
 1 

第３９号 

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ                         ２００７年夏号 

 

上川口小学校の「総合的な学習」発表会に参加して ・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 ● トムソーヤ企画コンテストで優秀団体として表彰される（上川口小学校）・・・ ３ 

東浅川小学校の支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

「2007・環境フェスティバル」参加結果報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

ツバメの水浴びと水飲み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

ヨシ原以外の場所に形成されたツバメ集団ねぐら ・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

● 新潟県六日町のツバメ事情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

日野市内で第２のコシアカツバメ営巣地発見・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

● セグロアジサシが日野市内で見つかる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

キビタキの保護と放鳥 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

マレーシア（クアラルンプール、ランカウイ島）探鳥会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

● ―表紙の絵―  「行者」と「キビタキ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

北の国から vol.８ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

安曇野だより №２３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

カザリキヌバネドリ(ケツァール)を探し求めて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

● ミトコンドリアの話 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

 ● 2007年 八王子のホタル・カエル速報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

 ● カワガラスが漢方薬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

● 私の推薦図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

● 断食の一夜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

● ナベの百舌
ひやくぜつ

 （目撃！歩く燕たち） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

● 会員のホームページとブログ紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

 ● カワセミ会ホームページから過去の会報を参照できます ・・・・・・・・・・ ２８ 

  

探鳥の記録（２００７年１月～６） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

鳥信（主として２００７年１月～６） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

  

2007年 オオルリ他夏鳥調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

2007年 カルガモ繁殖状況調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０ 

ヒメアマツバメの動向（2007年 1月～6月） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６２ 

  

  

 
 
「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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上川口小学校の「総合的な学習」発表会に参加して 

白川  司 

平成１９年１月２５日(木)は、上川口小学校の学校公開日でした。父兄や地元の人々が自由に授業参

観ができる日でした。この日は、４・５・６・１０・１１・１２・１・２・３月の各月に一回行われる

「野鳥観察」の日で、これは、「総合的な学習」の一環として八王子・日野カワセミ会が支援している。

上川口小学校では、この日に合わせて「野鳥観察」と「総合的な学習」発表会を計画された。 

 

当日の朝、いつものとおりに８時１５分に集合して生

徒達を待った。８時４０分過ぎに全校生徒が校庭に勢揃

いして朝礼が行われ、われわれが紹介され学年担当が決

まった。その日のねらいや注意事項等をおさらいして、

８時５０分頃から１・２年生(長谷川・白川)、３・４年

生(丸山)、５・６年生(粕谷・門口・中村)がそれぞれに三々

五々と校外に繰り出した。１０時１０分前後に掃校して、

それぞれに鳥合わせを行ない、その日の成果を確認した。

因みに、当日、全学年合わせて見られた鳥の数は、２５

種でした。 

(トビ、オオタカ、ノスリ、キジバト、ヒメアマツバメ、 

コゲラ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、 

ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、ツグミ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、アオジ、カワ

ラヒワ、ウソ、スズメ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトカラス、ガビチョウ) 

 

１０時４０分からメーンイベントである「総合的な学習」発表

会が、三階の音楽教室で始まった。生徒達がどのようなテーマで

まとめ、発表するのか興味津々であった。結果は、想像以上に内

容の濃いもので、生徒達の成長が目覚しいことに驚いた次第です。 

発表会は、生徒達全員参加で準備したもので、一所懸命に努力し

た様子が如実に表現されていた。 

 

「総合的な学習」発表会 

はじめのことば 

校長先生の話 

各学年の発表（３～６年生） 

活動報告（１、２年生） 

カワセミ会の方の話 

おわりのことば 

 

上川口小学校が見える場所で 

１・２年生の野鳥観察風景 

 

校長先生の話を聞く生徒達             ６年生が発表する「森の勇者」 
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１、２年生は、今年一年間に見た鳥の中で各人が印象に残った鳥について特徴を捕らえて表現し、発

表していた。 

３年生は、鳥の巣について調べていた。実際にシジュウカラの巣箱を作った体験を通じて得た感想は、

なるほどと思えた。 

４年生は、鳥の体重・卵の数・鳴き声・尾羽の数等いろいろと調べて、鳥クイズを作成していた。 

５年生は、各人がマイ・バードを決めて、更に詳しく調査した結果を発表していた。また、鳥に関す

ることわざを集めてその意味について良くまとめていた。 

６年生は、「森の勇者(Forest Braver)」と題して、創作シナリオを編集していた。これは、環境破壊をテ

ーマしたもので、森林伐採が鳥達にどのような影響を及ぼすか、きれいな空気を保つために開発優先の

考え方に疑問を投げかけている。高学年になるにつれて、物の見方や考え方に著しい変化が生まれ、成

長の跡が伺える。また、ベスト・バードとして、世界一きれいな鳥、大きな鳥、小さな鳥等世界の鳥に

目を向けた視点も面白かった。 

http://www.edu.city.hachioji.tokyo.jp/school/kmkwe/tiiki/tiiki/kawasemikai.html  参照 

 

トムソーヤ企画コンテストで優秀団体として表彰される 

八王子市立上川口小学校  

財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団が主催し、文部科学省他の後援を得て日清食品株式会社が

協賛している自然体験活動企画コンテストです。この企画コンテストは、子ども達の創造性やチャレン

ジ精神を育み育むことから、活動の広がりと活性化を願い、自然体験活動の支援を行うものです。 

ユニークで創造性に富んだ企画を公募ということで、上川口小学校の野鳥観察活動や農業体験、 

その他の自然野外体験活動などの日常的な活動の紹介を兼ねて応募しました。 

 その結果、入選団体として実施助成金をいただき、さらに、優秀団体として表彰されました。 

これらの内容はホームペ

ージ「自然体験.com」で

公開していますので、ご

覧下さい。この受賞を契

機とし、さらに本校の教

育活動の充実を図ってま

いります。今後ともご支

援・ご協力をよろしくお

願いいたします。     

    （記：森田弘文） 

 

 

 

 

 

 

「自然体験.com」表彰式 http://www.shizen-taiken.com/contest2006/ceremonyf.html 
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東浅川小学校の支援 

担当 千葉槇子 

東浅川小学校５，６年生混合６人２４グループが、「野鳥の声を聞く」などのテーマでグループごと

に時間差をつけ高尾山６号路を登ります。 

支援は高尾山琵琶滝コースのカウントグループ有志が対応しました。 

第１ベンチ（弁天丸）で待機し、野鳥の声を聞かせました。 

 

日 時  ５月１日（火） 8:00～11:00 

集 合  高尾山 ケーブルカー清滝駅 

持ち物  双眼鏡 望遠鏡 バードガイド 野鳥図鑑  

参加者  久保山嘉男 出口富子 中村后子 若狭誠 渡辺敬明 千葉槇子 

 

曇り空で雨も降りそうな空ながら先生方と数名のお母様方（ポイントごとに児童通過のチェック担

当）と６号路を第１ベンチへ向けて登り始める。 

途中夏鳥の声や姿を確認できたところで臨機応変に対応することにとした。岩屋大師と琵琶滝の間で

オオルリ発見、囀りなし、枯れ木に止まり見やすかったが逆

光のためシルエット状態。数人の児童が望遠鏡をのぞくこと

ができ、姿を確認できた。 

第１ベンチで参加者全員が待機し、オオルリ、アオゲラ、

シジュウカラ、ヤマガラ、ハシブトガラス、ヤブサメの声を

聞きながら、バードガイド、図鑑を使い対応した。オオルリ

の声を確認できた児童が多数いた。 

最後のグループがかなり遅れてきたが、無事に全グループ通

過した。ここまでは雨にも降られずほっとした。事前に図鑑

に見出しをつけるなどヴェテランもそうでないひとも工夫を

して対応できて有意義でした。自分が楽しめば伝わるのです

ね。 

帰路児童たちと再会したところ、山頂でキビタキを見たことを話してくれた。先生の話では児童たち

が見つけたのだそうで、すばらしいことです。 

 

 

 

 

解散後４人で６号路～山頂～３号路～富士道～薬王院～金毘羅台経由 1 号路を歩いた。 

３号路でキビタキ♂２羽のバトル、地上のクロツグミ、目前の枝にオオルリ飛来、コゲラのペァーの給

餌のための巣への出入りを目撃し一同満足。傘をさして下山した。 

 

 

 

 

途中で見られたオオルリ 
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「2007・環境フェスティバル」参加結果報告 

                                        川上  恚 

第 9 回八王子環境フェスティバルは昨年に続き JR 八王子駅北口、西放射線ユーロード等で「エコカ

ーフェスタ八王子」と共同開催となり、「はちおうじの環境を見る・聞く・考える」 をテーマに、6 月 9

日（土）小雨にも拘らず会員協力のもと盛況に開催された。（実行委員会本部推定約 35,000 人） 

 

八王子・日野カワセミ会は、平成 11 年（1999 年）の第１回開催

から継続参加しており今回も駅北口西放射線ユーロード駅寄りのテ

ントに出展、オオルリの棲む緑を増やそう、密猟防止、 浅川流域で

見られる野鳥の紹介、観察資料、野鳥写真の掲示のほか野鳥紙芝居

（カワセミさんとオオルリ君）、船田小学校児童の野鳥の絵展示、鳥

の紙帽子作り、バードガイド活用、野鳥なんでも相談等を行った。 

月例の探鳥会もフェスティバルに合わせ鶴巻橋～大和田橋に変更し、

終了後はフェスティバルに参加して盛り上がった。 

 

とくに今回は鳥の紙帽子作りを門口裕子、門倉美登利、廣川潔の

指導でオープン時から閉会まで親子連れに大人気だった。また船田

小学校の児童の野鳥の絵画 40 枚を展示し大好評だった。 

恒例になった当会オリジナル紙芝居「カワセミさんとオオルリ

君」を昨年に続き大和田小学校 5 年生の安藤千里さん、渡部桃さん

が公演し大きな拍手を受けた。 

 

また今回は「浅川の野鳥 54 種」「カワセミ会報バックナンバー」「CD」を希望者に販売した結果 

6200 円の売り上げがあり、カワセミ会運営費へ充当した。 

昨年のスタッフ不足を反省し増員をお願いした結果、阿江紀彦、今井達郎、粕谷和夫、門口一雄、 

門口裕子、門倉美登利、佐藤哲郎、長谷川篤、廣川潔、福島弥四郎、山崎悠一、川上恚の１2 名の 

協力で、来訪者の応対、鳥の紙帽子作り、設営・徹収等お陰さまで順調にできた。 

                  

当日は雨模様の中、早朝から事前準備・設営・後片

ずけ等大勢の会員のご協力が得られたことを実行委員

として感謝するとともに、来年の対応等ご検討をよろ

しくお願いします。 

また早くから鳥の絵作成にご協力をお願いした船田小

学校の長谷川典子校長をはじめ、ご参加児童の皆さん

に紙上を借りて心からお礼を申し上げます。 皆様有

難うございました。 
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ツバメの水浴びと水飲み 

岡本 昭男                                   

浅川の土手を散歩しているとツバメやイワツバメが川の水面をすれすれに飛んでいる姿をよく見か

けます。 

川の流れに沿って行ったり来たりするその美しい姿とスピード感は魅力的で見飽きません。 

観察してみると時々、水面に触れたりしながら飛んでいます。 

水浴びあるいは水面の虫を採っているのだろうと思いましたが確証はありません。 

そこで水面に触れる瞬間を狙って撮影してみました。 

その中で興味深い画像が撮影できましたので供覧します。 

 

（１） 水浴び 

イワツバメやツバメが水浴びをしているところを今までは見たことがありませんでした。 

ムクドリやヒヨドリ、その他の鳥のように池・川の水際或いは水溜りでしていればまずは見ていて良

さそうです。 

それではどうしているのだろうかと思っていました。 

今回の撮影でイワツバメの水浴び姿を撮影することができまし

た。 

水面を飛びながら一瞬の内に水しぶきを上げながら見事な水浴

びをします。 

そのうちにツバメもやってきて全く同じことをすることも分か

りました。（4月 3日撮影） 

 

①水浴び前の体勢です。 

やはり「飛び込むぞ！」と覚悟しているようにも見えます。 

②水に入り、完全に潜っています。 

このまま溺れ死ぬのではないかと心配になる位です。 

③力強く飛び出してきます。相当な瞬発力ではないでしょうか。 

④通常の飛翔体勢に戻ります。首をわずかに横に向けています。 

 

②の水浴びは完全に身体全体が水没した状態ですが、水没の程

度は様々です。 

尾羽近辺だけの場合もあり、腰下の場合もあり、首から下の場合

もあります。 

また、時には失敗して水に触れない場合もあります。 

 

いろいろな画像を見て「水浴びの姿」で間違いないであろうと

判断しました。 

同じイワツバメが何回も繰り返してやっていましたが水浴び好

きはツバメも同じようです。 



 7 

（２） 水飲み 

イワツバメの撮影とは別の機会に沢山のツバメが水

面すれすれに飛んでいる姿を見ました。 

ツバメの水浴びと思いながら撮影しました。 

ところが撮影後の画像を確認すると水しぶきは上がら

ずに嘴だけが水面に触れています。 

水浴び同様にツバメの水飲みは見たことがありません

がこれがその姿だと思いました。（4月 13日撮影） 
 

⑤ 水飲む前に水面すれすれに飛びます。 

⑥ 嘴だけを見事に水面に入れます。 

⑦水を飲むために頭を上げて嘴を開きます。 

 

（３） もう一つの珍しい姿 

水のみのシーンを撮影した際に別の珍しい写真が撮

れました。 

首を 180度近く上に向けたシーンです。（⑧ ） 

私が撮影した時には一枚も水浴びシーンが写ってお

らず、水飲みの１シーンと信じていました。 

ツバメに精通した K氏にお見せしたところ以下のコメン

トをいただきました。 

「ツバメ観察辞典（偕成社）に同じような写真があり、

水浴び後に水をはねとばすために頭をふるわせている

というキャプションが付いている」とのことでした。ま

た「首を回転した状態で水が喉を通るかどうか」という

疑問もいただきました。 

そこでビデオカメラで水浴び後のシーンか、水飲み後のシーンなのか確認しようと何度か試みまし

たがいまだ撮影できず、結論が出せないままです。 

あくまでも私の想像ですが、「水飲みシーンでも

時には水のかかり具合で首を 180度回転するケー

スもありえるのではないか」と思っています。 

 

(会員の皆様にお願い) 

そこで会員の方々とできればこの課題を共有

し、皆様のお力を借りた上で結論が出せればと思

います。 

⑧と同じような写真を撮影できた時には是非、そ

の前後の写真情報をいただければ幸いです。 
 

（結び）ちなみにイワツバメもボケ写真ながら同じように水飲みと首を回転している写真が撮影でき

ています。姿は違ってもツバメもイワツバメも共通の行動をすることが自分自身で確認でき

たことは大変、楽しいことでした。 
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ヨシ原以外の場所に形成されたツバメ集団ねぐら 

 ツバメは、ヨシ原に集団ねぐらを形成する習性があるといわれるが、ヨシ原以外の場所でも集団ねぐ

らが形成されることが八王子・日野カワセミ会（以下「カワセミ会」）会員から報告された。場所は八王

子・日野市域ではないが、ツバメの集団ねぐらを調べるうえで参考となる情報と判断し、以下に概要を

紹介する。（粕谷和夫） 

 

１．中央高速道上り談合坂サービスエリア（ケヤキ） 

 2006.7.18、カワセミ会今野氏が観察した場所で、2007.7.22 に粕谷和夫が観察した。場所は山梨県上

野原町で、2007.7.22 はねぐら入り前の上空を乱舞

する数は１万羽を上回る数と推定された。ねぐら

入りした場所は高さ 10ｍ以下の低いケヤキでサ

ービスエリア東側（東京寄り）の大きなトイレ棟

の周辺で、トイレ棟の東側ケヤキ 13 本のケヤキ

に集中していた。いずれもケヤキの上の方（樹冠

部）で葉の落ちた枯れ枝にも多く止まっていた。

トイレ棟の北側のケヤキ２本にも入っていたが

数羽しか認められなかった。サービスエリア西側

（大月寄り）トイレ棟周辺やサービスエリア南側

のケヤキにはツバメは入っていなかった。 

 

２．長野県波田町下波田農地（サクラ苗圃） 

 カワセミ会員で長野県安曇野市在住の大関豊氏から情報を得て、2007.7.26 にカワセミ会渡辺仁氏が

約１万羽のねぐら入りを観察した。辺りは一面田畑。スイカ畑が多いが、トウモロコシ畑や水田も混

じる。観察したのは、サクラの苗圃。樹高 4～5ｍで、苗圃は 40×20ｍ程度。密度が高く、狭い範囲

に 1,000～1,500 本程度は植えられている。ちょうど同じぐらいの規模のモミジの苗圃も近くにあるが、

そちらには入らない。20 羽抽出での成幼比率は 1:19 ほとんど幼鳥。ねぐら入りの位置は、苗圃全体

のようだが、枝先 1ｍの高い位置に集中してねぐら入りする。少し離れてライトスコープで観察して

いたが、ライトをあてても距離が離れていれば全く警戒しないが、ライトを消しても、歩いて近づく

と、ざわめきが広がり、警戒されているのがわかる。大関氏の話では、しばらくして、トウモロコシ

の穂が出てくる時期になると樹木苗圃からトウモロコシ畑に移動するという。 

 

３．三浦半島葉山町湘南国際村センター（竹） 

 湘南国際村センターは「緑陰滞在型の宿泊研修施設」で三浦半島大楠山の北西側の山の上に作られた

ホテル形式の施設。施設の中庭に浅い池が作られていて、その隣に園芸種と見られる竹が「株立ち状」

に植えられていて、その竹の下側には夜間、照明がされていた（照明は深夜は消されていた）。2007.7.28

に粕谷和夫が約１千羽のねぐら入りを観察した。18 時 45 分頃にツバメが集まり出し、上空を乱舞、

竹に止まり、離れて飛び立つ行動を繰り返し、19 時までに竹に入った。竹の上側の細い茎や葉に止ま

っていた。ガラス窓越に 3-5m 位の距離から観察できた。どちらかといえばハクセキレイのねぐらに

ふさわしい環境で、ツバメのハクセキレイ化現象のような感じがした。 
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新潟県六日町のツバメ事情 

 八王子・日野カワセミ会の元会員の直江和子様の紹介で、ツバメの調査を 30年近くやっているという

新潟県六日町在住の木下弘様からメールを頂きました。ツバメの保全活動を行ううえで参考になる資料

ですので、木下様の了解を得て以下に抜粋を掲載します（粕谷和夫）。 

 

・・・・・・・・・・・木下弘様からのメールの抜粋・・・・・・・・・・・ 

 

 今ツバメが珍しくなったといっても、わたしの居場所では、害鳥扱いで、暗黙のツバメ拒否する建物

が多くなりました。昔からたいせつにしてきた建物は、建て替えられて窓や玄関口もサッシのツバメが

建物内に入れない構造に変わってツバメには住みにくくなってきました。 

 いままでほとんど街中では見かけなかったハシブトガラスが、首都圏同様に、2000年代になって急激

に増加。建物外に営巣するツバメ巣を片っ端から襲うようになりました。必然的に建物の玄関口などヒ

トを恐れてカラスが侵入しない箇所に巣を架けることが多くなり、巣をかけるとツバメの糞害や巣に寄

生するハダニ・ワムシその他寄生虫が不衛生だということで、軒並み巣をかけさせないことを、一般の

人々は、願っています。ヒトが多く出入りする事業所（銀行・郵便局・ハローワーク・商店街など）で

は、お客さんに嫌われないように、巣をかけさせない。巣をかければ除去する方針が徹底しています。 

首都圏では、そんなにツバメがいないので、たいせつに愛護していると思います。わたしの個体識別

調査を行なった当時（1975～1990)は、ツバメが好む住居が多く、人々も大切にしていました。残念なが

ら 2000 年代は、ツバメを受け入れてくれたヒトが減少して、カラスの増加・・・・・・。調査地六日町

からツバメがいなくなるのは、時間の問題です。 六日町だけでなく日本国内から姿を消すでしょう。 

 個体識別調査から、かなり細かなツバメの生態を明らかにしました。幼鳥（春子）の渡去コースと時

期も、1986 年に、長野県松本市と新潟県福島潟の標識調査で意外な結果が分かりました。多摩川河川敷

にツバメの就塒場所、２万羽という新聞記事にビックリ。いろいろ知りたいことがたくさんあります。

わたしが一人で六日町調査域内で巣立つ前の孵化日から 10 日目のヒナに足環を付けて巣に戻して自然

の状態で巣立たせた約 5000 羽の幼鳥で、帰還した若ツバメの追跡して分かったツバメの生態は今後新た

に誰かが、検証することもできないと思います。 

わたしは、現在年金暮しで持病もあり無理なことは、体力的にも経済的にもできません。カワセミを

環境指標鳥としてカワセミが棲む自然環境目標としたのと同じように、ツバメもヒトの暮らしの一部で

ある。ヒトと鳥がいる環境指標鳥として『ツバメ拒否禁止』モラル向上運動できないか。提案したいの

です。 

わたしの住む地域では、フクロウ・オシドリが絶滅の危機。フクロウは殺鼠剤。オシドリは営巣樹洞

の減少とカラス。首都圏の若手鳥類研究をめざ

す方々が、グループで愛護活動を行なえば、農

村の活気も多少でてくるのでは！    
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日野市内で第２のコシアカツバメ営巣地発見 

 関東では珍しいコシアカツバメの営巣地は、従来から日野市高幡台団地のものは知られていましたが、

浅川定期カウント（一番橋～多摩川合流地）を担当する門口グループにより、2007年に新たに新井団地

でも発見されました｡以下は門口一雄氏からの報告です。 

 

新井橋右岸上流１００ｍの団地で営巣するコシアカツバメの様子は次の通りです。 

6 月 1 日 定期カウントで親が団地の階段踊り場に出入りするのを確認した。 

（門口一雄、渡辺敬明、門口裕子） 

仮称、第 1 階段では巣作り中の様子であった。（8 割方完成しているようで、トックリの口部分が黒

色で乾燥していないようである。） 時々親ツバメが飛び込むが、僕の気配に気づき巣に入らないの

で、立ち去った。 

仮称 第 2 階段では巣が一部壊されていた。巣の下に孵化後と思われる 2 つに割れた卵の殻 3 個？

が落ちていた。側に巣を叩き落したときに使った（今後も使うつもりか？）竹棒が立てかけてあっ

た。 

団地の周りではコシアカツバメ 10 数羽が飛び交う。（巣立ち雛は確認できなかった。） カウントし

たツバメ 15 羽。 

 

7 月 7 日 7 月定期カウント（青木繁昌、渡辺敬明、門口一雄） 

仮称 第 1 階段 巣が 2 個あり、①から抱卵中かツバメが飛び立つ。②の巣では親が頭を出す（写

真を撮る）その後飛び去る。 

仮称 第 2 階段 なし 

仮称 第 3 階段 巣 1 個あり、下に糞受けのダンボールおいてある。 

カウントしたツバメ 10 羽。    

  

セグロアジサシが日野市内で見つかる 

 浅川勉強会の山本由美子様から粕谷あてに以下のメールが届きました。山本様の許可を得て転載させ

ていただきます。 

わが家（日野市万願寺）の周辺からスズメ、カラス、ヒヨ、シジュウカラ、ツバメすべて恐ろしいほ

ど姿が少なくなっています。そんな中、2007 年７月台風１５号のあと、雨風がやさしくなった１８日朝、

２階ベランダ横の屋根に見慣れない鳥が死んでいるのをみつけました。大きなつばめみたいな鳥、拾い

上げて手に取ると外傷はありません。細い錐のようなくちばしは黒５㎝くらい、あしも黒５㎝ほど。手

に水かき、背が黒、腹側は白、つばめのような翼は拡げると片方で 50 センチ近く顔は顎の下まで黒いけ

ど白まだら、バードリサーチに持ち込んで神山さんたちにみてもらいましたが？後日、山階鳥類研究所

から葉書でセグロアジサシとのこと、学術標本として利用されるとのことでした。 

 日本では、小笠原諸島、北硫黄島、南鳥島、沖縄諸島などで夏鳥として繁殖に飛来する。 

日本では鳴き声を聞いたことがない。と、図鑑にありました。全身黒で頭が目の下まで白く太い筆でさ

っと書いたみたい。拾った鳥は若かったようで、可愛想に台風に巻き込まれて力尽きて落ちたのでしょ

う。それでなければ、一生逢わない鳥でした。 
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  キビタキの保護と放鳥 

案内川上流担当 川上 恚 

5 月 29 日の定期カウント時の出来事だった。午前 8 時ごろカウントの協力者で高尾町居住の福本順

吉さんを助手席に乗せて、案内川上流の担当地区へ向って狭い甲州街道を走行中、南浅川町狭霧橋手前

約 300ｍ付近で道路中央ライン上にキビタキの落鳥を発見した。側端に急停車し、二人で往来する車に

両手を上げ合図して素早くキビタキを保護（収容）した。 

収容したキビタキには目立った外傷は無く、未だ温もりがあり「これは助かる」と私は直感した。お

そらく発見直前に車と衝突して脳震盪を起こして落鳥したものと思った。 

保護した小さなキビタキを両手に挟んで暖め暫らく様子を見ていると間もなく眼を開けてジャーと

鳴き声を発した。もう大丈夫だと二人で言いながら紙袋へ入れて高尾山南側の大平林道まで持って行く

事にした。 

9 時ごろに大平林道の営林署「森林ふれあい館」前に到着し紙袋を開けて見ると、弱っていたキビタ

キはジャージャーと声を発しバタバタと羽ばたきをしてすっかり元気を取り戻していた。 

放鳥様子を撮って置こうと持っていたデジカメを福本さんへ頼んで、紙袋から両手でキビタキを取り

出して「さー、好きなところへ飛んで行きなさい」と声かけ両手を広げたが、何故か直ぐに飛び上がら

ず暫らくキョロキョロした後に、小さなキビタキはフワーと手のひらから舞い上がって飛び立ち 10 数

ートル東側の林内に消えた。 

 

 
 

                        

幸運なキビタキ・・・キビタキが中央ライン上に落ちていたため激しく往来する甲州街道で車に轢か

れず居た幸運と、早かった発見・保護が小さな命を救った。保護した幸運なキビタキを無事放鳥できた

時は二人で喜び合い安堵した。 

大垂水の定期カウントでキビタキは普通 1 羽～2 羽なのだが、この日は何故か 4 羽も確認できた。助

かったキビタキからも「ありがとう。ピッコロロ」と綺麗な声が聴こえたようなすがすがしい一日だっ

た。 
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マレーシア（クアラルンプール、ランカウイ島）探鳥会 

齋藤朋江 

 私の探鳥歴は浅く、カワセミ会の探鳥会に過去 3 回、海外は今回が初めての参加です。「東南アジアの

鳥図鑑」を購入し、その中に日本名を書き込んで準備しました。 

 マレーシアでまず驚いたのは、送迎バスの冷房でした。とにかく冷えているのです。現地は 23～34

度ぐらいの気温ということで、そのつもりでいたのですが、バスの中は寒くて寒くて、ホテル到着まで

の約 1 時間、明日からの探鳥に体調を崩さないよう、手持ちの服を全部着込んで防寒しました。海外で

は、想定外のことが起こり、体調作りが難しいと感じました。 

 翌日は朝 7 時集合、バスに乗ってクアラルンプール郊外の森林公園へ案内されました。あまり寝てい

ないのに、同行の人達は元気いっぱい、熱心に探鳥をはじめました。早速ルリコノハドリ、カノコバト、

ハリオハチクイ、シキチョウ、ゴシキドリ、コサメビタキ、モモグロヒメハヤブサを望遠鏡で覗かせて

もらいました。ハリオハチクイの尻尾は、針のように尖っていて、なるほど。ゴシキドリは高い木の幹

に空いた穴の中へ入ったり出たり、緑の体に顔の赤や黄も見えて南国らしい鳥でした。オレンジハナド

リ、アズキヒロハシは、動きが早く、初心者の双眼鏡操作技術では追うことができませんでした。残念。 

 午後は、クアラルンプールをあとにしてランカウイ島へ、飛行機で北へ約 1 時間、マレーシア最大の

島の空港では若いマレーシア人のクリスさんが迎えてくれました。この島では 3 日間現地ガイドのイシ

ャさんがポイントへ案内してくれました。 

 最初に、アオショウビンが印象的でした。背中の青が輝き、頭と横腹が茶、エプロンのような真っ白

い腹の模様が鮮やかでした。次の日森の中の川沿いで見たチャバネコウハシショウビンも、じっくり観

察できて幸運でした。身体に釣り合わない程の大きな赤い嘴を突き立てて何回もドボンと水の中に飛び

込み、その生態をみせてくれました。じっくりといきませんでしたが、ヤマショウビン、ナンヨウショ

ウビン、カワセミとカワセミ類を 5 種類この島で見ることができました。 

 何といっても山の中で見たオオサイチョウは圧巻でした。夕方ねぐらへ帰る集団を見ることができた

のです。約 20 羽ぐらいだったでしょうか、体長 120 センチメートルもあるこの鳥が、私達の頭上を次々

に通過していった姿には、迫力がありました。黄色い嘴、黄色い首、白に縁取られた黒い大きな翼、中

程に黄色い帯が入っています。肉眼でもよく見えました。 

 シロハラウミワシがゆったりと空を飛ぶ姿、コアオバトの胸の橙色が太陽光線のような光を放って輝

いていたこと、カザリオウチュウがあの長いラケットを地面に平行にして飛んでいる姿、キムネコウヨ

ウジャクの編み上げた袋状の巣が椰子の木にぶら下がっている光景、夏羽のアカガシラサギと冬羽のア

カガシラサギ両方がいて、その違いがしっかり見られたこと、インドトサカゲリが長いベージュ色の脚

で優雅に歩く姿等等、感動の連続でした。 

 今回の探鳥会では、100 種類以上の鳥と出会えたそうです。残念ながら初心者の私は双眼鏡を使いこ

なせず、小さな鳥はなかなか観察できませんでした。講師の中野さんと、同行の皆様が、重い望遠鏡を

担ぎ、かつ素早く鳥に照準を合わせるその早業のおかげで、たくさんの鳥を見せていただくことができ

ました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

 キュウカンチョウが森の木の上で羽を休めていました。「鳥籠の中にいる鳥」という認識でいましたが、

ああ、これが本当の姿なのだ、と納得しました。やはり、自然の中にいてこそ見るものには感動がある

と思いました。発展著しいマレーシアですが、何年後におとずれても、たくさんの鳥が見られるよう自

然破壊が進まぬことを祈る思いです。 
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―表紙の絵―  「行者」と「キビタキ」 

