晴  東の風  弱 

４．００～４．３０      ０羽 

４．３０～４．４０      １羽 

４．４０～４．５０     ７２羽 

４．５０～５．００     ８９羽  計１６２羽＋－ 
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2006 年ツバメ集団ねぐら調査の結果 

（4 ヶ所で一時的な集団ねぐらを観察） 

  

多摩川ツバメ集団ねぐらの調査は多摩川流域ツバメ集団塒調査連絡会に参加する団体や個人が 2003

年から分担を決めて取り組んでいる。2006 年は 7 月 22 日を「集団ねぐら一斉調査」と決め、小作取水

堰（河口から 56.0 km 地点）から河口までを 12 区分して上流域から下流に向って日本野鳥の会奥多摩支

部有志、自然環境アカデミー、八王子・日野カワセミ会、昭島エコキッズクラブ、多摩川の自然を守る

会、府中野鳥クラブ、かわさき自然調査団、世田谷の野鳥環境を考える会、日本野鳥の会東京支部有志、

増田グループ、かわさき自然調査団が 7 月 22 日（又はその前後の日）に行った。 

八王子･日野カワセミ会はバードリサーチ神山和夫氏、昭島エコキッズクラブ長谷川博之氏、南大沢

の鈴木秀夫氏とともに多摩川の秋川合流点～拝島橋～日野用水堰（平の堰）～浅川合流点～府中四谷橋

の区間の調査を担当した。かつて 2 万羽以上を記録した日野用水付近の集団ねぐら地は 2006 年も復活し

なかった。 

 結果は次表の通りで、7 月 1 日神谷古牧氏観察の多摩川右岸谷地川合流点付近、7 月 11 日清水盛通氏

の多摩川左岸昭和堰上流側、7 月 22 日鈴木秀夫氏の多摩川府中四谷橋上流側、8 月 12 日渡辺仁氏の多摩

川・日野橋下流（左岸）の 4 ヶ所でねぐら入りを観察したが､いずれも一時的であったようで、継続的な

集団ねぐらにはならなかった。（まとめ：粕谷和夫）。 

 

