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駅のツバメの巣調査結果 

 

 都市鳥研究会は 2013 年に関東一都六県内にある 2496 ヶ所の鉄道駅を対象にツバメの巣の調査を行っ

た。カワセミ会では、八王子市・日野市にある全ての鉄道駅と道の駅を対象にこの調査に参加した。 

（まとめ：粕谷和夫） 

１．調査した駅と調査参加者と調査回数 

 

 

 

 

 

 

 調査した駅は鉄道駅 35、道の駅 1 で、調査回数の合計は 156 回、1 駅当りの平均は 4.5 回であった。

最も回数が多かったのは志村進氏によるめじろ台駅の 26 回であった。１回だけの駅は 6 駅、２回は 5

駅であった。 

 

 

２．調査した場所（範囲） 

調査した場所は駅舎で、改札を含む駅構内とその建物の外側と対象とした。改札を含む連続的な建物

を駅舎とみなし、明らかに駅の施設の一部と見なせる建造物は駅舎に含めた。たとえ駅前であっても、

駅舎ではない建物のツバメの巣は含め、駅舎と連続している高架下のツバメは、駅に近い場合は含めた。 

 

３．調査時期（期間） 

2013 年のツバメの繁殖シーズン盛期（4 月～8 月）。シーズンを通した繁殖巣の有無を確認のため、繁

殖前期（4 月～6 月上旬）に最低 2 回・後期（7 月～8 月）に最低 2 回の調査を行うとしたが、終了は 7

月 31 日とした。 

 

 

★八王子市 24駅
駅名 調査参加者 調査回数

1 JR高尾駅 川上恚 1
2 京王高尾駅 角田幸男 4
3 JR八王子駅 浜野建男、粕谷和夫 5
4 北野駅 渡辺正樹 1
5 京王堀之内駅 登坂久雄、粕谷和夫 2
6 小宮駅 神谷古牧、傍島玲子 6
7 長沼駅 門口一雄、丸山二三夫 8
8 西八王子駅 浜野建男 2
9 八王子みなみ野駅 粕谷和夫、渡辺正樹 2

10 めじろ台駅 志村進 26
11 中央大学・明星大学駅 佐藤サヨ子 4
12 北八王子駅 門口一雄、関根伸一 5
13 高尾山口駅 粕谷和夫、福本順吉 8
14 松が谷駅 佐藤サヨ子 4
15 JR片倉駅 門口一雄 7
16 京王片倉駅 安室厚子、粕谷和夫 3
17 京王八王子駅 若狭誠 2
18 山田駅 安室厚子、粕谷和夫 3
19 大塚・帝京大学駅 下重喜代 4
20 狭間駅 横山由美子 3

21 南大沢駅
矢崎恵美子、粕谷和夫

倉本　修
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22 清滝駅 粕谷和夫、加藤岸男 8
23 ケーブル高尾山上駅 粕谷和夫、加藤岸男 5
24 リフト高尾山上駅 粕谷和夫、加藤岸男 3

★日野市　11駅
駅名 調査参加者 調査回数

1 高幡不動駅 渡辺敬明 6
2 京王多摩動物公園駅 渡辺敬明 1
3 モノレール多摩動物公園駅 渡辺敬明 1
4 日野駅 福本健 2
5 豊田駅 福本健 2
6 南平駅 門口一雄、金子凱彦 6
7 百草園駅 渡辺敬明 1
8 程久保駅 渡辺敬明 1
9 万願寺駅 福本健 5

10 平山城址公園駅 武藤邦子、金子凱彦 7
11 甲州街道駅 福本健 2

★八王子市 　道の駅　1駅

駅名 調査参加者 調査回数

道の駅八王子滝山 若狭誠 2
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４．調査結果 

ツバメ、イワツバメ、ヒメアマツバメの利用が確認された。その他、高尾山口駅ではイワツバメの古

巣のスズメの営巣利用もあった。 

（１）ツバメの利用状況 

ツバメの巣の駅別調査結果

駅名

巣有り
で利
用

巣有り
だが
古巣
だけ

巣無し 古巣を含め
壊れていな
い巣の全数

今年利用し
ている（して
いた）巣の
数

今年利用し
ていない（し
なかった）
古巣の数

A+B A B
JR高尾駅 ● 2 2
京王高尾駅 ●
JR八王子駅 ●
北野駅 ● 1 1
京王堀之内駅 ●
八高線小宮駅 ●
長沼駅 ● 1 1
西八王子駅 ●
八王子みなみ野駅 ● 5 1 4
めじろ台駅 ● 1 1
中央大学・明星大学 ●
北八王子駅 ●
高尾山口駅 ● 4 4
松が谷駅 ●
JR片倉駅 ●
京王片倉駅 ●
京王八王子駅 ●
山田駅 ●
大塚・帝京大学駅 ●
狭間駅 ● 1 1
南大沢駅 ● 1 1
清滝駅 ● 26 10 16
ケーブル高尾山上駅 ● 3 1 2
リフト高尾山上駅 ●
高幡不動駅 ● 10 8 2
京王多摩動物公園駅 ●
モノレール多摩動物公園駅 ●
日野駅 ●
豊田駅 ●
南平駅 ● 1 1
百草園駅 ●
程久保駅 ●
万願寺駅 ● 1 1
平山城址公園駅 ● 6 4 2
甲州街道駅 ●
道の駅八王子滝山 ● 3 3
計　36駅 12 3 21 66 36 30  

2013 年に利用した巣は 12 駅、巣有りだが古巣だけは 3 駅、巣無しは 21 駅で、36 駅全体に占める利

用 12 駅は 33％であった。ツバメの巣は古巣を含め全体で 66 巣あり、うち 2013 年に利用された巣は 36

巣であった。巣が最も多かったのは高尾山ケーブルカー清滝駅 10 巣、次いで京王線高幡不動駅の 8 巣で

あった。清滝駅は古巣を含めた巣数は 26 巣、実際には 10 巣以上あったと思われるが観察回数が少ない

ため、刻々と変わる巣の利用状況の記録が困難で、少なくとも 10 巣は利用していたという意味である。

巣の下はケーブルカーの乗降客で混雑していて、糞除けがあちこちに着けられていた。 

（注：利用された巣とは抱卵の段階以上の経過が観察された巣をいう） 

（２）イワツバメ、ヒメアマツバメの利用 

 イワツバメの巣があった駅は 6 駅で、うち 5 駅で 2013 年の営巣利用があった。 
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イワツバの巣があった駅 ヒメアマツバの巣があった駅

駅名

古巣を含
め壊れて
いない巣
の全数

今年利用
している
（してい
た）巣の数

今年利用
していない
（しなかっ
た）古巣の
数

駅名

古巣を含め
壊れていな
い巣の全数

今年利用し
ている（して
いた）巣の
数

今年利用し
ていない（し
なかった）
古巣の数

A+B A B A+B A B

京王高尾駅 20 9 11 JR八王子駅 不明 不明
JR八王子駅 108 54 54 京王堀之内駅 4 不明
北野駅 35 無し 35 長沼駅 9 5 4
長沼駅 12 9 3 高尾山口駅 1 不明
高尾山口駅 96 4 92
JR片倉駅 5 4 1  

ヒメアマツバメの巣があった駅は４駅で、2013 年の営巣利用は長沼駅以外は不明であるが、これは利

用している巣の数のカウントが難しいためで、実際は営巣利用していると推定される。 

（３）ツバメが駅に営巣しない理由の推測 

 駅にツバメが巣を作らない理由について、調査担当者から以下のような推測が寄せられた。最も多か

った理由は、「駅の壁がつるつるでツバメが巣を作る場所がない」であった。小宮駅（神谷古牧）：ドバ

トが寄り付かないような対策が可也されているので、居心地が悪いのではないか。また、そもそもこの

周辺で見かけるツバメの数が少ない。渡辺敬明：駅周辺はツバメが生息するような自然環境でない（程

久保駅、多摩動物園駅）。駅に人の動きが少ない（程久保駅）。駅舎の壁がつるつるでツバメが巣を作る

場所がない（程久保、多摩動物園駅、百草園駅）。駅周辺にカラスが多い（程久保駅、多摩動物園駅）。

日野駅（福本健）：駅にツバメが自由に出入りする空間がない。駅舎の屋根自体が昔風の作りで他と比べ

ても軒が低い。また、屋根下に大きな配管等が張り巡らされており、巣をかけにくい。ツバメが出入り

するには人の頭をかすめるようで出入りしにくいのではと考えられる。万願寺駅（福本健）：駅舎の壁が

つるつるでツバメが巣を作る場所がない。豊田駅（駅にツバメが自由に出入りする空間がない。ハト対

策で、階段や天井にネットが張り巡らされており、また至る所に鳥よけ対策がされており、ツバメが入

れない空間が多い。甲州街道駅（福本健）：駅舎の壁がつるつるでツバメが巣を作る場所がない。大塚・

帝京大学駅（下重喜代）：駅周辺はツバメが生息するような自然環境でない。駅に人の動きが少ない。駅

は交通量が多い交差点にあり、その上、周囲より低地となっているので、空気が常によどんでいるので、

ツバメにとって子育てできる環境ではない気がする。京王八王子駅（若狭誠）：駅にツバメが自由に出入

りする空間がない。駅舎の壁がつるつるでツバメが巣を作る場所がない。松が谷駅、中央大学・明星大

学駅（佐藤サヨ子）：駅の壁がつるつるでツバメが巣を作る場所がない。JR 高尾駅（川上恚）：ＪＲ高尾

駅北口は、乗降客が多く、糞落ちを嫌った駅側が、糞除けのため約 30cm 幅の板が随所にとりつけられ、

これを嫌ったかツバメが営巣しなかった。京王山田駅、京王片倉駅（粕谷和夫）：駅の壁がつるつるでツ

バメが巣を作る場所がない。 

 

（４）関東地域全体との関係 

 2013 年に都市鳥研究会ではカワセミ会会員の渡辺仁氏が中心になって関東地域 1,757 駅（＋地下鉄数

駅）でツバメ他の営巣状況調査を行い、185 名の参加者から 2,375 件の回答を得た（1,757 駅の中には八

王子日野の 35 駅が含まれる）。その結果、ツバメの営巣の報告があったのは 274 駅（15.6%）、 営巣して

いないが古巣ありの報告は 67 駅（3.8%)だったという中間報告が渡辺仁氏から届いた。ツバメの営巣率

15.6%に対し八王子日野地域は 33％と 2 倍の営巣率が記録された。関東全域の中では八王子日野地域の鉄

道駅はツバメが営巣している駅の割合が高いことが証明された。 
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イソヒヨドリの八王子での営巣拡大（2013 年調査結果） 
（まとめ：粕谷和夫）   

１．イソヒヨドリの営巣調査 

 内陸へ繁殖分布を拡大中のイソヒヨドリの営巣調査を昨年に引き続き実施した。八王子・日野カワセ

ミ会の HP でイソ

ヒヨドリの情報を

収集し、昨年の営

巣地及び新たに情

報が寄せられた場

所（第 1 表の場所）

で集中的な調査を

行った。調査の内

容は 3 月～6 月の

繁殖期に巣材運び、

餌運び、巣立ち後

の雛の様子等を観

察し、その様子を記録したものである。 

 