倉本 修 

 20年近く前のことであるが、ある朝、新聞に「天

台宗の僧、酒井雄哉師、2 度目の千日回峰行に出

峰」という小さな記事が掲載された。 

 回峰行という言葉は聞いてはいたが、具体的な

ことは何も知らなかった。当時、私は山歩きに夢

中になっていたので、長距離歩行という行為に強

い関心があった。 

そこで「千日回峰行」とは、一体どのような修

行なのか調べてみた。内容が明らかになるにつれ、

それが思いもよらない過酷な「行」であることが

理解できた。 

比叡山の三塔十六谷の峰や谷を巡りながら、決

められた堂塔、墓所、野仏など三百ヶ所前後の場

所を礼拝して歩く修行で、夜中の１時頃出発し、

行者の道、約 30～40 キロを 8 時間かけて歩き 9

時頃自坊に帰ってくる。 

一旦「行」に入れば、病気、怪我、嵐、雪など、

どの様な理由だろうと一日として休むことは許

されず、もし「行」を中断せざるを得ない事態に

なれば、山を去るか、自らの命を断たねばならな

い。そのための首吊り用の「死出
し で

紐
ひも

」を腰に巻き、

自害用の短刀を常に持ち歩く。 

そして、この「千日回峰行」とは、連続した七

年間で千日を満行する「行」のことで、最初の一

年は百日回峰行と呼ばれ、三月下旬「行」に入り、

七月初旬まで一日も休まず百日間歩き通す。二年

目、三年目も連続した百日間を歩き、四年目にな

ると倍の二百日になり、五年目も同じ連続した二

百日を休みなく歩く。これで通算七百日が終わる。

これを無事満行すると続いてすぐ、この回峰行中

で最も厳しい「堂入り」と呼ばれる「行」に入る。

9 日間、断食、断水、不眠、不臥で堂に篭もり、

百万遍の不動真言と、法華経全巻を唱えなければ

ならない。現在の医学では、断食断水の状態に不

眠不臥が加われば、生と死の境は 7日だと言われ

ている。 

6年目になると、また百日間続けて歩くのだが、

もう一つ別のコースが加わる。比叡山中のいつも

の行者道の他に、一度山を下って修学院にある赤

山禅院にお参りする。そして登り直すから、距離

と時間が長くなる。これで通算八百日である。 

最後の七年目は「京都大廻り」と呼ばれる「行」

を百日間続ける。それは比叡山を巡拝した後、京

都市街に下り、定められた神社、仏閣を礼拝して

仮眠。もう一度市街を一巡して比叡山に登り、い

つものコースを歩いた後、自坊に戻る。この間の

行程は 90キロに及び、殆ど一昼夜歩き通すので、

仮眠できる時間は 2～3 時間となる。その百日間

が終わると、続いて通常の行者道を百日歩き千日

満行となるのである。 

この「行」の凄さは、歩かない年間の日々も、

常に精神を緊張させ、体調管理を一日として怠ら

ないよう努めねばならない点で、七年間の凡てが

「行」なのである。 

 

 

 

当時、私は関西に住んでいた。近くの比叡山で

毎日毎夜、ひそかに命を懸けた「難行」に挑み、

黙々と歩いている僧がいるのだと思うと、心にと

きめきを覚えた。 

その人を我が目で見たいと思った。 

登り坂はどの様なスピードで登るのだろうか。

息は上がっているのだろうか。下り坂はどうなの

だろう。そして何よりも、行者の漲る意志が、歩

く姿の中に自ずと現われるだろう、凛とした気配

を、私はこの目で感じ取りたいと願った。 

調べてみると、酒井師の自坊は大津、坂本の北

奥にある飯室谷の不動堂であった。そこを真夜中

の 1 時半出発し、行者道約 40 キロを 8 時間かけ

て巡り、朝 9時半頃戻ってくる。 

夜、邪魔にならない場所で待っておれば姿を見

ることが出来ると考えた。資料を集め全行程を把

握し、迷惑のかかりそうにない場所を三ヶ所ほど

選んでみた。日曜日の昼間、比叡山に登り、それ

ぞれの場所に実地に立ってみて確認した。そして

一つの場所から次の場所へ先回りする際、夜中の

暗闇の中でも迷わないよう、何度も歩いて地形や

目印になるものを確かめておいた。 

土曜日の夜いよいよ待つことにした。５月とは

いえ山の夜は寒かった。まず延暦寺、根本中堂前

の広場の隈、常夜灯の光の届かない目立たないベ

ンチの上に、シェラフカバーを拡げてもぐり込み

横になった。夜中の０時頃、作務衣姿の見廻りの

僧が 3匹の犬を連れて現れた。お堂を点検しなが

ら通り過ぎようとした時、犬が私に気付いた。こ

ちらに向って勢いよく走ってくる。50メートル以

上は離れていた筈で、しかも私は身動きもせず、

じっと横になっていたのに気付かれた。猛然と吠

えかかってくるものと覚悟して身を堅くした。と

ころがどういう訳か吠えないのだ。5 メートル位

の所で一斉に立ち止まり、鼻をクンクンいわせて

いる。僧が口笛を吹くと走り去った。冷汗が出た。 

やがて予想した時間が近づいてきた。行者道の

方に注意を向けていると、杉木立の奥の方から、

姿は見えないがお経を唱える声が聞え、続いて数

珠を擦りあわす鋭い音が響いてきた。どきどきし

ながら待ちかまえる。遂に姿が現れた。 
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白装束に蓮華笠を被り、頭に届く長い杖を右手

で流れるように操り、左手には数珠が握られてい

る。一直線に根本中堂の正面に向ってゆく。まっ

すぐ背筋が伸び、まるで跳ねるようなバネの効い

た歩きだった。正面に達すると両脚を肩幅くらい

に開いてすっくと立ち、印を結び、経を唱える。

大きく吸い込んだ息を一気に吐き出しながら、腹

の底から絞り出すような声を出している。続いて

数珠の音が、ピシッ、ピシッと夜の静寂を切り裂

いてゆく。行者の気迫が乗り移ったような、切れ

味するどい音が広場に響き渡る。数珠の音がこれ

ほど身体の芯を揺さぶるものだとは知らなかっ

た。 

迸る気迫に圧倒され、ひたすら見続けた。 

 

それから何日か過ぎた日曜日、朝早く家を出て、

飯室谷の不動堂へ行者が戻ってくるところを見

に行った。8時頃着くと、もうすでに 30人ほどの

信者の人達が山道に通じる細い小道に一列に並

んで坐っていた。めいめい数珠を持ち正座してい

る。私は離れた所に立っていたのだが、地面に正

座し真剣な表情を崩さない人達が醸し出す、その

場の雰囲気は、私の浮ついた気分を引き剥がした。

その内、立った侭で見ている自分の姿勢が明らか

に不遜な態度に思えてきて恥ずかしくなった。小

声で挨拶をし、空いた場所に坐らせてもらった。 

正座して両目を閉じてみる。頭の中のざわめき

が徐々に消えてゆき、心が静まってくる。夜の山

道を 8時間かけ、一心に念じてきた行者を、自分

は此処で、こうしてお迎えするのだと、素直に思

えてきた。 

やがて山道から降りて来たらしい気配が伝わっ

てきた。そっと見ると、正座して前傾している信

者の頭を、行者が数珠を握った左手で軽く撫でる

ように触れていた。 

私は、全神経が頭に集まり、頭皮がじんじんし

てくるのを意識した。しーんと静まり返った中で、

信者の感極まった声が耳に入ってくる。衣擦れと、

近づく足音。微かに数珠のこすれる音と共に手が

そっと置かれた。行者の熱い魂が触れた瞬間だっ

た。 

心が震えた。 

 

あれから 20年近くたち、昨年の５月、関西に行

った折、ふと思い立ち飯室谷へ行ってきた。立派

な護摩堂や、お堂が建立されていて、目を見張る

ばかりの様変わりだった。だが少し離れた山の行

者道附近の佇まいだけは、昔の侭だった。細い小

道が新緑に覆われ、爽やかな風が渡っていた。自

分が正座をして、加持を受けたのはどの当りだっ

たかと、目で探しはじめた途端、あの時の光景が

鮮やかに甦み返ってきた。 

緊張でじんじんした頭皮の感覚。信者の震える

声、数珠の微かにこすれる音、温かい指の感触。 

 

 

 

その時だった。「キビタキ」の囀りが聞えてきた

のは。 

山側の林の中から、あの空気を震わすような澄

み切った鳴声が流れてきた。透き通るような声が、

私の心にしみじみと沁み入ってくる。忘れ難い情

景の中に浸りながら、まろやかな声に聞き入った。 

そして、あの時もきっと鳴いていたのだろうと

思った。時期も同じだ。 

だが当時、私の中には未だ「キビタキ」という

鳥は存在して居なかった。 

私の生きていた世界は、今になって思うと、狭

い領域で、いつも時間に追われていた。果てし無

い大海原の彼方から、はるばる渡ってくる野生の

鳥たちの営みとは、全く無縁の世界だった。 

 

 

 

 

 
 

 

 

「キビタキ」の絵は、 

     清水盛通氏の写真を参考にしました。 
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北の国から vol.８ 

嶋崎 太郎 

皆さま、ご無沙汰しております。「北の国から」３回も

休んでしまい、申し訳ありませんでした。2006年は非常に

多忙で、休みが全くない状態。春には一度過労で倒れてし

まい、病院のお世話になる始末。まさかこの歳で過労と診

断されるとは・・・。それでも、なんとか大学院を卒業す

ることができ、今は就職して札幌で働いています。まだし

ばらくは「北の国から」を続けることができそうです。こ

れからもよろしくお願いします。 

さて、そんな訳で去年は調査以外ではほとんど鳥を見に

行けなかったのですが、大学のプロジェクトの一貫でサハ

リンに行く機会がありました。サハリンといえば手付かず

の自然が残っており、オオワシやカラフトアオアシシギな

どの世界的希少種が繁殖している場所。今回の調査は湿原

の植生調査が目的だったので鳥はあまり見られませんでし

たが、サハリンの自然について私が見てきた範囲で簡単に

ご紹介したいと思います。 

 

１．サハリンとは 

サハリンは面積 76000km2、東西 26～160km、南北 950km

と細長く、南端から北端は札幌―東京間に匹敵する距離で

す。北緯 50°より南は戦前日本領であったため、日本の地

名が残っており、また植物・動物の調査もされています。

今回私たちが調査を行ったのは、北緯 50°よりもはるか北、

サハリン北部のピルツン湾南岸と Gandynchan 地区の湿原

です(地図)。 

 

今回のルート 

8月 16日･･･函館→ユジノサハリンスク(空路) 

8月 17日･･･ユジノサハリンスク→オハ(空路) 

オハ→ピルツン湾南岸(陸路) 

8月 18日･･･ピルツン湾南岸にて調査 

8月 19日･･･ピルツン湾南岸→Gandynchan地区 

8月 20日･･･Gandynchan地区にて調査 

8月 21日･･･Gandynchan地区→ノグリキ(陸路) 

ノグリキ→ユジノサハリンスク(寝台特急) 

8月 22日･･･ユジノサハリンスク観光 

8月 23日･･･ユジノサハリンスク→函館→女満別(空路) 
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２．サハリンへ  

2006 年 8 月 16日、大学のサハリン調査団メンバーは函館空港からサハリン航空のプロペラ機に乗っ

て旅立ちました。約 2時間のフライトでサハリン州都ユジノサハリンスクに到着。空港では通訳と現地

ガイドの方と合流し、ユジノサハリンスクのホテルへ。ホテルへ行く途中、車の中から見える景色は北

海道とほとんど変わらず、異国へ来た感じがあまりしません。街中に入るとさすがに雰囲気が違いまし

たが、歩いている人はロシア人だけでなく中国や韓国系の人も多く、また日本領時代に建てられた建物

も多く何だか不思議な感じ。しかもホテルのテレビではなぜか日本の BS放送が流れていたりと、もう何

処に来たんだか訳がわかりません(笑)。また市街地で見られた鳥は、スズメ、ハシブトガラス、アマツ

バメ、ハシブトガラ、ハイタカなどと、北海道とほとんど変わりませんでした。 

翌日、ユジノサハリンスク空港から飛行機に乗りサハリン最北の町オハへ。そしてそこからチャータ

ーしたトラックに乗り、第一の目的地であるピルツン湾のキャンプ地に向かいます。ここまで来ると周

囲の景色は全く変わり、生えているのはハイマツやミヤマハンノキなどの低木ばかりと、まるで日本の

高山帯のよう。また、至る所に見事な高層湿原

が広がっていてその雄大さに驚かされました。 

 

 

３．ピルツン湾 

オハを出発して約 5時間、第 1の目的地であるピルツン湾南岸のキャンプ地に到着しました。このキ

ャンプ地の周囲には、移動中に見たどの湿原よりも立派な高層湿原が広がっており圧倒されました。 

ここでは 2泊して調査を行いました。この調査はほぼ一日かけて行われたため、鳥見は朝食前や調査

終了後のわずかな時間しかできませんでしたが、それでも日本では珍しい鳥達を色々と見ることができ

ました。 

 

 

高層湿原 

コシジロアジジサシ                  オオワシ                  
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まず、とにかく多かったのがコシジロアジサシ。どうやらキャンプ地の近くにコロニーがあるらしく、

餌を持った親鳥が忙しなく海と湿原を行ったり来たりしていました。また、それを追ってクロトウゾク

カモメがやってきて盗賊行為を働いているのをすぐ真下で観察することができました。その他には、ム

ジセッカやツメナガセキレイの親子が至るところで見られたり、夏なのにオオワシが普通に飛んでいた

りと、日本では有り得ない光景に感激しっ放しでした。また、ピルツン湾は有数のシギ・チドリ類の渡

り中継地で、シギ・チドリのものすごい大群が見られました。しかし、距離が遠かったためほとんど識

別できず、確認できたものはトウネン、ヒバリシギ、ハマシギ、アオアシシギ、チュウシャクシギ、ア

カアシシギ、タシギなどだけでした。残念ながら、ここで繁殖しているというカラフトアオアシシギは

見ることはできませんでした。 

 

４．Gandynchan地区 

第 2の目的地はピルツン湾のキャンプ地から南西約 150kmのところにある Gandynchan地区です。ここ

に行くにはピルツンから陸路をひたすら走るのですが、その道はものすごい悪路。乗っていたトラック

が泥にはまって動けなくなったり、45度傾いて倒れそうになったり、あまりに揺れるため積んでいたガ

スボンベが倒れてガス漏れしたりと、様々なトラブルにあ

いながらもなんとかキャンプ地に到着。よくまあ無事に着

いたものだ、と今でも思います。 

ここでも 2泊して調査を行いました。キャンプ地周辺の

植生は、山火事跡地に再生したグイマツ(カラマツにそっく

りな樹)・ハイマツの疎林で、林床はトナカイゴケという地

衣類がビッシリ覆っていて幻想的な雰囲気。日本ではまず

見られない景色です。ただ、辺り一面同じような光景で植

生が単純なため、鳥は非常に少なく、確認した鳥は 9種類

だけ(ビンズイ、オオマシコ、イスカ、マヒワ、カシラダカ、

オオモズ、カラフトムシクイ、ホシガラス、ハシブトガラス)でした。しかし、日本では冬鳥であるカシ

ラダカ、オオマシコ、オオモズなどが観察されたり、高山帯に生息するホシガラスが低標高(100m前後)

で普通に確認されたりと、鳥が少ないなりにも楽しめました。 

一方、哺乳類は多いらしく様々な種の痕跡(足跡

やフンなど)を見ることができました。中でもヒグ

マは非常に多いらしく、至るところで足跡やフン

を確認しました。朝テントのすぐ横に巨大な足跡

があるのを見たときは、さすがに恐ろしかったで

す。襲われなくて良かった・・・。また、一瞬で

すが野生のトナカイを 2頭見ることができました。

野生のトナカイは非常に警戒心が強く、姿が見ら

れたらかなり幸運なのだそうです。 

植物の方は、チングルマやタカネトウウチソウ、

コケモモ、ガンコウランなどの高山植物が路傍に

生えていて、非常に驚きました。また、ここに生

えているハイマツは日本の高山で見られるものと

 

キャンプ地 

 

オオマシコの親子 
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異なり、全て垂直に株立ちになっていました。大きいも

のでは 10m近くもありました。ハイマツは這っているか

らこそ「這い松」なのであり、ここでは「立ち松」と呼

んだ方が良さそうです(笑)。 

 

５．帰国 

8月 21日、早朝にキャンプ地を出発し、あの悪路を戻

ります。しかし、今回は時間こそ掛かりましたが、何事

もなく通り抜けることができました。そして夕方にノグ

リキという街に到着。ここから寝台特急に乗りユジノサハリンスクに向かいます。 

翌 22 日の早朝、ユジノサハリンスクに到着。この日はユジノサハリンスク観光をする予定だったの

ですが、皆疲れが溜まっていたらしく、少し市内を回った後、ホテルでダウン。今思うとかなり勿体無

かったかなぁ・・・。もっとちゃんと観光しておけばよかったです(笑)。 

そして 8 月 23 日、ユジノサハリンスク空港から函館空港行きの便に乗り帰国。長いようで短い一週

間でした。とにかく見るもの全てが新鮮で、感動しっ放しの一週間。できればもっとゆっくりと各調査

地を見てみたかったです。そして、もし機会があるのであれば、次は鳥の繁殖最盛期に訪れてみたいと

思います。 

 

６．最後に 

今回サハリンに行って思ったことは、とにかく｢雄大｣の一言に尽きます。在り来りの言葉ですが、そ

んな言葉しか思い浮かびません。とにかく日本とはスケールが違います。尾瀬や釧路湿原クラスの湿原

が至るところに広がっており、貴重な動植物が数多く生息しています。 

しかし、そんなサハリンでも大規模な開発

行為により、これらの自然が壊されようとし

ています。現在サハリンでは大規模な石油・

天然ガス開発(サハリンプロジェクト)が計画

されており、そのパイプライン開発などによ

って森林伐採や湿原の破壊などが行われてい

ます。そして、さらにはその開発地域が世界

的希少種であるオオワシやカラフトアオアシ

シギ、ニシコククジラなどの生息域となって

いることから、大きな問題となっています。

これは、まともな環境調査を行わないまま、

開発し始めてしまったことが原因だといわれ

ています。石油やガスなどのエネルギーは人

間が生きていくうえで必要なものですし、開発することはある程度仕方のないことだと私は思います。

しかし、貴重な生物が多く生息する地域なのですから、きちんと環境調査を行い、そこに生息する生物

に与える影響を最小限に抑える必要があると思います。そして、いつまでもサハリンの雄大な自然が残

っているよう、願わずにはいられません。 

 

 
立ち松 

 
パイプライン工事 
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   みんなで観察したオオルリシジミ 

 

 庭のキハダに産卵に来たミヤマカラスアゲハ 

安曇野だより №２３ 
大関 豊   

１． チョウはチョウでも・・ 

このところ、日本で話題の「チョウ」と言えば、一気に問題が噴き出して困ったもんだの「シャホチ

ョウ」でしょうか。そろそろ、年金生活に入るお年頃としては非常に気になる「チョウ」ではございま

すが、この「チョウ」の問題はひとまず置いておきまして、本題の「ヤチョウ」のお話を…と行きたい

ところですが、今回は「チョウ」は「チョウ」でも「チョウチョ」のお話です。 

ご存知のように信州は全国的にも蝶の多いとこ

ろ（ま、これは安曇野に住んでみて知ったことです

が）で、我が家の庭にも数々の蝶がやってきます。

庭とはいうもののその実態は手入れをしていないほ

ったらかしの「びんぼう草（ハルジオンやヒメジョ

オンのことを近所の奥さんはこう言います）」がヒョ

ロヒョロ～と出ている雑草天下のプチ野原状態とな

っております。それが虫たちには、いい環境なんで

しょうかねぇ～、いろんな生き物がいます。秋にな

ると虫の音が…風流だねぇ～…、だから手入れはし

ないのです…、などと言い訳しています。４年ほど

前から、我が家の庭にやって来た蝶を写真に撮って

記録していますが、ちなみに現在までのところ３７

種の蝶を観察しました。この数が多いのか少ないの

か私には分かりませんが、ひまつぶしにはもってこいのフィールドとなっています。 

先日、安曇野にて「八王子・日野カワセミ会」

の遠出探鳥会が行われました。本来ならば私がご

案内しなければならないところですが、家庭の事

情にて時間がとれなくて案内ができず皆さんには

申し訳なく思っております。何かいい方法はない

か、と思案はするものの結局は人頼みにしなけれ

ばならないのはもどかしいところです。 

今回、幸運なことに「オオルリシジミの保護地

域」を見学できました。オオルリシジミは、国内

では九州の阿蘇、信州の東御市と安曇野市の３ヵ

所にしか生息が確認されていない…という絶滅が

危惧されている種であります。安曇野市の国営公

園でオオルリシジミの保護活動に携わっている

「三郷昆虫クラブ」の那須野雅好さんから、その

実態と活動状況のお話を聞くことができました。

オオルリシジミのかわいい姿も観察できて歓声もあがりました。私も現地は初めてでして非常に勉強に

なりました。突然の要請（実は当日の朝だった）にもかかわらず快くご案内してくれた那須野さんには

感謝しております。最後にこの場をお借りして御礼申し上げます。     （２００７年８月記）
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  カザリキヌバネドリ(ケツァール)を探し求めて  中橋 薫 

コスタリカ！それは少なくとも中南米大陸で最も美しい鳥といわれるカザリキヌバネドリ(ケツァ

ール)その鳥の棲息する国。 

平成 19 年 4 月 26 日(木)午後 4 時，成田空港を発ち，米国ヒュ

ーストンを経由してコスタリカの首都サンホセ空港についたのは

同日の午後 9 時頃。翌日は出発が早いのですぐに就寝。 

まだ薄暗い朝の 6 時頃，ホテルの周囲を散策。すでに双眼鏡で鳥

たちを追っている仲間が数名。バイキング形式の朝食を軽く済ま

せて，小生も鳥見に参加。 

雇用延長になり，下調べの時間がなく，見る鳥全て何という鳥か

分からず。近くの仲間が国鳥のバフウムツグミだとかいうのを耳

にし，やや焦り気味・・・。 

南北を縦断する国道を専用バスに乗り南へひた走る。あいにく

はるか前方の目的地はすっぽりと雲(霧)で覆われている。ガイド曰く「これから往くところは雲霧林

ですから」とこともなげにのたまう。国道をはずれ，ジャングルを切り拓いたと思われるような道を

どんどん先へ進む。 

ホテルを出てから約 4 時間。漸く目的地へ到着。最後部で順に

降りるのを待っていると，先に降りた仲間の歓声。｢シー！静か

に!｣とガイドの声。どうやらあの鳥が？あわてて出口へ。と同時

に｢あ～っ！｣のため息。どうやら飛び去ってしまったようだった。 

ところがそのため息は｢あの鳥の飛翔への感嘆だった。｣と理解す

るのにそう時間はかからなかった。まだ近くの樹に別のあの鳥が

いたのだ。近い。近すぎる。30 倍のスコープでは全身が入らない。

もたもたしている小生を見て，ガイド曰く｢もっと後ろの方へ下っ

たら？｣。ただただ見とれてしまっている自分に「はっと」われに

返り，数メートル後退。そしてどうにか全身を GET。連写に次ぐ

連写。 

うーん！どうもしっくりいかない。そう！撮影した後姿はほとん

ど緑色。この鳥の魅力はなんだろうかと考える余裕が。ところがである。不意を衝き｢あの鳥は奥深い

森の中へ飛び去ってしまったのだ。｣その飛翔を人々は｢天女の舞｣とか｢手塚治の火の鳥｣と例える。し

かし，この「はっと息をのむ」瞬間は 20 代後半に見た藤純子主演｢緋牡丹お竜｣のクライマックス。あ

の壷を振る少し前のチラリズム。その後に続くため息・・・・。こんな光景がふーと脳裏をかすめる。

しかし，まだいたのだ。かなり枝被りではあったがコアボガドをほおばっているあの鳥が。あんなに

大きな実を飲み込むことできるのだろうか？ ツアー講師曰く「心配無用。大昔からこの鳥とコアボ

ガドは共生関係にある。つまり果肉の部分を消化して，種の部分は吐き出す。そうすることによって

種は発芽できる。」と。ややストレス気味の第一日目終了！今日はここに泊まるのでまたじっくり観察

しようと！翌早朝，あのコアボガドの樹の傍へ！じっと待つこと 2 時間。しかし，しかし「幻の鳥」

ともいわれるだけあって 2 度と見ることかなわず。あ～残念！機会があったら，また来よ～うと。(了) 

このツアー報告は｢アメリカ大陸の野鳥｣という露木氏のブログにあります。写真は小生，N 氏です。 
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 ミトコンドリアの話 

宮越俊一 

 前回ゲノムのお話をしました際に、「近ごろ、ミトコンドリアＤＮＡという言葉を耳にすることがある

のですが、ゲノムＤＮＡとはどう違うのでしょうか？」といったご質問がありました。いい機会ですの

で、ミトコンドリアについてお話をしたいと思います。 

 

 動植物の体が多数の「細胞」という単位

でできていることはみなさんご存知のとお

りです。それぞれの細胞は細胞膜に囲まれ、

その中に核や細胞質があります。ミトコン

ドリアもそうした細胞内の小器官のひとつ

で、核とは対照的に細胞あたり数百～数千

個存在しています。ミトコンドリアを電子

顕微鏡で見ると、必ずしも図のようにカプ

セルのような形状ばかりではありませんが、

内側に膜が入り組んだ複雑な構造をしてい

ます。後で述べるとおり、生理的には「細

胞の中のエネルギー工場」とも言えるとこ

ろです。 

 生命が活動するには栄養分をエネルギーに変えて利用する過程が必要です。とくに酸素を利用する呼

吸によって、ブドウ糖などから効率よくエネルギーを得ることが可能になりました。これらのプロセス

に必要なもののほとんどがミトコンドリアに存在しているだけでなく、 生体内の「エネルギー通貨」や

「電気」とも言うべきＡＴＰ（アデノシン三リン酸）を作り出すしくみもここにあります。たとえて言

えば、「燃料（栄養分）を燃やしてタービン（クエン酸回路）を回し、生ずる水蒸気（水素イオン）を利

用して電気（ＡＴＰ）を発電する」といった感じでしょうか。これが細胞のエネルギー工場といわれる

ゆえんです。ところで、エネルギー代謝の心臓部とも言えるクエン酸回路（別名ＴＣＡサイクル）をク

レブスという生化学者が発見したとき、材料としてハトの胸筋が使われました。欧米ではハトが比較的

身近な食材であったことがその理由のひとつですが、鳥類の胸筋はとりわけ効率よく運動エネルギーに

換える必要があるため、ミトコンドリアや関連の酵素が発達していて材料として優れていたのではない

かと思われます。クレブスはこのときの功績で、後にノーベル生理学・医学賞（1953年）を受賞して

いますが、ハトの胸筋が栄誉に一役買ったといえそうです。 

 

さて、ミトコンドリアはどのようにして生まれたのでしょうか。今日では動物などの祖先の細胞にあ

るバクテリアが進入、寄生するようになり、それがミトコンドリアになったとする「共生説」が有力で

す。そんな荒唐無稽な・・と思われるかもしれませんが、葉緑体も同様に光合成をするバクテリアが起

源と考えられています。その名残とも考えられるのですが、ミトコンドリアや葉緑体には独自のＤＮＡ

がみられ、前者のものがミトコンドリアＤＮＡです（以下 mtDNA と表記します）。そのサイズはきわ

めて小さく不十分なものです。ヒトでは核にあるＤＮＡ（染色体ＤＮＡ）が、ゲノム情報のほとんどに

あたる３０億文字分の遺伝情報を担っているのに対し、ミトコンドリアのそれはわずかに 1 万６千ちょ
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っとに過ぎません。mtDNA は細胞内での数が多い一方、情報量も限られていて解析が容易なため、法

医学を含めた系統解析に用いられることが多いわけです。余談ですが、染色体ＤＮＡと違って mtDNA

は基本的に母方の細胞からのみ引き継がれます（細胞質遺伝）。このことを逆に利用して人類の遺伝情報

をさかのぼると、あくまで理論上の話ですが、数十万年前の東アフリカの一人の女性にたどり着きます。

これを旧約聖書のアダムとイブの話にちなんで「ミトコンドリア・イブ」と呼んでいます。 

mtDNA から明らかにされる系統関係は、これまでの形態による分類と比べてどうなのでしょうか。

鳥類でもっとも有名な例として、かのダーウィンがガラパゴス諸島を訪れた時に採集したダーウィンフ

ィンチ類（ホオジロ科）についてみてみましょう。佐藤（当時ドイツ・マックスプランク研究所）らは

それらの mtDNA 上の２つの領域を比較して、1999 年に米国科学アカデミー紀要に以下のことを報告

しています。まず、ガラパゴスフィンチがこれまで言われていたとおり、１つの種類から分かれたこと

が分かります。中央または南アメリカから渡った、おそらく単一の個体群が共通の祖先ということにな

ります。いわばミトコンドリア・イブの鳥版ですね。第二にダーウィンフィンチ同士の系統関係です。

mtDNA のデータに基づく系統が必ずしも唯一絶対とは言えないのですが、これまで言われてきたこと

とはある程度一致していると言えます。ただし、細かく見ると２勝２敗１引き分けくらいの結果になっ

ています。ココスフィンチはダーウィンフィンチ類のうち唯一ガラパゴス諸島以外にも棲息する種です

が、樹上フィンチに近縁で比較的最近になってココス島に分散したことが裏付けられました。ムシクイ

フィンチについては、これまでアメリ

カムシクイ類の一種の可能性も含めて

議論があったようですが，ダーウィン

フィンチの共通の祖先から分かれて

（見かけ上）アメリカムシクイに近い

形態になったことが示され、議論に終

止符が打たれました。一方、地上フィ

ンチを６種類に、樹上フィンチを５種

に分ける従来の見方は（植物食フィン

チを除いて）、mtDNA のデータから

ははっきりしませんでした。実際にそ

のように分ける必然性がないか、もっ

と別の分子系統上のデータが必要なの

かもしれません。 

 