表：2006 年結果（秋川合流点～拝島橋～日野用水堰（平の堰）～浅川合流点～府中四谷橋） 

観察月日 

（天気） 
観察時間 観察場所 観察者 観察結果（メモ的記載） 

2006.6.29 

（晴） 

18:00～19:10 多摩川日野用水堰付近

（八王子側） 

粕谷和夫 18:30～19:00 に約 30 羽のツバメが約 10 羽単位で下流方向に向

かう。19:00～19:00 コウモリが出現する暗さになっても約 10 が飛

び交い、昭島側の方に消えた。付近のヨシ原に入ったかどうかは

不明。 

2006.7.1 18:40～19:20 多摩川谷地川合流点付

近 

神谷古牧 時折数十羽の集団が旋回して、期待を持たせましたが、数回来た

集団はいずれもどことなく消えていく。下流方向へ流れて行くよう

でした。19 時 15 分頃にはこの付近に十数羽、ないし数十羽が塒

入りした模様。ライトが無く、留まっている姿は確認出来なかった

が、飛び込む様子、葦原から聞こえる集団の鳴き声で、塒入りと

判断した。 

2006.7.9 

（雨） 

18:25～19:15 多摩川日野用水堰付近

（昭島側） 

粕谷和夫 約１５０羽が下流方向に集団で飛んで行くのを観察しましたが、当

地でのねぐら入り行動は観察できませんでした。 

 18:30～18:40 約 30 羽下流方向へ 

 18:40～18:45 約 40 羽下流方向へ 

 18:45～18:50 約 70 羽下流方向へ 

 18:50～19:00 約 10 羽下流方向へ 

 19:00～19:15 コウモリの世界に変わり、ヨシ原上空に残存する 

ツバメ無し 

2006.7.11 夕 多摩川左岸昭和堰上流

側 

清水盛通 拝島橋～秋川と多摩川の合流付近（左岸）を調査いたしました。

歩き始めてすぐにヤマト運輸、佐川急便といった大きな倉庫群が

あります。多摩川の拝島自然公園とトラックターミナルを行き交い

ながらイワツバメが 2～300 羽が群れ飛んでいます。たぶんトラッ

クターミナルの建物が集団営巣場所となっているいるようです。ま

た少数ですがヒメアマツバメも混じっているのを確認しました。 

ツバメですが、秋川と多摩川の合流付近迄の間で概数ですが１

千～２千羽を越える数が下流方向に飛んで行きました。下流には

日野用水堰がありますが、そこでは塒は形成されていないようで

す。(粕谷報告)飛んでゆく方向を少し追うと左に（北側）シフトして
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いるようなので昭和記念公園かもう少し先の狭山湖付近に大規