２．調査結果 

 第 2 表のとおり、8 ヶ所で 9 巣の営巣を確認できた。昨年の 5 ヶ所と比べ新たに 4 ヶ所で営巣が確認

された。昨年営巣した谷地川新旭橋付近では本年は確認できなかった。参考として調査している近隣の

藤野駅付近では今年は営巣の確

認ができなかったが、橋本駅付

近では確認できた。第 1 表に示

した場所のうち、日野市旭ヶ丘

6 丁目スーパー三和付近及び京

王線多摩境駅付近では、本年は

営巣が確認できなかったが、営

巣している可能性があると感じ

られた。 

 

３．地域別の観察概況 

（１）JR 八王子駅付近 

巣は昨年と同じ場所で、八王子駅北口・京王プラザホテル駐車場東側に隣接する marusin ビル（集合

住宅）の裏側の 3 階の通気孔（ダクト）の中である。古山隆が 3 月 16 日、京王プラザホテル外壁に止ま

り、大きな声で囀る♂を観察。3 月 26 日古山隆が同時に 2 羽観察、内、１羽は marusin ビル窓枠に止ま

り、盛んに囀り、その後、ビルの外側に複数設置してある換気扇カバーの中に入り込んでは出て、次の

カバー内に入り込み、さらに次の換気扇カバーに移るといった行動を観察。4 月 27 日粕谷が♂のさえず

りとそこへさらにもう 1 羽のオスが現れ、先にいた方の♂が、後から来た♂を追いかけて行ったのを観

察、♂を同時に 2 羽観察した。5 月 6 日粕谷が昨年営巣した同じ場所（ビルの通気孔）へ♀が餌のよう

（第2表）調査結果

2012 2013

JR八王子駅付近 集合住宅 1 1
八王子市明神町3丁目 不明 1
高尾駅付近（南口高尾パークハイツ）集合住宅 1
高尾駅付近 不明 1
狭間町のイトーヨーカ堂 大型量販店 2 2
谷地川新旭橋付近 工業団地 1 0
南大沢駅付近（三井アウトレット） 大型量販店 2 1
南大沢駅付近（イトーヨーカ堂） 大型量販店 1 1
八王子市別所（ぐりんうぉーく多摩） 大型量販店 1

計 7巣 9巣

（参考）藤野駅付近 個人住宅 1 0
（参考）橋本駅付近 不明 1

巣の場所 巣の環境
確認できた巣の数

（第1表）2013年に集中的に調査した場所

場所 主な調査者 2012営巣

JR八王子駅付近 粕谷和夫、古山隆 ●
八王子市明神町3丁目 高梨規子、板倉正、粕谷和夫
高尾駅付近（南口高尾パークハイツ） 粕谷和夫、川上恚、角田幸男
高尾駅付近 横山由美子、千葉槇子
西八王子駅付近 粕谷和夫
八王子みなみの駅付近 粕谷和夫
狭間町のイトーヨーカ堂 福本順吉、川上恚、中村后子 ●
谷地川新旭橋付近 福本健 ●
日野市旭ヶ丘6丁目スーパー三和付近 粕谷和夫
南大沢駅付近（三井アウトレット） 倉本修、粕谷和夫 ●
南大沢駅付近（イトーヨーカ堂） 倉本修、粕谷和夫 ●
八王子市別所（ぐりんうぉーく多摩） 倉本修、粕谷和夫
京王線多摩境駅付近 倉本修、粕谷和夫

計（13ヶ所） 5ヶ所
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なものを銜えて入り、約 1 分後そこから出て来て飛び出したのを観察。5 月 16 日粕谷が、♀は巣の近く

で地鳴きのような声を連続して発し、♂は昨年ビルの通気孔へ餌を銜えて入り、約 1 分後そこから出て

来て飛び去るのを観察。同時に 15 時 30 分から 16 時 20 分間の 2 回の給餌の間に、巣より１階下の 2 階

のガラス窓に衝突するような行動を何回も繰り返しという不可解な行動を観察。5 月 26 日粕谷が付近で

♀地面で餌をとる姿、前夜人が吐いた路上の汚物を♂が食べているのを観察。5 月末に巣立ったものと

推定。 

（２）八王子市明神町 3 丁目 

 4 月 27 日に板倉正が「ふゆとう歯科医院」の三階窓付近に出たり入ったりしている 2 羽を観察した。

両隣の建物窓や屋上に鳴いていた。時に地面に降りるなど、ずうっと近辺に声を響かせていた。6 月 3

日、4 日、5 日に高梨規子自宅マンションのベランダに親子が現れた。6 月 3 日 5Fの南ベランダ（欄干） 

早朝 6 時～8 時頃まで巣立ったばかりと見られる雛 1 羽、親（♀）が 15～30 分おきに餌を運ぶ（餌をち

らつかせる時もあった）。6 月 4 日早朝 6 時～午前中（雨） 雛 2 羽（1 羽は 6 月 3 日の雛と見られる）

をおき、同じように親（♀）が餌を運ぶ。6 月 5 日朝 8 時頃～10 時頃まで 雛 2 羽（6 月 4 日の雛と思

われる）。同じ光景。しばらくして 1 羽が飛び去り 20 分程してもう 1 羽も飛び立った。この日以来、雛

は見られなくなった。この付近で営巣したと推定されるが具体的な場所は特定できなかった。 

（３）高尾駅付近（南口高尾パークハイツ A 棟） 

 3月 31日に同マンションに住む市民 T氏から同マンション 10Fのベランダや隣りの京王ストアの建物

(2 階建)の屋根にいるという情報を得た。5 月 1 日に粕谷と角田幸男が同マンション屋上にいた♂が南側

の 10 階ぐらいのベランダに飛び移ったところを観察した。5 月 28 日に粕谷は同マンションの北側中央

線よりの外側に設置されている非常用階段の下から 2 つ目の階段の曲がり角に餌を銜えた♂♀が出入り

することをつきとめた。6 月 1 日、2 日川上恚が♂♀親の餌運びを確認、餌取り場はＪＲの線路を北へ

越えた付近や町田街道方面が多く、線路上でも餌取りが見られたことを観察。6 月 3 日以降に巣立った

ものと推定。 

（４）高尾駅付近 

 横山由美子からの観察記録。高尾看護学校近くのマンション、「ゴールデンパレス」で 6 月 7 日と 11

日、次のような行動を見ました。6 月 7 日 12:30 頃、ヒーピーヒョロリという囀りと、別のところでヒッ、

ヒッ、カッカッカと鳴くイソヒヨの声が聞こえた。6 月 11 日 12:15 頃、屋上のアンテナ上で 1 羽がさえ

ずっていた。住民の一人に話を聞くことができ、よく隣のマンション「ソアーヴェ」の東側(町田街道側）

非常階段にいるのを見るとのこと。以上の様子からゴールデンパレスまたはソアーヴェのいずれかのマ

ンションで営巣している可能性が高いと考えた。 

（５）京王線狭間駅付近（狭間町のイトーヨーカ堂） 

3 月 31 日横山由美子、3 月 25 日・4 月 22 日福本順吉がイトーヨーカ堂又はその付近にいた♂♀を観

察。5 月 25・26・31 日に福本順吉が５階駐車場の去年巣作りした反対側に巣作り、抱卵中と思われる状

況を観察。6 月 5・11・17 日に福本が餌運びをする♂♀を観察。19 日に福本が 17 日には雛が鳴いて騒

いでいたが 19 日は親も来なくて雛も鳴いているようすはないので、18 日に巣立ったと判断。巣立ち雛

数は不明。なお、５階駐車場ではもう 1 組のイソヒヨドリが繁殖したと見られるが巣の場所を特定でき

なかった。 

（６）南大沢三井アウトレット 

 3 月 8・19 日に倉本修が♂を観察。5 月 31 日粕谷が昨年と同じ場所（34 番の屋上）で♂♀が空中の虫

を捕る行動、北側の首都大学に餌をと捕りに行くところを観察。雛への運びと判断した。6 月 4 日倉本
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修が 34 番建屋の屋上を見渡し、♂♀親を観察。♀が空調機の並んでいる設備に移ると突然下の方から 2

羽の「巣立ち雛」が現れ、口を大きく開いて餌をねだるように走り寄ってきた。 

（７）南大沢イトーヨーカ堂 

2 月 22 日、3 月 14・26 日、4 月 22 日に倉本修が屋上にいる♂を観察。繁殖期の 5 月 2 日倉本が屋上に

いた♂♀を観察。巣や餌運びは観察できなかったが、何処かで営巣したと推定される。 

（８）ぐりんうぉーく多摩 

4 月 28 日、粕谷が屋上のフェンスの上にいるイソヒヨドリ♂を観察。6 月 3 日、倉本修が♀1 羽が屋

上駐車場の空調設備付近でフライキャッチングで虫を捕まえ、屋上駐車場と入口スロープに間に懸かっ

ている鉄筋コンクリートの橋梁の下の約 1m 位横幅のある隙間へ虫を銜えたまま入り、出できた時虫は

なという繰り返の行動を観察。また同日、空調設備の上で♀がフライキャッチングした虫を別の 1 羽に

与えるのを見た。新しく現れたその 1 羽は、口を大きく開き、翼を震わせ餌をねだる幼鳥特有の「身振」

をはっきりとしていた。6 月 4 日早朝、倉本が地上の駐車場に止めてある軽ワゴン車の下から突然「巣

立ち雛」と思われる 2 羽が走って出てきて、口を大きく開き、翼を小刻みに震わせて餌をねだり、♀が

雛に虫を与えたのを観察。前日、屋上駐車場と入口スロープに間に懸かっている鉄筋コンクリートの橋

梁の下の隙間から雛は軽ワゴン車の下に移動したものとみられた。6 月 5 日、倉本が軽ワゴン車の下か

らスロープと屋上駐車場の間の橋梁に移動、♀がフライキャッチングして捕った虫や地上で捕えた虫を

雛に与える行動を観察。 

 

４．市街地へ進出してきている要因の考察 

 わが国では海岸付近を主要な生息地としていたイソヒヨドリが市街地へ進出してきている要因を考察

してみる。一つ目はイソヒヨドリの人を恐れない大胆な行動とイソヒヨドリに関心を示さない人の行動

である。2013年 1 月 7 日、粕谷が朝 7 時 50 分、JR 八王子駅 3 番線ホームで東京行の電車を並んで待っ

ていると、イソヒヨドリ♂が北側 1,2 番線ホームの方から飛んで来て、立っている私の直ぐ近く（2ｍ近）

くに降りた。まるでドバト並みである。周りの他の人はイソヒヨドリの飛来に誰も気がつかない。マン

ションのベランダへの進出するようになった。高尾駅南口のマンションのベランダにやってきたり、明

神町のマンションではベランダに親が巣立ち直後の雛を連れてきた。イトーヨーカ堂狭間店の駐車場や

ぐりーんうおーく多摩の駐車場など人の出入りが多い所に営巣し、イソヒヨドリが頻繁に姿を現しても

殆どに人は気がついていない。このような場所に営巣してカラス等の天敵を防ぐとういうツバメと同じ

効果を狙っているように見える。 

二つ目は何でも食べる雑食性である。トカゲ、バッタ、ガの幼虫、ムカデの仲間などを地上で捕って

巣によく運んでいる。巣の近くで空中を飛んでいる虫をフライキャッチしている姿も観察できる。2013

年には路上で前夜酔っ払いが吐いた汚物を食べている♂が観察できた。2009 年には桜の熟した実を採っ

て巣立ち直後の雛に与えていた。このように給餌内容は植物食から動物食まで多様であり、採餌場所は、

庭の片隅の草が生えている所、石垣があるような所などどこにもありふれた環境である。 

 以上のようにイソヒヨドリは人に干渉されずに人の出入りの多い所に営巣場所を見つけた事、雑食性

であることから市街地でも巣の近くで充分な餌を確保できることが市街地に進出している要因と考えら

れる。 

2013 年も会員外の方からイソヒヨドリの貴重な情報の提供を頂いたことに感謝します。今後もイソヒ

ヨドリを見かけましたら連絡をお願いします。連絡先等はカワセミ会 HPに掲載されています。 

http://kawasemi.fan-site.net/ 

http://kawasemi.fan-site.net/
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ついに高尾山でソウシチョウの繁殖を確認 