今後、遺伝子情報が明らかにされるにつれ、従来の分類体系の見直しが必要となるケースがつぎつぎ

と出てくると思われます。極端な例ですが、鯨と魚のように見かけは似ていても mtDNA 上は思ったよ

り遠かった・・といった具合です。今後の動向に注意したいと思います。一方、これは鳥類に限りませ

んが、多くの事例で従来の分類体系が分子系統分類と大筋で矛盾しないのも事実です。「地道で注意深い

観察や整理を軽視してはならない」と言われているような気もします。 
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2007年 八王子のホタル・カエル速報 

                               まとめ：粕谷和夫 

会報 35 号（2005 年春）に「絶滅の危機は克服できたらしい（八王子のゲンジボタル）」を掲載しまし

たが、毎年 6 月上旬～7 月中旬にホタルとホタルの出る環境で鳴くカエルの調査を続けています｡ホタル

の出るような環境は野鳥や人の住む環境としても素晴らしい自然が息づいていることの証であり、その

ような環境があちこちに再生されることに期待を込めています。 

本年は、粕谷の他に川上恚、進藤丕、中村后子、森久美、横山由美子の各会員からも報告を受けまし

た。本年は例年よりゲンジボタルの発生時期が早く６月上旬から観察されました。ゲンジボタルを観察

できたところは以下のとおりで、殆どの場所で同時にカジカガエルの声を聞くことが出来ました。2006

年までの調査でこの他にもホタルの出る場所があることは把握していますが、以下は 2007 年に調査報告

があった所です。なお、ヘイケボタルについては次回に報告します。 

醍醐川：真峯嶺橋付近から小川橋付近までの間で観察 

北浅川：尾長橋から元木橋の間で観察 

南浅川：上椚田橋から白山橋の間で観察、支流の小仏川の駒木野公園付近で観察 

城山川：宮前橋から出羽橋の間で観察、支流の御霊谷川と稲荷神社付近の田んぼで観察 

城山川支流南大沢川：城山小学校の東側で観察 

片倉城跡公園：公園内のホタル沢付近で観察 

 

本年のゲンジボタルの特記事項は以下の５点です。北浅川、南浅川のもっと下流でも出現し、やがて

は両支流が合流する鶴巻橋（八王子市役所）辺りの浅川本流でも見られるようにしたいものです。 

１. 2007 年は発生時期が早く、6 月上旬から観察された。 

２．醍醐川では昨年までは殆ど観察されなかったが、本年は森久保橋を中心に多数観察された。 

３．南浅川では白山橋まで観察された。 

４．北浅川ではホタルが多く、中でも黒沼田では約 200 頭が観察された。 

５．本会の進藤丕会員が主宰する城山小地区ホタル保存会主催で城山小学校の東側を流れる南大沢川で

「ホタル観賞会」を 6/23 に開催した（共催：元八二丁目町会、城山小学校）。ホタル保存会では八

王子市の子ども体験塾事業に「親子でホタルを増やそう」というテーマで応募したところ運良く当

選したこともあり事業の一環として鑑賞会を開催した。天候が良かったこともあり南大沢や松木方

面からも多数の親子連れが見学に来られ 100 人を超える人々で賑わった。当日はホタルの出現も期

待に応え 200mの流域で約 50 頭がカウントできた。（20:00～21:00） 

 

カワガラスが漢方薬 

2007 年 5 月 5 日、八王子市下柚木にある大学セミナーハウスで炭焼きを見学した。炭焼きに参加してい

た八王子市上恩方町出身の男性（70 歳ぐらい？）から、昔はカワガラスを漢方薬として親から飲まされ

たという話をきいた。場所は現在夕焼け小焼けで有名な上恩方町の夕焼け文化園付近で、昭和 18 年頃（小

学校 5～6 年生）、親が北浅川に霞網を張ってカワガラスを捕り、土瓶（どびん）で蒸し焼きにして炭化

状態になったカワガラスを煎じて胃の薬として飲まされたというもの。当時はカワガラスは北浅川には

一杯いたという（記：粕谷和夫）。 
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私の推薦図書 

 サシバ渡り調査の季節です。そこで、謎とロマンに満ちた鳥の渡りに関する本を推薦します。 

これからも機会を見て本の推薦をしたいと思いますので、「私の推薦図書」をおよせください。 

図書名など 推薦文 著者名、出版社等 

鳥たちの旅   

渡り鳥の衛星追跡 

 

 

 平成１７年伊良湖探鳥会の直前に偶然、書店で見つけたのが

この本との出会いです。コハクチョウ・マナヅル・サシバ・ハ

チクマに送信機を装着し、人工衛星を利用して渡りの経路を追

跡した記録が、分かりやすく紹介されています。特に、秋に繁

殖地の安曇野を出発したハチクマが、九州、東シナ海、中国、

マレ－半島、スマトラそしてジャワ島に到着するまでの５２日

間、移動距離 9585 キロは、まさに「感動」です。 

（長谷川篤） 

著） 樋口広芳 

日本放送出版協

会 

(2005.9.30 出版) 

本体 1,160 円 

 

八王子蔵書あり 

日野市蔵書あり 

世界の渡り鳥 

アトラス 

 

渡り鳥のその壮大なロマンと謎に迫る。本書の特長はすばら

しいイラストや写真の数々。これを見るだけでも楽しく、渡り

鳥のロマンに触れた感じがする。 

説明もイラストを使い、種との関連も具体的でかつ簡潔。 

渡りの進化と渡りのパターン。どのような準備をして、いつど

んなルートで渡るのか。そのときの航法やテクニック、そこに

ある障害への対応をどうしているのか。もちろん飛ぶ高度やス

ピードなど。 

アトラスの書名通り、これを地球規模で絵解きする。 

（若狭 誠） 

ジョナサン・エ

ルフィック／編   

ニュートンプレ

ス 

(2000.1 出版) 

本体 2,500円 

 

八王子蔵書あり 

日野市蔵書あり 

 

図書館蔵書の紹介 

 

八王子市図書館、日

野市立図書館の「渡

り鳥」に関する蔵書

を検索してみまし

た。 

 

 
鳥の渡りを調べてみたら（ポール・ケリンガー、文一総
合出版） 
渡り鳥地球をゆく 岩波ジュニア新書（長谷川博） 
渡り鳥から見た地球温暖化（中西朗） 
どこへゆくの？ （高田勝、福音館のかがくのほん） 
えほん・フォトかみしばい １８（七尾純） 
わたり鳥のひみつ（行田 哲夫、科学のアルバムシリーズ） 
わたり鳥のくる干潟（国松俊英、童心社） 
わたり鳥（吉井 正） 
東京湾の渡り鳥（石川勉） 
鳥も人も地球に生きる（1993日・ロ渡り鳥会議報告書） 
渡り鳥 動物たちの超能力 ３（倉橋和彦） 
旅の鳥たち（田川皓一写真集） 

八王子蔵書 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

日野市蔵書 

○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 
 
○ 
○ 
○ 
○ 

 

インターネットで図書館蔵書を探せます。 

八王子市図書館、日野市立図書館の蔵書を検索できます。 

タイトル名、著者名、出版社名など（一部の単語でも可）から本を探せ、その本の概要や予約の有無

もわかります。インターネット予約もできます。 

次のＵＲＬから利用できます。 

八王子市図書館の蔵書検索 http://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/hachioji03.htm 

日野市図書館の蔵書検索 http://www.lib.city.hino.tokyo.jp/HNOLIB/servlet/search.inp_cond 
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断食の一夜         

                         家を探しているツバメ 

６月の午後、新しい物件を探していたところ、おあつらえ向きの玄関のドアが開いていたのでちょっ

と拝見と思ったのが間違いでした。気に入らなかったので、青空めがけて、上昇したら、そこははめ込

みの明り取り窓。パニックになり、出口がどうしても

見つかりません。くたびれて空腹、喉はカラカラ、糞

をしてもカワセミ会のひとは、老犬のおもらしと思い

気づいてくれません。電気も消え暗くなったのであき

らめて眠りました。朝になって飛び回っても出口は見

つかりません。糞をして、期待しました。やっと、上

を見上げてわたしを発見し、なんと捕虫網で追まわし

小部屋に閉じ込めました。窓を開けると朝の新鮮な空

気が流れ込み、夢中で大空へ。 

 

気づかなかったとはいえ、ひどい仕打ちをしてしまいました。ルーペで糞を観察しましたが、どんな昆

虫を食べたのか解りませんでした。（千葉 槇子） 

 

ナベの百舌
ひやくぜつ

          渡辺敬明（日野市多摩丘陵居） 

目撃！歩く燕たち 

或る夏の夕暮れ時 

多摩川日野橋下流堤防下砂地にて 

 

コチドリとハクセキレイが素早く歩き回る砂地に、８羽のツバメがパラパラと着地。 

「燕歩き」 

地面をキョトキョトと突きながら、同方向へ急ぎ足？ 

１歩２歩で「よろけ」、慌ててバランスを取るために「羽ばたく」と同時に、 

一斉に「飛び上がる」が数メートル先に「着地」する。 

これを４回繰り返し、何事も無かったように飛んで行ってしまいました。 

「記録」 

最多歩数：１羽が１度「５歩」で「よろけ」を記録。 

平均歩数：「２．５歩」で「よろけ」。 

最小歩数：「１歩」目から「よろけ」て「羽ばたく」のもいた。 

 

短い歩幅と少ない歩数でしたが、１羽残らず懸命に歩いていました。 

  .巣立ちヒナの歩行訓練か？ 

もうすぐ立派に歩けるでしょう。でも・・・ 

歩いている大人のツバメを見たことがないのですが。 
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会員のホームページとブログ紹介 

会員個人が、探鳥や自然観察活動などを発信しているホームページやブログをご紹介します。 

カワセミ会ホームページのリンクから見られます。（未登録のものは、アドレスを入力してください） 

気にいったものがありましたら「お気に入りに追加」することで、いつでも簡単に見られます。 

以下は把握できた分です｡これ以外にもホームページやブログを発信されている方がありましたら編

集担当の若狭あてにご連絡下さい。 

 

冬鳥夏虫 登坂久雄さんのホームページ。 
冬は野鳥、夏は昆虫や野草の写真をアップしています。 
特にトンボなどの昆虫が充実しています。 
http://hw001.gate01.com/tosaka1/index.html 

長池公園ぶらぶら
日記 

登坂久雄さんのブログ。 
八王子市の長池公園の四季の野鳥、昆虫、野草などを紹介しています。 
http://blog1.fc2.com/nagaike/ 

月刊・安曇野の野鳥 大関豊さんたちのホームページ。 
月刊でつづる長野県は安曇野の野鳥の調査と紹介をしています。 
http://www10.plala.or.jp/ayac/ 

道ばた新聞 大関豊さんのブログ風ホームページ。 
安曇野の道ばたで見つけた自然をお届けしています。 
http://mitibatanews.web.fc2.com/ 

 
Fulmar's room 

古山隆さんのホームページ。 
海鳥ファン必見。アホウドリなどの外洋性の海鳥の写真や情報が沢山あります。 
八王子市高月町付近の詳細な観察記録、日々の観察記録もあります。 
http://homepage3.nifty.com/fulmar/index.html 

お気楽鳥見紀行 佐藤哲郎さんのホームページ。 
海外探鳥記が参考になります。） 
http://www.geocities.jp/tsugumi_tetsu/  

山崎悠一さんの 
ホームページ 

地元浅川の野鳥観察記録のほか各地へ探鳥に出かけたときの記録が掲載されて
います。 
http://www8.ocn.ne.jp/~yamazaki/ 

八王子鳥見隊 今野美代子さんのホームページ。 
精力的に毎日の観察記録を日記に。今後が楽しみです。 
写真も多数。女性らしいデザインのきれいなページです。 
http://okame.sakura.ne.jp/torimi/index.htm 

わたしの高尾山 新井洋子さんのホームページ。 
高尾山の自然の紹介を月替わりでしています。 
http://www.asahi-net.or.jp/~ds2y-ari/ 

一粒のオリザ 森松幹治さんのホームページ。 
四季の移りかわりや、日ごろ「食と農」について考えていることを載せています。 
http://www.oryza101.com/ 

BIRDGRAPHIC かいさんのブログ。 
びっくりするほど高精細なデジスコ画像が次々と紹介されます。 
ランキングで上位に入る人気ブログです。 
http://birdgraphic.blog72.fc2.com/ 

鳥見歩る記 粕谷和夫さんのブログ。 
日々の活動内容を写真とともに丹念に紹介しています。 
http://kk-kasuya.cocolog-nifty.com/blog/ 

鳥見 memo 若狭誠さんのブログ。 
鳥見や自然観察のスナップ写真が中心です。 

http://blog.so-net.ne.jp/wbird-memo/ 
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カワセミ会ホームページから過去の会報を参照できます 

このたび、33 号からの会報をインターネットで見られるようにしました。 

（会員専用掲示板の「会報『かわせみ』バックナンバー」から見られます。下図は画面見本です。） 

ここでは、写真はカラーで見られます。新人など、会報がない人も古い会報を見ることができます。 

会員以外の参照は、今後の課題です。 
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探鳥の記録（２００７年１月～６月） 

＊雨で中止 3 月 11 日 浅川（ふれあい橋～一番橋） 

4 月 25 日 葛西臨海公園 

①浅川（松枝橋～稜北大橋）月例探鳥会 

日 時：２００７年２月４日（日） ８：００～１０：４０ 

天 気：晴 

確認した野鳥：４１種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ ノスリ キジ イカルチド

リ クサシギ イソシギ タシギ キジバト カワセミ コゲラ キセキレイ ハクセキレイ 

セグロセキレイ ビンズイ タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ アカハラ 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 カヤクグリ カワラヒワ 

シメ スズメ ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハシブトガラス ガビチョウ  

＜ベスト３＞：モズ クサシギ タシギ 

参加者：３５名 

井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 門口一雄 門口裕子 門倉美登利 川上恚 河村洋子 

菊池昇 久保山嘉男 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛道 白川司 白川史子 杉田陽子  

関美喜雄 関佳世子 関根伸一 傍島玲子 高橋和子 出口富子 中橋薫 永見博子 中村后子 

長谷川篤 細田冨美子 丸山二三夫 山崎悠一 渡辺敬明 

高梨規子 内藤公三 広川潔 中村経男   

感想： 

早朝より３５名の参加者が集まりました。森田先生の紹介で上川口小学校の内藤さんが野鳥を覚

えたいと初参加しました。ベストの中にモズが入ったのは、番で小枝に止まったのを皆で見られた

からです。河村さんの案内でクサシギ、タシギも見られましたがカモ類はカルガモだけでした。 

（河村洋子、関根伸一） 

 

②２月１１日 南高尾～城山湖探鳥会 

日 時：２００７年２月１１日（日） 8:00～14:00  

天 気：晴 

コース：高尾山口……梅の木平……三沢峠……城山湖……大戸 

（路線バスがきたので法政大学までの予定を繰り上げ大戸で打ち切った。） 

確認した野鳥：３８種 

  カワウ マガモ カルガモ オナガガモ トビ ノスリ キジバト カワセミ アオゲラ コゲ

ラ キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ミソサザイ ジョウビタキ 

シロハラ ツグミ ウグイス キクイタダキ エナガ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジ

ロ ホオジロ アオジ マヒワ ウソ スズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス 

オオバン ハギマシコ ドバト ガビチョウ 

   

 

①２月４日（日）          月例探鳥会：北浅川（松枝橋～稜北大橋）探鳥会 

②２月１１日（日）        周辺探鳥会：南高尾～城山湖探鳥会 

③２月１７日（土）～１８日（日） 遠出探鳥会：野辺山探鳥会 

④２月２５日（日）        周辺探鳥会：宇津貫みどりの会・探鳥＋雑木林手入れ 

⑤３月２１日（水）～２５日（日） 遠出探鳥会：マレーシア・ランカウイ島 

⑥４月１日（日）         遠出探鳥会：藤野～陣馬山（探鳥・探蝶） 

⑦４月８日（日）         月例探鳥会：北浅川（松枝橋～小田野中央公園）    

⑧４月２２日（日）        遠出探鳥会：三頭山 

⑨５月１３日（日）        公開探鳥会：裏高尾でオオルリを探す会 

⑩５月１９日（土）        周辺探鳥会：高尾山早朝探鳥会 

⑪６月２日（土）～３日（日）   遠出探鳥会：安曇野探鳥会 

⑫６月９日（日）         月例探鳥会：浅川（鶴巻橋～大和田橋） 

「カワセミ会ホームページ」の 

探鳥会報告にも掲載しています。 
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＜本日のベスト＞ 

    ・マヒワ：三沢峠下の林道で３羽。鳥の出が少なかった時に出現したので感激した。♂の黄緑の

羽がきれいだ。 

・ウソ：城山湖外周林道の桜で１羽（♂），発電所脇の桜で６羽（♂♀）、日の光を受けて喉  

の赤色が輝いて見えた。全員で確認した。 

・ハギマシコ：本日の目当ての鳥。城山湖堤防斜面で３０羽余飛んでいた。見にくい場所で餌を

食べていた数羽を全員で確認した。先着のカメラマン１０名程がカメラを並べていた。 

参加者：３９名 

青木静子 石橋公子 井手龍世 井上典子 今井達郎 大川征治 粕谷和夫 勝股朗郎  

門口一雄 門口裕子 河田徳子 久保山嘉男 小塩菊子 小張昌子 佐藤サヨ子 清水盛道  

清水さんの子供 白川司 白川史子 高山早苗 千葉槇子 出口富子 内藤公三 中村后子  

奈良敏夫 長谷川篤 馬場隆進 馬場啓子 平井国二 藤生稔久 細田富美子 丸山二三夫  

宮越俊一 宮越リカ 森田弘文 森松幹治 山崎久美子 柚木育子 渡辺敬明  

担当者の感想 

 桜の咲く頃のような陽気のなか、多くの会員が参加したが、野鳥の出現は少なく満足頂けなかっ

たと思う。確認した鳥は３８種とまずまずだが、地鳴きのみでなかなか姿を見せてくれない。冬の

山の探鳥は難しいと思った。ベスト３以外ではツグミ、ジョウビタキ、アオジ等の冬鳥とホオジロ

の初鳴にノスリの旋回など、ほぼ全員が確認出来たことは良かった。 

 圏央道八王子 IC の工事が一段と進み周辺の景観が一変していた。また、老人ホーム先の国有林

でトンネル工事のための調査標識があった。工事内容は不明だが小川が枯渇しないよう進めて欲し

い。（門口一雄） 

 

③２月１７日～１８日 山中湖･野辺山探鳥会報告 

日 時：２００７年２月１７日(土)～１８日(日) 

コース： 

１７日：八王子（バス 6:30 出発）→山中湖周辺探鳥→野辺山探鳥等（宿周辺探鳥、フクロウ探鳥、

雪が降り出して探鳥中止後天然温泉入浴）→宿(18:40着) 

１８日：早朝フクロウ探鳥中止（降雪）、宿(8:00 出発)→大門ダム・東原地区探鳥→野辺山駅→野

辺山探鳥中止（積雪、ガス）→滝沢牧場（昼食、休憩）→積雪の少ない大門ダム周辺にて

探鳥→早めに帰路に着く(14:30)→八王子(16:30 帰着) 

確認した野鳥 ６２種 

山中湖周辺：（４０種） 

カイツブリ ハジロカイツブリ カワウ コブハクチョウ マガモ カルガモ コガモ ヨシガ

モ ヒドリガモ オナガガモ ホシハジロ ホオジロガモ ミコアイサ カワアイサ トビ ノ

スリ オオバン イカルチドリ アオゲラ キジバト コゲラ ハクセキレイ セグロセキレイ 

ヒヨドリ ヒレンジャク ジョウビタキ ツグミ エナガ ヒガラ ヤマガラ メジロ ホオジ

ロ カシラダカ 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   

野辺山周辺：（２２種、ただし山中湖周辺との重複を除く） 

アオサギ オシドリ ハシビロガモ ハイタカ キジ フクロウ ヤマセミ アカゲラ カワガ

ラス ミソサザイ カヤクグリ ルリビタキ 

シロハラ コガラ シジュウガラ ゴジュウ

ガラ アオジ ウソ シメ ニュウナイスズ

メ カケス ガビチョウ 

＜ベスト３＞フクロウ ヒレンジャク  

カワアイサの大群 

参加者：２４名 

青木静子 小澤礼子 門口一雄 門口裕子 

菊池昇 久保山嘉男 小張昌子 佐藤サヨ子 

白川司 白川史子 傍島玲子 谷村都代子 

奈良敏夫 馬場隆進 馬場啓子 福井秀雄 

福井代利子 細田富美代 丸山二三夫  

本島てるみ 柚木鎮夫 柚木育子 大川香 
 

フクロウ 
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大川征治  

担当者の一言 

 日曜日には雪の影響を受けたがお目当てのフクロウ、ヒレンジャクに会え、８０羽以上のカワア

イサが列を組んで泳ぐ様も素晴らしく、その他ベニマシコやヤマセミ、オシドリなど６２種の鳥が

観察出来た。（大川征治） 

 

④２月２５日 宇津貫「探鳥会・雑木林手入れ作業」  

日 時：２００７年２月２５日  

天 気：晴 

コース： 

JR 横浜線相原駅から都指定史跡青木家（文久２年創建、茅葺き入母屋作り)、清水寺（「すいせ

んじ」と読む、寛永元年開山）などの史跡をめぐり、八王子みなみ野ニュウタウンの残存緑地（ホ

タル沢と雑木林）を訪ねた。 

観察した鳥：２６種 

カワウ アオサギ キジバト コゲラ タヒバリ ヒヨドリ モズ ルリビタキ シロハラ  

ツグミ 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 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 コジュケイ ガビ

チョウ 

参加者：カワセミ会７名、宇津貫みどりの会が７名 

井手龍世 粕谷和夫 門口一雄 内藤公三  

長谷川篤 山崎久美子 若狭誠 

担当者の一言： 

 カワセミ会と宇津貫みどりの会との合同「探鳥会・

雑木林手入れ作業」は 10 年以上続いている。雑木林

を維持するためには毎年の手入れ作業が必須であり、

カワセミ会は宇津貫のみどりの保全にほんの少しお手

伝いさせてもらっているが、みどりの保全のため、今

後も続けていきたい。 

（粕谷和夫） 

 

⑤３月２１日～２５日 マレーシア探鳥会 

月 日：２００７年３月２１日～２５日（探鳥日数実質 3 日）  

天 気：全行程、晴 

探鳥会委託会社及び講師：株式会社ワイバード、講師：中野泰敬氏 

主な探鳥地：クアラルンプール近郊の森林公園、ランカウイ島内 

確認した野鳥：１０６種 

リュウキュウガモ カイツブリ モリアオゲラ ズアカミユビゲラ コガネゲラ キホオゴシキ

ドリ オオサイチョウ シワコブサイチョウ キタカササギサイチョウ ムジサイチョウ ブッ

ポウソウ カワセミ アオムネカワセミ チャバネコウハシショウビン アオショウビン ヤマ

ショウビン ナンヨウショウビン オウチュウカッコウ オニカッコウ ヒメカッコウ クリイ

ロバンケンモドキ チャムネバンケンモドキ オオバンケン ハリオハチクイ チャガシラハチ

クイ シロハラアナツバメ コシラヒゲカンムリアマツバメ オオハリオアマツバメ アマツバ

メ ヒメアマツバメ ミカドバト カノコバト チョウショウバト コアオバト ハシブトアオ

バト オオアオバト シロハラクイナ セイケイ バン タカブシギ イソシギ アオアシシギ 

タマシギ ツバメチドリ コチドリ シロチドリ ムナグロ インドトサカゲリ シロガシラト

ビ シロハラウミワシ カタグロトビ カワリクマタカ クマタカ モモグロヒメハヤブサ ア

ジアコビトウ コサギ チュウサギ アマサギ アカガシラサギ ジャワアカガシラサギ ササ

ゴイ ヨシゴイ リュウキュウヨシゴイ アズキヒロハシ コノハドリ アオバネコノハドリ 

オオヒメコノハドリ ルリコノハドリ チゴモズ アカモズ ハシブトガラス コウライウグイ

ス ズグロコウライウグイス サンショウクイ ハイイロオウチュウ カザリオウチュウ ヒタ

キサンショウクイ イソヒヨドリ コサメビタキ キビタキ シキチョウ シベリアムクドリ 

ミドリカラスモドキ カバイロハッカ キュウカンチョウ ツバメ リュウキュウツバメ オオ

コシアカツバメ メグロヒヨドリ アカメチャイロヒヨドリ オオヨシキリ オナガサイホウチ

 
ヤナギの花芽 
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ョウ ノドグロサイホウチョウ センダイムシクイ ムナフムシクイチメドリ ムナフハナドリ 

オレンジハナドリ セアカハナドリ ムネアカタイヨウチョウ チャノドコバシタイヨウチョウ 

キセキレイ マミジロタヒバリ セアカスズメ スズメ キムネコウヨウジャク シマキンパラ 

 

ベスト１０  

（参加者がそれぞれベスト５を選び、1位 5 点、・・・5 位 1 点とし集計した。） 

①オオサイチョウ（43 点、10 人）、 

②チャバネコウハシショウビン（35 点、9 人） 

③アズキヒロハシ（20 点、4 人）、 

④カザリオウチュウ（17 点、5 人）、 

⑤シロハラウミワシ（16 点、5 人）、 

以下点数省略  

⑥コアオバト、⑦シベリアムクドリ、⑧アオショウビン、⑨キムネコウヨウジャク、 

⑩キタカササギサイチョウ、⑩ズグロコウライウグイス 

参加者：１４名 

馬場隆進 馬場啓子 大川征治 大川 香 原田佳代 河村洋子 

若狭 誠 馬場 裕 齋藤朋江 横松あつみ 鈴木章七 今井達郎 

門口裕子 門口一雄 

感 想： 

(1)106種と予想以上の野鳥を見ることができ満足した。 

(2)オオサイチョウの２０羽位の集団塒入りが見られ感動した。また、

キタカササギサイチョウ、シワコブサイチョウなどサイチョウの

仲間は大きくて迫力があった。 

(3)カワセミの仲間（カワセミ、アオムネカワセミ、チャバネコウハシショウビン、アオショウビ

ン、ヤマショウビン、ナンヨウショウビン）を 6 種も確認出来た。 

(4)実施前の勉強会と実施後に反省会（写真を見る会）を行ったのはよかった。特に、参加者が撮

影した野鳥や植物などの写真を見る会は、

現場ではよく見られなかった鳥が出てき

たり、気づかなかった模様を発見したり、

再度現地で鳥を見ている気分になった。写

真を提供してくれた方々ありがとうござ

いました。 

(5)日本で夏に見られるブッポウソウ、サンシ

ョウクイ、コサメビタキ、ツバメや旅鳥の

シギやチドリの仲間が見られた。無事に日

本に渡ってきてほしいと願っている。 

(6)講師の中野さんが、鳥を望遠鏡に入れて、

丁寧に説明してくださったので、とても分

かりやすかった。参加者から感謝の声が多

く聞かれた。（門口一雄） 

 

⑥４月１日 藤野→和田→陣馬山→八王子探蝶探鳥会 

日 時：２００７年４月１日（日）  

天 気：晴 

コース： 

藤野駅→和田（県立陣馬自然公園センター）→陣馬山→八王子。 

このコースは、「佐野川往還」といい、上野原から和田峠を越え多摩地方に至る｢甲州道中(甲州街道)｣ 

の裏街道として人馬の往来が盛んであった道で、当時は、木炭や繭が多摩地方に運ばれたようで、

恩方の案下(アンゲ)を通るところから、｢案下道｣とも呼ばれていた。 

観察した鳥：３３種 

カルガモ ミサゴ トビ ノスリ サシバ クマタカ アオゲラ アカゲラ コゲラツバメ イ

ワツバメ キセキレイ ヒヨドリ モズ カワガラス ミソサザイ ツグミ ウグイス キクイ

タダキ エナガ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ アオジ クロジ カワ
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ラヒワ 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 

＜ベスト４＞：カワガラス ミソサザイ キセキレイ ミサゴ 

観察した蝶：１３種 

アカタテハ ウラギンシジミ キタテハ キチョウ コツバメ スジグロシロチョウテングチョ

ウ ヒオドシチョウ ミヤマセセリ モンキチョウ モンシロチョウ ルリシジミ ルリタテハ 

 

咲いていた花： 

アオイスミレ アカネスミレ アケビ アズマイチゲ アブラチャン イタヤカエデ エイザンス

ミレ オオイヌノフグリ オキナグサ オドリコソウ オニタビラコ カキドオシ カタクリ カ

テンソウ カラスノエンドウ カントウタンポポ キブシ キュウリグサ キランソウ クサイチ

ゴ クサノオ クロモジ コハコベ ショカツサイ シロバナエンレイソウ タチツボスミレ セ

イヨウタンポポ タネツケバナ チョウジザクラ ナガバノスミレサイシン ニリンソウ ニワト

コ ハルジオン ヒナスミレ ヒメオドリコソウ フキ フタバアオイ ミツバアケビ ミツバツ

チグリ ミミガタテンナンショウ モミジイチゴ ヤブツバキ ヤマザクラ ユリワサビ ヨゴレ

ネコノメ 

参加者：２０名 

秋山侑司 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 門口一雄 門口裕子 門倉美登利  

清水盛通 高梨規子 中村后子 奈良敏夫 萩原正明 長谷川篤 細田富美代 丸山二三夫  

山崎久美子 大房すすむ 矢沢雅彦 矢沢はるみ 前川 

担当者の一言 

 好天に恵まれたことにもよるが、和田の県立陣馬自然公園センターまでの桃源郷のようなコース

は早春の自然観察に最適であった。特に地元の大房様が特別参加され、旧道の様子や観察ポイント

の案内を頂き、観察幅が一層広まりました。有難う御座いました。（粕谷和夫） 

 

４月８日（日） 北浅川（松枝橋～小田野中央公園）探鳥会 

日 時：２００７年４月８日（日） 8：00～10：55   

天 気：晴 

観察した野鳥： ４０種 

カワウ ダイサギ コサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ キジ イカルチドリ クサ

シギ イソシギ タシギ キジバト カワセミ コゲラ ツバメ イワツバメ キセキレイ ハ

クセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ ノビタキ ツグミ ウグイス 

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 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３＞ 