模な塒があるのではないでしょうか。昭和記念公園の環境、整備

状況を鑑みますと可能性としては狭山湖ですが調べてみる価値

はありそうです。調査地点の最終は水鳥公園で１昨年一時期です

が大規模な塒が形成された場所です。果たして今年も規模はま

だまだ小さいですが、塒が形成されているようです。1,500～2,000

羽くらいと思われますが薄暮の中、コウモリが飛び交う時間にな

っても上空で飛び続けていました。鳴き交わしながら右に左に飛

ぶ集団から徐々に葦原に降り、塒となっている様子です。集団は

今年巣立った個体の割合が多いことからこの時期もっと増えてい

くことが予想されます。 

2006.7.22 17:30～19:00 多摩川・多摩大橋～谷地

川 

若狭誠 多摩大橋下流、浄水場排水の多摩川合流点付近のヨシ原に、

100 羽程度の小規模なねぐらがあるようです。ツバメは排水口上

の電線に集まながら、多摩川合流点まで飛んで戻り、電線にとま

ったり雛に餌やりをするなどを繰り返し、18 時 25 分に電線から一

斉に飛び多摩川合流点付近に集まり低空を旋回していた。しか

し、木々が遮りねぐら入りの確認はできなかった。 

        電線の羽数   飛翔概数    合計 

  １７：３０    ２４羽      ２０羽     ４４羽 

  １７：４０    ４０羽      ２０羽     ６０羽 

  １７：５０    ２３羽      ４０羽     ６３羽 

  １８：００    １８羽      ４５羽     ６３羽 

  １８：１０    ２０羽      ５０羽     ７０羽 

  １８：２０    ２０羽      ５０羽     ７０羽 コウモリ 

  １８：２５     １羽      ７０羽     ７１羽 

  １８：３０              ７０羽     ７０羽 

  １８：４０              ４０羽     ４０羽 

  １８：５０              ２０羽     ２０羽 

  １９：００               ５羽      ５羽 

2006.7.22 18:20～19:15 多摩川・谷地川合流部 神谷古牧 通過するツバメは 400 羽ほどいたが、塒入りはしなかった。 

2006.7.22 17:35～19:05 多摩川・立日橋～日野橋 山崎悠一・

久美子 

１７：３５～４０  草面３羽が下流側へ（以下全て下流側へ） 

１７：４０～４５  水面２羽 

１７：４５～００  無し 

１８：００～０５  草面３羽 

１８：０５～１０  草面６羽、水面１羽 

１８：１０～１５  無し 

１８：１５～２０  水面３羽 

１８：２０～２５  草面２羽、水面２羽 

１８：２５～３０  水面３羽 

１８：３０～３５  水面１羽 

１８：３５～４０  草面１２羽、水面４羽 

１８：４０～４５  草面１４羽、水面１２羽 

１８：４５～５０  草面８０羽、水面３５羽 

（旋回しながら下流側へ） 

１８：５０～５５  草面９０羽、水面６０羽 

１８：５５～００  草面２２羽、水面１５羽 

１９：００～０５  草面４羽、水面３羽 

１９：０５～    アブラコウモリ多数 

2006.7.22 

（曇） 

17:40～19:15 多摩川右岸・中央高速道

橋～浅川合流付近（日野

市） 

粕谷和夫 以下の２ヶ所で小さな集団飛翔を観察したが、ねぐら入りは観察

できなかった。 

（１）18:10 頃まで、日野市クリーンセンターから約 200m 下流地点

の河原の主としてオギ原の直ぐ上をツバメ約で往復飛翔をしてい

たが、やがていなくなった。 

（２）18:20 頃石田大橋下流約 300m の東京都多摩川流域下水道

浅川水再生センター正門上の電線に幼鳥主体のツバメ約40羽が

止まっていたが、18:35 頃全ていなくなった。 

2006.7.22 

（曇） 

17:30～19:10 多摩川右岸・日野橋～中

央高速道橋 

渡 辺 敬

明、 

曇天の夕暮れ、対岸のオギ原低空を飛ぶツバメは見ずらく、出口

富子さんの協力でなんとかチエックいたしました。17:30 から徐々
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出口富子 にツバメが日野橋下流河原 400ｍ地点のオギ原で、葉先スレスレ