１．ソウシチョウ 

 ソウシチョウ（相思鳥、学名 Leiothrix lutea）は全長がスズメと同じくらいの 14-15 cm ほど。背面の

羽毛は暗緑色。眉斑から頬は薄い黄色、咽頭部の羽毛は黄色で胸部は濃いオレンジ色、翼に黄色と濃い

赤の斑紋がある。日本国内では「かご抜け鳥」とも呼ばれる外来種で、留鳥として住み着いている。現

在、関東、東海、近畿、中国、四国、九州の各地で繁殖が確認されており 、関東では筑波山、近畿では

六甲山系、九州では九重山系によく見られる（以上は Wikipedia から引用）。  （まとめ：粕谷和夫） 

 

２．八王子、日野市内に登場したソウシチョウ 

 東京都では今までに夏、奥多摩の山に登るとソウシチョウの親子連れに出会うことはあったが、高尾

山や八王子日野の丘陵地では繁殖は確認されてなかった。八王子・日野カワセミ会の鳥信（1983-2012

年）にはソウシチョウが 174 件登録されている。1996 年に初登場で、この年には以下の 6 件が記録され

ている。 

1996/2/3  20 羽 高尾山      １号路女坂    馬場百合亜 

1996/10/27 10 羽 長沼公園    シジュウカラ、メジロ、ウグイスと混群  

馬場裕・百合亜 

1996/11/30  6 羽 長沼公園     分散して各所   馬場裕・百合亜 

1996/12/22 １羽 滝山城跡公園 盛んにさえずる 古山隆 

1996/12/25 12 羽 長沼公園             馬場裕・百合亜 

1996/12/27  3 羽 滝山城跡公園 メジロと混群  古山隆 

 

 

 

 174 件の月別内訳は右の通りで、八王子・日

野市内では今までは冬鳥であると理解していた。

しかし、繁殖期の 6 月と 8 月に次のような記載

があり、繁殖の確認には至っていないが、繁殖

していた可能性はある。 

 

1997/6/25 1 羽 長沼公園 馬場百合亜 

1998/8/12 5 羽 高尾山・２号路 木村晴美他 

 

高尾山や八王子市犬目丘陵の野鳥センサスに長年取組んでいる日本野鳥の会東京の吉邨隆資氏からは、

「これまでにも以下のように繁殖期まで確認例があり繁殖していると考えていた」というコメントを頂

いた。  

1999.6.19 高尾山１号路 目撃１羽、2005.5.8 高尾山１号路 目撃１羽、 

2013.5.2 高尾山１号路 さえずり１羽、2013.5.19 高尾山１号路 さえずり１羽、 

2013.5.19 高尾山いろはの森 目撃 2 羽、2013.7.14 八王子市犬目 目撃 2 羽 
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３．ついに高尾山で繁殖が確認された 

 2013 年 7 月 8 日、粕谷和夫が高尾山 6 号路飛び石道から階段道に移行する付近で、ソウシチョウ親の

騒がしい警戒音を聞いた。そこには巣立ち直前と見られ、飛べない雛 1 羽が地上の草の中にいた。雛が

巣から 1 羽が落ちてしまったものとおもわれたが、巣を見つけることは出来なかった。 

 

 また、カワセミ会会員の門口一雄氏は 2013 年 7 月 13、16、19 日に多摩丘陵で以下のような状況で巣

立ち雛連れと思われるソウシチョウの親子を観察した。 

場所：八王子市片倉町 東京工科大学裏の林、国道 16 号御殿峠～絹の道大塚山間の遊歩道（山道） 

日時・数等：   

・7 月 13 日 午前 6 時 40 分頃 5 羽  道の上に突き出た小枝に止まって鳴いていた。 

・7 月 16 日 午前 6 時 45 分頃 2 羽  笹藪の上に出ていた。声なし。ガビチョウ、シジュウカ

ラ、メジロ、コゲラなど小鳥と同じ場所にいた。  

・7 月 19 日 午前 6 時 10 分頃 6 羽+ 大学の遊歩道とその周りに下りて餌を採っていた。1 羽

がミミズのようなものをくわえていたがそのまま藪に入った。幼鳥を確認しようと頑

張ったが、13 日は双眼鏡なし、16・19 日は逆光、また、19 日は蚊に襲われ退散した。 

 

 独立行政法人森林総合研究所の川上和人氏からは以下のコメントを頂いた（2013 年 7 月 9 日）。この

たびは、ソウシチョウの繁殖について情報をいただきありがとうございます。ついに高尾山まで繁殖分

布が及んだとのこと、実に残念な限りです。彼らの繁殖範囲は着々と低標高地にも広がっているようで

すね。ソウシチョウの全国分布を見ても、東北南部以南のかなり広い範囲に及んでいます。各地ですっ

かり鳥類相の一角をなすまでに増えてしまいましたが、今後を予測するためにも全国レベルでのきちん

とした分布調査の必要性を感じます。 
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サシバ・ハチクマ等 

タカの渡り勉強会  
 

カワセミ会では、1993 年から毎年秋のタカの渡り調査を実施し今年で 21 年目になります。 

サシバやハチクマは全国の各地を渡って

ゆきます。カワセミ会は、各地の観察地

点との連携や観察している人との情報交

換のため様々な活動をしてきました。 

今回開催した「タカの渡り勉強会」で

は、関東地域でのサシバの動きと最近の

観察動向を知ることと、ハチクマの最新

の調査結果（あわせてタカの識別）を学

ぶことを狙いに、4 件の発表およびレク

チャーがありました。 

参加者数は、144 名（内会員 48 名）に

達し、関東地域を中心に静岡、京都など

広域な観察地点のメンバーが集まりまし

た。野鳥や自然保護に関する関係者や、

タカの渡りに関心を持った一般の人など、

幅広い人たちが参加しました。 

 

第 1 部 関東地域タカ渡り調査連絡会による最近の情報交換 

１．神奈川県における春のサシバの渡り  

池上武比古（神奈川県央・ふれあい自然探鳥会・タカの渡り観察グループ） 

(1)春もタカ柱が立った。6 年前から観察、2013 年春は累計 240 羽、春のパターンつかめたような気が

する。 

(2)秋と春はルートが別。春は菜の花台、秋は権現山

で観察している。 

秋の渡りがあるところは、そこにサーマル・スト

リートがあるからだ。春には飛来するコースのサ

ーマル・ストリートに乗るから当然秋とは別ルー

トになるのではないか。（サーマル：日射によっ

て暖められて膨らんだ気泡が上昇する状態） 

(3)秋の渡りに比べ春の渡りは特急列車、主要観察地で春の羽数は秋の１/10 以下など不思議が多い。

自然界の現象には理由がある。それを解き明かすカギは気象にあると思っている。 

サーマルのでき方、海陸風、山谷風、山岳波、傾斜風などがポイント。 

 

開催日時：2013 年 7 月 13 日（土）13:00～17:30 

開催場所：八王子 あったかホール（多目的ホール）  

主 催 ：八王子・日野カワセミ会 

後 援 ：関東地域タカ渡り調査連絡会 
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２．静岡県下の杉尾山、平山林道で観察される秋のサシバの渡り 

鷹の渡り静岡 田島義之、榊原 博 

(1)平山林道は静岡伝統の鷹の観察地点。ここから 5 ㎞ほど北の杉尾山展望台でも観察をはじめたとこ

ろ、2010～2012 年の間に 9 月下旬に山梨県との県境を通過する大きなサシバの渡りがあることがわ

かってきた。（1 時間に 1000 羽を超す規模） 

(2)渡りのピークは 9 月 24～29 日、10 月 2～6 日、 

10 月 7～9 日と 3 回ほどあるが、渡りの侵入コー

スは北から東に移ってゆくようだ。初めは杉尾山

の北を通過する数が多いが、その後南にある平山

林道の数が増えて行く。 

(3)時間帯は 11 時台～15 時代が多く、ピークは 14 時

台と遅い。近くでねぐらを持つサシバも多いよう

で、平山林道では大出現の翌日の早朝に次々に飛び立つサシバが見られる。 

(4)静岡を通過するサシバはどこから来るのか、山梨からか明王山からか、静岡を通過したサシバはど

こに行くのか、伊良湖岬を通過していないのか、今後解明したい課題です。 

 

３．関東地域の秋のサシバの渡りルートの推察 

日本野鳥の会・茨城 会長 池野 進   

関東地域での秋のサシバ渡りの出発点である茨城県からの渡りのルート、関東地域の渡りのルート

を気象や地形や過去の渡りの実績などの要因を検討し推察する。 

(1)茨城県内のサシバの渡り方向は、大局的に見れば西向きと南向きに大別される。西向きのピークは

9 月末～10 月初頭、南向きのピークは 8 月末～9 月初頭で異なる渡りをする二つのサシバ個体群が

存在するようだ。 

(2)南に向かうサシバは、東北地方からの個体群と見ており、東関東で大きく西に方向転換する。東北

地方のサシバは渡りが早いが 9 月初頭までは太平洋

高気圧がまだ強い。太平洋高気圧が更に強いラニー

ニャの時はいつもより南下せず方向転換するので多

摩の数が増加（2011 年）し、弱いエルニーニョでは

富津岬で増加（2008 年）したのではないか。 

(3)サシバは渡ってゆく方向を生来持ち合わせている

ようで、地形が均一なら一定方向をめざし、渡り方

向と走行性が同じ地形は障害にはならず、渡り方向

に直角な地形は障害になるため大きな比高の鞍部を乗り越える。この考えで推定してゆくと、 

茨城西部を西南西に向かったサシバは栃木や群馬のサシバと合流しながら館林、深谷と行き、荒川

などの川に沿い西南西に進み、関東山地を越え甲州入りし杉尾山方面に向かうのではないか。 

 一方、奥多摩を渡るサシバはこのルートとは考えにくいが、天覧山を渡る一部は梅の公園を経由し
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奥多摩、大菩薩峠から桂川の河谷へ、八王子を渡るサシバは上野原付近から桂川に入れるのではな

いか。桂川や大月あたりに定点を置いて一斉調査すると有用なデータが得られるのではないか。 

 