①モズ：エサをねだる幼鳥が可愛らしかった。 

②アオジ：黄緑色が濃くなりきれいだった。 

③シメ：終認間じかのタイミングで見られた。 

鳥仲間： ４０名 

阿江範彦 井形定子 井手龍世 井上典子 今井達郎 大川 香 門口一雄 門口裕子 門倉美

登利 河村洋子 小張義雄 小張昌子 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛道 清水 耀（息子さん） 

白川 司 白川史子 鈴木章七 関 三喜雄 関 明友（息子さん） 関根伸一 高梨則子 高山

早苗 竹内 開 中村后子 中村啓一 中村千枝 長谷川 篤 平井国二 平井智恵子 福島孝

子 古山 隆 本田幸士 前田善明 丸山二三夫 山崎久美子 横田 洋 若狭 誠 渡辺敬明 

担当者の感想： 

予報よりは好天に恵まれ、出発してしばらくは寒さを感じたものの途中からはかなり暖かくなり、

桜をはじめ色とりどりの花をめでながらの気持ちのいい探鳥会となった。 

昨年の出発地点ではコサメビタキが出現したが、今年はこのコース期待のタシギが舞い上がり幸先

のよいスタートを切る。 また、昨年に続いて夏鳥のノビタキも観察された（後部にいた一部の人

のみ）。 

冬鳥がそろそろ終認となりそうな時期であったがジョウビタキ、カシラダカ、シメなども観察さ

れたし、一方で夏鳥の代表ツバメは一気ににぎやかになっていた。 

大和田小でサタデースクールに参加していた本田君が中学生となって、かつ会員となって初めて

参加し花を添えてくれた。 今後の活躍を期待したいと思います。 
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鳥合わせのあとはカワセミ会１０周年記念樹のサクラを囲んで大勢の方が参加し恒例の花見の

宴を楽しんだ。今回も井手さんの謡曲が朗々と響き渡り、盛り上がったひと時をすごしたあと解散

しました。（河村洋子、丸山二三夫） 

 

⑧４月２２日 三頭山（都民の森）探鳥会報告 

月 日：２００７年４月２２日（日） 9:30～15:20 

天 気：曇 

探鳥コース：都民の森駐車場→森林館→三頭大滝→ムシカリ峠→三頭山頂→      

（ブナの路、コマドリの路）→野鳥観察小屋→森林館→駐車場 

確認した野鳥：２０種 

  アオバト アカゲラ コゲラ イワツバメ キセキレイ ミソサザイ コマドリ ルリビタキ 

ヤブサメ ウグイス オオルリ エナガ コガラ ヒガラ ヤマガラ シジュウカラ ゴジュウ

カラ ホオジロ カケス ハシブトガラス  

＜本日のベスト＞：ミソサザイ、ゴジュウカラ、ルリビタキ 

開花を確認した野草と蝶： 

  野草：コチャルメルソウ ハシリドコロ エイザンスミレ ナガバノスミレサイシン フモトスミ

レ シコクスミレ マルバコンロンソウ ヤマエンゴサク キクザキイチゲ アズマイチゲ ダ

ンコウバイ、アブラチャン コガネネコノメソウ ヨゴレネコノメ 

  蝶：スギタニルリシジミ、ミヤマセセリ 

参加者：１７名 

青木静子 石橋公子 井上典子 大川香 粕谷和夫 門口裕子 久保山嘉男 白川司、白川史子 

傍島玲子 中村后子 萩原正昭 長谷川篤 細田冨美代 丸山二三夫 森田弘文 門口一雄 

感想： 

 ミソサザイ、ゴジュウカラは再三出現した。特に、ミソサザイはこれでもかと口をいっぱいに開

き、よく鳴いて楽しませてくれた。ルリビタキの姿は見られなかったが、鳴き声を堪能した。 

目当ての夏鳥は天候不順のため飛来が遅れているのか姿が少なかった。（コマドリ、オオルリ、ヤ

ブサメの声は確認した。） 

 山頂付近に数日前に降った雪が残り、草木の開花が里より 1 ヶ月程遅れているようで、ダンコウ

バイ、アブラチャンなど早春の花が咲いていた。確認した鳥は少なかったが参加者全員が三頭山に

登れた。（門口一雄） 

   

⑨５月１３日 小下沢公開探鳥会の結果概要 

日 時：２００７年５月１３日（日）  

天 気：晴 

コース：小仏林道から大下で分れ、小下沢林道に入り中央高速道を潜って直ぐの貯木場がスタート地

点。そこから小下沢を登りキャンプ場跡地を過ぎて浩宮殿下御成婚記念植樹碑までの折り返

しで、片道約 3km である。 

観察した鳥：２１種 

カルガモ ハチクマ アオゲラ コゲラ キセキレイ ヒヨドリ ミソサザイ クロツグミ  

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

メジロ カワラヒワ イカル カケス ハシブトガラス ガビチョウ 

＜ベスト３＞：オオルリ ミソサザイ クロツグミ 

確認できた蝶と咲いていた花： 

アオバセセリ アサギマダラ ウスバシロチョウ オナガアゲハ コミスジ ダイミョウセセリ 

ミヤマカラスアゲハ カワトンボ ウシハコベ オオバウマノスズクサ オニタビラコ カキド

オシ カマツカ キランソウ クサイチゴ クサノオ クワガタソウ サツキヒナノウスツボ 

シャガ セイヨウタンポポ セリバヒエンソウ タチイヌノフグリ タチガシワ ツボスミレ 

ツルカノコソウ トチバニンジン ハルジオン ヒメウツギ フジ フタバアオイ フタリシズ

カ ヘビイチゴ ホウチャクソウ マルバウツギ ミツバウツギ ヤブジラミ ヤブニンジン 

ラショウモンカズラ 

参加者：会員４９名、非会員３４名、計８３名（内子供を除く有料参加７８名） 

阿江範彦 秋山侑司 井形定子 石橋公子 井上典子 今井達郎 大川征治 大川香 粕谷和夫 

勝股朗郎 門口一雄 門口裕子 門倉美登利 川上恚 菊池昇 久保田ヤス子 小張義雄 佐伯



 35 

直寛 佐藤サヨ子 佐藤哲郎 清水盛通 白川司 白川史子 杉森ユリ 関三喜雄 傍島玲子 

高梨規子 竹内開 内藤公三 永渡とし子 永見博子 中村后子 夏目昌明 夏目満子 長谷川

篤 平井国二 平井智恵子 平澤和

夫 福島孝子 福本順吉 古山隆 

本田幸二 前田善明 丸山二三夫 

宮越俊一 森久美 横田洋 若狭誠 

渡辺敬明 

担当者の一言 

 反省２点、その１は集合場所に大下

バス停からうまく誘導出来なかった

こと（一部の一般参加者からクレーム

を受けた）｡バス停からの誘導が今後

の課題である。その２は一般参加者に

「探鳥のしおり」を配布できなかった

こと（誰が持っていくか、事前の確認

をしてなかったことが反省である）。 

   （粕谷和夫）  

 

⑩５月１９日 高尾山早朝探鳥会 

日 時：２００７年５月１９日（土）  

天 気：晴→曇→大雨 

コース：高尾山１号路を登り、リフト駅まで 

観察した鳥：２５種 

カルガモ キジバト アオゲラ コゲラ ツバメ イワツバメ イワツバメ キセキレイ ハク

セキレイ ヒヨドリ ヤブサメ ウグイス キビタキ オオルリ サンコウチョウ ヒガラ ヤ

マガラ シジュウカラ メジロ ホオジロ スズメ カケス オナガ ハシブトガラス ガビチ

ョウ （アサギマダラ蝶） 

＜ベスト２＞キセキレイ、カルガモ 

参加者：１１名（内子供を除く有料参加１０名） 

大川香 粕谷和夫 門倉美登利 内藤公三 西巻虎彦 長谷川篤 福島孝子（親子） 丸山二三夫 

山崎久美子 渡辺敬明 

担当者の一言： 

 雨が少し激しくなってきたのでリフト駅に駆け込み雨宿りとなった。時刻は 8 時、雨は本降りに

なり、雷もなっていた。30 分待ち、雨が小降りになったところで鳥合せをして探鳥会は解散した。 

                          （粕谷和夫） 

 

⑪６月２日～３日 安曇野探鳥会 

日 時：２００７年６月２日（土）～３日（日）  

天 気：晴 

主な探鳥場所：居谷里湿原、扇沢、犀川河原（明科）、烏沢渓谷・国営アルプスあずみの公園、 

霧ヶ峰八島湿原 

確認した野鳥：５８種 

カイツブリ カワウ ダイサギ コサギ アオサギ アマサギ カルガモ トビ ノスリ  

チョウゲンボウ キジ バン コチドリ オオジシギ キジバト カッコウ ホトトギス  

アマツバメ カワセミ アカゲラ コゲラ ヒバリ ツバメ イワツバメ キセキレイ ハ 

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

タキ クロツグミ アカハラ ヤブサメ ウグイス オオヨシキリ メボソムシクイ セン 

ダイムシクイ キビタキ オオルリ コガラ 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 ノジコ カワラヒワ イカル スズメ ムクドリ カケス  

ハシボソガラス ハシブトガラス 

確認した昆虫（参考） 

日本ミツバチ オオルリシジミ ヒメウラナミジャノメ ウスバシロチョウ モンキチョウ  

コミスジ キバネツノトンボ等 

 
鳥合わせ 
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開花を確認した植物（主なもの） 

  ベニバナイチヤクソウ オトコヨウゾメ ウリハダカエデ コヨウラクツツジ イタチハギ ホ

ウノキ ツクバネウツギ ムラサキヤシオ ウスバサイシン オオヤマフスマ イチヤクソウ 

サクラスミレ テングクワガタ ムシドリナデシコ マルバコンロウソウ サワオグルミ タニ

ギキョウ ユキザサ クサフジ リュウキンカ ワダソウ イカリソウ ミツガシワ クララ 

サンカヨウ ニリンソウ レンプクソウ タチカメバソウ等々 

今回のベスト（順不同） 

(1)ノジコ：居谷里湿原で数羽確認した。アオジと紛らわしい鳴き声、姿に戸惑った。長野支部探

鳥会の皆さんと会い教えてもらう。烏沢渓谷でも見られた。初認の方が多かった。 

(2)ノスリ：居谷里湿原ではデスプレイフライト、扇沢では再三の谷渡り？を見た。  

(3)オオヨシキリ：犀川河原で 10 数羽が鳴き交わす様は壮観である。 

(4)ノビタキ：霧ヶ峰八島湿原で 10 数羽、♂♀よく観察できた。 

(5)日本ミツバチ：大関さんの案内で、烏沢渓谷の杉の木の洞に 100 匹以上が出入りするのを観察

した。巣（洞）の入口で数匹が等間隔に並んで羽を震わせ巣の中に風を送る様に感動

した。 

(6)オオルリシジミ：「三郷昆虫クラブ」のＮさん案内で、食草のクララの周りを飛び交い交尾、産

卵の様子を見せてもらった。 

(7)キバネツノトンボ：Ｎさんが網で捕って見せてくれた。アリジゴクの仲間。阪神タイガースの

シンボルカラーの羽と長い触角（ツノ）の美しさに感動した。 

(8)ウスバシロチョウ：麟粉のないやわらかい半透明な翅と♀の貞操帯を見せてもらった。 

参加者：１５名  

青木静子 石橋君子 大川征治 大川香 小澤礼子 門口裕子 菊地昇 久保山嘉男 傍島玲子 

内藤公三 中村后子 細田冨美代 丸山二三夫 森田弘文 門口一雄 

感想： 

居谷里湿原では、ノジコとノスリにサクラスミレを堪能した。ノジコは当初アイリングにこだわ

りアオジと間違った。アイリング以外の下面の縦縞や嘴の色など他の特徴も見る必要がある。 

扇沢では、ノスリに釘付けになった。クマタカに見えた固体、イヌワシと見間違った固体、そし

て正真正銘のノスリ。いずれも右岸の蓮華岳のふところから左岸の岩小屋沢岳の雪庇下に飛び込む

大滑空を堪能した。宿に帰っても「ノスリもどき」のタカの話題に盛り上がったが、安曇野在住の

大関さん（会員）が見え写真判定の結果いずれもノスリとのことでイヌワシ騒動に終止符を打った。

彼の識別力とデジカメの威力に敬服する。 

翌朝の犀川では、オオヨシキリの大合唱に目が覚めた。残雪の蝶ガ岳や常念岳を背景にトビのタ

カ柱にサギの飛翔する安曇野の風景を楽しんだ。朝食後、烏沢渓谷にコサメビタキのヒナを見に行

ったが、前日に巣立ったとのこと。日本ミツバチを見て国営アルプスあずみの公園に向かう。公園

では、大関さんの計らいで「三郷昆虫クラブ」のＮさんにオオルリシジミの観察会を開いていただ

いた。オオルリシジミ、キバネツノトンボやウスバシロチョウなどを間近で見たり触ったり、貴重

な体験をさせて頂いた。絶滅危惧種オオルリシジミは日本で 3 ケ所だけに生息するという。オオル

リシジミが減った原因は農地改良や河川改修により食草「クララ」の減少によるそうだ。三郷昆虫

クラブは、観察会やクララの成育する環境づくりなどオオルリシジミを守り増やす活動をしている

とのことです。 

安曇野で確認した鳥の数が少ないので、帰りに霧ヶ峰八島湿原に回った。こちらは木々が芽を出

したばかりで、草地は枯れ葉で春はまだ遠い。ノビタキがよくみられたが、ホオアカ、カッコウな

ど夏鳥は時期が早かったようで飛来数が少なかった。 

安曇野の里山と湿原、亜高山帯、川原や水田そして草原と廻ったが確認できた野鳥は少なかった。

しかし、Ｎさんに案内いただいた昆虫の世界はよかった。 

参加者から寄せられた感想です。 

「扇沢を歩いたことが一番印象的でした。荒々しい山肌、道沿いのムラサキヤシオの濃い紫、サ

ンカヨウの純白、始めて会う花。どれもかわいく美しかった。ノジコは初見です。まだ早春の霧が

峰も良かったです。自分の知らない虫の世界も覗くことができとても有意義な二日間でした。」 

（門口一雄） 
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 写真（提供；丸山二三夫） 

オオルリシジミ        ノジコ（居谷里湿原）      オオヨシキリ（犀川） 

   キバネツノトンボ       ビタキ♀（霧ヶ峰）      ウリハダカエデ    

         

⑫浅川（鶴巻橋～大和田橋）探鳥会報告  

日 時：２００７年６月９日（土） ８：１５～１０：３０     

天 気： 曇 

コース： 浅川右岸（鶴巻橋～大和田橋）、解散後「八王子環境フェスティバル」に合流 

確認した野鳥：２９種 

カワウ コサギ アオサギ カルガモ トビ オオタカ キジ コチドリ 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 ウグ

イス 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 オナ

ガ ハシボソガラス ハシブトガラス ドバト 

本日のベスト：オオタカ（若） オオヨシキリ セッカ 

参加者：１９名 

井出龍世 勝股朗郎 白川 司 白川史子 関三喜男 傍島玲子 高梨規子 竹内開 内藤公三 

中村后子 永見博子 平井国二 廣川潔 氷渡とし子 前田善明 丸山二三夫 三好恒夫 山浦

秀雄 若狭 誠 

７．担当者の一言 

荒天予報、交通不便（土曜は市役所行きバス

便が少ない）ではあったが、１９名の参加があ

った。 

雨は殆ど降らず、暑くなく鳥見日和となった。 

集合時に、鶴巻橋下流左岸でオオタカ（若）

の狩が見られた。 

オオタカは、草むらでキジ♀の狩に失敗、飛ん

でいるキジバトの狩に失敗。２羽のカラスに追

われ、いなくなった。観察のため探鳥会のスタ

ートは少し遅れたが、予想外の収穫だった。 

目当はオオヨシキリとセッカであったが、オオ

ヨシキリは鶴巻橋下流と暁橋上流で望遠鏡で

観察、セッカも曇り空が幸いし飛んでいる姿が

 
オオタカ（若） 
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良く見られた。 

大和田橋上流では、コチドリ、イソシギ、セグロセキレイの親子連れが見られた。（若狭 誠） 

鳥信（主として２００７年１月～７月） 
  

今期は 730件が鳥信データベースに登録された。以下はスペースの関係で、登録情報のうち、希少種、猛禽、鴫千鳥、托卵

鳥、繁殖、行動、事故、渡り鳥の通過情報である。 

ウソが 3月 16日まで 27件、サンコウチョウが 6月 19日まで 14件と多く報告された。また、チフチャフの報告が浅川左岸一

番橋下流で 1月 26日から 3月 3日あたりまで越冬した模様。 

 

（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        

62 アマサギ 2007/5/20 ４羽 高月浄水場田んぼ 今年は１９日飛来とのこと 大川征治  拝島7A 

62 アマサギ 2007/6/23 １羽 高月水田 田んぼでダイサギ６羽、アオサギ１羽に混じり採餌、亜麻
色があざやか 

粕谷和夫  拝島6F 

99 オカヨシガモ 2007/2/2 ３０羽 高月浄水場の池 カモ５種（マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、オカヨシガ
モ）いて、オカヨシガモが飛びぬけて多く、30羽いた。 

粕谷和夫  拝島6E 

124 ミコアイサ 2007/1/20 １羽 昭和堰直上多摩川 カイツブリとともに昭和堰上流で行動。♀タイプ。 宮越（滝山下定期C) 拝島7E 

124 ミコアイサ 2007/2/2 ３羽 多摩川右岸昭和堰上流 綺麗なミコアイサ♂１羽がいた。さらに上流側を見るとカイツ
ブリ６羽に混じりオオバン１羽とミコアイサ♀型２羽が現れた。 

粕谷和夫  拝島6E 

124 ミコアイサ 2007/3/18 １羽 昭和堰直上多摩川 昭和堰上流で行動（♀） 古山・宮越（滝山下
定期 C) 

拝島7E 

160 ヤマドリ 2007/2/21 ２羽 南高尾・大平林道作業員小屋 小屋西側の草叢から飛び出す 川上恚  与瀬9E 

170 クイナ 2007/1/2 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河

原 

奥の小さなワンドにクイナがいたが、直ぐに姿を隠してしま

った。 

粕谷和夫  拝島6E 

170 クイナ 2007/1/11 ２羽 浅川・萩原橋下流５０ｍ右
岸ワンド 

９：３０頃、散歩中突然クイナ１羽が堤に飛び出す。目前の
私にびっくりしたのかすぐに河原の草むらに逃げたが、そ

れにつられてもう１羽が姿を見せた。２羽ははぐれてしまっ
たのか、１羽のクイナがもう１羽を探すように草むらの中で
しばらく鳴き声が聞こえた。 

若狭誠 八王子6K 

170 クイナ 2007/2/3 １羽 浅川・一番橋下流右岸ワ
ンド 

カウント開始間もなく、一番橋下流右岸ワンドで、門口さん
の「さあクイナはいるか！」に呼応して一羽が眼の前に！綺
麗な横じまと、赤い嘴を見せながらそそくさと枯れ草の中。 

渡辺敬明  武蔵府中
2K 

170 クイナ 2007/2/4 １羽 北淺川脇 茂みの中でじっとしていますがたまに動き出しては水中に
逆立ち状に上半身を突っ込んでは捕食を繰り返していまし
た。ちょっと物音がするとすぐに隠れてしまいます。 

竹内開  拝島2B 

179 バン 2007/3/4 １羽 多摩川（浅川合流部） 草むらより飛び立つ 阿江範彦 武蔵府中4K 

179 バン 2007/6/6 １羽 高月水田 溜池に１羽、直ぐに繁みに逃げ込む 粕谷和夫  拝島6F 

179 バン 2007/6/19 １羽 多摩川昭和堰上部 左岸を歩いてヨシ原に入っていった 宮越（滝山下定期C) 拝島7E 

181 オオバン 2007/2/2 １羽 多摩川右岸昭和堰上流 他にミコアイサ♂１羽、ミコアイサ♀型２羽、カイツブリ６羽 粕谷和夫  拝島6E 

181 オオバン 2007/2/17 １羽 多摩川滝山下 昭和堰の上流側でカイツブリなどとともに行動 宮越（滝山下定期C) 拝島6E 

316 アオバト 2007/5/5 ３羽 八王子城跡御主殿跡 アオバトの声に続き、アオバトが３羽飛来して樅ノ木に止まる。 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

348 アリスイ 2007/4/8 １羽 浅川・萩原橋上流左岸 灌木に止まる 古山隆  八王子6K 

354 アカゲラ 2007/1/2 １羽 高月水田 牛舎の隣りのニセアカシアに飛来 粕谷和夫  拝島6E 

354 アカゲラ 2007/1/21 １羽 小宮公園  粕谷和夫他 拝島7A 

354 アカゲラ 2007/1/25 １羽 小宮公園  大川征治・香 拝島7A 

354 アカゲラ 2007/1/26 １羽 長沼公園：霧降の道。 地鳴きと採餌。 馬場百合亜  

354 アカゲラ 2007/2/7 １羽 高尾山・４号路つり橋付近 声を聞いた 粕谷和夫  八王子0F 

354 アカゲラ 2007/2/7 １羽 高尾山・１号路林野庁殉職

者慰霊碑付近 

声を聞き、姿を確認 粕谷和夫  八王子0F 

354 アカゲラ 2007/2/7 １羽 高尾山山頂下のトイレ付
近 

山頂下のトイレ付近で、エナガやカラ類の混群とともに移
動しているの視認した。 

白川司・史子 与瀬9E 

354 アカゲラ 2007/2/10 ２羽 高幡台団地緑地 ♂・♀各１羽、今日は曇っていたのに思いのほか、たくさん
の鳥にであえました。ドラミングの音がアカゲラかアオゲラ
のものだったので探してみると木のてっぺん近くにアカゲ

ラの♂を見付けました。すると飛んだのであれっと思って
みると♂は元のところにいるのでもう少し探すと♀が隣の
木にいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

354 アカゲラ 2007/2/21 １羽 多摩川右岸昭和堰下流流河原 ニセアカシアにとまった。 粕谷和夫  拝島6E 
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354 アカゲラ 2007/2/25 １羽 北淺川・陵北大橋下流 8:59-9:00、♂1 羽 、木から木へ飛び移りながらつついて
いました。 

竹内開  拝島2B 

354 アカゲラ 2007/3/3 １羽 高幡台団地緑地 ♀1 羽、今日は曇っていたせいでしょうか、鳥影は少なく、

私はいつものように囀りながら目の前に来てくれたウグイ
スと遊んでいると、1 羽の鳥が飛んできて反対の方の木に
止まりました。確認するとアカゲラでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

354 アカゲラ 2007/3/8 １羽 北浅川・陵北大橋下流右岸 木に止まってドラミングしていた 河村洋子  拝島2B 

354 アカゲラ 2007/3/8 １羽 北浅川・諏訪団地周辺 木に止まっていた 河村洋子  拝島3B 

354 アカゲラ 2007/3/10 １羽 北淺川・陵北大橋下流左
岸 

 9:04、木の幹から細長～い虫をつまみ出すところを観察
できました。 

竹内開  拝島2B 

354 アカゲラ 2007/3/10 １羽 谷地川下流  大川征治  立川0C 

354 アカゲラ 2007/3/31 １羽 高幡台団地緑地 ♀1 羽、裏山の入り口近く、市民運動場の真裏のコナラの
木の上の方を上っていた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

354 アカゲラ 2007/4/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河原 河原の樹に止まる 粕谷和夫  拝島6E 

354 アカゲラ 2007/4/7 １羽 浅川・中央線鉄橋上流
100m 左岸 

浅川中流、下流の川筋ではアカゲラは比較的珍しく、私が
現在カウントを担当している浅川大和田橋～長沼橋では、

1986 年のカウント開始以降定期カウントでは観察された
記録はないようです。8:30頃、♀ 1羽、枯草中を移動し採
餌。対岸から観察。 

佐藤哲郎  八王子9H 

354 アカゲラ 2007/6/12 １羽 高尾・日影沢入り口付近 鳴き声で確認した。 白川司・史子 与瀬9G 

354 アカゲラ 2007/6/12 １羽 高尾山頂北側の４号路付近 鳴き声で確認した。 白川司・史子 与瀬8F 

354 アカゲラ 2007/6/12 １羽 高尾・いろはの森中間辺り 鳴き声で確認した。 白川司・史子 与瀬9F 

369 イワツバメ 2003/2/20 １羽 日野市役所の七生支所の

ある程久保川 

毎日寒いですね。今日高幡不動近くで買い物を済ませ、

歩いて帰る途中目の前を一羽のイワツバメが横切り、ビル
の谷間をぬって住宅地の方に飛んでゆきました。場所は
日野市役所の七生支所のある程久保川あたりからイワツ
バメはでてきたようです。こんなに寒いのにとビックリしまし

た。（2003年で間違いありません。粕谷記） 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3J 

369 イワツバメ 2007/1/23 ２羽 浅川・新井橋下流側 日野市民から電話で情報の提供、新井橋下流で２羽の飛
翔を見たという。話の状況から浅川の野鳥をいつも観察し

ている人で野鳥に詳しく、信憑性のある情報と判断した
（粕谷和夫記） 

日野市市民 武蔵府中
3K 

369 イワツバメ 2007/2/11 ３羽 淺川・大和田橋下流側 9:40 頃、初認か越冬か？、大和田橋下流側上空を飛翔。

ヒメアマツバメかと思ったが、双眼鏡で見たらイワツバメだ
った。 時折、橋の下をくぐる。 

佐藤哲郎  八王子8J 

379 ビンズイ 2007/4/14 １羽 片倉町・慈眼寺 墓地内の水溜りにいて、雑木林に逃げ込む 粕谷和夫  八王子7G 

379 ビンズイ 2007/4/14 ４羽 鑓水町２・穂成田歩道橋付近 歩道脇のツツジの植え込みの地上で採餌 粕谷和夫  八王子9C 

379 ビンズイ 2007/4/21 １羽 高幡台団地緑地 いつも裏山入り口のところにツグミが 1 羽いるので、今日は

いるかな？と思ってコナラの木の枝を見ると、飛んで別の枝
に飛び移ったと思ったら、ツグミではなく、ビンズイでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

393 キレンジャク 2007/3/1 １羽 日野市黒川清流公園 10:00～16:00まで観察、羽数：8羽（ヒレンジャク 7羽、キレ

ンジャク 1 羽）、状況：公園上段にあるヤドリギの実を啄ば
んでしばらくして糞をしてしてから下の湧き水を飲みに行
く。飲んだ後にまた戻ってきて実を啄ばむを繰り返してまし
た。備考：近所の方の話だと 2 月 28 日にヒレンジャク 2 羽

が来たようです。 

岡本昭男  武蔵府中

1K 

393 キレンジャク 2007/3/17 ２羽 小宮公園 小宮公園・管理事務所下の斜面、コナラの枝に止まった

り，地面に降りて採餌したりしていた（ヤブランの実か？）。 

宮越俊一  拝島7A 

393 キレンジャク 2007/3/18 ４羽 小宮公園 多くの人が行き交う場所であまり警戒もなくゆっくりと堪能
してきました。 

清水盛通  拝島7A 

393 キレンジャク 2007/3/18 １羽 多摩川滝山下右岸の林内 ヒレンジャクの群れと一緒に行動しながらヤブランの実を
採餌 

古山・宮越（滝山下
定期 C) 

拝島6E 

393 キレンジャク 2007/3/18 ４羽 小宮公園 木道横のヤブランの実を食べたり木にとまったり。その後
暫く滞在してにぎわった。 

大川征治  拝島7A 

394 ヒレンジャク 2007/2/4 ６羽 南淺川右岸 定番のヤドリギの実を捕食していました。車道沿いのため

音の大きいクルマが通るたびに一斉に飛び上がっては戻
るを繰り返していました。 

竹内開  八王子2G 

394 ヒレンジャク 2007/3/1 ７羽 日野市黒川清流公園 10:00～16:00まで観察、羽数：8羽（ヒレンジャク 7羽、キレ

ンジャク 1 羽）、状況：公園上段にあるヤドリギの実を啄ば
んでしばらくして糞をしてしてから下の湧き水を飲みに行
く。飲んだ後にまた戻ってきて実を啄ばむを繰り返してい
ました。備考：近所の方の話だと 2月 28日にヒレンジャク 2

羽が来たようです。 

岡本昭男  武蔵府中

1K 
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394 ヒレンジャク 2007/3/1 ８羽 日野市黒川清流公園 今年もヒレンジャクが日野・黒川清流公園の宿り木にチリ
チリチリと鳴きながら八羽飛来。中休みはせせらぎの水飲
み場へ........真紅の尾羽先端にみとれているうち、スルスル
スルと琥珀色のネックレスが下がり、輝きながらゆらゆら

ゆら...........美しい！ 

渡辺敬明  武蔵府中
1K 

394 ヒレンジャク 2007/3/3 ７羽 日野市黒川清流公園 ケヤキに着くヤドリギの実を啄ばんだり、その隣りで休ん
だりしていた 

粕谷和夫  武蔵府中
1K 

394 ヒレンジャク 2007/3/3 ５羽 北浅川・圏央道と松竹公
園の中間 

ケヤキにある一株のヤドリギの実をついばむ。コース初
認。 

定期Ｃ  八王子0K 

394 ヒレンジャク 2007/3/13 ５羽 多摩川昭和堰下流右岸  大川征治  拝島７Ｄ 

394 ヒレンジャク 2007/3/18 １９羽 多摩川滝山下右岸の林内 群れで移動しながらヤブランの実を採餌 古山・宮越（滝山下
定期 C) 