に激しく旋回飛翔し出し、最高 50 羽近くなった。左岸低空からの

進入らしく、18:30 頃には完全に姿が見えなくなった。注意していた

が抜けて行くのも低空で確認出来なかった。18：40 頃上空高く、

約 30 羽が集まり下流上空に消えて行った。約 20 羽は低空で川面

を素早く下流に去った。 

2006.7.22  多摩川・府中四谷橋 

上流側 

鈴木秀夫 四谷橋上流の高圧線の下付近の右岸ですが、100 羽程度の塒と

思われます。3 年連続で同じ地点で観察しておりますが、２年前に

もごく少数のつばめが塒入りしたところです。 

2006.7.2４ 

（曇のち小

雨） 

17:30～19:00 多摩川・多摩大橋～谷地

川 

若狭誠 今日（２４日）再調査にゆきました。ツバメのねぐらは形成されてい

ないようでした。２２日とは異なり、電線に集まらず、多摩川合流

点上空を旋回するツバメの羽数も 20 羽程度で、多摩川合流点の

ヨシ原を観察できる場所も見当たらず、別の場所で通過羽数をカ

ウントした。ツバメは少なく、それに見合った通過羽数があったの

で、ねぐらは形成されていないと判断した。 

下流に通過したと思われる羽数 約 189 羽 

 18:00 まで  29 羽下流方向へ 

 18:10 まで  23 羽 〃 

18:20 まで  27 羽 〃 

18:30 まで  51 羽 〃 

18:40 まで  57 羽 〃 

18:50 まで   2 羽 〃 

19:00 まで   0 羽 〃 

2006.7.28 

（曇） 

17:50～19:15 多摩川左岸昭和堰上流

側 

粕谷和夫 ツバメのねぐら入りは観察されませんでした。 

ツバメ50羽以上が下流方向の飛んで行くのは観察できましたが、

この場でのねぐら入りは認められませんでした。 

2006.8.3 18:10～18:50 浅川・右岸浅川橋下流 若狭誠 ツバメのねぐらが多摩川から別の場所に変わってしまったのでし

ょうか。今日（３日）夕方 6 時 10 分ころ、浅川の河原に出てみまし

た。浅川橋右岸下流 100ｍのオギ原？に 40 羽ほどのツバメが集

まり、低空の旋回を繰り返したあと 6 時 49 分～50 分にかけ、右岸

下流方向に飛び去りました。この時間帯に多地点でツバメの方向

を見て、何日かで絞り込んでゆけば、ツバメのねぐらが見つかる

かも知れませんね。河原は見えなかったのですが、キアシシギの

群れが来ていたようです。真っ赤な夕日の中、キセキレイ、ハクセ

キレイ、スズメが群れになって飛んで行きました。 

2006.8.4  多摩川左岸昭和堰上流

側 

清水盛通 先月（7/11）に小規模（2000 羽弱）ながら塒が形成された多摩川

睦橋下流・水鳥公園付近ですが、今日観察した限りでは継続した

塒とはなっていないようです。先回見られた下流に向かうツバメの

数もあまり多くは無いようです。 

2006.8.12  多摩川・日野橋下流 

（左岸） 

渡辺仁 場所は日野橋下流の左岸側で、右岸の日野市側から観察できま

す。ヨシはほとんどありません。わずかにあるヨシ原はねぐらにな

っておらず、水際のヤナギやオオブタクサ（外来種）が集団ねぐら

になっています。8 月 12 日は日没後にライトスコープで観察したた

め、全体の集団ねぐらのツバメの数は不明ですが、約 200 羽程度

と思われます。昨年に発見された場所ですが、数は少ないものの

安定して使われているようです。 
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   ヒメアマツバメの動向（２００６年７月～１２月） 

（ヒメアマツバメが自力で作った新しい巣が認められた） 

 

 受難続きのヒマアマツバメのコロニーであるが､新しい動きがあった。京王線高尾駅西側ホーム高架下、

京王線高尾駅高架下、京王線高尾山口駅東側高架下の3ヶ所で､イワツバメの巣に頼らないヒメアマツバ

メが自力で作った新しい巣が認められた。八王子学園八王子高校体育館は消滅したまま､その他の場所は

今期は調査無しである。JR八王子駅の今後を注目したい（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） 

8月18日 昼、巣の下で１０分程見ていたら糞が落ちてきた。親は見られなかったが巣の中に雛

がいると思われた。 

8月22日 夕使用中と思われる巣２～3個確認、5～6羽帰巣確認（17:50～18:40） 

イワツバメは既に巣離れして残っていない。ヒメアマの巣は相当破損していて崩落し

そう。 

11月18日 夕使用中と思われる巣１個確認、２羽帰巣確認（16:00～16:30） 

        従来のコロニー部分に鉄板が張られ完全に閉鎖されていた。旧コロニー部分から西側

6m程の高い部分に真新しいヒメアマの巣（羽毛付着）が出来ており、新しい巣に入

った模様（暗くて外から確認できず） 

11月21日 2羽が舞戻り帰巣した。 

 

２．京王線高尾駅高架下 

   9月4日（横山由美子調査）１０羽程度、激しく飛び回っているのに気づきました。12時20分ご

ろ、京王線高尾駅高架下に高所作業用の工事車両が入っているのを見ています。高架

下の駐車場のために雨漏り防止の樋を取り付ける工事のようでした。この雨漏り部分

にヒメアマツバメの巣があります。 

11月18日（川上恚調査）新しいヒメアマ自力の巣が作れていた。 

３．八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） 

8月29日 外部から見えない状態になっていて、ヒメアマの帰巣も無し。 

４．京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 

8月24日 夕使用中と思われる巣認められず（18:00～18:40） 

2005年11月に巣を落とされたままになっていて、巣は全く認められず帰巣なし。 

11月17日 夕使用中と思われる巣２個確認、4-6羽帰巣確認（16:10～16:30） 

イワツバメの巣利用ではなく､ヒメアマが自力で作った新しい巣が２巣出来ていて、

4-6羽帰巣 

５．ＪＲ八王子駅 八王子７J（平井国二調査） 

11月 22 日 ＪＲ八王子駅南口上空でヒメアマツバメが約２５羽乱舞していました、ＰＭ１２時

～２時でした。最近時々観察していますがＪＲ八王子駅の巣の状況は張られたネット

の間より出入りしているようです。 
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2006 年 片倉城跡公園巣箱設置調査報告 

 