第２部 ハチクマ等のタカの渡り最前線 

信州ワシタカ類渡り調査研究グループ 久野公敬 

１．第１部の報告についてリクエスト２つ 

(1)サシバの調査において、成鳥と幼鳥の比率、移動方向、渡りの時期を見極めるとより理解が深まる 

(2)静岡の方で取り組んでほしいことは、縦の流れだけでなく横の広がりを捉えることで、通過する母

集団を推定することができる 

２．ハチクマ調査最前線 

(1)衛星追跡で移動経路が見えてきた。秋と春はルートが違う。 

(2)白樺峠の渡り調査では： 

・ピークは９月下旬 

・成鳥が 3/4、幼鳥が 1/4  

（伊良湖岬では 94％が幼鳥） 

・換羽で初列風切が欠けたまま渡るのは不思議 

・1/4 に「そのう」のふくらみが見られた 

・伊良湖岬でのサシバ減少は、生息地の開発、耕作

放棄が原因ではないか 

(3)捕獲調査では： 

・個別識別はカラーリングや加齢変化（嘴表面の傷や虹彩色の変化）、若鳥（蝋幕、嘴に黄色味）など 

・地上追跡用発信機を装着した。行動圏は他のタカより広く完全に森林性（里山から奥山までを利用） 

・営巣木はアカマツが多い（ほかにカラマツ、コナラなど）、意外にも人里近くが多い 

・ヒナはたいてい 2 羽、兄弟けんかはほとんどしない、育つのは平均 1 羽（オオタカがヒナを食べる） 

・ハチクマの食べ物は、ハチ類のほかバッタ、カエル、ヘビ、トカゲ、鳥も食べる 

・ヒナの食べ物は、ハチの巣が多く次いでカエル 

・ハチクマカレンダーについて（渡り、ペアリング、抱卵、育雛、家族→独立、渡り の時期と期間） 

・他のタカと比べて繁殖期が遅いが、巣立ちからかなり早いタイミングで渡り始める 

(4)センサービデオを視聴 

・ハチクマはクロスズメバチの巣をゆっくり掘って食べる。ハチはあまり攻撃してこない 

・クマは急いで掘るので大量のハチが襲ってくる。クマの毛の中に入ってきて、クマは転げまわる 

・人がハチクマの掘り方を真似れば、ハチはあまり攻撃してこない 

  グラフで説明（ハチクマ、クマ、ヒト別の攻撃蜂＋警戒蜂の数の経過時間変化） 

(5)今後の課題 

・繁殖の様子を撮影、巣立ち後の親子を観察、社会性について知見を深める、捕獲技術の向上など 
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(6)質疑応答から 

・ハチクマは目がよいので上空からハチの動きを見て巣を見つけるのだろう 

・関東では難しいが東北では平野部でハチクマが見られるだろう（クロスズメバチの生息ともリンク） 

・越冬地から前年生まれの幼鳥は戻ってこない、いつ戻るのかはデータがない 

・衛星追跡調査のデータブックは図書館等でコピーできる 

・ハチの状況は年によって違う。ハチクマは餌を求めてコアエリアは転々とする。営巣木も変え易い 

・サシバに発信機はつけられる。目視と並行してルート解明はできる 

３．ワシタカ識別の基礎 

上達のコツ 目のつけどころ 

・たくさん見る 

・ベテランと一緒に見る 

・いろんな図鑑で勉強する 

・いい道具を使う 

・写真は撮るべし・・目視で分からな

いことがわかる。図鑑写真より目で

見た時の印象に近い写真が撮れる。 

・識別を楽しむ 

・大きさ・・普段からカラスなどをしっかり見ておく、 

飛び方で大きさの見え方も違う 

・模様・・尾、翼、脇腹の縞模様、胸や顔の模様 

     光学機材は良いものを使いたい 

・形・・尾の長さ、体形がスリムか太目か 

・飛び方・・羽ばたきのリズム、翼の開き方 

（滑翔時に翼が真っ直ぐか、左右たれ下がるか） 

・スピード感・・ハヤブサとチゴハヤブサはスピード感違う 

 タカはどの種もバリエーションが豊か（雄雌、幼鳥成鳥）、順光、逆光で違うものに見えたりする。 

たくさんのタカを見ることが何より大事 

 

粕谷会長挨拶 

入場者が 140 名を越え、ありがとうございます。タカの調査はできるだけ大勢でやらないと効果があ

がらない。各地でやることも大事。大勢で各地でやることでネットワークに結び付けることが大事で、

今日はそのような役割を少しでも果たせたのではないかと思う。  

最も大事なことは、タカの渡りを調査する人が多くなってほしいことです。 

 

アンケートのコメントからピックアップ 

56 通のアンケートのうち一部を紹介します。（詳細は別途紹介します） 

・講師の皆さんが皆熱心な研究家であること、また  聴衆の数の多さにも感心しました。 

・サシバの渡りの調査はもっと大規模にダイナミックにしなければという思いを持った。 

・各地域の活動（グループでの）が熱心で驚きました。 

・水田の減少、耕作放棄によるサシバの減少。冬水たんぼ、水はり等何か出来ることは？ 

・観察調査の方法やフォーマットを統一できれば調査地どうしデータの比較がよく深まるのでは？ 

・池野氏の２ルートある渡りの話、特に早い時期のピーク。久野氏の詳細な説明が大変良かった 

・第一部では関東各所で活躍するグループの活動、その活動から推測されるタカの渡りルートが非常

に興味深かった。活動者を増やし、観測地点を多くする必要を痛切に感じた。 

・久野さんのハチクマへの想い、私もますます好きになりました。「蜂とハチクマとクマとヒト」の

映像すごい！今夏はどのようなことをされるのでしょうか・・。 

                             （記：長谷川 篤、若狭 誠） 
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市民自由講座「八王子の野鳥とそのくらし」 

講座、写真展、野鳥パネル展を開催 
 

ＪＲ八王子駅近くのクリエイトホールにおいて、八王子市生涯学習センター主催の市民自由講座 

「八王子の野鳥とそのくらし」が開催されました。内容は講座、写真展、野鳥パネル展で八王子・日野

カワセミ会が実施にあたりました。 

 

１．市民自由講座 「八王子の野鳥とそのくらし」 

八王子で見られる野鳥について、その生息地、特徴、暮らしぶりなどをスライド（PowerPoint）を投

影しながらわかりやすく説明した。また、自分でできるバードウォッチングの方法、必要な道具、注意

事項、野鳥観察会などへの参加の仕方などもあわせて紹介した。 

日 時：平成２５年３月３１日（日） 午後２時～４時 

会 場：八王子市生涯学習センター（クリエイトホール）５階ホール 

講 師：八王子・日野カワセミ会会長 粕谷和夫 

受講者：１９６名（応募者から抽選） 

主催者側からは、アンケートの結果とともに次のコメントをいただきました。 

大変面白くて、参考になるお話で、受講者の方々も大満足だったのではないかと思います。 

大好評の結果で、また、時間が足りなかったという声が多かったこともあり、もし可能であれば、

再度機会を見て、講演をお願いできないかとも考えています。 

アンケートのコメントからピックアップ 

鳥に興味のある方がこんなにたくさんいるのにびっくり。会場が満員になるほどの関心に驚いた。 
講師の粕谷さんの解説が面白くわかりやすかったです。内容豊富で素晴らしい。 
写真展示も同時開催されて興味深かった。写真がきれいだった。 
市内に野鳥がこんなに多くいるとは思いませんでした。 
鳥の鳴き声が聞けたのがよかった。鳥の鳴き声をもっと聞きたかった。 
今回の説明を聞きさらに探鳥をする楽しみが増えました。 
南大沢の近くですのでイソヒヨドリを探してみます。 
最近野鳥観察を始めました。イソシギという鳥を確認できればと思います。 
片倉城跡公園で見た鳥が外来種のガビチョウで最近増えている鳥だと分かりました。 
時間が足りなかった。次回開催をお待ちします。 
 

２．講座に合わせて開催した写真展 

講座に合わせて午後１時～４時に、会員の野

鳥写真を展示しました。 

展示写真の点数  ２６ 点 

 写真を提供した会員 

中橋薫、村山和夫、久保山嘉男、 

福本健、川上恚、清水盛通、 

粕谷和夫 

 

ホールのエントランスでの写真展 
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３．野鳥パネル展 

野鳥のパネル展「八王子の野鳥

とそのくらし」を開催しました。 

展示物は、八王子・日野カワセ

ミ会２５周年記念事業として２０

１１年１１月に北野市民センター

で展示したパネル２７枚が主体で

す。浅川野鳥カルタ、会報「かわ

せみ」「数え上げた浅川流域の野鳥

２」「緑地保全地域報告書」などの

出版物、写真集なども展示しまし

た。 

 

期 間：平成２５年３月２５日（月）～３月３１日（日） 

時 間：午前１０時～午後５時（初日２５日は午後２時から） 

会 場：生涯学習センター（クリエイトホール）5 階 展示室 

担 当：阿江範彦 門口一雄 浜野建男 若狭誠 渡辺敬明   

撤収作業には多くに会員の協力を頂きました。 

 

アンケートのコメントからピックアップ 

＜感想＞  
庭に来る図鑑にない鳥がガビチョウだとわかった。 
ゆりかもめがかわいかった。他の鳥もよく見ればかわいいのですね。 
大変参考になった。多くの調査、資料作成ご苦労様でした。 
時々浅川で見る白と黒のとりがなんという鳥なのかしりたくてきましたがわかりませんでした。ジ
ュニアクラブにも少しきょうみをもちました。 
道の駅の南側の谷地川沿いにはコノハズク ミミズク？が生息しています。しかし、ここにはイオ
ンができるとか・・・。もういなくなりますね。夕方良く見かけます。 
毎年観せて頂いています。いつも感心しています。めじろが好きで、めじろの習性など知りたい。 
鳥のことはさっぱり知らないのでありがたい催しです。子どもたちにも見てほしいです。 
野鳥に対する愛情が伝わってきます。 
 
＜質問：質問を頂いた４名の方へは、粕谷会長が文書で回答しました＞   
桜の木の下に桜の花ごと落ちている。どんな鳥が何のために花をちぎっているのでしょうか。 
今春ＴＶアンテナに止まりクチバシを打ち鳴らすようなカタカタ・・・（やや低めの音域）と鳴く
鳥、スズメよりもひとまわりおおきな黒っぽい鳥はなんでしょうか。 
ホトトギスは八王子近辺で見つかりますか。夜や明け方に、キキーッという鋭い声がするのはホト
トギスではないかと思っていますがちがいますか。 
①なぜ、オスの方が色が美しいのですか。②鳥は何種類あるのですか。③カワセミが好きで、カワ
セミについて教えてください。他の鳥についてもたくさんおしえてください。 
④カワセミが物をとらえるまで、どのくらいの速さですか。 小４女子" 
 
＜情報など＞  
ＪＲ八王子駅２番ホーム（中央線上り）で、イソヒヨドリ♂１羽を確認しました。 
農家の世代交代でジワジワと開発が進む地域が出てきている。地域丸ごとの環境保全の方策はどう
考えていますか。  
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長池公園野鳥写真展を実施   

 

「写真を通じて八王子（日野を含む）の野鳥情報の発信」をコンセプトに、長池公園野鳥写真展を実

施した。特徴は。一般の写真展で展示される傑作写真やコンクールで入選するようなうまい写真、優れ

た写真だけに限定せずフォト鳥信の写真のような記録性の高い写真を中心に展示したことです。 

（１）タイトル：「八王子で見られる野鳥のくらし写真展」  

（２）主催（共催）：長池公園、八王子・日野カワセミ会 

（３）会場：長池公園自然館の第 2 展示室 

（４）日程：2013 年 4 月 2 日（火）～5 月 21 日（火）  

 

１．応募写真の展示 

 八王子・日野カワセミ会会員が八王子市内（日野市内を含む）で撮影した野鳥の写真で、野鳥の行動

や環境を含めた情報が含まれている写真を募集した結果、６５ 点の応募があり、その中から２８点の

写真を選定、プリントして四つ切用の写真額などに入れ、撮影者、撮影地、タイトル、解説をつけて展

示した。 

写真を応募した会員 

丸山二三夫 佐藤サヨ子  

佐藤哲郎 山口進 若狭誠  

植田益男 粕谷和夫 箕箸俊一  

 