拝島6E 

394 ヒレンジャク 2007/3/26 ３羽 淺川・長沼橋上流側左岸
のサイカチの木の所 

８：００、３羽がアオツズラフジの黒い実を食べていた。浅
川の水を飲んで、一休みして、実を食べて、を繰り返して
いた。１０日ぐらいここに居るようです。 

山崎悠一、山崎久
美子 

八王子9H 

394 ヒレンジャク 2007/3/28 １０羽 多摩川昭和堰近くの右岸
側 

ヒレンジャク１０羽、１本のヤナギに止まり盛んにヤナギの
若葉を食べていた。ヤドリギの実やリュウノヒゲの実がなく
なったからでしょうか。 

井上典子、傍島玲
子、細田富美代、
若狭誠 

拝島6E 

394 ヒレンジャク 2007/4/4 ３羽 多摩川右岸昭和堰上流河原 ヤナギの新芽を食べる 粕谷和夫  拝島6E 

395 カワガラス 2007/1/7 １羽 小仏川・梅郷橋付近 梅郷橋下流で採餌していて、上流方面に飛んで行く 粕谷和夫  八王子0G 

395 カワガラス 2007/2/7 ２羽 南浅川・両界橋上流側 ２羽が上流方面に向かって飛んで行った 粕谷和夫  八王子2G 

399 カヤクグリ 2007/1/14 １羽 北浅川・川原宿 川原宿大橋近く右岸の草むらを移動 定期Ｃ  拝島1A 

399 カヤクグリ 2007/2/8 ２羽 北浅川・陵北大橋付近 ０７年２月８日２羽、０７年２月１６日３羽、２回とも同じ場所
でした。 

中村后子  拝島1B 

406 ルリビタキ 2007/1/22 １羽 峯尾真澄自宅・暁町 朝６時、玄関を開けると庭木にルリビタキが、夜明け前の
薄暗さでジョウビタキかとおもえたが 脇のオレンジで確認
した。 

峯尾眞澄、
雄太 

 八王子6K 

409 ノビタキ 2007/4/21 １羽 多摩川昭和堰直下 中州の枯れ枝にとまっていた。（♂夏羽） 宮越（滝山下定期C) 拝島6E 

415 イソヒヨドリ 2007/1/16 １羽 谷地川新旭橋横 ♂１羽地面で採餌 大川征治  立川0C 

416 トラツグミ 2007/1/5 １羽 小宮公園 １０時３０分、管理棟南側の道路の南側の草原（昨年本島
さんが見た場所）方面から飛んで来て、一旦、道路横の木
に止って遊具のある広場に降り、その後北の林へ飛んで

行きました。本島さんと一緒に確認しましたので、間違い
ないと思います。 

久保山嘉男、本島
てるみ 

拝島7A 

416 トラツグミ 2007/1/20 １羽 山下弘文自宅（長房町５４番） 1月 20日、2月 17日 山下弘文  八王子4J 

416 トラツグミ 2007/1/28 １羽 長沼公園 霧降の道 8:30 頃、霧降の道を下る途中で右手の笹薮から出て、樹
上に止まる。双眼鏡でトラツグミと確認。すぐに東側に飛び
去る。 

佐藤哲郎  八王子9C 

416 トラツグミ 2007/2/5 １羽 高幡台団地緑地 今年は来ないのかなあと思っていたトラツグミでが、裏山
に入ってしばらく歩いて行くと斜面のところで地面を突付い
ていました。私の姿をみると上ってゆき笹薮に消えてしま

いました。そのあと再び歩いて行くとなんと道端の木の枝
に止まっていました。そしてやはり，私を見るとすぐさま笹
薮に隠れてしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

416 トラツグミ 2007/3/6 １羽 富士森公園 富士森公園も大分春めいて早咲きの桜３本が７分咲きに
なっています。市民野球場のスコアーボ－ドの裏側に、あ
けぼの杉(メタセコイア）が数本ある所に落ち葉の集積場

があります、その近辺にトラツグミ１羽がいます、１週間前
から毎日観察されていますのでお知らせします。 

平井国二  八王子6H 

416 トラツグミ 2007/3/9 １羽 富士森公園 トラツグミは神経質かなと思っていたのですが随分おっと

りしたタイプの子で、沢山観察することが出来ました。この
日は綺麗だったのですが、１２日に友人が再び見に行った
ところ、頬の羽根がごっそり抜け落ちていたらしいので、何
かに襲われたのかもしれません。 

今野美代

子 

 八王子6H 

416 トラツグミ 2007/4/11 １羽 小宮公園 公園の奥。５分ほど鳴く 大川征治  拝島7A 

418 マミジロ 2007/4/30 １羽 天合峰（滝の沢） キョロン・チーと数回聞く 川戸恵一  拝島1C 

420 クロツグミ 2007/5/9 １羽 高尾山・日陰沢林道付近 声 大川征治：香 与瀬9G 

422 アカハラ 2007/1/2 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河

原 

アカハラが竹薮から飛び出した 粕谷和夫  拝島6E 

422 アカハラ 2007/1/26 １羽 長沼公園：霧降の道。 斜面で採餌。 馬場百合亜  

422 アカハラ 2007/2/2 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河
原 

トビがヤナギの大木に２羽とまり鳴き交わしていた。繁み
からアカハラ１羽が飛び出してきた。そこからウグイスの地
鳴きが聞こえてきた。 

粕谷和夫  拝島6E 

422 アカハラ 2007/3/31 １羽 多摩川（浅川合流部） 合流部で初認地上 2ｍ程の枝にとまり動かず（写真を撮
る） 

阿江範彦  武蔵府中
4K 

422 アカハラ 2007/4/7 １羽 北浅川・陵北大橋付近 陵北大橋上流左岸の草むらから飛び出し、また草むらへ 定期Ｃ  拝島1B 
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422 アカハラ 2007/4/20 ２羽 高幡台団地緑地 二段目の道におりるとアカハラが２羽地面を突付いていた
が、ガビチョウが出て来て邪魔されてしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

422 アカハラ 2007/4/21 １羽 日野市神明 2 丁目神明上

第 10緑地 

6:30頃、アカハラとシロハラ 各 1羽、鋭いツィーーツィーー

という警戒音？を発しながらアカハラは木々の間を通り抜
けていったので、双眼鏡で追いかけると、なぜかアカハラ
の止まった枝の傍にシロハラも止まっていました。私が見
ていることが落ち着かないのか、すぐさまアカハラが飛び

立ち、すると、シロハラも追いかけるように飛んでいきまし
た。 

福島孝子  武蔵府中

1K 

422 アカハラ 2007/4/26 １羽 高幡台団地緑地 雨上がりの今朝は鳥たちも嬉しいのか囀りも一段と賑や

かでしたが、先の道で私を見つけたらしい鳥が木の上に
飛んだので近づいて見上げるとアカハラでした。20 日以来
１週間ぶりでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

422 アカハラ 2007/4/29 １羽 高幡台団地緑地 初め木の上を飛んでいたアカハラらしい３羽を見たのです
が、確認が取れなかったので私の目の前を歩いていた 1
羽を報告します。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

422 アカハラ 2007/4/30 ２羽 高幡台団地緑地 裏山に入ると直ぐこの２羽が私の前をチョコチョコ歩いてい
きましたが、後からきたゴルフの練習にきた人に邪魔され
て見失ってしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

422 アカハラ 2007/5/3 ３羽 高幡台団地緑地 ２羽はガビチョウと一緒に地面を突付いたり、枝に止まっ
たりでしたが、もう１羽は単独行動でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

422 アカハラ 2007/5/4 ３羽 高幡台団地緑地 昨日と同じように２羽はガビチョウの行ったり来たりする中

を、飛んだり地面を突付いたりでしたが、もう１羽はやはり
単独で地面を突付きながら歩いていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

422 アカハラ 2007/5/8 ３羽 高幡台団地緑地 ２羽はいつもの道ではなく、その上の道を突付きながら歩

いていた。時々もう 1 羽が現れるが、すぐ飛んだり下に下
りたりしていた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

422 アカハラ 2007/5/12 ２羽 高幡台団地緑地 ちょうど他の山から飛んで来たばかりのようでした。 佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

431 ヤブサメ 2007/5/7 １羽 小宮公園 声のみ 大川征治  拝島7A 

431 ヤブサメ 2007/5/9 １羽 高尾山・日陰沢林道付近 声 大川征治：香 与瀬9G 

450 センダイムシ

クイ 

2007/5/7 １羽 小宮公園 声のみ 大川征治  拝島7A 

450 センダイムシ
クイ 

2007/5/9 １羽 高尾山・日陰沢林道付近 声 大川征治：香 与瀬9G 

452 キクイタダキ 2007/1/12 ３羽 高尾山 3 号路かしき谷園
地付近 

モミの樹冠付近をカラ類の混群と共に動き回る。ほとんど
の参加者が視認。 

琵琶滝コース定期
カウント 

八王子9E 

452 キクイタダキ 2007/2/11 ７羽 南高尾・三沢峠付 針葉樹、エナガ、シジュウカラ等と混群 カワセミ会探鳥会 八王子1B 

456 キビタキ 2007/4/27 ２羽 小宮公園 長期に滞在 定期カウント 拝島7A 

456 キビタキ 2007/4/28 ２羽 小宮公園ひよどり沢付近 コナラの枝を移動しながら囀っていた（個人的には今季初
認）。 

宮越俊一  拝島7A 

456 キビタキ 2007/4/30 １羽 城山手もみじ公園 昨年の鳥信を調べてみたら全く同じ日、2006年 4月 30日

でした。昨シーズンはひと夏中ずっと我が家の(？)モーニ
ングコール役を勤めてくれましたが今シーズンはどうでしょ
うか？ 

竹内開  八王子2H 

456 キビタキ 2007/5/9 １羽 高尾山・日陰沢林道付近 林内で移動しながらさえずる 大川征治：香 与瀬9G 

456 キビタキ 2007/5/18 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

456 キビタキ 2007/5/27 １羽 小宮公園中心部 コナラの枝を移動しながら囀っていた。 宮越俊一  拝島7A 

456 キビタキ 2007/6/25 １羽 小宮公園中央部 まだ滞在しているようで，コナラの林を移動しながら囀って

いた。 

宮越俊一  拝島7A 

459 オオルリ 2007/4/25 １羽 小宮公園 ２羽姿まで見たのは久しぶり。その後数日滞在 大川征治  拝島7A 

459 オオルリ 2007/5/9 １羽 高尾山・日陰沢林道付近 杉やヒノキの梢で、また林内でさえずる 大川征治：香 与瀬9G 

462 コサメビタキ 2007/5/9 １羽 高尾山・日陰沢林道付近 林道に下りた 大川征治：香 与瀬9G 

462 コサメビタキ 2007/5/11 １羽 高尾山 5号路 山頂下付近で視認 琵琶滝コース定期
カウント 

与瀬9E 

463 サンコウチョウ 2007/5/9 １羽 八王子城跡、御主殿の滝

そば 

八王子城跡、御主殿の滝そばでサンコウチョウのサエズリ

を聞きました。昨年見た場所と同じで、目立つ場所です。
毎年密猟者が来ているという話があり心配です。大勢のカ
メラマンがきての営巣放棄も心配です。目立たないよう
に、観察しましょう。 

若狭誠  八王子0H 

463 サンコウチョウ 2007/5/9 １羽 板当林道入り口から 800～
1000m付近 

沢筋右岸から鳴き声 丸山二三夫 与瀬9K 

463 サンコウチョウ 2007/5/11 １羽 高尾山・１号路布流の滝下
付近 

杉林から声 粕谷和夫  八王子1F 

463 サンコウチョウ 2007/5/11 １羽 高尾山 6 号路第一ベンチ
から 600 メートル 

参加者全員声を聞く 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子0E 
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463 サンコウチョウ 2007/5/12 声 とぶき育成園奥 さえずり (とぶき育成園奥) 中村啓二  拝島3E 

463 サンコウチョウ 2007/5/18 ３羽 八王子城跡付近 ２ヶ所で姿（初認 5/9） 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

463 サンコウチョウ 2007/5/19 １羽 高尾山・１号路布流の滝下
付近 

杉林から声 粕谷和夫  八王子1F 

463 サンコウチョウ 2007/6/8 １羽 高尾山 6号路大山橋 大山橋手前２００m でサンコウチョウの影をメンバーの１人

がとらえた（6/27 視認） 

千葉槇子  八王子0E 

463 サンコウチョウ 2007/6/8 １羽 高尾山 6 号路大山橋手前
200m 

谷の北側斜面の針葉樹から声。30ｍくらいの距離であっ
たが姿が確認できなかったが、メンバー1 人が移動する陰

を確認した。 

琵琶滝コース定期
カウント 

八王子0E 

463 サンコウチョウ 2007/6/12 ２羽 高尾・ウッディハウスのキャン
プ場から約１００ｍ上流沢筋左

岸及びいろはの森中間辺り 

ウッディハウスのキャンプ場から約１００ｍ上流沢筋
左岸及びいろはの森中間辺りのベンチ付近でそれぞ

れ鳴き声で確認した。 

白川司・史子 与瀬9F 

463 サンコウチョウ 2007/6/16 １羽 高尾山・１号路布流の滝下
付近 

杉林から声 粕谷和夫  八王子1F 

463 サンコウチョウ 2007/6/16 １羽 高尾山・4 号路いろはの道
出会い付近 

杉林から声 粕谷和夫  与瀬9E 

463 サンコウチョウ 2007/6/17 ３羽 初沢川・高乗寺の奥 声と姿視認（3 ヶ所） 粕谷和夫  八王子2E 

463 サンコウチョウ 2007/6/19 １羽 今熊・新多摩変電所付近
の山中 

声 粕谷和夫  五日市7F 

467 コガラ 2007/1/22 １羽 小宮公園 エナガの群れの中にコガラ 1羽が混じる 若狭誠  拝島7A 

467 コガラ 2007/1/25 ４羽 小宮公園 ここでは珍しい、エナガ、シジュウガラに混じる 大川征治・香 拝島８Ａ 

467 コガラ 2007/2/18 ２羽 小宮公園 林の中でシジュウカラ，エナガに混じって行動。 宮越俊一  拝島7A 

486 ミヤマホオジロ 2007/2/8 ３羽 都立小峰公園  ３羽、メス、午後１２：３０頃、湿性植物園脇の斜面の土の
上、 地面をつついて盛んに餌を捕っていた。 

井上典子・傍島玲
子・小澤礼子 

五日市8F 

486 ミヤマホオジロ 2007/2/8 ３羽 小峰公園 ♀ 大川征治  五日市8F 

486 ミヤマホオジロ 2007/4/7 １羽 小仏川左岸・天神梅林 梅林に１羽、カシラダカと思って確認したらミヤマホオジロ
だった。 

粕谷和夫、長谷川
篤 

八王子0G 

492 クロジ 2007/1/15 １羽 高尾・日影沢ウッディハウ
スから約１００ｍ手前 

ウッディハウスから約１００ｍ手前左側の暗い地上で、採
餌していた。 

白川司・史子 与瀬9F 

492 クロジ 2007/1/20 １羽 多摩川滝山下 運動公園北の篠の藪の根元で行動 宮越（滝山下定期C) 拝島6E 

492 クロジ 2007/1/28 １羽 南高尾・大平林道ふれあ
い館 

西側沢で採餌 川上恚  与瀬9E 

492 クロジ 2007/2/7 ３羽 高尾・日影沢ウッディハウ
スから約１００ｍ手前 

ウッディハウスから約１００ｍ手前左側の暗い地上で、採
餌していた。 

白川司・史子 与瀬9F 

492 クロジ 2007/2/15 ２羽 高尾山・日陰沢 杉林床をゆっくりと移動 大川征治  与瀬9G 

492 クロジ 2007/2/21 １０羽
－ 

多摩川右岸昭和堰下流流
河原 

ニセアカシア林で下層は枯れ草が多いかぶさる環境、他
にコジュケイ、シメ、ウグイス、スズメがいた。 

粕谷和夫  拝島6E 

492 クロジ 2007/2/28 １羽 小宮公園管理事務所横 ♀１羽 大川征治  拝島7A 

492 クロジ 2007/3/1 ２羽 多摩川昭和堰下流右岸 竹やぶと道を出入り 大川征治  拝島７Ｄ 

492 クロジ 2007/3/10 １羽 北淺川・陵北大橋下流右岸  8:45、河原の土手で採餌していました。 竹内開  拝島2B 

492 クロジ 2007/3/13 ２羽 多摩川昭和堰下流右岸  大川征治  拝島７Ｄ 

492 クロジ 2007/3/12 １羽 高尾・日影沢ウッディハウ
スの上段グランド 

ウッディハウスの上段グランドの沢沿いで、採餌していた。 白川司・史子 与瀬9F 

492 クロジ 2007/4/16 １羽 長沼公園 地鳴き。 馬場百合亜  

492 クロジ 2007/4/22 １羽 高幡台団地緑地 今朝は曇っていただけでなく、風が強くウグイスとガビチョ
ウの元気のいい声以外は鳥影がなく帰ろうときびすを返し

た途端、いつもアオジがかくれるツツジの枝に身を潜めた
鳥に気づいて目をやると向いの笹に飛び移ったので確認
すると灰色のクロジでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

492 クロジ 2007/4/27 １羽 小宮公園 ここでは珍しい 定期カウント 拝島7A 

494 オオジュリン 2007/3/13 ５羽 高月浄水場横秋川  大川征治  拝島6F 

501 アトリ 2007/1/10 １羽 谷地川下流 昨年からアトリが長く見られる 大川征治  立川0C 

501 アトリ 2007/1/18 ６０羽 谷地川下流 今年は大きな群れがみられる 大川征治  立川0C 

501 アトリ 2007/1/20 １０羽 多摩川滝山下 右岸の林で樹上を，小規模な群れで行動していた。 宮越（滝山下定期
C) 

拝島6E 

501 アトリ 2007/2/27 50羽 多摩川。大橋下流 大群はここでは珍しい 大川征治  立川1C 

501 アトリ 2007/3/18 １５羽 北野街道 ８：００、サクラの枝にとまっていた。見ている間に奥の枝
に渡っていく。 

山崎悠一、山崎久
美子 

八王子8G 

503 マヒワ 2007/2/8 ２０羽
± 

今熊神社近く 午後２：００頃、今熊神社近くの檜？、２０羽位の鳥が目の
前の檜？に飛んできた。盛んに身を食べていた。 

井上典子・傍島玲
子・小澤礼子 

五日市7E 



 43 

503 マヒワ 2007/4/10 ３羽 高幡台団地緑地 最近はヒヨドリとガビチョウばかりでつまらないと思い、今
朝は６時に入って見ました。裏山は毛糸の手袋した手が
かじかむほど冷え込んでいましたが、昨日イカルがいたク
ヌギの木にいました。はじめ黄色がみえたとき、メジロかな

と思ったのですが、4 月なのにまだ山へは帰っていないの
ですね。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

503 マヒワ 2007/4/25 100

羽± 

寺沢川：帝京高校西側の

緑地 

クヌギの花を食べている様子。 馬場百合亜  

506 ハギマシコ 2007/1/27 ３０羽
± 

城山湖ダムサイト 朝９時３０分頃、城山湖ダムサイトにハギマシコが出てい
ます。ハギマシコ ３０±羽、クロジ、ウソ、シロハラ、オオ

バン、マガモ 

峯尾良雄・眞澄 八王子2C 

506 ハギマシコ 2007/2/2 ３０羽
± 

城山湖ダムサイト ２月２日も城山湖ダムサイトにて３０前後のハギマシコが
見られました。変なお立ち台（１）と餌まきおじいさん（２）つ

きで、早々に退散しました。 

原田佳世  八王子2C 

506 ハギマシコ 2007/2/11 ３０羽
± 

城山湖ダムサイト 草地で採餌とカメラマンの撒いた餌場の往復 カワセミ会探鳥会 八王子2C 

512 ベニマシコ 2007/1/8 １羽 多摩川（浅川合流部） 声で認識、姿確認できず 阿江範彦  武蔵府中4K 

512 ベニマシコ 2007/1/14 １羽 北浅川・陵北大橋下 陵北大橋上流 50ｍ付近から鳴き声 定期Ｃ  拝島1B 

512 ベニマシコ 2007/1/14 ４羽 松枝住宅下流側とグランド ♀１羽木に止まる、♂３羽セイタカアワダチソウの実を啄
ばんでいた 

河村洋子他 拝島3B 

512 ベニマシコ 2007/1/15 １羽 浅川右岸・暁橋上流５０ｍ １２時３０分頃、暁橋上流５０ｍ 岸辺近くの枯れ草の中、枯
れ草に止まるカワラヒワの群れを見ていたら、数羽が飛び
立ち、その中に赤と茶のベニマシコが１羽混じっていた。  

小澤礼子  八王子7K 

512 ベニマシコ 2007/1/19 １羽 多摩川滝山下 川原のオギその他の枯れた藪の中を行動（♀） 宮越俊一  拝島6E 

512 ベニマシコ 2007/1/20 １羽 多摩川滝山下 川原のオギその他の枯れた藪の中を行動（♀） 宮越（滝山下定期C) 拝島6E 

512 ベニマシコ 2007/1/21 １羽 西寺方町 夕焼け幼稚園の
西側(西寺方町２７１番地) 

朝８時３０分、夕焼け幼稚園の西側道路はさんで むかい
のブッシュに ベニマシコのメスを 確認しました。 

柚木育子  拝島1A 

512 ベニマシコ 2007/1/21 ３羽 北淺川・陵北大橋下流右
岸 

雄1羽、雌2羽、いつも大きな声で鳴いているのですぐ見つ
かります。あいかわらずムシャムシャと食べ続けています。 

竹内開  拝島2B 

512 ベニマシコ 2007/1/24 ５羽 谷地川下流 浄化施設横。♂３、♀２、若１ 大川征治・香 立川0C 

512 ベニマシコ 2007/2/2 ２羽 多摩川右岸昭和堰上流河
原 

オギが揺れるので、よく見てみるとベニマシコ♂の赤い綺
麗なやつがいた。さらに♀１羽も現れた。 

粕谷和夫  拝島6E 

512 ベニマシコ 2007/2/3 ９羽 浅川・一番橋下流右岸ワ
ンド 

朝日に輝く紅い鳥！白い２本縞の♀達！９羽も出現！青
木さんも「此処では初めて」と感嘆！「！」の多い良い日で
した！ 

渡辺敬明  武蔵府中
2K 

512 ベニマシコ 2007/2/3 １羽 多摩川（浅川合流部） ♀1羽 阿江範彦  武蔵府中4K 

512 ベニマシコ 2007/2/5 ２羽 淺川・左岸高幡橋上流約
300m中州 

♂１♀１、水辺に来て飲水 粕谷和夫  武蔵府中
3K 

512 ベニマシコ 2007/2/6 １羽 北浅川・天使病院上流側 草の実を啄ばんだり水を飲んだりしていた 河村洋子他 拝島2B 

512 ベニマシコ 2007/2/10 ３羽 多摩川（浅川合流部） ♀3羽 阿江範彦  武蔵府中4K 

512 ベニマシコ 2007/2/21 ２羽 浅川・大和田橋上流右岸
水管橋の下 

水管橋の下にベニマシコ２羽。同じ場所でウグイスのさえ
ずり。大和田橋下流左岸でモズ♂♀の接近行動。 

若狭誠  八王子7K 

512 ベニマシコ 2007/2/22 ２羽 浅川 大和田橋上流右岸
水管橋の下 

水管橋の下。メスとオスの２羽が飛んでいた。 小澤礼子  八王子7K 

512 ベニマシコ 2007/3/3 １羽 北浅川・福祉園脇 左岸の草むらに♀１羽 定期Ｃ  拝島1A 

512 ベニマシコ 2007/3/18 ４羽 多摩川滝山下 河原のセイタカアワダチソウの枯れ草の間を行動 古山・宮越（滝山下
定期 C) 

拝島6E 

512 ベニマシコ 2007/4/29 １羽 淺川・新井橋下流河原 夏姿ベニマシコ♂ 只一羽、広い眺望の中 黙々と枯茎
（？）移りに いそしんでいました。 

渡辺敬明  武蔵府中
3K 

514 ウソ 2007/1/7 ８羽 日野第 3中学校裏門 ♂＆♀8 羽、今日はメジロやエナガなどカラ類がとても多
いのにルリビタキは♀だけでカケスもいないと思いながら
帰る途中、今朝いたツグミがいないと思って上を見上げる
となんと桜の木に 8羽ものウソがいるではありませんか 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

514 ウソ 2007/1/12 ４羽 城山川・出羽橋下流 河畔のサクラに止まっていて飛び去った 粕谷和夫  八王子3J 

514 ウソ 2007/1/14 １羽 上壱分方小学校下流側対

岸の林 

声 河村洋子他 拝島3B 

514 ウソ 2007/1/15 ２羽 高尾・日影沢林道車止め
柵から約２００ｍ上った左

側の樹上 

樹上（名前不明）で、餌を啄ばんでいるのを視認した。 白川司・史子 与瀬8F 

514 ウソ 2007/1/16 ８羽 日野第 3 中学校の裏門付

近 

♂&♀8 羽、この前見た所と同じ場所で同じ数ということ

は、おそらくは同じ鳥だろうと思われます。裏山に入る時、
既にこの鳥を見つけていましたが、1 時間ほどして山を降
りてきた時はまだいました。そして時々は地面におりて溝
の中に入ったりしていましたが、中学校に工事に来ている

車が動き出したら、いっせいに百草の方向に飛んで行って
しまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 
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514 ウソ 2007/1/19 ４羽 七生福祉園職員住宅 ♂3 羽・♀1 羽、七生福祉園職員住宅入り口にある桜、今
日は雨上がりの翌日とあってたくさんの鳥たちに出会いま
したが、帰る途中、ソメイヨシノ桜の樹に鳥がいるのを見つ
けて双眼鏡を覗くとウソでした。日野 3中のウソのように下

に下りることはなく、逆光の上、木のテッペン近くでしたか
ら大変見づらく、首が痛くなりました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

514 ウソ 2007/1/21 ４羽 小宮公園  粕谷和夫他 拝島7A 

514 ウソ 2007/1/23 １羽 上川口小学校 学校裏の谷戸でウソ（メス）を観察しました。大きさはスズメ
くらいで黒い帽子をかぶり、羽と尾のところが青黒くて、全
体に灰色がかったセーターを着た様な鳥でした。ちなみに

オスはのどから頬にかけて鮮やかな紅色をしています。 
・風にゆられながら、枯れた「チダケサシの実」を食べてい
ました。耳を澄ますと奥のほうから小さな声で「フィ､フィ」と
鳴く声がしました。 

上川口小
学校 

 拝島0E 

514 アカウソ 2007/1/24 1羽＋ 平山城址公園：斜面林。 さえずり。 馬場百合亜  

514 ウソ 2007/1/25 ３羽 上川口小学校付近 ２羽♀でウメの木、１羽は♂でサクラの木 粕谷和夫他 拝島0E 

514 ウソ 2007/1/26 ２羽 長沼公園：絹ヶ丘口。 地鳴き。 馬場百合亜  

514 アカウソ 2007/1/26 ４羽+ 長沼公園：イドタワ沢。 さえずり。 馬場百合亜  

514 ウソ 2007/1/28 ４羽 七生福祉園職員住宅入り
口 

♂3羽・♀1羽、この前見た同じソメイヨシノの木に止まって
いた。同じ数であることから前回と同じ個体と思われる。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

514 ウソ 2007/1/28 ６羽 南高尾・大平林道ふれあい館 西上の林道脇で採餌（ウソ５＋アカウソ１） 川上恚  与瀬9E 

514 アカウソ 2007/2/3 １羽 北浅川・福祉園脇 ♀３羽と桜の芽をついばむ 定期Ｃ  拝島1A 

514 ウソ 2007/2/4 ２羽 高幡不動尊裏山 ♂１、♀１サクラの冬芽を啄ばむ 粕谷和夫  武蔵府中3H 

514 ウソ 2007/2/4 ４羽 平山台小学校脇 ♂3、♀１サクラの冬芽を啄ばむ 粕谷和夫  武蔵府中1G 

514 ウソ 2007/2/7 ２羽 小仏城山山頂から約３００
ｍ下ったところ 

山頂から約３００ｍ下ったところの山桜で、花芽を啄ばんで
いるのを視認した。 

白川司・史子 与瀬8F 

514 ウソ 2007/2/10 １０羽
± 

高幡台団地緑地 ♂・♀10 数羽、帰り道たくさんの鳥が飛んで桜の樹に止ま
ったのでカラ類？と思ってみるとウソでした。６羽まで数え
たら次々とやってきて数えられなくなってしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

514 ウソ 2007/2/11 １羽 南高尾・三沢峠付近  カワセミ会探鳥会 八王子1B 

514 ウソ 2007/2/11 １羽± 城山湖変電所前 サクラの芽を食べる カワセミ会探鳥会 八王子2C 

514 ウソ 2007/2/14 ６羽 市立由木西小学校前 １１時、オス２羽 メス４羽が雨のせいか５m近くまできて夢
中で桜の蕾をついばんでいた。 

峯尾良雄  八王子9E 

514 ウソ 2007/2/15 ４羽 上川口小学校付近  粕谷和夫他 拝島0E 

514 ウソ 2007/2/17 １羽 東京薬科大見本園 雌１羽、見本園のヤマザクラの木にとまる。 原田佳世  武蔵府中
1G 

514 ウソ 2007/3/3 ９羽 北浅川・福祉園脇 桜の芽をついばむ。アカウソ１羽が混じる。 定期Ｃ  拝島1A 

514 ウソ 2007/3/7 ５羽 永林寺（八王子市由木） サクラの芽を食べる 由木中央小早朝野

鳥観察会 

武蔵府中

0F 

514 ウソ 2007/3/10 １羽＋ 日野市：平山城址公園 ひとしきりさえずっていた。胸～腹に赤みは無く、尾羽外側
の白斑も無し。 

馬場裕・百合亜・観
察会 

 

517 シメ白化個体 2007/2/6 １羽 北浅川・陵北大橋下流右
岸 

１０羽のシメの群れと行動を共にしていた 一部羽に黒い
部分があったが他は真っ白だった 

河村洋子他 拝島2B 

517 シメ 2007/2/12 １羽 北淺川・陵北大橋下流左
岸 

アルビノ個体、沢山のスズメ、カワラヒワ、シメの群れに混
じって地面をつついていた。清水さんに写真を確認しても
らいました。 

竹内開  拝島2B 

590 チフチャフ 2007/1/26 １羽 淺川左岸・日野市東豊田１
丁目（淺川左岸の水門の
ほとり） 

10 時。枯れた胡桃の木の下のヨモギ、アワダチソウのな
かを移る姿を発見。 

岡本昭子  武蔵府中
2K 

590 チフチャフ 2007/1/29 １羽 〃 用水取水路の向こう側の土手の枯れ草の中を移動。午前
中。 

岡本昭子  武蔵府中
2K 

590 チフチャフ 2007/1/31 １羽 〃 昨日と同じ状態。 岡本昭子、

岡本昭男 

 武蔵府中

2K 

590 チフチャフ 2007/2/1 １羽 〃 9 時半から 14 時半まで、間を置いて現れる。ホバリング、
ジャンプなどして虫を取っている様子。眉斑白．過眼線

黒、足、嘴ともに黒。 

岡本昭子、
岡本昭男

他。 

 武蔵府中
2K 

590 チフチャフ 2007/2/2 １羽 〃 10 時 45 分、ヨモギ，アワダチソウの中を移って餌取り。風
が出て消えた。 

岡本昭子、
岡本昭男、

他。 

 武蔵府中
2K 

590 チフチャフ 2007/2/3 １羽 〃 2日に続いて撮影できた。 岡本昭男、他  武蔵府中2K 
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590 チフチャフ 2007/3/3 １羽 〃 11:55～12:05（うす曇、微風有り）河原のクズの蔦で覆われ
たノイバラブッシの中に現れ、しばらく動きまわったあと、
約 15m下流側の取水口付近のクズの蔦で覆われたノイバ
ラブッシに移動、ここでは１度フライキャッチのような行動