2006 年 12 月 10 日、片倉城跡公園に設置しているシジュウカラ用巣箱の利用状況調査と清掃をした。

調査には湯殿川探鳥会に参加した会員有志 16 名が参加した。 

結果は、13 個設置したうち繁殖に利用したのは８個で、下表の通りここ数年安定した利用数となって

いる。シジュウカラ以外の生き物が利用した巣は４個で、ハチの利用が目立った。また、林縁部に設置

した巣の利用が高くなっている。巣材の厚さは平均 4cm、重さ平均 40g で、材料はコケ類、動物の毛が

大半で化繊の綿、ビニール紐がいくつかの巣で確認された。（取りまとめ；門口一雄）     

 

１．設置数と利用状況の推移 

 

２．設置場所別利用状況 

巣箱設置場所別利用状況 

項目 ２００５年 ２００６年 

林縁部 林央部 林縁部 林央部 

設置数 6 5 8 5 

利用数 4 1 6 2 

 

３．巣の概要（2006 年 12 月 10 日測定） 

 巣材の厚さ 巣材の重さ 主な巣材 

最大 6 58 コケ、動物の

毛、化繊の綿、

ビニール紐 

最小 2 20 

平均 4.1 39.5 

単位；cm、ｇ 

 

 
巣の中に作ったハチの巣（9cm×4cm が 2 段） 

 

  

化繊の綿が混入した巣 
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一回も雪をみていないのに、ヤマガラやシジュウカラはさえずり、エナガはペアで飛び、林の中に春

のにぎやかさがやってきてしまいました。暖冬といっていますが、地球温暖化という「不都合な真実」

が進行しているからでしょう。楽しみにしているスミレやギフチョウは今年は早いのか気になるところ

ですが、今後気候が変わってゆけば見られる野鳥も変化してゆくでしょうし、調査の中で把握してゆか

なければならないでしょう。「環境」への意識が必要です。 

 

「私の推薦図書」欄を会報に設けたいと思っています。もちろん、野鳥や自然、環境に関わる本が中

心ですが、書名、著者、発行元、価格/入手方法のほか推薦短文（200 字以内）をお寄せいただきたく、

お願いいたします。 

 

楽しくロマンあふれる趣味の世界を２件掲載しました。鈴木章七さんの「バードカービングを楽しむ」

と、長坂普美夫さん（会員外）の「浅川にあがる 江戸のとんびだこ」です。 

今後とも、楽しいことも積極的に掲載します。 

 

「八王子駅周辺３ｋｍ四方ツバメ・カラス巣調査結果」のカットを千葉槙子さんにかいていただきま

した。ありがとうございました。 

西巻虎彦さんが実施した「向島用水親水路」と、小川清成さんが実施した「黒川清流公園」の野鳥の

定期カウントについて、その内容と結果をまとめ、粕谷会長が投稿されました。 

「向島用水親水路」と「黒川清流公園」をめぐる探鳥Ｍａｐも作ってみましたのでご利用ください。 

 「北の国から」の嶋崎太郎さんは休みなしの超多忙が続いており今回も休載です。投稿の気持ちだけ

は強いのですがどうにもならないようです。健康だけには注意してください。 

 

会報の配送に利用しているメール便の価格等が改定になり、今までの半額（８０円）での配送が可能

になりましたので、今後の会員宅等への配送は原則としてメール便による配送にしたいと思います。 

みんなで集まってボランティア作業を行い配送することも捨てがたい魅力があるのですが、なにしろ、

その準備作業が大変で・・・・・。 

                                    （若狭 誠） 

 

 

３７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 大川征治  大川 香 粕谷和夫 門口一雄 川上 恚 小張昌子 佐藤哲郎 

白川 司 杉田陽子 杉森ユリ  関根伸一 傍島玲子 永見博子 長谷川篤 平井国二 丸山二三夫 

三好恒雄 山崎悠一 山崎久美子 渡辺敬明 若狭 誠 

                               ごくろうさまでした。 
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