 

 

 

２．鳥信の写真をパネルにして展示 

 フォト鳥信はカワセミ会員がホームページ上で投稿、

参照する写真付きの鳥信です。２０１０年１月から２０

１２年１２月までに蓄積された写真７９５点のなかから

１２２点の写真を選定して、パネル７枚にまとめて展示

した。 

（１）まとめ 浜野建男 

（２）パネルの内容 

① 希少（２９点）  ②群れ（１５点）   

③食べる（１５点） ④渡り、初認（１５点） 

展示写真の内容と件数 

行動 11 件 

食べる 4 件 

繁殖 2 件 

 猛禽 3 件 

 

 
希少 6 件 

渡り 1 件 
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⑤繁殖（２２点）  ⑥猛禽（１４点）  ⑦その他行動（１２点） 

３．長池公園公開探鳥会の実施 

 ４月２８日（日）に長池公園で公開探鳥会（長池公園共催）を行い３５名が参加した。 

終了後、写真展を見学した。（詳細は「探鳥の記録」の項を参照） 

 

４．その他 

（１）「八王子の野鳥写真展委員会」が応募された写真の整理や印刷、パネル作成などを行った。 

（メンバー：阿江範彦、粕谷和夫、佐藤哲郎、浜野建男、福本健） 

（２）会報「かわせみ」、「数え上げた浅川流域の野鳥２」などの出版物、写真集などを閲覧できる形

に展示した。 

（３）４月１日の会場設定、５月２１日の会場撤収では多くの会員の参加を得ました。 

 

アンケートの感想からピックアップしました 

１．展示がわかりやすかった 
 多数の写真で内容も濃い展示をゆっくり見させていただきました。項目別に展示されていて見やす

かった。展示分類がわかりやすかった。 
２．身近にこんなにたくさんの種類の鳥がいることに驚いた 
 自然な姿に笑顔になれました。意外にたくさんの鳥がいるものだ。ウチの庭にも来るが動くのでよ

～く見られない。日常見ることのできない鳥の写真をたくさん見せていただいて大喜びしていま
す。 

３．写真が素晴らしかった。 
 あらためて鳥の名前を覚えたり、又その美しさに目をみはりました。おかげで鳥の素晴らしさを再

発見した。いずれも素晴らしい写真でした。ミソサザイやチョウゲンボウ、オオルリなどぜひ見て
みたい。オオルリが美しいと思いました。写真がすばらしいです。特に生態写真がよかったです。
  

 見たことのない鳥や日常見慣れていても、表情豊かな鳥の姿を楽しませていただきました。 
４．子どもたちからの感想です。 
 かわいかった。いろいろわかった。キジはとても大きくてかっこよかった。また来たいと思った。 
 キビタキの色がとてもきれい。オオルリは八王子市のとりだと思うのできれいです。ノスリはかっ

こよかったです。スズメは小さくてかわいい。ツバメは私の家に住んでいたのでしっています。タ
ヌキは見たことがあります。 アマサギは色がきれいです。すばらしい！ 
キビタキと、庭に来た野鳥の写真がいいとおもいました、すごい！すばらしい。チョウゲンボウが
カメラ目線でいいと思いました、これもすばらしい。モズがまんまるでかわいいと思いました。早
春に訪れる珍客ヤツガシラが口ばしが長くてすごいと思った。 全部すばらしい。きれいだった。 

 いろいろなとりがあってきれいだった   アマサギとコゲラがあんまり見ない色だった 
 みんなとり、かわいかったです。たのしかったです。かるがものおや子はすごくかわいかたです。

オオリリもかわいかったです。 
５．その他要望など 
 鳥を撮る楽しみが増えました。大変興味ある写真展で感動しました。 

出来たら今後も続けて欲しいです。毎年が大変でしたら隔年でもよろしくお願いします。 
 先日はコゲラを教えていただきありがとうございました。この頃は正午前後に姿を見せています。

ご近所の何人かに受け売りをさせてもらいました。緑あふれる場所にも来ることができました。あ
りがとうございました。 

 南大沢のアウトレットにイソヒヨがいます。雄雌共６年前から毎年見られます。さえずっています。 
同じく南大沢近くで腰に白い帯のあるアマツバメが見られます。飛び方大きさに特長があります。 
とても楽しく拝見しました。自然環境を大切にして全てのものが共存できる社会を目指していきた
いですね。 
我が家の庭にもたくさんの野鳥が訪ねてきますが段々種類や数が少なくなってきている気がします。 
特にスズメが少ない気がして心配しています、なにか原因があるのでしょうか。（別所在住の女性） 

 
                               （記：浜野建男） 
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カンムリカイツブリの親子（撮影：加藤岸男氏） 

 

寒立馬（撮影：植田益夫氏） 

 

セグロカモメの親子（撮影：加藤岸男氏） 

青森探鳥会の鳥見紀行 

青木静子 

 

お天気に恵まれた青森の探鳥会では“ひな‘の可愛さに魅了させられました。 

 

最初に出会ったのはカンムリカイツブリの

親子です。縞模様の“ひな”が親の横に泳い

でいて、もう一羽は親の背中にいました。し

ばらくすると親子と擦れ違ったオス（？）が

魚をくわえてせわしなく行ったり来たり時々

魚を水につけて大きな声で鳴いています。 

きっと先ほどの親子を呼んでいるのでは・・・ 

なかなか出会えないので、どうするかと見て

いたら飲み込んでしまいました。もう１度同

じことをしていましたが、やはり自分のもの

にしてどこかへ行ってしまいました。 

 

次は、尻屋岬に向かう途中で寒立馬

の母子６頭ほどに道をふさがれ、たく

ましい馬の後ろ姿を見ながら、早くど

いて通らせてと思うのですが、馬はこ

こは自分たちの領分だとばかりに、

悠々と歩いて行きます。 

 

 

 

やっと通らせてもらって、大きな岩の

てっぺんに、セグロカモメが１羽じっと

しているのを見つけました。どうしてあ

んな風の強い所に・・・と思っていたら、

長谷川さんの“ひな‘がいるとの声に近

づいたら黒い水玉模様みたいな”ひな’

が３羽いました。 

思わず カワイイ それにしても親とは

似ても似つかない姿です。 
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シノリガモ（撮影：長谷川 篤氏） 

 

カモシカ（撮影：福本 健氏） 

 松林の中で鳥を探していた時、何かじっと見られているような気がして振り返ったら、カモシカと目

が合ってしまいました。こんな海の近くの松林にカモシカが？１０００ｍ位の山中にいるとばかり思っ

ていたので驚きです。 

 

 次の目的はシノリガモの親子です。薬

研渓流の散歩道に入ってしばらくすると

いました！！  

下流に向かって泳いでいるので走って見

やすい所まで戻り６羽の親子を見ること

ができました、でも大分大きくて成鳥と

見分けができません、もう１組に出会え

た時は“ひな‘とわかりましたが流れが

早くたちまち下流に行ってしまいました、

もっとじっくり見たかったのに残念でし

た。 

 

 

２組目の親子に出会う前に川の中州に

カモシカを見つけました。こちらを見

ているのですがとても警戒している様

子ですぐに向こう岸の中に行ってしま

いました。ここで会ったカモシカはい

てもおかしくないのかな？と変に納得

してしまいました。 

 

帰り道もう１度２組目の“ひな‘を

見たいと思いましたが出会えず １組

目の親子はじっくり観察できました、 

確か６羽だったはずが１羽ふえていま

した。 

いつのまに・・・ 

 

 この他にもアカゲラ、ノスリ、カワガラスの親子も観察できた。遠出の探鳥会はその都度感激するこ

とがあるのですが、今回も期待にたがわず、十分に満足して帰ってきました。‘ 
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2013 年 八王子市環境フェスティバル報告 

１．日時；6 月 1 日（土） 9:30～17:00（公開は 10:00～17:00） 

２．場所；JR 八王子駅北口西放射線ユーロードの特設テント 

３．カワセミ会の取り組み 

①浅川流域野鳥図鑑の放映と野鳥相談   ②浅川の野鳥パネルの展示 

③カワセミ会が作製した野鳥カルタを使用し、環境フェスタ本部のスタンプラリーに対応した。 

４．概要及び担当者感想 

 「はちおうじの環境をみる・きく・考える」のテーマで実施された、八王子市環境フェスティバ

ルは今年で 20 回目になる。カワセミ会は当初から連続 20 回参加して「浅川の野鳥」「野鳥の住む

浅川の環境」について宣伝してきた。今年も上記の取り組みを行った。 

スタンプラリーでは、カワセミ会のテントを訪れた市民の方に野鳥カルタを楽しんでもらい、１

枚でもとった人にスタンプを押した。会場は案内の人、カルタを読む人、野鳥の説明をする人で終

日賑わった。ラリーでカワセミ会のテントを訪れた市民は 980 人（カウンター数）にのぼった。多

くの会員に協力いただきスムーズに対応出来た。 

なお、15 周年記念事業で作製したポストカード（オオルリ、カワセミ等の写真）をプレゼント

したところ好評であった。              （担当；門口一雄） 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

ナベの百舌
ひゃくぜつ

 夏号            渡辺敬明（多摩丘陵緑地居）  

 
ナベ流『鳥見いろはカルタ』参考資料：岩波いろはカルタ辞典  

○あ   足元から鳥が立つ  

直訳：突然思い立って行動すること  
意訳：早朝突如思い立ち、急に鳥見にでかけること  

○す   雀百まで踊り忘れず  

直訳：年取っての道楽はなかなか治まらないこと  
意訳：会員の多くは百歳まで鳥見をするぞ！のたとえ   

○た   立つ鳥跡を濁さず  

直訳：引き際のいさぎよいこと  
意訳：おやつ・弁当のゴミは絶対残さない信念！  

○ふ   梟
ふくろうどり

の 宵企
よいだくみ

み 

直訳：前の晩に計画を立てても翌日に実行できないこと  
意訳：毎晩鳥見プランを立てるが、朝には忘れていること  

○へ  下手な鉄砲数打ちゃ当る  

直訳：未熟者でも数多くやればうまくゆく事がある  
意訳：野鳥撮影の極意だが、当らないのは何故？  



21 

― 表紙の絵 －       「アオバズク」 

倉本 修   

「アオバズク」を初めて見たのは、時刻でいうと夕方であった。 

多摩御陵参道へ向かって南浅川橋を渡ると、右側に「サイカチ」の老大樹が立っていて、そこに「アオ

バズク」が来ていますと、今は亡き 故「尾又さん」が教えてくれた。 

１５年ほど前である。 

すぐ出掛けて行った。午後４時を過ぎていたと思う。 

探すと「アオバズク」は高い枝にとまり、私の方を凝視していた。しっかり見ようとスコープの視野に

入れた。 

丸い頭に、平らな顔、そして何より左右に離れた大きな目で、まばたきひとつせず、じっーと、こちら

を見続けていた。その凝視はどうしても人間の視線を連想してしまう。 

 遠くで雷の音が響いていた。 

フクロウ科の鳥を見たのは、それが最初だった。興奮と緊張と嬉しさで、すっかり心を奪われた。 

ひたすら見ていて、どの位時間が経過したのか、全く、わからなくなっていた。周囲の状況の変化に気

づいたのはスコープの視野が薄暗くなってきて、見づらくなってきたからだ。 

その時、「稲光り」が走った。フラッシュを当てたように、一瞬だけ「アオバズク」が鮮明に浮かび上が

り消えた。 

続いて激しい雷鳴が響き渡った。もう周りは薄暗く今にも土砂降りが来そうな、湿った気配がしていた。 

稲光りと雷鳴がくりかえし襲ってきた。 

 