をした。その後河原中央のヨモギの枯草原に入ってしまっ
た。12:35～12:55 岡本夫妻が訪れ、12:35 ノイバラブッシュ
に現れ、約 15m 下流側のノイバラブッシュに移動し、再び
河原のヨモギ原に移動した（12:55）。一見ウグイスに似て

いるが、ウグイスと行動パターンが異なった。鳴かなかっ
た。眉斑がよく見えた。黒い脚を確認できた。ノイバラの葉
の裏表をつついていた。葉に付いている虫を食べているよ
うに見えた。付近にはヒドリガモ、ムクドリ、モズ、カワセミ、

アオジ、ジョウビタキ、ホオジロがいた。 

粕谷和夫、
岡本昭子、
岡本昭男 

 武蔵府中
2K 

514,2 アカウソ 2007/2/3 １羽 北浅川・福祉園脇 ♀３羽と桜の芽をついばむ 定期Ｃ  拝島1A 

         

２．猛禽        
129 ハチクマ 2007/5/16 １羽 高乗寺（初沢町） 南方面から上空現れて旋回しながら北の方へ飛んで行った 粕谷和夫  八王子2F 

133 オオタカ 2007/1/4 １羽 高月水田 午後２時頃 高月町 ホテル高月城近くの田圃オオタカ１

羽がカラスの群れ約２０羽を襲撃、１羽を捕獲外のカラス
が一斉に攻撃たまらず畦道にある U字溝に避難、５分ぐら
い騒いでいたが 諦めてバラバラに散っていく、さらに５分
ぐらい待ったオオタカがカラスを持って飛び立つと、あっと

いう間にカラスが一斉に攻撃 重いカラスを持っているの
でスピードがでず 何回も攻撃を受けるたびに 泣き声を
あげながら それでも獲物を離さず森に逃げていきまし
た。アッパレ！ 

峯尾良雄・

眞澄 

 拝島6F 

133 オオタカ 2007/1/13 １羽 浅川・中央線鉄橋付近 10:10 頃、北野卸売センター方向から飛来し、中央線踏切
近くの高木の上に止まる。オナガが数羽近くに寄ってきて
騒ぎ立てるが動じなかった。 

佐藤哲郎  八王子9H 

133 オオタカ 2007/1/14 １羽 川口川左岸高尾橋山方向 飛翔 杉森ユリ他  拝島4C 

133 オオタカ 2007/1/14 １羽 陵北大橋北東 アンテナに止まっていた 河村洋子他 拝島2C 

133 オオタカ 2007/1/20 １羽 多摩川滝山下 右岸の樹上にしばらくとまる。スズメやアトリの群れを襲う
が失敗。 

宮越（滝山下定期
C) 

拝島6E 

133 オオタカ 2007/1/25 １羽 上川口小学校付近 飛翔 粕谷和夫他 拝島0E 

133 オオタカ 2007/1/26 １羽 長沼公園：絹ヶ丘口の上

空。 

旋回。 馬場百合亜  

133 オオタカ 2007/1/26 １羽 谷地川下流 若鳥 大川征治  立川0C 

133 オオタカ 2007/2/3 １羽 北浅川・陵北大橋下 陵北大橋北２００ｍ付近で飛翔 定期Ｃ  拝島1B 

133 オオタカ 2007/2/3 １羽 北浅川・松竹橋バス停 恩方小南２００ｍ付近から北へ飛翔 定期Ｃ  八王子0K 

133 オオタカ 2007/2/6 ２羽 北浅川・天使病院上空 ♂♀がチョウゲンボウ２羽と一緒に飛翔 河村洋子他 拝島2B 

133 オオタカ 2007/2/15 １羽 上川口小学校付近 飛翔 粕谷和夫他 拝島0E 

133 オオタカ 2007/2/18 １羽 多摩川右岸海から 43km 地
点の約200m下流側河原 

河原のニセアカシアに止まっていた。 粕谷和夫  立川0C 

133 オオタカ 2007/2/19 １羽 浅川 大和田橋上流右岸

水管橋 

水管橋のすぐ上を飛ぶ。２００７／２／２１ 同上水管橋の

上に止まっていた。１０分ほど見ていたが、顔を左右に動か
したり、時々体の向きをかえていたが、飛び立つ気配はな
かった。背面が茶褐色を帯びていたので、メスかと思った。 

小澤礼子  八王子7K 

133 オオタカ 2007/2/21 １羽 淺川一番橋下流左岸中洲 若鳥、中洲の土手で 3 時間以上掛けてコサギを食してい
た。その後、南の方に飛び去った。 

岡本昭子  武蔵府中
2K 

133 オオタカ 2007/2/24 １羽 淺川・山田川合流付近中
州 

成長、ニセアカシアに止まってその後一旦上流に向かい、
引き返して多摩丘陵の方向て飛び去る。 

エコひろば親子探
鳥会 

八王子8H 

133 オオタカ 2007/2/24 １羽 浅川・大和田橋上流水管

橋付近 

エコ広場主催探鳥会の帰り、水管橋上流ワンドの池傍の

木の枝にコガモを狙っていると思われるオオタカが１羽。
至近にオオタカに気付かないのか２０羽ほどのコガモの群
れ。オオタカが私に気付いたのか、急に舞い上がり小宮公
園方向に去り、コガモの群れも飛び立った。先ほどの探鳥

会にて八高線鉄橋下流で観察したオオタカと同じ個体かも
知れません。 

若狭誠  八王子7K 

133 オオタカ 2007/2/25 ３羽 小宮公園上空 管理事務所上空で１羽，ひよどり山上空で２羽，それぞれ旋回。 宮越俊一 拝島7A 

133 オオタカ 2007/3/1 １羽 上川町１１５２（上川口小
学校）の南側 

成鳥、♀が餌を探して止まっていた。 関根伸一  拝島0E 

133 オオタカ 2007/3/3 １羽 北浅川・川原宿大橋 カラスに追われ左岸竹やぶの際に降りる。すぐ獲物を掴
んだまま飛び去る。 

定期Ｃ  拝島1A 

133 オオタカ 2007/3/8 １羽 上川口小学校付近 飛翔 粕谷和夫他 拝島0E 

133 オオタカ 2007/3/18 １羽 滝山上空 滝山丘陵上空を飛行 古山・宮越（滝山下
定期 C) 

拝島6E 
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133 オオタカ 2007/3/19 １羽 高幡台団地緑地 今日の探鳥はまあまあだなと思いながら帰る途中、今朝
ルリビタキ♀にであったところにオオタカが止まっていまし
た。何枚か写真を撮ったのですが、木の枝が邪魔してな
かなかうまく撮れないのでちょっと近づいたら飛んでしまい

ました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

133 オオタカ 2007/3/25 １羽 宇津貫丘陵 丘陵地内の樹木に止まっているのを確認 粕谷和夫他 八王子6F 

133 オオタカ 2007/3/29 １羽 高月浄水場横秋川 土手下の近くの葦の中に止まるがからすに追い出されて
しまった。 

大川征治  拝島6F 

133 オオタカ 2007/4/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河原 上空旋回 粕谷和夫  拝島6E 

133 オオタカ 2007/4/9 ２羽 川口川・川中新橋上流中
州 

17:15、車に乗車中に川口川の中州で何かを捕食したオオ
タカを友人が発見。戻って確認したところ、オオタカの成鳥
が河原で採餌中でしたが人に気が付いてヒヨドリを持って

川口小学校を越えた山の方に逃げていきました。上空に
はもう１羽小降りのオオタカが飛んでいましたが獲物を持
ったオオタカとは別方向へ飛び去っていきました。 

今野美代子 拝島2C 

133 オオタカ 2007/4/13 ２羽 川町の城山中の北側 13.00  ～１４．００、♂。♀。各 1 の番、♂♀が樹林の中よ
り飛び出し、中学校の上空を南に飛翔した。          

関根伸一  八王子2K 

133 オオタカ 2007/5/5 １羽 北浅川・小田野中央公園 宝生寺アンテナに滞留 定期Ｃ  拝島1B 

133 オオタカ 2007/5/20 １羽 滝山丘陵上空 滝山丘陵上空を飛行 宮越（滝山下定期C) 拝島6E 

133 オオタカ 2007/5/30 １羽 高幡台団地緑地 頭上から茶色の大きな鳥が飛んで行きました。オオタカで

した。一昨日みたオオタカと同じ鳥かな？ 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

133 オオタカ 2007/6/2 ２羽 大学セミナーハウス（下柚
木） 

２羽が大学セミナーハウス上空を旋回（10 時頃）、警戒音
も有り。 

粕谷和夫  八王子9F 

133 オオタカ 2007/6/11 １羽 北浅川・深沢橋付近 上流 200m付近でハトの狩をするが失敗 定期Ｃ  拝島1A 

133 オオタカ 2007/6/23 １羽 北浅川・天使病院対岸 ドバトの群れに突っ込み１羽が追われていった 河村洋子他 拝島2B 

135 ツミ 2007/1/21 １羽 小宮公園 支援探鳥会前・歩道近くの木にとまる 探鳥会支援者 拝島7A 

135 ツミ 2007/1/27 １羽 宇津貫・福昌寺付近 上空飛翔 粕谷和夫  八王子6F 

135 ツミ 2007/4/1 ２羽 川口川・高尾橋上流右、左岸 飛翔 杉森ユリ他  拝島4C 

135 ツミ 2007/4/14 ２羽 四谷町下宿 付近の落葉
広葉樹 

６．００～８．００、 ♂。♀。各 1 の番、♂が♀に求愛給餌
のエサをやっていた。（写真撮影済み） 

関根伸一  拝島4A 

135 ツミ 2007/4/14 １羽 日野市・黒川清流公園 1 羽(声のみ)、ヒレンジャクのケヤキから離れ、帰ろうとす

ると、遠くにツミの「キィーキッキッキッ」というひと声が聞こ
えました。少し戻ってしばらく聞き耳を立てましたが、鳴い
てくれませんでした。 

福島孝子  武蔵府中

1K 

135 ツミ 2007/5/29 ２羽 大和田小北側 自宅で声を聞き出てみると南方に積み１羽。２羽にならデ
スプレイ飛行をくりかえす。 

大川征治  八王子８
Ｋ 

136 ハイタカ 2007/1/18 １羽 谷地川下流 岸辺の木にとまり少しずつ移動 大川征治、細田富

美代 

立川0C 

136 ハイタカ 2007/1/31 １羽 淺川左岸・日野市東豊田１

丁目（淺川左岸の水門の
ほとり） 

椋の木に止っていた。対岸上流方面へ飛び去る。 岡本昭男、

岡本昭子、
他 

 武蔵府中

2K 

136 ハイタカ 2007/2/3 １羽 北浅川・元木橋付近 元木橋上流左岸側から下流方向へ飛翔 定期Ｃ  拝島1B 

136 ハイタカ 2007/4/7 １羽 北浅川・夕やけ橋付近 上空を東方向に飛び去る 定期Ｃ  拝島1A 

139 ノスリ 2007/1/4 １羽 元横山町３丁目 元横山町３丁目上空２００ｍ、１０：３０頃、我が家の上空で

ノスリとワシタカＳＰ（オオタカかハイタカ）がランデブー旋
回。カラス１羽がモビングしたためノスリは東方向に飛びワ
シタカＳＰは見失った。 

若狭誠  八王子7K 

139 ノスリ 2007/1/8 ３羽 多摩川・石田大橋から中

央自動車道橋までの右岸 

石田大橋から中央自動車道橋までの右岸 1/3に広がる深

い枯れ草原の上空で、二羽のノスリが繰返し低空飛行をし
ていました。数分後同一視界に樹に止っている一羽も確
認しました。（ノスリ出現の直前同場所で、やはり二羽のハ
ヤブサ同様の飛行をし、もつれ合いながら視界から去って

行きました。） 

渡辺敬明、

出口富子 

 立川4A 

139 ノスリ 2007/1/8 １羽 多摩川（浅川合流部） １羽、石田大橋付近より下流に向かう 阿江範彦  武蔵府中4K 

139 ノスリ 2007/1/14 １羽 北浅川・川原宿 川原宿北 300ｍ付近を旋回飛翔 定期Ｃ  拝島1A 

139 ノスリ 2007/1/25 １羽 上川口小学校付近 飛翔 粕谷和夫他 拝島0E 

139 ノスリ 2007/1/26 １羽 谷地川下流  大川征治  立川0C 

139 ノスリ 2007/1/27 １羽 淺川左岸・日野市東豊田１

丁目（淺川左岸の水門の
ほとり） 

カラスに追われて、多摩丘陵の方角に飛んで行く。撮影で

きた。 

岡本昭男  武蔵府中

2K 

139 ノスリ 2007/1/27 １羽 宇津貫丘陵 上空飛翔 粕谷和夫他 八王子6F 

139 ノスリ 2007/2/3 １羽 北浅川・圏央道付近 圏央道上空をホバリングと旋回飛翔 定期Ｃ  八王子0K 

139 ノスリ 2007/2/15 １羽 上川口小学校付近 飛翔 粕谷和夫他 拝島0E 

139 ノスリ 2007/2/17 ２羽 昭和堰直上多摩川 ２羽で旋回していた。 宮越（滝山下定期C) 拝島7E 

139 ノスリ 2007/2/21 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河原 ワンド池に降りていた。 粕谷和夫  拝島6E 
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139 ノスリ 2007/2/25 １羽 北淺川・陵北大橋下流 7:55-8:18、カワセミめがけてアタックしてきました。 竹内開  拝島2B 

139 ノスリ 2007/3/3 １羽 北浅川・深沢橋上流 150ｍ
左岸 

カラスにモビングをうける 定期Ｃ  拝島1A 

139 ノスリ 2007/3/3 ２羽 北浅川・松竹公園付近 上空を旋回飛翔 定期Ｃ  八王子0K 

139 ノスリ 2007/3/4 １羽 川口川・大正橋左岸犬目

方面 

大正橋左岸犬目方面、低空でよく見えた。 杉森ユリ他  拝島4C 

139 ノスリ 2007/3/8 １羽 上川口小学校付近 飛翔 粕谷和夫他 拝島0E 

139 ノスリ 2007/3/18 １羽 高月浄水場 高月浄水場前の中州？の木に止まっていた。 今野美代子 拝島6E 

139 ノスリ 2007/4/7 ３羽 北浅川・圏央道付近 圏央道西側３００m付近を飛翔 定期Ｃ  与瀬9K 

139 ノスリ 2007/6/21 １羽 上川口小学校付近 飛翔 粕谷和夫他 拝島0E 

141 クマタカ 2007/3/3 ２羽 北浅川・恩方小付近 松竹橋付近からカラスに追われて、頭上を東へ。旋回飛
翔の後、南へ飛び去る。 

定期Ｃ  八王子0K 

144 イヌワシ 2007/6/21 １羽 上川口小学校校庭 野鳥観察指導の準備中の８：５０頃、西の空からこちらに
向かってはばたいてくる大型の鳥を発見した。トビより大き
そうで翼は細長い感じで羽ばたきは深いが、正面からなの

で種類判別できない。距離４００ｍ、高度２００ｍくらいで急
に方向を南南西に転換しそのまま直進、手前の木に遮ら
れ見失った。望遠鏡でイヌワシの若鳥にある両翼の白斑
を確認、図鑑と照合した。イヌワシと思われる鳥は最初か

ら最後まで、ずっと羽ばたき続けていた。この場所でイヌワ
シ、どうしてでしょう。 

白川司、門口一
雄、丸山二三夫、
若狭 誠 

拝島0E 

151 ハヤブサ 2007/1/2 １羽 高月水田 田んぼから飛び出し、丘陵の方へ行って木にとまった 粕谷和夫  拝島6E 

151 ハヤブサ 2007/1/8 ２羽 多摩川・石田大橋上流河
原上空 

上空２羽旋回 渡辺敬明、
出口富子 

 立川4A 

151 ハヤブサ 2007/1/14 １羽 陵北大橋北東 アンテナに止まっていたがその後飛翔 河村洋子他 拝島2C 

151 ハヤブサ 2007/5/31 １羽 小宮公園隣ヒヨドリ山 植木園上空を旋回し小宮公園方面に 大川征治  拝島８Ａ 

156 チョウゲンボウ 2007/1/4 １羽 浅川・一番橋下流１００ｍ １２：５０頃、豊田方向から飛来。 若狭誠  武蔵府中1J 

156 チョウゲンボウ 2007/1/10 １羽 浅川・暁橋上流２００ｍ １１：３０頃、１羽が「中安」方向からカラスに追われて浅川

上流に現れ、上流方向に去った。 

若狭誠  八王子7K 

156 チョウゲンボウ 2007/1/14 １羽 陵北大橋北東 アンテナに止まっていた 河村洋子他 拝島2C 

156 チョウゲンボウ 2007/2/6 ２羽 北浅川・天使病院上空 オオタカ２羽と一緒に飛翔 河村洋子他 拝島2B 

156 チョウゲンボウ 2007/2/17 １羽 多摩川滝山下 昭和堰方面から現われ旋回後，滝山方向に飛び去った。 宮越（滝山下定期C) 拝島6E 

156 チョウゲンボウ 2007/3/3 １羽 淺川・八高線鉄橋～大和
田橋 

マンションのアンテナに止まったあと、川の上空を飛んで
下流の方向へ飛び去る 

大和田小サタデー
スクール 

八王子8J 

156 チョウゲンボウ 2007/3/8 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 2007/3/10 １羽 谷地川下流  大川征治  立川0C 

156 チョウゲンボウ 2007/3/10 １羽 殿入中央公園、池の沢  粕谷和夫他 八王子3E 

156 チョウゲンボウ 2007/3/11 １羽 高月水田 田んぼの上空に現れ、強風にあおられながら丘陵の方へ
飛んでいった。 

粕谷和夫  拝島6E 

156 チョウゲンボウ 2007/3/28 １羽 多摩川昭和堰上流側 木に止まっていた。 井上典子、傍島玲
子、細田富美代、
若狭誠 

拝島6E 

156 チョウゲンボウ 2007/4/11 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

156 チョウゲンボウ 2007/5/5 １羽 北浅川・元木橋付近 南から北へ羽ばたき飛翔 定期Ｃ  拝島1A 

156 チョウゲンボウ 2007/6/6 １羽 高月水田 田んぼの上空に現れ、数分間ホバーリングした後、滝山
丘陵の方へ消える。 

粕谷和夫  拝島6F 

333 アオバズク 2007/5/13 声 山下弘文自宅（長房町５４番） 5月 13,16,17日自宅で声 山下弘文  八王子4J 

333 アオバズク 2007/6/21 声 北浅川・黒沼田 声 中村后子他 五日市8A 

135 ツミ 2007/6/4 １羽 丸山自宅庭 八王子市西
寺方町 

10数羽のツバメが鋭い声を発しながらツミ（下面が白く、キ
ジバトくらいの大きさからツミとした）を追っていた。 

丸山二三夫 拝島1B 

         

３．シギ・チドリ       
228 クサシギ 2007/1/14 １羽 松枝住宅下流側 川で採餌 河村洋子他 拝島3B 

228 クサシギ 2007/2/6 ２羽 北浅川・松枝住宅グランド

付近 

川で採餌 河村洋子他 拝島3B 

228 クサシギ 2007/2/17 １羽 多摩川滝山下 川の中州にじっとしていた。背中の斑点模様が印象的。 宮越（滝山下定期C) 拝島6E 

228 クサシギ 2007/3/8 ２羽 北浅川・松枝住宅グランド下 川で採餌していた 河村洋子  拝島3B 

228 クサシギ 2007/4/6 １羽 北浅川・松枝住宅グランド下 川の中州で休息 河村洋子  拝島3B 

228 クサシギ 2007/5/10 １羽 北浅川・松枝住宅グランド下 川の浅瀬で採餌 河村洋子他 拝島3B 

231 キアシシギ 2007/5/1 ２羽 淺川・長沼橋下流側５００

ｍ 滝合小学校横 

７時３０分、２羽のキアシシギが浅瀬で採餌 山崎悠一  武蔵府中

0G 

231 キアシシギ 2007/5/1 ５羽 淺川・平山橋下流側７００
ｍ 

５羽のキアシシギが浅瀬で採餌  武蔵府中１Ｊ 山崎悠一  武蔵府中
1J 
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231 キアシシギ 2007/5/4 １羽 浅川・長沼橋上流 200m左
岸羽 

水際を採餌し移動 佐藤哲郎  八王子9H 

231 キアシシギ 2007/5/4 ２羽 浅川・水管橋下流50m中州 水際を採餌し移動 佐藤哲郎  八王子8H 

231 キアシシギ 2007/5/4 １羽 浅川・水管橋上流50ｍ中州 水際を採餌し移動 佐藤哲郎  八王子8J 

231 キアシシギ 2007/5/4 1羽 浅川・大和田橋下流 50m
中州 

水際を採餌し移動 佐藤哲郎  八王子8J 

231 キアシシギ 2007/5/7 ７羽 淺川・一番橋下流（日野
市） 

１６：００頃から１７：００、始めは二羽のイカルチドリと二羽
のキアシシギがにらみ合っていました。その後、飛びかっ
たキアシシギはどこからか 5 羽加わって 7 羽になっていま
した。 

岡本昭男、
岡本昭子 

 武蔵府中
2K 

231 キアシシギ 2007/5/4 １羽 浅川・長沼橋上流 200m左岸
羽 

水際を採餌し移動 佐藤哲郎  八王子9H 

231 キアシシギ 2007/5/4 ２羽 浅川・水管橋下流50m中州 水際を採餌し移動 佐藤哲郎  八王子8H 

231 キアシシギ 2007/5/4 １羽 浅川・水管橋上流50ｍ中州 水際を採餌し移動 佐藤哲郎  八王子8J 

231 キアシシギ 2007/5/4 1羽 浅川・大和田橋下50m中州 水際を採餌し移動 佐藤哲郎  八王子8J 

242 ヤマシギ 2007/2/28 １羽 小宮公園 定期カウント・小川に居て飛び出して藪に入り再度移動 定期カウント 拝島7A 

         

４．托卵鳥        
318 ジュウイチ 2007/5/4 １羽 高幡台団地緑地 私がアカハラを見ていると上のほうで「ジュウイチ」と鳴く鳥が

いたので見上げると木の枝に止まっては鳴き、また飛んでは
止まって鳴くのを繰り返していました。私はこの鳥を初めて見

たのですが、あまりに上過ぎて顔が良くかりませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

320 カッコウ 2007/4/14 声 多摩川谷地川合流部 多摩川谷地川合流部付近で鳴き声 今季初認 神谷古牧  立川1C 

321 ツツドリ 2007/4/26 １羽 高尾山・日影沢林道～一
丁平にかけて 

鳴声 丸山二三夫 与瀬9E 

321 ツツドリ 2007/5/7 １羽 高尾・一丁平の西側谷筋 一丁平の西側谷筋から鳴き声が聞こえた。 白川司・史子 与瀬8E 

321 ツツドリ 2007/6/12 １羽 高尾・一丁平の西側谷筋 一丁平の西側谷筋から鳴き声が聞こえた。 白川司・史子 与瀬8E 

321 ツツドリ 2007/6/13 １羽 八王子城跡付近 声が聞えた 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

322 ホトトギス 2007/5/21 声 多摩動物園左隣の七生公
園 

本日正午、多摩動物園左隣の七生公園より待望久しきホ
トトギスの初音 嬉しく聞き惚れました。 

渡辺敬明  武蔵府中
2H 

322 ホトトギス 2007/5/26 声 森久美・自宅 東浅川 夜中、ホトトギスの声が聞こえました。初聞です。東浅川の
自宅にて。挾間公園方向（西）ではなく、南方向 狭間駅方
向から聞こえました。 

森久美  八王子3G 

322 ホトトギス 2007/5/26 声 高幡台団地緑地 アオゲラがドラミングをしたり、鳴いたりしていたのですが
緑が深くて姿を探していると突如頭上でホトトギスが鳴きま
した。向いがわにも 1 羽いたらしく鳴き始めました。また下

の方に降りて行くと 1 羽が鳴きながら八王子方面に飛んで
ゆくのが見えました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

322 ホトトギス 2007/5/29 １羽 南高尾・大平林道ふれあ

い館 

移動しながら鳴いていた（飛翔目視） 川上恚  与瀬9E 

322 ホトトギス 2007/6/1 声 鑓水・柚木街道入り口  12:30、今年はうちの近所では聞こえないのですが、鑓
水・柚木街道入り口のところでホトトギスの声を聞きまし

た。私は今季初認です。 

今野美代子 八王子7D 

322 ホトトギス 2007/6/1 １羽 八王子城跡付近 囀りながら飛ぶ、6/2 も確認 八王子城跡ＣＴ 八王子0H 

322 ホトトギス 2007/6/2 声 大学セミナーハウス（下柚
木） 

大学セミナーハウス周辺で声 粕谷和夫  八王子9F 

322 ホトトギス 2007/6/2 声 山下弘文自宅（長房町54番） 6月 2日以降自宅で声（６月中７回） 山下弘文  八王子4J 

322 ホトトギス 2007/6/3 １羽 川口川・川口橋上流天合
峰方向 

声 杉森ユリ他  拝島2D 

322 ホトトギス 2007/6/3 １羽 川口川・堀口橋左岸 声 杉森ユリ他  拝島3C 

322 ホトトギス 2007/6/3 １羽 川口川・高尾橋左岸ゴル
フ場方面 

声 杉森ユリ他  拝島4C 

322 ホトトギス 2007/6/8 声 高尾山 6号路 ６号路でホトトギスの声特が聞こえた（6/28 ケーブル清滝
駅で稲荷山あたりから声） 

千葉槇子  八王子0E 

322 ホトトギス 2007/6/8 １羽 高尾山 6号路 遠くで声 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子0E 

322 ホトトギス 2007/6/10 １羽 大谷町 大谷団地裏林で声 大川征治：香 拝島８Ａ 

322 ホトトギス 2007/6/11 １羽 北浅川・陵北大橋下 鳴き声を確認 定期Ｃ  拝島1B 

322 ホトトギス 2007/6/11 １羽 北浅川・松竹公園付近 鳴き声を確認 定期Ｃ  八王子0K 
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322 ホトトギス 2007/6/12 １羽 高尾・いろはの森中間辺り
のベンチ付近から炭焼き
小屋 

いろはの森中間辺りのベンチ付近から炭焼き小屋に掛け
て、鳴きながら飛び回っていた。 

白川司・史子 与瀬9F 

322 ホトトギス 2007/6/12 声 今野自宅  八王子市中
野町 

 18:30 声のみ 自宅にて 今野美代子 拝島6B 

322 ホトトギス 2007/6/12 声 高幡台緑地 ５月 2８日以来その声を聞くことがなかったのでちょっと心

配していましたが、今日久しぶりにその声を頭上に聞くこと
が出来ました。10分以上同じところで鳴いてくれました 
が、姿を見ることは出来ませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

322 ホトトギス 2007/6/13 声 今野自宅  八王子市中
野町 

08:00 声のみ 自宅にて  今野美代子 拝島6B 

322 ホトトギス 2007/6/13 声 高幡台緑地 今朝も私の頭上にホトトギスの声がありました。しかし、声

の辺りは緑が幾重にも重なっていて、今日もその姿を見る
ことは叶いませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

322 ホトトギス 2007/6/16 声 高尾山１号路 声 粕谷和夫  八王子1F 

322 ホトトギス 2007/6/17 １羽 初沢川高乗寺 声 粕谷和夫  八王子2F 

322 ホトトギス 2007/6/17 １羽 初沢川高乗寺の奥 声 粕谷和夫  八王子2E 

322 ホトトギス 2007/6/19 １羽 多摩川滝山下右岸 鳴きながら左岸から右岸へ移動 宮越（滝山下定期
C) 

拝島6E 

322 ホトトギス 2007/6/20 １羽 高幡台団地緑地 アオゲラの鳴く声がしたと思ったら近くでドラミングがはじま
りました。姿が見えないのでさがしていると、突如頭上をホ
トトギスが鳴きながら飛んで行きました。しかし、両方 とも
姿を見ることは出来ませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

322 ホトトギス 2007/6/23 １羽 北浅川・沈下橋対岸の山 声 河村洋子他 拝島2B 

322 ホトトギス 2007/6/24 １羽 南高尾・大平林道入口 水野橋付近から森林ふれあい館付近まで飛びながら鳴い
た 

川上恚  与瀬9E 

         

５．繁殖        
95 カルガモ 2007/6/29 24羽 南浅川・水無瀬橋～横山橋 6月 29日までに 3家族（雛 8,5,8羽） 山下弘文 繁殖４② 八王子4J 

188 コチドリ 2007/5/7 ２羽 小宮公園隣ヒヨドリ山 都有地の小石が入った地面。観察開始。その後３羽巣立
ち、約１ヶ月親との行動を観察。隣の耕した都有地で見た