「アオバズク」を描こうと考えた時、あの時の「稲光り」を背景に描き込みたいと思った。 

初めて見る鳥との出会いは、その現場で、自分が目で見た

もの、耳で聞いたことなど、実に細かい光景が記憶に刻み

こまれている。強い緊張と心の昂ぶりによって、感覚が鋭

敏になっているからだろうか。 

それらの光景は、まるで、鳥の名前にくっつき、結ばれ、

切れずに連なって記憶の回路の中に蓄積されているように

思われる。 

 

 その後、「アオバズク」は色々な場所で、昼間の明るい日

差しの中で見たこともあるのだが、私にとって「アオバズ

ク」という鳥の名前が呼び起す連想は、あの「稲光り」と

雷鳴である。 

 

 

 

 

 

                    「アオバズク」は清水盛通氏の写真を参考にしました。 
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シジュウカラ里親奮戦記（その１）      福本健 

１．巣作りから親鳥の子育て放棄まで 

３月中旬；庭に掛けた巣箱（写真①）にシジュウカラが入り巣作りを始めた。 

４月８日；朝のみメスが巣箱に入るようになった。卵を産んだようだ。 

４月１７日；抱卵をしているようで、メスが温めており、時折餌を求めて飛

び出る。オスが持ってきた餌を食べに巣箱から出てくることもある 

５月２日；オス・メスで餌を運び始めた。まだヒナの鳴き声は聞こえない。 

５月１１日；オスが来なくなったのに気付く。 

５月１３日；午前中は餌を運ぶメスの姿は何度か見かけたが、午後にな

ると、メスも来なくなり、ヒナ達はピーピーと鳴き続けていた。 

５月１４日；今日も親鳥が来ないので、鳴き続けるヒナの声にたまりか

ねて、巣を開けて中を見ると、大きく口を開けたヒナがいた（写真②）。

午前１０時ごろ迄待ってついにヒナを巣箱から出す。ヒナが８羽いた。

目が開いて大きく成長したヒナもいれば、まだ目が開いていないヒナもいた。             

２、里親になる 

大きい１羽は目も開けて歩き回るが、小さい２羽は目も開かず成長が遅れて

いる。このまま餓死させるのには耐えられず、餌を与える決心をする。     

発泡スチロールの箱にタオルを敷き、巣箱の巣ごとヒナを入れる（写真③）。

何の情報もないので、インターネットで同じような例はないか調べ、とりあえ

ず割りばしを細く削りパンをあったかい牛乳で浸して与える。皆必死に食べた。 

カワセミ会メールリンクで流し、アドバイスを受ける。早速、福本順吉さん、浜田早苗さんから連絡

があり、いろいろ経験談を伺った。日本野鳥の会の本部にも相談した。引き取ってくれるようなところ

はないので、餌をやって、飛べるようになったら自然に返してあげてくださいとのことであった。送っ

てもらった冊子「ヒナとの関わり方がわかるハンドブック」によるとシジュウカラはオスが中心になっ

てエサやりをすると書いてあった。オスがいなくなりメスは８羽も育てられないと思い放棄したのだろ

うか。 

２）餌やり 

いただいた情報をもとに、ホームセンターですり餌とミルワームを買ってきた。餌やりも始めはまっ

たくの手さぐりで、プラスティックのスプーンの先端をヒナの口に入るよう細く加工し、すり餌を与え

る。ヒナは一口餌を口にした途端、お尻を高く上げて、袋に入ったプリンプリンの糞をする。餌を与え

ると同時に糞を回収しなければならず、８羽もいると大混乱。どれに餌を与えたか分からなくなる。 

また、すり餌がヒナの顔や羽に張り付き、ほっておくと固まってしまうので、綿棒をお湯で濡らして拭

き取るようにした。栄養のバランスを考え、生きたミルワームはピンセットでつまみ与えた。 

３）里親探し 

５月１５日；一日中不在であったので、妻にヒナの世話をまかせきりとなる。ヒナの世話で、まさに

家を空けられない状況となる。８羽もいると全部に餌をやり終えて１５分ほどすると、またピーピーと

餌を催促する。余りの大変さに何羽でもいいから世話をしてくれる方がいないかとの妻の要望で、里親

を探す。名乗り出て下さった浜田さんに夕方４羽の面倒を見ていただくことにした。８羽を持っていき、

４羽を預ける。やっと落ち着いて４羽それぞれのヒナに目が届くようになる。 



23 

５月１６日；その日も一日出かけ、妻に頼む。ヒナたちは食欲もでて、胸や腹の赤膚に毛が生えてきた。 

５月１７日；成長の遅れていたヒナ１羽が早朝死ぬ。４羽の体重を測ったところ 

１３ｇ、１１ｇ、１１ｇ、５ｇであった。助けられなかったのは残念であった。 

２羽は胸の毛も生え揃い、ネクタイも確認できるようになってきた。成長の早さに驚かされた。 

動きも活発になり発泡スチロールの箱から出そうになったので、大きいダンボールに移す。 

５月１８日；放鳥のことを考え、今日より餌は口の中にもっていかず、くちばしの先に持っていき自分

から食べるように訓練を始める。 

５月１９日；一番大きいヒナは羽ばたきや毛繕いを始める。毛も黒から緑が少し入った色に変わってき

た。小さなヒナはまだ毛が生えそろっていない。 

浜田さんと情報交換をしながら、放鳥に向け訓練をしていった。夕方、

段ボールに止まり木を付け、止まり木から餌を食べるようにする。 

５月２０日；段ボールから出し、鉢植えのハイビスカスの木に３羽とも

止まらせ、玄関に置いた。餌も木の枝や葉っぱにすり餌を付け、自分で

食べるよう仕向けた。床にもすり餌を置いて自分で食べるよう少しずつ

訓練した。多摩川への放鳥を考えていたので、多摩川にある桑の実を取

ってきて与えるとよく食べた。１日つきっきりで世話をする。 

日本野鳥の会に再度相談したら、飛べるようになったらできるだけ早く

放鳥したほうが良いとのアドバイスであった。遅くなればなるほど、里親

にも鳥にも難しくなるとのことであった。 

５月２１日；部屋に放し、飛ぶ訓練をする。２羽は結構飛ぶが、ちびっこ

は飛ぶ距離も少ない。植木鉢ごと庭にだし（写真④）、外の環境に慣れさせ

た。ヒナたちの声を聞きつけてシジュウカラのつがいが近くの電線に

来て見ていたが、ヒナたちは全く無関心だった。その日も、木につけ

た餌を自ら食べるように仕向けた。午後は３時間以上不在であったが、

玄関の植木鉢に止まっておとなしくしていた。玄関は糞だらけであっ

た。あちこち飛び回り、植木鉢の木に 3 羽とも戻るようになっていた。 

４）放鳥 

５月２２日；一番のちびっこが、隣の部屋まで飛べるようになったの

で、急遽放鳥の決心をした。自分で餌を採れるか心配だが、思い切るしかない。放鳥へ出発前 体重を

測ったら（写真⑤）、１４ｇ、１２ｇ、１２ｇと１ｇずつ増えていた。 

少し遠いが自然環境の良く、シジュウカラもいる大きな公園に渡辺敬明さん立会いの下で、人通りの少

ない朝９時前に放鳥した。一番大きいヒナが最初に木の高い枝に飛び、次のヒナは別の木に飛んだが大

きいヒナの鳴き声を聞いて、その木まで飛び移った。 

ちびっこは目の前の木に止まり、じっとこちらを見ていた（写真⑦）

が、やがて他の２羽の声のする方に枝から枝に飛び移って、やっと兄

弟と同じ木に行くことができた。兄弟が集まったのを見届け、無事生

き抜いてくれることを祈りつつ、その場を離れた。日々変わっていく

成長の早さに驚き、かわいさにおぼれないよう自然に帰すことに常に

意識しながらヒナたちと過ごした９日間であった。浜田さんの献身的

な努力と、多くの会員の皆さんからの助言、励ましにより、７羽が無事放鳥できほっとしています。 
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シジュウカラ里親奮戦記（その２）            浜田早苗 

可愛いシジュウカラの雛との１０日間；  

初めて雛を見た時は手の平に４羽（写真⑧）まとめて乗るほど

小さく、触るとこわれそうな雛でした。鳴き声も小さく羽毛も生

え揃っていなくて、お腹は丸裸。 すぐに箱の中にペットボトル

の湯たんぽを入れ温めました。 成長は早く毎日変化が感じられ

ましたが、大きい雛と小さい雛では１週間ほどの成長の差が感じ

られました。 

餌はすりえに小松菜を混ぜたものですが、クワの実を前にさし

出すと始めつついていたのがおいしいと思ったのか、口いっぱい

に頬張り丸飲みするほどでした。大きい雛は実を成鳥がするよう

に、足の間にはさんでつつくこともありました。 

スポイトでハチミツ水をあげた時は、待ちきれないように自分

から吸い込み、皆おいしそうに飲みました（写真⑨）。コップに入

れた水に興味を持ったようなので、小皿に水を入れて置くとすぐ

にパシャパシャと水浴びして（写真⑩）、親が教えなくてもするの

だと思いました。ただ１番小さい雛は、濡れた羽をどうしたらい

いのか解らなくボーっとしているので、テッシュで拭いてライト

で温めました。 

お天気の良い日に日光浴させると気持ち良さそうに止まり木の

上で羽をいっぱいに広げ首もたらーっと下げて陽を浴びるのは微

笑ましい姿でした（写真⑪）。シジュウカラはとてもおとなしい性

格のようで兄弟に何度上から踏みつけられても怒らないし水浴び

もちゃんと隣で順番を待っていました。 

刷り込みについてご注意がありましたので、餌をあげる時マス

クにメガネと帽子で変装しましたが、特になつく様子はなく放鳥

する頃には部屋に放すとエアコンの上など高い所（写真⑫）ばか

り行ってしまい捕まえるのが大変でした。毎日可愛い姿を見せて

くれた雛との別れはつらく、何度もこのままでいられたらと思い

ましたが、その日はすぐに来てみんな新緑の中へと羽ばたいて行

きました。 

今回どれほどの事が出来

るのかも解らないのに私を

信頼してお任せ戴き感動の

日々を与えて下さった福本

健さんと、優しく見守りご

助言下さったカワセミ会の

皆さま方に心から感謝申し上げます。                  

      



25 

シジュウカラとヤマガラの巣作りから巣立ちまでの観察記録 

福本順吉 

 シジュウカラとヤマガラの巣の作り方や卵の抱卵の仕方、雛の餌やりの方法、間隔など知りたいと思

い、自宅の巣箱にウエブカメラを使用してＰＣ経由で観察した。撮影はパソコンの画面に映った巣箱の

様子をパソコンの前にカメラを三脚につけて行った。その結果シジュウカラとヤマガラの巣作りから巣

立ちまでの行動が判明した。今後の再調査の参考にしたいと思っている。 

 