のが最後。 

大川征治・
香 

繁殖４
② 

拝島８Ａ 

314 キジバト 2007/3/3 １羽 淺川左岸・大和田橋下流
側 

巣材運び（河原から木の枝のような巣材をくわえて出てき
て、住宅の生垣に入る） 

大和田小サタデー
スクール  繁殖４③ 

八王子8J 

344 カワセミ 2007/2/12 ２羽 北淺川・陵北大橋下流左岸 ペア、ザリガニで求愛給餌を行っていた 竹内開   繁殖４⑤ 拝島2B 

344 カワセミ 2007/3/10 ２羽 北淺川・陵北大橋下流右

岸 

 5:40-8:06、♂♀各 1 羽、嘴に土がついていました。どうや

ら年度末恒例の河川土木工事？がはじまった模様です。 

竹内開 繁殖４

③ 

拝島2B 

344 カワセミ 2007/4/13 2ヶ所 淺川（場所はみ非公開） カワセミの子育て、カワセミが２カ所で、子育てをしていま
す。１カ所では、巣穴の前の小さな細い枝に止まった後か

ら、巣の中に入っていきました。もう１カ所は、巣穴を確認
しましたが、カワセミが巣穴に入る様子を私自身はまだ確
認していません。１５日にもう一度観察します。  

小澤礼子 繁殖５
③ 

 

344 カワセミ 2007/5/18 １羽 片倉城跡公園 公園の池で捕った魚をくわえて湯殿川方向へ餌運び 粕谷和夫 繁殖４① 八王子7G 

344 カワセミ 2007/5/19 ３羽 小宮公園 １羽が巣穴に入った 大川征治 繁殖５③ 拝島7A 

344 カワセミ 2007/5/27 ２羽 小宮公園弁天池 幼鳥２羽が盛んに鳴き交わしていた（巣立ちか？） 宮越俊一 繁殖４⑤ 拝島7A 

349 アオゲラ 2007/4/22 １羽 小宮公園 ♂がコナラの枯れ木でさかんに穴を掘っていた（営巣行動）。 宮越俊一 繁殖４③ 拝島7A 

368 コシアカツバ
メ 

2007/5/4 ２羽 高幡台団地 昨日と同じ場所にいたのでもう一度その家の巣を見に行く
と、修復中のようでした。ちなみに昨年もう一つのヒナの誕
生した巣を見に行くと、巣は人の手できれいに取り払われ

ていました。 

佐藤サヨ子 繁殖４
③ 

武蔵府中
3H 

368 コシアカツバ
メ 

2007/6/1 数組 新井橋右岸上流１００ｍの
団地 

団地の階段踊り場に出入りするのを確認 門口一雄
他 

繁殖４
③ 

武蔵府中
3K 

369 イワツバメ 2007/4/13 1ヶ所 淺川・浅川大橋 イワツバメの造巣、浅川大橋の橋の下、左岸に近い方の２
番目と３番目の橋桁の間、イワツバメが、橋の近くの河原
の泥の上に数羽っずつ降りてきては、また、橋の下に入っ

ていった。完成している巣もあれば、半分ぐらい仕上がっ
ている巣もあった。 

小澤礼子 繁殖５
③ 

八王子7K 

369 イワツバメ 2007/5/20 ４０羽

± 

多摩川の中央道橋梁右岸 巣の数 25、雛の声がする巣、補強中の巣、これから新た

に作る巣など集団で営巣。内一つにスズメ 

阿江範彦 繁殖５

① 

立川3Ａ 

373 キセキレイ 2007/4/13 ２羽 高尾山口・有喜堂支店裏
前の沢の石垣 

草の繁った石垣の隙間に♀が餌を運び、近くの家のアン
テナでは♂が囀っていた。見張りと思われる。全員で確

認。 

琵琶滝コー
ス定期カウ

ント 

繁殖４
① 

八王子1F 

373 キセキレイ 2007/5/11 ３羽 高尾山口駅前案内川 親１・子２、給餌 千葉槇子 繁殖４
② 

八王子1F 
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374 ハクセキレイ 2007/3/18 ２羽 多摩川昭和堰直下 交尾行動を確認 古山・宮越（滝山下
定期 C） 繁殖４⑤ 

拝島6E 

374 ハクセキレイ 2007/6/19 ６羽 多摩川滝山下右岸 幼鳥 6羽を含む 10羽が川岸を移動 宮越（滝山下定期

C）     繁殖４② 

拝島6E 

375 セグロセキレ
イ 

2007/5/4 １羽 多摩川（浅川合流部） 定期カウント区域の中間水際大きな虫をくわえて移動 阿江範彦 繁殖４
① 

武蔵府中
4K 

375 セグロセキレ
イ 

2007/5/9 ２羽 高尾山・案内川高尾橋付
近 

親１＋子１の親子連れ 粕谷和夫 繁殖４
② 

八王子1F 

375 セグロセキレ
イ 

2007/5/20 ２羽 多摩川滝山下右岸 幼鳥 2羽を含む 4～5羽が川岸を移動 宮越（滝山
下定期 C) 

繁殖４
② 

拝島6E 

388 モズ 2007/2/2 ２羽 高月水田 溜池の湖畔にモズのオスとメスいた。オスがささやくように

鳴くとメスがオスの隣りに寄ってきた。オスは隣りのメスに
首を振って求愛行動を始めた。冬の間はオスもメスも単独
で縄張りを持っているので、この行動は「モズの嫁入り」そ
のものではないかと思った。 

粕谷和夫 繁殖４

⑤ 

拝島6F 

388 モズ 2007/4/6 ４羽 北浅川・松枝住宅前 ヒナ２羽に親（♂♀）が給餌していた 河村洋子 繁殖４
② 

拝島3B 

388 モズ 2007/4/21 １羽 多摩川滝山下右岸 求愛行動と思われる行動（♂→♀） 宮越（滝山
下定期 C) 

繁殖４
⑤ 

拝島6E 

388 モズ 2007/5/5 ２羽 高月水田 溜池湖畔でオスメスが警戒音を盛んにだしていた。近くに

巣があるらしい。 

粕谷和夫 繁殖４

⑤ 

拝島6F 

388 モズ 2007/5/12 ５羽 浅川左岸ふれあい橋下流
側河原 

親 2＋子 3の親子連れ 粕谷和夫 繁殖４
② 

武蔵府中
3K 

388 モズ 2007/6/23 ２羽 多摩川右岸昭和堰上流河
原 

巣立ち直後の雛２羽、ヤナギに止まる 粕谷和夫 繁殖４
② 

拝島6E 

396 ミソサザイ 2007/3/4 １羽 高尾山・蛇滝 ミソサザイが蛇滝下でさえずり、巣材を運んでいた。巣作り
開始 

粕谷和夫 繁殖４
③ 

八王子0F 

396 ミソサザイ 2007/4/1 １羽 和田峠下 巣材運び 粕谷和夫
他 

繁殖４
③ 

与瀬4J 

456 キビタキ 2007/5/12 ２羽 戸吹  ♂♀巣材運び 中村啓二 繁殖４

③ 

 

456 キビタキ 2007/6/18 １家 小津 巣立ち  清水盛通 繁殖５
① 

 

459 オオルリ 2007/6/17 １家 高尾山６号路の登り始め
て間もない所 

高尾山６号路の登り始めて間もない所に巣。メスが餌を運
んでいました。オスも近くにいましたがえさ運びはメスだけ
でした。巣の中に４羽の雛がいました。人が頻繁に通る場

所で丁度大人の目の高さですが、雛がじっとしていると周
りの岩の色と同じで全く気付きません。でも、鳴いたり口を
動かしたりした時は目立ちます。離れてみていましたが、
誰も気が付かず通っていました。今頃、大丈夫かなと気に

なっています。 

笹川佳子 繁殖５
① 

八王子1F 

464 エナガ 2007/4/14 ５羽 多摩川（浅川合流部） シメイヨシノの枝上、クチバシの周辺がまだ黄色いヒナ 4羽
に親鳥が餌を運ぶ（写真を撮る） 

阿江範彦 繁殖５
⑤ 

武蔵府中
4K 

464 エナガ 2007/5/11 ６羽 高尾山山頂 山頂手前 6号路ベンチ付近でエナガ若 6羽＋視認 千葉槇子 繁殖４② 与瀬9E 

464 エナガ 2007/5/16 ２０羽

± 

初沢川西側の尾根 20 羽程度の巣立ち雛を含む家族群、数家族か。親が巣立

ち雛に餌をあたえていた。 

粕谷和夫 繁殖４

② 

八王子2F 

471 シジュウカラ 2007/5/3 ５羽+ 長房保育園 保育園のブロック塀の中空部分に雛 3羽+ 山下弘文 繁殖５① 八王子4J 

471 シジュウカラ 2007/6/20 １家 高幡台団地緑地 巣立ちしたばかりと思われる小さなシジュウカラたちが数
羽桜の木で虫を探しているらしい姿がありました。 

佐藤サヨ子 繁殖４
② 

武蔵府中
3H 

474 メジロ 2007/5/11 １羽 高尾山山頂 山頂下 5号路で虫を咥えたメジロ視認 千葉槇子 繁殖４① 与瀬9E 

474 メジロ 2007/5/20 １羽 日野市三沢 地上２ｍ程度ヤマボウシの枝に営巣、3個の卵を確認。 阿江範彦 繁殖５
③ 

武蔵府中
4J 

478 ホオジロ 2007/4/21 ３羽 多摩川滝山下右岸 囀り 宮越（滝山
下定期 C) 

繁殖４
⑤ 

拝島6E 

520 スズメ 2007/3/24 １番 八王子市宇津貫町 倉庫看板文字「R」の裏に営巣、２羽で巣材運び 粕谷和夫 繁殖４④ 八王子6F 

526 ムクドリ 2007/4/11 １羽 湯殿川・白旗橋～時田橋 巣材をくわえて飛んでいた 長谷川篤 繁殖４③  

526 ムクドリ 2007/4/13 ２羽 高尾山口駅前 巣材を咥えて京王線高架橋の奥へ飛び去る 琵琶滝コー
ス定期カウ
ント 

繁殖４
③ 

八王子1F 

526 ムクドリ 2007/5/23 １羽 日野市百草 百草園の駅舎、鉄骨の屋根に営巣、親鳥が餌を運ぶ、ヒ
ナの声がするが巣は見えない 

阿江範彦 繁殖５
① 

武蔵府中
4J 

529 カケス 2007/6/19 １羽 多摩川昭和堰上部 カケスとその幼鳥と思われる鳥，計 5羽が一緒に川下に移

動 

宮越（滝山

下定期 C) 

繁殖４

② 

拝島7E 

536 ハシボソガラ

ス 

2007/4/11 １羽 湯殿川・白旗橋～時田橋 巣材をくわえて飛んでいた 長谷川篤 繁殖４③  
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537 ハシブトガラ
ス 

2007/3/23 １番 富士森高校 入学説明会で富士森高校に行ったところ、川沿いの照明
灯にカラスが巣をかけているのを発見しました。片方は近
くで見張り番、片方が巣に座り込んでいて、交代する姿も
見られました。抱卵に入っているのかもしれません。 

今野美代
子 

繁殖５
② 

八王子4J 

909 ガビチョウ 2007/4/4 ５羽 高幡台団地緑地 私が目にしたのは５羽だけですが、声はあちこちから聞こ
えていました。そのうちの２羽が交尾をしていました。 

佐藤サヨ子 繁殖４
⑤ 

武蔵府中
3H 

         

６．行動        
5 カイツブリ 2007/3/28 ８羽 多摩川昭和堰内 カイツブリ８羽が群れになって泳いでいた。あまり見たこと

がない光景です。 
井上典子、傍島玲
子、細田富美代、
若狭誠 

拝島6E 

5 カイツブリ 2007/3/29 １２羽 多摩川・昭和堰 １２羽の群れ 大川征治  拝島6F 

45 カワウ 2007/2/7 １羽 小仏川・駒木野公園付近 上空通過 粕谷和夫  八王子1G 

45 カワウ 2007/3/4 １羽 小仏川・「蛇滝バス停」付
近 

小仏川に１羽降りていた。カワウはこんな上流まで来るの
かと思った。 

粕谷和夫  八王子0G 

58 ゴイサギ 2007/1/13 １羽 高幡不動駅最寄、程久保
川後畠橋下流 

午後、後畠橋下流の日溜まりの枯れ木に、枯葉色のホシ
ゴイが息をひそめて止っていました。眼を凝らすと、気配を
殺したゴイサギが身じろぎもせずに木の傍に蹲っている。
人通りの絶えない橋上のすぐ横に、時の止ったセピア色の

風景がありました。 

渡辺敬明  武蔵府中
３J 

58 ゴイサギ 2007/6/8 １羽 北淺川陵北大橋下流右岸
の沼 

か細いカワセミの止まり木に見慣れない巨大な物体が
(^_^;)。確かにシルエットはなんとなく似ていましたが・・・同

一個体かはわかりませんが、昨シーズンまではもっと上流
にお気に入りの竹やぶがあって、そこでよく観察されたの
ですが今年は宅地になってしまいました。 

竹内開  拝島2B 

58 ゴイサギ 2007/7/8 １羽 南淺川東横山橋上流 川の中を歩きながら採食していました。ここ数日間、横山
橋～水無瀬橋間で頻繁に目撃されているそうです。結構
人通りが激しいのですがあまり気にしていないようです。 

竹内開  八王子4H 

63 ダイサギ 2007/1/26 １羽 東京薬科大学：池。 単独。 馬場百合亜  

68 アオサギ 2007/1/14 １羽 浅川・鶴巻橋下流 １１時頃、アオサギ１羽が川の中でうずくまっていた。よく見

ると左脚に緑の足環があり５４と読み取れ、右脚の標識用
のリングが付いていた。観察者：八王子・日野カワセミ会の
冬鳥一斉カウント調査、浅川・鶴巻橋～大和田橋班（粕谷
和夫、中橋薫、倉本修、宮越俊一、若狭誠、守谷美枝子、

久保山嘉男） 

粕谷和夫

他 

 八王子5K 

68 アオサギ 2007/1/26 １羽 東京薬科大学：池。 単独。 馬場百合亜  

95 カルガモ 2007/5/5 ２羽 高月水田 カルガモ２羽がスズメノテッポウが生茂る田んぼに降りて、
スズメノテッポウの花穂をクチバシでしごいて食べていた。 

粕谷和夫  拝島6F 

96 コガモ 2007/1/4 ５３羽 浅川・川口川合流付近 午前９時３０分 浅川と川口川の合流する中野橋下流にて 
コガモ ５３羽 こんなに沢山いるのは 初めてです。  

峯尾良雄・

眞澄 

 八王子6K 

96 コガモ 2007/1/15 ２羽 小宮公園弁天池横 ♂♀２羽。ここでは久しぶり 大川征治・
香 

 拝島7A 

96 コガモ 2007/4/12 21羽 南浅川・八王子工業高校

周辺 

4月 12日まで最高 21羽 山下弘文  八王子4J 

99 オカヨシガモ 2007/1/21 ６羽 高月浄水場池 マガモの横でプカプカ浮かんでいました。 竹内開  拝島5E 

99 オカヨシガモ 2007/2/27 ２０羽 多摩川。大橋下流  大川征治  立川0C 

99 オカヨシガモ 2007/3/29 ２羽 高月浄水場  大川征治  拝島6F 

100 ヒドリガモ 2007/2/3 ８羽 南淺川・五小裏～富士森
高校前 

2月 3日～4月７日の間時折、最大♂4♀４ 山下弘文  八王子4J 

100 ヒドリガモ 2007/3/10 ３０羽 多摩川。大橋下流 集結 大川征治  立川1C 

100 ヒドリガモ 2007/3/30 ５３羽 多摩川。大橋下流  大川征治  拝島6F 

100 ヒドリガモ 2007/6/6 １羽 高月浄水場池 ♂１羽が残っていた 粕谷和夫  拝島6F 

102 オナガガモ 2007/2/24 ２羽 南淺川・南淺川橋下流 17:50、♂1羽・♀1羽 、既にあたりは薄暗くなり始めていま
した。ペアでじっとしていました。 

竹内開  八王子2G 

161 キジ 2007/3/1 ２羽 淺川・１番橋より３００ｍ下
流 

♀２羽、１番橋より３００ｍ下流の土手下、胡桃の木の下で
地面を突付いていた 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2K 

179 バン 2007/4/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河
原 

釣堀池の岸辺に張り出すヤナギの低い枝に止まり、ヤナ
ギの新葉を食べる。バンが木の枝に登り、ヤナギの新芽を
食べるという行動は珍しいのではないでしょうか。 

粕谷和夫  拝島6E 

263 セグロカモメ 2007/2/19 １羽 浅川 浅川大橋下流右岸
のグランド 

グランドの上をゆうゆうと飛ぶ。 小澤礼子  八王子7K 

337 ヒメアマツバ

メ 

2007/3/12 ５羽 JR八王子駅 午前８時前後、イワツバメの古巣に所から次々に南の方

向に飛び出す 

粕谷和夫  八王子7J 
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338 アマツバメ 2007/1/26 １羽 長沼公園：長泉寺尾根の
上空 

ヒメアマツバメと距離を取り飛翔。 馬場百合亜  

343 アオゲラ 2007/3/10 ２羽 谷地川下流  大川征治  立川0C 

344 カワセミ 2007/1/2 ２羽 高月浄水場 カワセミ２羽が一緒にいて反目しあっていた。 粕谷和夫  拝島6E 

344 カワセミ 2007/1/26 １羽 東京薬科大学：池とその

周辺 

単独。 馬場百合亜  

344 カワセミ 2007/4/21 １羽 南浅川・水無瀬橋～横山
橋 

4月 21日まで随時、一時見えなくなって 6月 8日出現 山下弘文  八王子4J 

349 アオゲラ 2007/1/15 １羽 小宮公園  大川征治・香 拝島８Ａ 

349 アオゲラ 2007/1/23 １羽 高幡台団地緑地 ♀1 羽、今朝の裏山は、落ち葉が夕べの雨に濡れてとても

歩きにくかったのですが、入ってまもなく「キチキチ」という
かわいい声が聞こえてきたのでモズかな？と思って探した
らアオゲラでした。これでアオゲラの鳴き声は 3 種類聞い
たことになります。他にはルリビタキの♀やアオジ、カラ類

の混群、ガビチョウなどたくさんの鳥に出会いました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

349 アオゲラ 2007/2/5 １羽 高幡台団地緑地 ♂1 羽、高幡台団地緑地から帰り道私の前を１羽のツグミ
が歩いていましたが、途中ツグミが地面を突付くと１羽の

鳥が木の陰にみえました。何の鳥かなと思っていると鳥は
私の前を飛んで近くの松の木に止まりました。アオゲラの
♂でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

349 アオゲラ 2007/3/1 １羽 高幡台団地緑地 ♂1羽、クヌギの木を物凄いスピードで上っていた。  佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

349 アオゲラ 2007/3/2 １羽 高幡台団地緑地 ♂1 羽、小春日和の昨日はたくさんの鳥たちに出会えて喜

んでいます。そして今日も裏山に入ると直ぐカケスとアオゲ
ラに出会えて嬉しさも倍以上に膨らんでいます。この両方
の鳥は松の木に止まっていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

349 アオゲラ 2007/3/17 １羽 小宮公園 ♀ 大川征治  拝島7A 

349 アオゲラ 2007/3/24 １羽 片倉城跡公園 ドラミング 粕谷和夫  八王子7G 

349 アオゲラ 2007/4/4 ２羽 高幡台団地緑地 ♂・♀各１羽、初め地面を突付いていたが、私を見ると直ぐ
傍のクヌギの２本の樹にそれぞれ上っていった。しかし途
中で３羽のヒヨドリに邪魔されて見失ってしまった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

349 アオゲラ 2007/4/11 １羽 日野市神明 2 丁目神明上
第 10緑地 

8:30～8:45、声、15分ほどアオゲラのピョ～ゥピョ～ゥという
鳴き声が聞こえました。花粉のピークも恐らく去り、家の前
のバイパス工事も終わり、ようやく窓を開けられる状態に

なりましたので、また細々と送らせていただきます。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

349 アオゲラ 2007/4/18 １羽 高幡台団地緑地 ♂1 羽、頭上で鳴き声がしたので見上げたが、緑が深くて
判らず５ｍぐらい離れて見るとアオゲラは直ぐ傍まで飛ん

できただが、カメラを向けると真下の茂みの中に入ってしま
った。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

349 アオゲラ 2007/5/4 １羽 日野市平山 6 丁目京王緑

地 

７：４５頃、１羽（♂1羽）、枯れ木の天辺に止まり辺りを見回

しながら時々鳴いていた。その後、北東の林に消えた。 

岡本昭男  武蔵府中

0G 

349 アオゲラ 2007/5/10 ２羽 小宮公園 ２羽で巣穴近く 大川征治  拝島7A 

349 アオゲラ 2007/5/22 １羽 高幡台団地庭 ♂１羽、今朝は少し疲れていたので裏山に入らず、窓から
外の木々に来る小鳥たちを眺めていると、目の前の山桜
の枝を上って行くアオゲラを見つけました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

357 コゲラ 2007/2/3 １羽 長池公園 コゲラがオギをつついて、中の虫を食べているところを観
察しました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

357 コゲラ 2007/2/18 １羽 多摩川右岸海から 43km
地点の約 200m 下流側河
原（オギ原） 

オギの茎に垂直に止まり採餌行動をしていた。茎をこつこ
つとつつく音がはっきりと確認できた。 

粕谷和夫  立川0C 

363 ヒバリ 2007/5/31 １羽 小宮公園隣ヒヨドリ山 野球グランド。コチドリに接近してにらみ合う 大川征治  拝島８Ａ 

366 ツバメ 2007/6/4 １０羽
+ 

丸山自宅庭 八王子市西
寺方町 

10 数羽のツバメが鋭い声を発しながらツミ（下面が白く、キ
ジバトくらいの大きさからツミとした）を追っていた。 

丸山二三夫 拝島1B 

368 コシアカツバ
メ 

2007/5/3 １羽 高幡台団地 今年もこの団地にコシアカツバメがやって来ました。止まっ
ていた電線の前の家は昨年ヒナが誕生して巣立った所だ
ったので入って見ると巣が半分なくなっていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

369 イワツバメ 2007/1/15 １羽 浅川（八王子市） 大和田

橋上流側 

12:00 頃、大和田橋上流側（上空）、ヒメアマツバメ３羽と共

に、同一空間を飛びまわる。 

古山隆  八王子7K 

369 イワツバメ 2007/3/6 ７羽 淺川・大和田橋上流側 7:55-8:00、大和田橋上流側でイワツバメ７羽が元気に飛
び回る姿を確認しました。今年に入って古山さん・佐藤さん

からも情報がありましたが、たぶん越冬していたイワツバメ
と思います。（下流側は見る時間がありませんでした。） 
また、ワンド、川面にたくさん見られたコガモの姿がすっか
り少なくなりました。 

清水盛通  八王子7K 
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379 ビンズイ 2007/4/29 １羽 高幡台団地緑地 私がいつも通る道で木の枝に止って尾をピコピコ振ってい
た鳥を見つけました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

379 ビンズイ 2007/4/30 １羽 高幡台団地緑地 刈り取られた雑草が少し伸びた斜面で地面を突付いてい

ました。冬鳥だと思っていたこの鳥は図鑑をみると夏鳥だ
ったんですね。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

382 タヒバリ 2007/2/12 １羽 北淺川・陵北大橋下流 セグロセキレイに混じって尾を振りながら歩き回っていまし

た。 

竹内開  拝島2B 

386 ヒヨドリ 2007/2/9 １羽 高尾山 6号路六地蔵付近 ロウバイの花をついばむ 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子1E 

386 ヒヨドリ 2007/2/10 １羽 小宮公園 カエデの幹に盛んに出入りして樹液をすっていた。 宮越俊一  拝島7A 

386 ヒヨドリ 2007/3/3 ２羽 淺川左岸・大和田橋下流

側河原 

ヤナギの新芽を食べる 大和田小サタデー

スクール 

八王子8J 

386 ヒヨドリ 2007/4/4 １羽 多摩川右岸昭和堰上流河
原 

ヤナギの新芽を食べる 粕谷和夫  拝島6E 

388 モズ 2007/3/1 １羽 淺川・高幡橋５０ｍ下流 ♂1 羽、雑草おりて昆虫を捕らえ 時々川との間の杭に止
まる 

佐藤サヨ子  武蔵府中
2K 

396 ミソサザイ 2007/1/14 １羽 北浅川・福祉園脇 右岸の草むらを移動 定期Ｃ  拝島1A 

396 ミソサザイ 2007/1/15 １羽 市内城山手 2 丁目もみじ
公園奥雑木林 

わずかに湧水がある窪地を鳴きながら移動 千葉槇子  八王子2H 

396 ミソサザイ 2007/1/26 １ 羽
＋ 

長沼公園：絹が丘団地の
斜面下。 

谷のせＳらぎで採餌。 馬場百合亜  

396 ミソサザイ 2007/1/26 １羽 平山城址公園：池とその
周辺 

地鳴きしつつ採餌。 馬場百合亜  

396 ミソサザイ 2007/1/31 １羽 市内城山手２丁目陵東公
園 

湧水が流れている３面張りの水路の落ち葉の間で採餌行
動 

千葉槇子  八王子2H 

396 ミソサザイ 2007/2/17 １羽 東京薬科大見本園 見本園観察路の木道の下にチャッチャッ鳴きながら出入

り。 

原田佳世  武蔵府中

1G 

396 ミソサザイ 2007/3/7 １羽 小宮公園 木道下を出入り 大川征治  拝島7A 

396 ミソサザイ 2007/3/9 ３羽 高尾山 6 号路第１・２ベン
チ付近 

囀りを全参加者が聞き、視認 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子0E 

396 ミソサザイ 2007/3/10 １ 羽

＋ 

日野市：平山城址公園 地鳴き。 馬場裕・百合亜・観

察会 

 

396 ミソサザイ 2007/4/13 ２羽 小下沢林道 11:20～11:30、比較的沢に近いスギ林の中の倒木にとま
り、さえずり 

小谷野万
紀子 

 与瀬9G 

396 ミソサザイ 2007/5/27 １羽 小宮公園中心部 コナラ林床を移動 宮越俊一  拝島7A 

406 ルリビタキ 2007/1/4 ３羽 長池公園 雄 1羽雌タイプ 2羽、餌付けされていませんでした。 竹内開  武蔵府中
1G 

406 ルリビタキ 2007/1/7 １羽 長池公園 雄 1羽、餌付けされていました。残念。 竹内開  武蔵府中
1G 

406 ルリビタキ 2007/1/8 １羽 小宮公園  大川征治  拝島7A 

406 ルリビタキ 2007/1/13 ２羽 高幡台団地緑地 ♂若 2 羽、今日はいつもより 1 時間遅く裏山に入ったの
で、何時も出会う♀らしいのには出会えなかったが尾羽が

半分、上部だけが瑠璃色になっている。♂の若らしいルリ
ビタキがいた。そして出口近くに行くとこの間出遭った尾羽
はすっかりブルーになっている♂の若と思われるもう 1 羽
がいた。どちらもカメラを向けると直ぐ笹薮にかくれた 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

406 ルリビタキ 2007/1/13 ３羽 川町谷戸 雑木林で農家の方が落ち葉掃きの作業中のところにルリ
ビタキ３羽がそれぞれ３方向からやって来て、土が裸出し
たところで採餌 

粕谷和夫  八王子2K 

406 ルリビタキ 2007/1/31 １羽 高幡台団地緑地 ♂1 羽、久しぶりに姿を現してくれたのは、紺色に近いきれ
いな瑠璃色の♂でした。２度ほど道の上の木に止まって顔
をみせてくれたのですが、恥ずかしいのでしょうか、直ぐヒ

サカキの枝に隠れてしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

406 ルリビタキ 2007/2/18 １羽 とぶき育成園裏 青いきれいなルリビタキが１羽いました。17 日は多摩森林
科学園、20 日は小宮公園と最近よく青いルリビタキを見ま

す。 

若狭誠  拝島3E 

406 ルリビタキ 2007/2/25 ２羽 高幡台団地緑地 １．ルリビタキ♂・♀各１羽 
 ２００７．２．２５  高幡台団地緑地 武蔵府中３Ｈ 

 ♀は良く見かけるのですが、♂はきれいなブルーにな 
っているのに見つけても直ぐ隠れてしまうのでなかな 
 か撮影出来ませんでしたが、今日はばっちりでしたよ。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

406 ルリビタキ 2007/3/1 ２羽 高幡台団地緑地 ♂・♀各１羽、昨年やって来たばかりの頃は♂・♀の場所
がかなり離れていたが、最近は両方の距離がずいぶん縮
まってきたようです。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

406 ルリビタキ 2007/3/17 １羽 小宮公園 青の濃い♂ 大川征治  拝島7A 
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408 ジョウビタキ 2007/3/16 １羽 多摩病院グラウンド～付
近の住宅近辺 

雄１羽、昨年は近所の畑をつぶしてしまったためか来なか
ったのですが今年は来てくれていたようです。 

今野美代子 拝島6B 

420 クロツグミ 2007/5/8 １羽 高幡台団地緑地 ２羽のアカハラと一緒に地面を突付いていたが、私を見る

と直ぐ茂みの中の木に飛んでは下に下りたりを繰り返して
いました。時々ガビチョウが出て来て一緒にいた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

424 シロハラ 2007/1/4 １羽 長池公園 採餌に夢中になり、写真に全身が入らない程近づいてきま
した。 

竹内開  武蔵府中

1G 

424 シロハラ 2007/1/31 １羽 市内城山手２丁目陵東公
園隣接御陵内 

落ち葉を返して採餌行動 千葉槇子  八王子2H 

424 シロハラ 2007/2/7 １羽 松が谷団地 用事があって久しぶりに松が谷団地に行きましたら、私の

横をチョコチョコ歩いている鳥がいました。よくみるとシロハ
ラでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3F 

424 シロハラ 2007/2/9 １羽 高尾山 6号路大山橋先 落ち葉を返して採餌 琵琶滝コース定期

カウント 

八王子0E 

424 シロハラ 2007/2/15 １羽 東豊田 堀之内緑道の先の道路を歩いていた。私が通ると道の垣
根に隠れた。尚、昨日は風が強く、淺川を通るとイソシギ

が大きな石と石の間にいて動かず、じっとしていたのは風
除けと思われました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
1K 

424 シロハラ 2007/2/25 １羽 高幡台団地緑地 今日のシロハラは私の前をチョコチョコ歩いてあまり警戒

心がないように見受けましたが、カメラを向けた途端、飛ん
でしまった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

424 シロハラ 2007/4/10 １羽 高幡台団地緑地 久しぶりに出会いました。地面を突付いたり、木の枝に止
まったりしていました。帰りに出口近くでまた会いましたが
同じ個体と思いましたので 1羽としました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