軒下西側巣箱『ヤマガラ』の巣作りから巣立ちまでの観察記録（平成 25 年 3 月 6 日～4 月 30 日） 

3/6（水） 西側巣箱のふたを開けて確認した処、巣材のコケ類が少し入っていた。 

3/7（木） 早速ウエブカメラを設置して P.C を通して見られるようにしてから再度確認を続けた。PM４：３５分にヤマガラが巣材のコケを咥え
て巣箱に入ってきたのを家内と P.C で確認した。これでヤマガラが入って繁殖を始めた事が確認できた。 

3/9（土） 午前と午後、巣材のコケ類を運ぶため巣箱に出入りするのを P.C と外側からも確認した。東側の巣箱はまだ利用していない。 

3/10（日） 午前中２羽で巣材を運び、巣作り作業？をしているのを確認できた。 

3/12（火） 産卵する場所を丸く作るのを昼間に P.C で見ていたら、羽を広げ、ふるわせ、くるくると回りながら嘴で押さえながら作っているの
が確認できた。いままで知りえなかった事が新たに確認できたので嬉しかった。 

3/17（日） 今日も午前中３回ほど巣材を運んで巣の調整？を行なっていた。 

3/19（火） 今日は巣が完成したのか殆ど巣箱に来なかった。 

3/23（土） PM２:３０分から１時間程 P.C から観察を行なったが１回きただけで、すぐ出て行ってしまった。 

3/24(日) AM9:20 分 P.C でチェック。完成した模様で産卵場所が綺麗に丸く出来ていた。 

3/25（月） AM８：３５分に P.C でチェック。産卵場所に１個産卵していた。多分推定ではあるが、昨夜「２４日夜」に巣箱に入り産んだと思われる。 

3/26（火） AM７：２７分に P.Cでチェック。２個目を産卵してあるのが確認できた。２６日早朝に産卵したものと思われる。また PM４:５５分から
１時間程、P.C でチェックしていたら PM５：４９分に１羽が巣箱に入り抱卵を開始した。PM５:５５分には巣箱も闇夜の状態になり判
別不可能となった。 

3/27（水） AM６：２８分に P.C で３個目を産卵してあるのが確認できた。 
★今後、卵６個で抱卵開始した場合、４月１２日から１４日掛けて孵化すると思われ、その後全個孵化し、巣立ちするのが５月３
日から５日頃になると予想される。（これは抱卵期間を１４日間として、孵化して巣立ちまでを２１日間として計算した場合） 
３，２７「水」：PM５:５３分に巣箱に１羽入ってきて抱卵を開始した。ここからは PC を省く。 

3/28（木） AM７:２３分に抱卵中だったが巣箱から出て行った後、４個目の産卵を確認した。 
PM６：００分丁度に巣箱に１羽入り抱卵を開始した。開始後すぐに巣箱は暗くなり判別が不可能となった。 

3/29（金） PM５：４９分再チェック。既に天候の影響で巣箱の中暗く判別不可能だった。 

3/30（土） AM７:５３分にチェック。６個目の産卵を確認した。PM５:４９分再チェック。曇天のため、巣箱が暗く、確認できなかった。 

3/31（日） AM９:１２分にチェック。７個目の産卵を確認した。AM１０:４７分にチェック。７個目の卵の上に保温のための羽毛があった。PM５:２
９分に再チェック。雲天の影響で巣箱が暗かったが、かろうじて抱卵しているのが確認できた。 

4/1（月） PM１２：２９分にチェック。抱卵中だった。いよいよ抱卵を開始したようだ。PM３：３５分再チェック。抱卵していなかったが、２，３分
後に入って来て卵卵を開始し、頭を横にしてそのまま寝てしまった。 

4/2（火） AM９：３３分にチェック。抱卵中だった。PM３：０１分再チェック。抱卵中で頭を横にして眠っていた。 
普段は頭を忙しく動かしているのにと思わず笑ってしまった。 

4/3（水） AM９:３５分にチェック。抱卵中だった。 4/3 午後から 4/９午前中まで遠出外出していたため観察を中断した。 

4/9（火） PM２:１０分から３０分までチェック。抱卵中だったが、中で動いた時に７個の卵が確認できた。東側巣箱は現時点で利用していない。 

4/10（水） AM６:４５分にチェック。抱卵中だった。 

4/11（木） AM９:４８分にチェック。親が中で移動した際、７個の抱を確認できた。 

4/12（金） AM８：19 分にチェック。抱卵中に頭を下に向け、卵の位置を変えているようだった。その後、抱卵の位置を変えて座り直した。卵
の状況は確認できなかった。 

4/13(土) 
 

AM９:３４分にチェック。抱卵中だった親鳥が突然、卵の殻を口に咥え、そのまま食べてしまったのでびっくりした。親鳥が巣穴か
ら外え出たので、確認した処、何と孵化して雛がいたので再度びっくり、それも５羽も孵化していたので。残りの２個の卵は今日
か、明日中には孵化をするのではと思っている。当初の予想より１日早かったことになる。 
※当初の予想の計算は抱卵を始めてから約２週間（１４日）とみて４/１からと計算し、１４日と見込んでいたが３/31 に７個目を産
んだ日から計算すれば丁度１３日となり合致した。巣立ちの予想は１３日から約３週間（２１日）と計算すると５月２日頃となる。 

PM３：２８分にチェック。抱卵中だったが親鳥が外え出た後、確認した処、６羽目の雛が孵化していた。 

4/14（日） AM１０:１１分チェック。残り１個の卵も孵化した。親鳥が餌を取りに出て行った後に確認できた。１２分後、親鳥が戻って来て７羽
の雛に餌を与えていた。 

4/15（月） PM３：００分から１１:００分までチェック。2 回ほど親鳥が餌を取りに行き戻り、与えていた。取りにいっている間、雛は口を開けた
り、体をゆすりながら親鳥が戻るのを待っていた。 

4/16（火） ：AM１０：４７分から１１：３０分までチェック。１回親鳥が餌を取ってきて待っている雛に与えているのを確認した。 

4/18（木） AM７：３９分にチェック。親鳥が雛に餌を与えていた。その後、別の１羽が入って来て餌を与えるとすぐに出て行った。雛達はおと
なしくなった。 

4/19（金） AM７:４５分から８:００分までチェック。僅か１５分の間に３回餌を与えに来ていた。７:４６分に１羽、この１羽が出て行った５分後に
１羽が入り、２分後に１羽が戻って入り、結局２羽で餌を与えていた。雛も元気に育っているようで体全体に羽毛が生えそろってき
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た。親鳥も餌運びで忙しくなってきたようです。 

4/20（土） AM９:４５分から１０：１５分まで観察。１分後の９:４６分に親鳥１羽が巣箱に戻り雛に餌を与えてすぐ出て行った。９:５３分に１羽が
戻り餌を与え、出て行き、９：５７分に１羽戻り、餌を与え、出て行き、１０:０１分に１羽が戻り餌を与えた後、寒いためかそのまま座
り込んで７羽の雛を暖め始めた。１０:１５分まで観察したが僅か３０分の間に４回も餌を与えた事になった。なお今日で孵化して
から丁度１週間となったがまだ目は開いていない。 

4/21（日） M２：００から３:００まで観察。親鳥は１時間の内、３回ほど雛に餌をあたえ、糞を咥え出て行く様子が見られた。雛７羽とも元気で
動いているが相変わらず瞳は開いていない。今日現在も東側の巣箱は利用していない。 

4/22（月） PM３：００分から４：３０まで観察していたがこの間に６回ほど餌を運んで来た。きょうで９日目となった。餌も青虫を与えるようにな
った。約１㎝位の大きさだった。PM５：３０分から６:３１分まで観察。その間、５回ほど餌を与えていた、雛も元気が良く、７羽の雛、
餌の取り合いで大騒ぎの様子が確認できた。６:３１分には巣箱が暗くなり中の様子がチェック不能となってしまった。 

4/23（火） AM９:５０分から１０:２０分までに２回ほど餌を運んでいた。きょうは孵化してから１０日目だが目はまだ開いていない。 

4/24(水) PM２：５０分チェック。外は雨天のため、巣箱内が薄暗く、親鳥はいなかったせいか雛は静かにしていた。目は開いていなかっ
た。数分後、狭い巣の中で口をパクパクさせ、雛どうしでお互いに体を窮屈そうに揺さぶり、動かしていた。 

4/25（木） AM８：１５分から９：００まで観察。３回ほど餌を運んで来て雛に餌を与えていた。今朝は目が開いていた。 

4/27（金） AM８：４１分にチェック。丁度親鳥が餌を与えていてすぐに出て行った。７羽の雛は大きくなり羽も生えそろってきたようで、巣の中
で元気良く押合い圧し合いながら目があいているので巣穴の方向に顔をむけ親の餌を待っている状況でその後、親鳥が戻って
きたのは９:０４分で雛が餌を待っている時間は２３分程でした。観察は９:１１分で終了した。 

4/28（土） ＡＭ：８：１０分チェック。雛に餌を与えていた。雛も周囲のコケの部分にのり、羽ばたきの練習を始めた。 

4/29（日） 今朝早く目が覚めたため５：４５分にチェックを開始。今朝も巣立ちが近いせいか、周囲のコケの上や仲間の日なの上で羽ばたき
や、親鳥が運んで来る餌を口を開けて夢中で食べていた。親鳥が持ってくる餌は、青虫が多く、大きさは２０ミリ位でした。親鳥が
行ってしまうと又羽ばたきなどしていた。ＰＭ３：１６分に７羽の雛を確認した。夕方４；４８分に再確認。 

4/30（月） 本日早朝に巣立ちした。７羽共。写真撮影は残念ながら間に合わず出来なかったが取り合えず無事に巣立ちしたようだ。これで
３月６日より始まった今年の繁殖は終了した。計算上の２１日より３日早く巣立ちした事になった。成鳥となってまたこの場所での
繁殖をまっているよと心の中で無事を祈った。 

 

軒下東側巣箱「シジュウカラ」の巣作りから巣立ちまでの観察記録（平成 25 年 6 月 12 日から 7 月 20 日） 

6/12（水） ＰＭ３：３５分に巣箱を観察したら巣箱に苔類が入ってるのが確認/しかし親鳥がいない為/鳥種が判らなかった。多分シジュウ
カラではと思いながら観察を終えた。 

6/13（木） ＰＭ１２：３０分チェックしたがまだそのままの状態で以前/鳥種はわからなかった。 

6/14（金） ＡＭ６；３３分頃から７：００頃の間に２回程苔「苔の種類は不明」を咥えた鳥が巣箱に入ってきた。それがシジュウカラと判り/こ
の日初めてシジュウカラと確認した。 
       同日ＰＭ１：４７分から５４分までヤマガラの時と同じように苔を咥え/左右に回転しながら羽で押さえ巣作りをしてい
た。ヤマガラと同じで新たな発見であった。雄は外で囀っていたが巣作りは殆ど雌が担当のようだ。 

6/15（土） ＡＭ８：３０分から９：００迄観察したが昨日の午後と同様に巣作りをしていた。 

6/16（日） ＡＭ７：４７分に巣箱をチェック。１個目を産卵していたのを確認した。 

6/17(月) ＡＭ４：５７分２個目の産卵を確認した。親鳥はいなかった。 

6/18(火) ＡＭ５：０３分にシジュウカラが３個目を産卵してあるのを確認した。 

6/19(水) ＡＭ７：３５分に４個目の産卵を確認した。このときも親鳥はいなかった。 

6/20（木） ＡＭ６：５４分から７：０５分まで観察したが/７：０１分に親鳥が出た後に５個目の産卵が確認できた。 

6/21（金） ＡＭ８：００頃にチェックしたが５個のままだった。夕方には抱卵開始の様子だった。 

6/22（土） ＡＭ５：５７分には抱卵中で/６：４８分頃に見たら５個の産卵だった。今年は天候不順などでシジュウカラも繁殖が遅くなり/それ
で少なく５個なのかも知れ無いと思った。 