424 シロハラ 2007/4/15 ２羽 高幡台団地緑地 いつもは 1 羽だけでいるシロハラが２羽いて、今朝は１羽
のツグミと一緒に地面を突付いていました。まだアカハラ
来ていませんからこれが終認ではないと思います。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

424 シロハラ 2007/4/20 ２羽 高幡台団地緑地 シロハラが地面を突付いていました。幸先がいいと思いな
がら二段目の道におりるとアカハラが２羽地面を突付いて

いたが、ガビチョウが出て来て邪魔されてしまいました。そ
れでも双眼鏡で探すとなんとシロハラが 1 羽一緒にいまし
た。彼らは私をみると飛んで緑の中に消えてしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

424 シロハラ 2007/4/21 １羽 日野市神明 2 丁目神明上
第 10緑地 

6:30頃、アカハラとシロハラ 各 1羽、鋭いツィーーツィーー
という警戒音？を発しながらアカハラは木々の間を通り抜
けていったので、双眼鏡で追いかけると、なぜかアカハラ
の止まった枝の傍にシロハラも止まっていました。私が見

ていることが落ち着かないのか、すぐさまアカハラが飛び
立ち、すると、シロハラも追いかけるように飛んでいきまし
た。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

427 ツグミ 2007/2/2 ２羽 高月水田 田んぼでツグミがあちこち元気よく動き回っているのが目
立つ。ツグミ２羽が争いをしているところもあった。縄張りの
境目の争いのような様相で縺れ合ったり、反目したり。しか
し、ツグミも縄張りを持っているらしい。やがて双方が東と

西に分かれていった。 

粕谷和夫  拝島6E 

431 ヤブサメ 2007/4/16 １羽 長沼公園 さえずり。 馬場百合亜  

432 ウグイス 2007/2/12 １羽 北淺川・陵北大橋下流右
岸 

ウグイス(？)、藪の中から「チャ、チャ」という地鳴きに混じ
って「○×△・・・ケキョ、□※■・・・ケキョ」と聞こえてきまし
たがもしかしてガビチョウ？？？ 

竹内開  拝島2B 

432 ウグイス 2007/2/25 ３羽 高幡台団地緑地 今日のウグイスは囀ってくれませんでしたが、目の前で
悠々と飛び交っていました。ウグイスは 1 羽は初めに木の
枝に止まったり飛んだりしたのを見たのですが、帰り道に２
羽のウグイスがじゃれあうように飛んできて枝から枝へと

渡って行きました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

432 ウグイス 2007/3/3 １羽 山下弘文自宅（長房町５４
番） 

昨年の変調子の個体再来 山下弘文  八王子4J 

450 センダイムシ
クイ 

2007/4/23 １羽 長沼公園 さえずり。 馬場百合亜  

453 セッカ 2007/5/17 １羽 小宮公園隣ヒヨドリ山 都有地の草原を鳴きながら飛ぶ。ここでは珍しい 大川征治  拝島８Ａ 

456 キビタキ 2007/4/23 １羽 長沼公園 さえずり。 馬場百合亜  

456 キビタキ 2007/4/23 １羽 長沼公園 さえずり。 馬場百合亜  

459 オオルリ 2007/4/25 １羽 寺沢川：帝京高校西側の

緑地 

さえずり。東薬大の緑地に飛び去る。 馬場百合亜  

467 コガラ 2007/1/26 ２ 羽
＋ 

長沼公園：ヒヨドリ沢の樹
冠 

他のカラ類と混群せずに行動。 馬場百合亜  
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467 コガラ 2007/1/31 １羽 市内城山手２丁目隣接雑
木林 

ヤシャブシの実をついばむ 千葉槇子  八王子2J 

467 コガラ 2007/3/10 ３ 羽

＋ 

日野市：平山城址公園 カラ類に混じって飛来。盛んにヤマガラ似の地無き。 馬場裕・百合亜・観

察会 

 

468 ヒガラ 2007/1/31 １羽 市内城山手２丁目隣接雑
木林 

１６時過ぎ、地上近くの草の間で採餌行動 千葉槇子  八王子2J 

468 ヒガラ 2007/2/9 １羽 高尾山 6号路大山橋先 沢で水浴び 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子0E 

468 ヒガラ 2007/3/9 １羽 高尾山３号路かしき谷園
地付近 

早口の囀り 琵琶滝コース定期
カウント 

八王子9E 

472 ゴジュウカラ 2007/2/9 ２羽 高尾山 6 号路、５号路、3

号路の分岐付近 

下向きになって幹を移動。短い尾、グレーの背、脇のオレ

ンジを参加者全員視認。久しぶり。2 号路と琵琶滝道の分
岐のモミでも１羽視認。 

琵琶滝コース定期

カウント 

与瀬9E 

474 メジロ 2007/21/1

0 

１羽 小宮公園 コナラの幹にじっとして樹液をすっていた。 宮越俊一  拝島7A 

491 アオジ 2007/1/28 ８羽 高幡台団地緑地 早い時間に山に入るとたいていこの鳥はみることガできま
すが、こんなにまとまって見たのは久しぶり。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

491 アオジ 2007/3/31 ２羽 高幡台団地緑地 ♂・♀各１羽、明星大学との境で地面を突付いていた。 佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

491 アオジ 2007/4/15 １０羽
+ 

多摩川右岸昭和堰上流河
原 

ヤナギの木ですが新芽をついばんでいました、山菜と同じ
で新芽はおいしいのでしょう。   

峯尾良雄、
峯尾真澄 

 拝島6E 

491 アオジ 2007/4/29 １羽 高幡台団地緑地 もう山へ帰ったとばかり思っていたのに、まだいたんです
ね。この辺はまだまだ寒い。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

494 オオジュリン 2007/3/1 ２羽 淺川・1番橋より５０ｍ下流 1 番橋より５０ｍ下流の葦原、ホオジロがたくさんいたので

そう思ったのですが羽色や大きさなどが違うので図鑑を見
るとオオジュリンでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

2K 

494 オオジュリン 2007/3/12 ６羽 浅川・一番橋右岸下流 一番橋右岸下流 200～300m でオオジュリンが場所を移動

しながらアシの茎から茎へと動いていた。全部で６羽いた。 

若狭誠、出口富子 武蔵府中

1k 

502 カワラヒワ 2007/4/18 ２羽 中村后子自宅・下恩方 自宅、裏庭のフェンスの上、午後、３時５０分ごろ雨の中２
羽、仲良くならんでいました。自宅で観察したのは初認で

す。 

中村后子  拝島1A 

516 イカル 2007/3/13 ４羽 山下弘文自宅（長房町５４
番） 

3月 13日～5月 3日の間、自宅餌台他に最大４羽飛来 山下弘文  八王子4J 

516 イカル 2007/4/9 ３羽 高幡台団地緑地 新緑に包まれ始めた裏山で、クヌギの木のテッペン近くに
ヤマガラやシジュウカラと一緒に新芽か葉っぱを突付いて
いました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

517 シメ 2007/1/31 ８羽 市立由木西小学校前 １５時、８羽が１本の木に止まっていた。 峯尾良雄  八王子9E 

517 シメ 2007/3/18 １羽 高幡台団地 今期は姿を見ないと思っていましたら、昨日の朝洗濯物を

干そうとベランダに出るとツグミの前の方にチョコチョコ歩
いているシメを見つけました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

517 シメ 2007/3/21 ３羽 山下弘文自宅（長房町５４

番） 

3月 21日（翌日餌台中止）まで、自宅餌台に最大３羽飛来 山下弘文  八王子4J 

517 シメ 2007/4/15 ４羽 多摩川右岸昭和堰上流河

原 

ヤナギの木ですが新芽をついばんでいました、山菜と同じ

で新芽はおいしいのでしょう。   

峯尾良雄、

峯尾真澄 

 拝島6E 

517 シメ 2007/5/9 １羽 高幡台団地緑地 木の小枝を折るような音がしたので緑の茂った上を探して
みると、シメがいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

520 スズメ 2007/4/7 １羽 西淺川公園 ソメイヨシノの花が花ごと落ちてきたので上を見たらスズメ
１羽が花を千切っていた。 

粕谷和夫  八王子1G 

529 カケス 2007/1/28 ２羽 高幡台団地緑地 ここのところ姿を見ないと思っていたら、久しぶりに姿を現
してくれました。しかし、私を見るや否や飛んで行ってしま
いました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

529 カケス 2007/2/26 １羽 高幡台団地緑地 裏山に入って 30 分ほどすると上空に１羽の鳥が飛んでき
て木のテッペンに止まった。確認するとカケスだった。何か
木の新芽を食べているように見えた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

529 カケス 2007/3/2 ２羽 高幡台団地緑地 小春日和の昨日はたくさんの鳥たちに出会えて喜んでい
ます。そして今日も裏山に入ると直ぐカケスとアオゲラに出
会えて嬉しさも倍以上に膨らんでいます。この両方の鳥は
松の木に止まっていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

529 カケス 2007/3/6 １羽 高幡台団地緑地 カケスは松の木の下の方に止まって何かを考えているよう
に見えた。 私に気がつくとあわてたように飛んで行ってし
まった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

529 カケス 2007/4/14 １羽 日野市・黒川清流公園 雨があがった朝、コジュケイはずっと下を向いたまま、えさ
探しに夢中の様子。その近くでカケスが一羽、飛び立ち、ヒ
レンジャクのいたケヤキの下の梅の木に止まり、しばらくじ

っとしていました。 

福島孝子  武蔵府中
1K 
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531 オナガ 2007/3/10 ５ 羽
＋ 

日野市：平山 群れで樹冠に飛来。 馬場裕・百合亜・観
察会 

 

531 オナガ 2007/3/22 ２０羽

± 

大和田町 5丁目（個人宅） 20 羽ほどのオナガの群が、シュロの木に交互に群がりつ

ついていました。遠目で白っぽい固まりを飲み込んだのを
確認。以前他の場所でも同じ行動を観察しており、シュロ
の木には何か良い餌があるようです。 

今野美代子 八王子8K 

531 オナガ 2007/4/21 ２０羽
± 

日野市多摩平 4 丁目多摩
平第一公園 

7:30 頃、いつものようにうるさく鳴きながら長い尾を揺らし
移動。数羽は高いもみの木の枝に実のように止まっていま
した。 

福島孝子  武蔵府中
1K 

536 ハシボソガラ
ス 

2007/4/15 １羽 佐藤サヨ子自宅、日野市
程久保、高幡橋台団地 

私はベランダの隅に小鳥たち用の冬期は餌と水、4 月から
は水だけを置いときます。この水をハシボソガラスが飲ん
でいるのは知っていましたが、プラスチックの入れ物だと、
空になると巣に使うためなのか持ち去ってしまうので姉が

飴を入れて送ってくれた直径 20 センチのガラスの入れ物
に水を入れ、蓋に餌をおくようにしました。ところが、今日
は何処から拾ってきたのか、カチカチに硬くなった食パンを
１枚持ってきてこの水につけていました。そして５分ぐらい

経ったころ、再びやって来てふやけてやわらかくなったパン
を口に挟んで飛んで行きました。       

佐藤サヨ子  武蔵府中
3J 

901 コジュケイ 2007/4/14 １羽 日野市・黒川清流公園 6:30～6:45、雨があがった朝、コジュケイはずっと下を向い

たまま、えさ探しに夢中の様子。その近くでカケスが一羽、
飛び立ち、ヒレンジャクのいたケヤキの下の梅の木に止ま
り、しばらくじっとしていました。 

福島孝子  武蔵府中

1K 

         

７．事故        
456 キビタキ 2007/5/29 １羽 案内川・狭霧橋付近 am8:00 頃、国道 20 号狭霧橋近くの路上中央ライン上に落

ちていたキビタキを発見、直ちに停車、通行車両に合図し

てキビタキを保護（車に接触、脳震盪を起こした模様）、体
温もあり、両手で取り上げたら動き出したので紙袋に入れ
て保護。大平林道ふれあい館前で取り出したら意識も戻
り、ジャーと鳴き出し開眼した。手の掌に乗せて暫くしたら

羽ばたき、飛び上がり東側の林内に消えた（立会い者：福
本順吉、落鳥直後の発見、即保護した。遅れたら車に轢か
れたことでしょう）。 

川上恚  八王子0D 

         

８．通過        
409 ノビタキ 2007/4/12 ２羽 淺川・一番橋下流のよもぎ

原 
2羽（♂1羽、♀1羽）、枯れ草に止まり時々、舞い上がって
は虫を捕っていた。また、水飲みや水浴びをしていた。 

岡本昭男、
岡本昭子 

 武蔵府中
1K 

409 ノビタキ 2007/4/14 ３羽 北淺川・陵北大橋下流左
岸 

♂2 羽 ♀1 羽、胸元の橙色がとても綺麗でした。見通しの
良い葦や菜の花にとまって虫をフライングキャッチしてはも
との枝に戻る動作を繰り返していました。♂同士は互いを

牽制しあっていました。 

竹内開  拝島2B 

409 ノビタキ 2007/4/14 １羽 多摩川谷地川合流部 ノビタキ、  真っ黒な夏羽根の個体１羽 神谷古牧  立川1C 

450 センダイムシ
クイ 

2007/4/27 ２羽 日野市平山 6丁目 １６:４０頃、鳴きながら新緑の木々を城跡方面へ移動。樹
上の 1羽をゆっくり観察できました。 

岡本昭男、
岡本昭子 

 武蔵府中
0G 

456 キビタキ 2007/5/4 １羽 日野市平山 6 丁目京王緑

地 

６：３０頃から１１：００過ぎまで、１羽（♂1 羽）、枯れ木に止

まり囀っていた。その後あたりを飛びまわって木々のなか
に消えた。 

岡本昭男  武蔵府中

0G 

456 キビタキ 2007/5/9 １羽 高幡台団地緑地 ♂1 羽、綺麗な鳴き声が聞こえてきたので探してみると木

の上のほうの梢に止まって囀っていたのは綺麗な色のキ
ビタキでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

459 オオルリ 2007/4/15 ２羽 日野市・日本野鳥の会ウィ

ングの上の「みはらし公
園」 

日本野鳥の会ウィングの上の「みはらし公園」で、オオルリ

のおす２羽を見かけました。渡りの途中かと思いますが、
毎年４、９月には、まれに見られます。 

中村啓一  武蔵府中

2J 

460 サメビタキ 2007/4/12 １羽 日野市東光寺グランド付

近 

当地初認 神谷古牧  立川0C 

523 コムクドリ 2007/4/27 １羽 淺川・一番橋ワンド桜並木 淺川一番橋ワンド桜並木にコムクドリ♀一羽、眼の前の頭
上(?)に。丸坊主、ほおが淡い赤褐色などなど。雨上がり 

晴れやかに夏 コムクドリ、鶏鳴 

渡辺敬明  武蔵府中
2K 
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2007年 オオルリ他夏鳥調査結果 
取りまとめ：粕谷和夫 

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

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

センダイムシクイ等の夏鳥の数もカウントした。 

 

１．調査場所 

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

同様101kmであった。 

２．調査時期 

 ４月下旬～６月下旬にそれぞれの区域で2～3回行った。 

３．調査参加会員数 

  第１表の通り、延べ55名の会員が調査を行った。 

４．結果 

   結果は第２表の通りであり、19 区域（沢筋、谷筋）の内、17 区域で合計 94羽のオオルリ♂を確

認した。この調査は 16 年間継続しているが、本年は過去最高であった。沢別では、⑤小津、⑩力石

周辺、⑱表高尾で多く観察された。オオルリのカウントと同時に実施した夏鳥他全野鳥の調査結果

は第３表の通りであり、本年は 64 種が出現した。主な夏鳥等の出現数の経年変化はグラフで示した。

キビタキは 102 羽で始めて 100 羽を超えた。ウグイスも 273 羽で過去最高を記録したが、ヤブサメ

は漸減傾向が続いている｡托卵鳥のホトトギス、ツツドリも漸減傾向となっている｡本年はサンコウ

チョウが 23 羽と過去最高を記録されたことが特筆される｡ 

マミジロは 4 月 30 日に川戸氏が天合峰（滝の沢）でキョロン・チーと数回声を聞いたものである。

その他、調査担当者から報告のあった主な特記事項は以下のとおり。 

サシバがハチクマとモビングするところを確認、両種とも繁殖の可能性があります。ミゾゴイに

ついては地元の方が姿確認､担当者は声のみですが、時期的には繁殖の可能性もあります（調査がじ

ゅうぶん行えませんでした）。 ヨタカとフクロウはミゾゴイの確認に出かけた時(夕刻)に声を確認

(以上清水盛通)。 

ヤマドリと思われるほろ打ちをはじめて聞きました（5/26 丸山二三夫）。 

御主殿跡でアオバトが声に続き３羽飛来してモミの木に止まる。6/20 サンコウチョウの巣をカメ

ラマンが狙っていた。カメラマンが大挙してくることによる巣の放棄が心配である。(以上若狭誠) 
 
（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２００７年） 

調査延長 調査責任者 延べ参加数
①上川（今熊山北沢、同南沢、金剛の滝） 5 河村洋子 3
②加住南丘陵（谷地川源流部） 6 中村啓二 2
③川口丘陵（天合峰、釜の沢、滝の沢） 3.5 川戸恵一 1
④美山（山入川奥、美山小学校奥、お屋敷川） 5 笹川佳子 2
⑤小津（小津バス停奥、小津川源流部） 6 清水盛通 1
⑥醍醐川上流（醍醐川上流部、ににく沢） 4.5 馬場裕 4
⑦醍醐川下流（醍醐川下流部、盆堀林道） 6.5 佐藤哲郎 1
⑧和田峠下（くぬぎ沢、和田峠谷） 3 古山隆 1
⑨明王峠下（明王渓谷、クラ骨沢、ビロウ沢） 5.5 門口一雄 2
⑩力石周辺（力石沢、南土代沢、駒木野沢他） 5 山崎悠一 2
⑪松竹周辺（板当・滝の沢林道、八王子城跡北） 9 丸山二三夫 9
⑫元八王子（御主殿の滝奥、八王子城跡奥） 4 若狭誠 9
⑬裏高尾（小下沢林道関場峠迄） 5 阿江範彦 1
⑭小仏城山下（日影沢城山頂上迄、行の沢） 4.5 白川司 2
⑮高尾山１（６号路、３号路、琵琶滝下山ｺｰｽ） 5 千葉槇子 9
⑯高尾山２（小仏川下流、蛇滝ｺｰｽ､4･5･1号路） 7 粕谷和夫 1
⑰大垂水峠下（案内川上流から一丁平方面） 3 川上恚 2
⑱表高尾（中沢川、入沢川、榎窪川） 10 柚木鎭夫 2
⑲初沢川（初沢川） 3 粕谷和夫 1
計 101 55
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(第２表) 沢別・年次別のオオルリ♂の出現数（八王子山間部、丘陵地） 注）｛ ｝内はその上の欄に含まれる 

 

夏鳥３種♂の出現羽数
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場所 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

①上川 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2

②加住南丘陵 未調査 未調査 未調査 未調査 0 2 2 1 3 1 0 0 1 1 1 2

③川口丘陵 未調査 未調査 未調査 未調査 1 3 0 0 0 0 1 0 2 1

④美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

⑤小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 8 11 12

⑥醍醐上流 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 4 6 6

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

⑧和田峠下 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4

⑨明王峠下 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 6 6 5

⑩力石周辺 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 12 13 9

⑪松竹周辺 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 7 7 7

⑫元八王子 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 5 3 5

⑬裏高尾 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 4 4 3

⑭小仏城山下 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 5 4 7

⑮高尾山１ 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 4 6 7

⑯高尾山２ ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 7 6 5

⑰大垂水峠下 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5 6

⑱表高尾 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 6 7 9

⑲初沢川 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81 90 94

ウグイス類の出現記録
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第３表 オオルリ出現期における夏鳥他全野鳥の出現状況（●印は出現、数字は羽数 2007年 4月～6月） 



 60 

2007年 カルガモ繁殖状況調査結果 

取りまとめ：粕谷和夫 

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

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

分担して５月から７月の間に２～３回の現地観察によって行った。 

結果は第１表及び第２表の通りで、浅川水系では親子連れのファミリー数は減少傾向にあるが、2007年

は湯殿川の増加により 27組とやや回復した。調査担当者からの主なコメントは以下のとおりです。 

（山浦）：いつもは、(株)むつみの湧水の付近で見られるのですが、今年は鶴巻橋付近と、南浅川との

合流点の２ヶ所でした。例年カルガモの子どもを探すのは大変です。 

（小沢）：梅雨時にもかかわらず、今年も川の水量が少なく、特に上流にいくに従って水量もカルガ

モの数も少なかった。 

（川上）：敷島橋上流には、中洲等が無くカルガモの繁殖環境が不適のようです。 

（大川）：久しぶりに親子連れ２組です。かなり成長した子供でしたが羽数多く無事に育っているよ

うでした。今年は２回目調査を７月に行ったのが雛を見つけるにはよかったようです。 

 

（第１表）平成２００７年カルガモ繁殖期カウント結果（単位：組、羽） 

備考
組数 親数 子数

①大沢橋～陵北大橋 丸山二三夫 0 0 0 16 16

②陵北大橋～松枝橋 河村洋子 1 1 7 19 27

計 1 1 7 35 43

③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 2 2 14 18 34

④鶴巻橋～大和田橋 若狭　誠 2 2 18 24 44

⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 1 1 7 11 19

⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 3 3 23 31 57

⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 0 0 0 11 11

計 8 8 62 95 165

⑧川口橋～明治橋 杉森ユリ 2 2 11 54 67

⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 3 3 30 36 69

計 5 5 41 90 136

⑩案内橋～敷島橋 川上恚 0 0 0 8 8

⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 2 2 10 26 38

計 2 2 10 34 46

⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 1 1 8 21 30

⑬山田川（山田橋～浅川合流） 平井国二 1 2 3 22 27

⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 6 6 23 42 71

⑮時田橋～浅川合流 加藤岸男 3 3 12 21 36

計 9 9 35 63 107

27 28 166 360 554

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 青木繁昌 1 1 9 18 28

⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 浅野恵美子 0 0 0 7 7

⑱谷地川（新左入橋～田島橋） 大川征治 2 2 13 20 35

⑱谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍嶋玲子 1 1 1 12 14

⑲大栗川（鑓水～横倉橋） 廣川潔 1 1 5 31 37

32 33 194 448 675

南浅川

総　　　　　計

浅川水系（浅川本支流）の計

カルガモ
数総計

湯殿川

担当者
（代表者）

親子連れ 単独
成鳥数

北浅川

浅川本流

川口川
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（第２表）浅川水系におけるカルガモの繁殖状況年変化 
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 '88  '89  '90  '91  '92  '93  '94  '95  '96  '97  '98  '99  '00  '01  '02  '03  '04  '05  '06  '07

 

親子連れ

組数 親数 子数 平均子数
1988 52 52 276 5.3 402 730
1989 45 49 228 5.1 379 656
1990 84 88 451 5.4 594 1133
1991 57 61 318 5.6 537 916
1992 54 58 272 5,0 452 782
1993 48 49 254 5.3 633 936
1994 48 49 275 5.7 623 947
1995 28 28 146 5.2 522 696
1996 36 38 194 5.4 613 854
1997 41 49 202 4.9 520 771
1998 33 36 171 5.2 434 641
1999 30 31 140 4.7 404 575
2000 23 25 113 4.9 415 553
2001 35 38 199 5.7 413 650
2002 24 25 122 5.1 339 484
2003 23 26 116 5.0 393 535
2004 25 29 159 6.4 429 617
2005 26 30 151 5.8 342 523
2006 19 22 109 5.7 349 480

2007 27 28 166 6.1 360 554

単独成鳥 総計年

年次
北浅
川

浅川本
流

川口
川

南浅
川

城山
川

山田
川

湯殿
川

浅川水系
計

程久
保川

谷地
川

大栗
川

合計

1988 2 30 13 2 0 1 4 52
1989 0 18 7 6 9 1 4 45
1990 2 36 15 11 9 1 10 84
1991 2 22 10 5 5 1 12 57
1992 3 24 5 4 6 1 11 54
1993 4 19 5 5 7 1 7 48
1994 5 18 9 6 4 1 5 48
1995 4 10 1 4 3 0 6 28
1996 5 9 5 8 3 0 6 36
1997 2 13 3 6 10 0 7 41
1998 0 14 2 3 8 1 5 33 7 6 5 51
1999 2 4 9 3 7 2 3 30 5 8 2 45
2000 2 9 4 3 4 1 0 23 4 3 3 33
2001 5 9 11 3 4 1 2 35 2 5 4 46
2002 4 3 3 4 4 0 6 24 1 3 6 34
2003 2 5 6 2 3 0 5 23 1 3 3 30
2004 2 6 5 2 2 4 4 25 2 6 2 35
2005 2 5 10 4 0 0 5 26 1 2 3 32
2006 1 5 5 2 1 0 5 19 0 1 1 21
2007 1 8 5 2 1 1 9 27 1 3 1 32

浅川本支流カルガモ親子組数経年変化 

（第３表）水系別のカルガモの親子連れ組数年次変化 
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ヒメアマツバメの動向（2007年1月～6月） 

（引き続き受難が続く営巣地） 

 

八王子高校体育館のヒメアマツバメはネットを脹られ、既に締め出されてしまったが、今度は京王線

高尾駅西側ホーム高架下の巣の部分が鉄板で完全に覆われ、JR八王子駅の巣のある駐車場の上もネット

を張られました。ヒメアマツバメは引き続き受難が続いています（粕谷まとめ）。 

 

1．京王線高尾駅西側ホーム高架下・八王子2G（川上恚調査担当） 

２月２６日・夕、使用中と思われる巣１確認、2羽帰巣確認（16:50～17:30） 

前年１１月調査時、高架下の大がかりな工事を行っていたが、従来の巣の部分は鉄板で完全に覆

われてしまった｡その後、近くの場所に新しい巣1個が出来て、新巣を利用していた｡下には糞が落

ちていて当分利用されそうです。 

５月２３日・夕、使用中と思われる巣1個確認、2羽帰巣確認（16:05～16:30） 

16:24頃上空に2羽現れて旋回後16:25帰巣した｡2月に発見した新しい巣に入った模様。下に糞有り。 

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

今期は調査無し 

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

２月１９日・夕使用中と思われる巣2個確認、2～4羽帰巣確認（17:05～17:30） 

上空に現れると旋回することなく巣へ直入、再び出ては周辺を飛び回り入巣（暗くなり羽数確認

困難2～4巣？ 2つの巣は自力で作ったものと思われるも不完全なもので、特に西側もものはチャ

チなものです。 

５月２２日・夕使用中と思われる巣1～2個確認、4～6羽帰巣確認（18:00～86:50） 

巣の下には糞が多数落ちているが南側巣の下に集中しており、北側巣の下には殆ど落ちていない。

イワツバメは東側高架下に30～40程度巣があり70～80羽が飛び交っていた。 

４．東浅川小学校校舎（屋根裏）、 ５．浅川・中央高速道橋下、 調査せず 

６．JR八王子駅 八王子7J（平井国二調査） 

巣のある駐車場の上にネット張られた。隙間から出入りするも巣3個は人為的に半壊され、営巣は確

認できない。 

７．京王線長沼駅 八王子9G 

今期は調査無し 

８．南大沢駅・武蔵府中0D 

今期は調査無し 

９．八石陸橋下 

今期は調査無し 
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遅い梅雨明けのあとは連日猛暑、夏台風４号５号の猛威、地球温暖化の影響でしょうか。 

南方系のチョウであるツマグロヒョウモンが我が家でも繁殖、高尾山頂にも進出し良く見られるチョウ

になりました。チョウだけでなく、地球温暖化で野鳥も大きく変化してゆきそうです。 

 

会報３７号「数え上げた浅川流域の野鳥２を出版して」の会長の文に、「次の１０年は環境を意識し

ましょう」とあります。会報の編集にどう反映してゆくかは今後の課題ですが、環境に関係するご投稿

を是非お願いいたします。 

 

そのほか、今後の課題として以下のものを考えています。 

(1)「私の小さな調査研究」の連載 

  マイフィールドの野鳥観察、営巣記録などのご投稿をお願いいたします。 

(2) 最近カワセミ会に入会された会員にスポットを当てる特集 

(3) 探鳥マップ連載継続の検討（今回は休載） 

  1999 年発刊の「浅川流域探鳥図」の改定や、新しいマップをどう（誰が）作るかなど 

(4) 次号 40 号または 41 号で「会報発刊 20 周年」特集記事の検討 

(5) 調査記事が少ない夏号での柱となる活動記事を、事前に考え準備しておく。 

   

 多忙が続いた嶋崎さんの「北の国から」、３回休載しましたので今回は４ページ掲載です。 

 

岡本昭男さんの「ツバメの水浴びと水飲み」の写真。すごい写真が撮れるのですね。 

写真から生態が見えてくるなど、写真の可能性が広がります。 

 

 会報で残念なことは写真がモノクロになってしまうことです。会報の巻頭１～２ページをカラーペー

ジにしたい願望もありますが、これはお金のかかることです。 

このたび、33 号からの会報をインターネットで見られるようにしました。（２８ページ参照） 

ここでは、写真はカラーで見られます。 

 

会報投稿において写真原稿の送付は、次のやりかたがあります。 

(1) Word 原稿に、写真を貼りつけレイアウトしたWord データをメールに添付して送付する。 

(2) Word 文字原稿と写真原稿をメールに添付して送付する。 

(3) 紙の写真を郵送する。撮影したままの写真データを CDなどに書き込み郵送する。 

メールに添付する写真は、撮影したままの写真ではデータが大きいため、写真の縮小やトリミングが必

要かもしれません。簡単に縮小やトリミングできる無料ソフトがあります。詳しい人にお聞きください。 

また、会報用に写真を縮小やトリミングする際の一つの目安は、 

写真は印刷する大きさよりも少し大きめに仕上げ、写真のデータ量は、はがき大で１００K バイトく

らいかと思います。あくまでも目安ですので、ご判断ください。 

か わ せ み 

２００７年９月発行 第３９号 

                 発  行  八王子・日野カワセミ会 

                 発行人  粕谷 和夫 

         題 字  河村 洋子 

         表紙イラスト  倉本 修 （行者とキビタキ） 

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

                 編集人  若狭 誠 

                 連絡先  八王子市元横山町３－１５－３ 

                         wakasa@pa2.so-net.ne.jp 

 