6/23(日) 
 

ＡＭ７；２８分チェック。抱卵中だったが２分後に巣箱から出ていったので見たらやはり卵は５個だった。 

6/24（月） ＡＭ７：４１分巣箱をチェック。親鳥はいなかったが卵は５個だった。 

6/25（火） ＡＭ５：２７分チェック/抱卵中だった。 

6/26（水） ＡＭ７：３７分チェック/抱卵中で体の向きを変えながら抱卵をしていたがこれも新たな発見であった。 

6/28（金） ＡＭ７：０４巣箱チェック。親鳥はいなくて卵５個は確認できた。 

6/29（土） ＡＭ９：３３分から１０分間観察していたところ抱卵中に時々毛づくろいをしたり抱卵の向きを変えたりしていた。これも新たな発
見であった。平均に卵を温める為だと推定できる。 

7/1（月） ＡＭ９：３２分に巣箱チェック。親鳥はいなかったが５個の卵は確認できた。数分後親鳥が「雌と思われる」戻り嘴で卵の位置を
変えたり/毛づくろいをし/向きを変えて抱卵を開始した。 

7/3（水） ＡＭ６：０４分巣箱チェック。親鳥が盛んに巣の中を気にしていたので観察を続けていたら/４個の卵が孵化していた。雛の誕生
である。しかし１個の卵が残っていたのでそれを親鳥が気にしていたようである。２羽の親鳥が卵の殻を口に咥え/外へ出て行
った。捨てに行ったのと思われる。当初の予定では４日頃孵化と推定していたが１日早かった。これで巣立ちは７月の２1 日か
ら２2 日頃と推測。所要から帰宅後ＰＭ１：３０分頃最チェックした処/残りの１個の卵も孵化していた。そして雌の親鳥が巣を暖
めている時に雄の親鳥が餌を咥えて来て/雌親に口移しで渡すと雌親はその餌を食べやすいように細かくして５羽の雛に与え
ていた。この時の雌雄は喉のネクタイの太さで確認できた。 

7/6（土） ＡＭ６：５０分巣箱チェック。きょうで孵化してから 4 日目となった。親鳥はいなかったが/雛は首を上げて大きく口を開けて餌を催
促しているようだった。数分後親鳥が戻り雛に餌を与えていた。雛は夢中で親鳥にせがんでいた。 

7/8（月） ＡＭ7：43 分巣箱チェック。きょうで 6 日目/相変わらず雛は親鳥に大きく口を開け/餌を要求していた。ウエブカメラのみで声が
聞こえないのが残念。 

7/11（木） ＰＭ12：24 分巣箱チェック。2 羽の雛が巣の脇に出ていた。3 羽は巣の中にいたが巣箱の中なので特に問題は無かった。2 羽の
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雛を巣の中に戻してやり/観察を続けていると親鳥が餌を持ってくるのを口を開けて待っていた。雛も大分大きくなり/羽づくろ
いなどしていた。 

7/16（火） ＡＭ１０：００分巣箱チェック。きょうで孵化してから丁度 14 日目となった。観察中/羽を伸ばしたり/羽ばたきも始めていた。親鳥
が餌を持ってくると5羽の雛は口を大きく開けて餌を要求していた。お尻を上げて糞を出すと親鳥がそれを咥えて外へ捨てに行
き/餌を咥え戻ってくる時間が長くなっている。このまま行くと巣立ちは 20 日頃か？と推定。そんな巣箱の状態をカメラで撮影し
た。 

7/18（木） ＡＭ６：４０分から 8：00 頃まで巣箱チェック。5 羽の雛を確認。狭い巣の中で羽ばたきをして飛ぶ練習をしたり/羽づくろいしたり/
背伸びをしたりと忙しく動き回るため巣が皿の様に広くなっている。親鳥が餌を咥ええて巣箱に入ってくると/5 羽の雛は餌を貰
うため/大きく口を開けてねだっていた。餌を貰った雛がお尻を持ち上げて白い糞の塊を出すと親鳥はそれを咥えて外へ捨て
に行っている。この繰り返しで 5 羽の雛は大きくなっていくんだなと思った。 

7/19（金） ＰＭ12：53 分巣箱をチェック。5 羽の雛は羽を広げたり/羽ばたきしたり/巣穴へ飛びついたりしていよいよ巣立ちの様子が画面
から伺えた。夕方ＰＭ5：54 分にチェックした時はまだ 5 羽ともいた。 

７/20（土） 朝ＡＭ5：24 分にチェック。5 羽の雛がそわそわと巣箱の中を動き回っていたのでこれは巣立ちの準備だなと思い/観察していた
ところ/ＡＭ６：２０分頃に親鳥が餌を咥えて鳴き始め巣穴で雛の巣立ちを促しているようなのでカメラを持って外へ出て観察し
ていたところ/ＡＭ6：33 分頃から 1 羽巣立ちし/次々と 3 羽がＡＭ６：５２分頃までの間に巣立ちして行った。残り 1 羽は少し小さ
くて勇気が無いのか/遅れてＡＭ８：０８に無事に巣立って行った。これで全 5 羽の雛が無事に巣立って 15 年連続の繁殖と巣立
ちした事になった。 

 

尚、我が家の巣箱では、「シジュウカラ」や「ヤマガラ」の１５年連続繁殖と巣立ちとなった。     

 

軒下東側巣箱 

平成１１年（1999）５月１３日（木）晴れ 午後、シジュウカラ・７羽・巣立ち。 

平成１１年（1999）６月３０日（水）曇り 午後、シジュウカラ・６羽・巣立ち。 

平成１２年（2000）６月 ４日（日）晴れ 午後、シジュウカラ・７羽・巣立ち。 

軒下西側巣箱 

平成１３年（2001）５月１３日（日）晴れ 午後、ヤマガラ・５羽・巣立ち。 

軒下東側巣箱 

平成１４年（2002）５月２１日（火）晴れ 午前、シジュウカラ・８羽・巣立ち。 

平成１５年（2003）５月２３日（土）曇り 午後、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

平成１６年（2004）５月 ７日（金）晴れ 午後、シジュウカラ・７羽・巣立ち。 

平成１７年（2005）５月１９日（木）晴れ 午前、シジュウカラ・６羽・巣立ち。 

平成１８年（2006）６月１９日（月）晴れ 午前、シジュウカラ・６羽・巣立ち。 

平成１９年（2007）５月２３日（水）晴れ 午後、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

軒下西側巣箱 

平成２０年（2008）６月１２日（木）小雨 午後、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

軒下東側巣箱 

平成２０年（2008）６月２１日（土）小雨 午前、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

平成２１年（2009）７月１８日（土）晴れ 午後、シジュウカラ・５羽・巣立ち。 

軒下西側巣箱 

平成２２年（2010）４月２９日（日）晴れ 午前、ヤマガラ・６羽・巣立ち。 

平成２３年（2011）６月２２日（水）晴れ 午前、シジュウカラ・７羽・巣立ち。 

軒下東側巣箱 

平成２４年（2012）５月２４日（木）晴れ 午前中迄にシジュウカラ・８羽・巣立ち。 

 平成２５年（2013）７月２０日（土）曇り 午前、シジュウカラ・５羽・巣立ち 

軒下西側巣箱 

 平成２５年（2013）４月３０日 (火) 晴れ 早朝にヤマガラ・７羽が無事巣立ち。  

 

「まとめ」 

★平成１１年から平成２５年まで１５年連続繁殖と巣立ちに成功した。 

巣立ちした羽数：シジュウカラ １０７羽 内訳：東側巣立ち 95 羽、西側巣立ち 12 羽 

        ヤマガラ    １８羽 内訳：西側巣立ち 18 羽   

累計     １２５羽 
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私と野鳥 
角田 幸男 

野鳥との出会い 

１９９４年４月２９日（４９歳）職場の仲間と函館にゴルフに行き当日プレーを楽しみ翌日格安ツワ

ーのため夕方まで時間があり市内観光で大沼公園に行った。そこで双眼鏡を持った仲間から初めて双眼

鏡で小鳥を見せてもらうことが出来た。とても可愛く綺麗に見えちょっと感動した。 

私は、山梨県の笛吹川と曽根丘陵の間（中道町、現甲府市）で生まれ、メジロやスズメを捕まえたり

ウグイスやヒバリのさえずり聞く豊かな自然の中で育ったが、１８歳で故郷を出てから動物園以外で鳥

を見ることもなく、声を聴いても振り向くこともなく過ごしてきた。 

双眼鏡で見ると鳥は美しく見える思えた私は３日後の５月３日、古い双眼鏡を持ち出し自宅（紅葉台）

から峰の薬師往復６時間鳥探しに出かけたが結果は若葉の中「声はすれども姿は見えず」ヒヨドリ１羽

が確認出来ただけだった。なんか悔しい思いだけが残っただけの１日だった。     

そうだ、川へ行こう！ 翌週から毎週１回、御陵大橋から往復３～４時間の探鳥を始め、なじみの鳥・

初めての鳥の出会いでバードウォッチングにとりつかれることとなり、関東甲信越の探鳥地をさすらい

歩くこととなり現在に至っている。 

バードウォッチングを始めたきっかけは初めて双眼鏡で見た小鳥の美しさと双眼鏡で鳥が見つから

なかった悔しさからである。それにしても大沼公園で見た小鳥はいまだ何であったか不明である。 

 

タカの渡りとの出会い 

９８年９月大野貯水池にヤマセミを見に行った帰り、城山湖に立ち寄ると数人が双眼鏡やフィールド

スコープを構えているのを発見、聞くとタカの渡りを観察しているとのこと、その日は見ることが出来

なかったが休日ごと通い３日目１３羽のサシバのタカ柱に出会いその美しさにとりつかれ以来シーズン

となると城山湖に通い詰めている。カワセミ会の関根様とお会いし、タカの渡りの観測をしていること

も知った、タカの常連様とも親しくなり観察と合わせ毎年皆様にお会しいすることが楽しみとなってい

る。 

八王子・日野カワセミ会との出会い 

自ら「さすらいのウオッチャー」と称し、単独で周辺の探鳥地に出かけた折カワセミ会の皆様とお会

いする機会があり（浅川・小下沢・富士・谷津干潟等）カワセミ会の存在を知り、その後は公開探鳥会

に参加させていただいたりしていた。２年ほど前４７年にわたるサラリーマン生活の終了を機にカワセ

ミ会に加入させていただきました。 

会の多岐にわたる活動、活動・観察の記録、情報の提供等内容の濃い会の活動に驚き、運営をご担当

されおられる皆様に頭が下がる思いです。 

何よりも楽しい探鳥会に参加させていただくことにより色々勉強させていただきもっと早くに入会して

いたらと思う。「図鑑よりもベテランに教えを乞え」だ。 

この一年、タカの渡りの観測、定期観測、夏鳥調査、駅のツバメの巣調査等参加させていただいた。 

 

新しい仲間との出会い 

私の地域の老人会（紅葉台クラブ）はチューズディウオークと称し、健康のため毎週火曜日拓大キャ

ンバス内を散歩し学食で昼食をとる活動があり、今年２月からその際野鳥観察をすることとなり、現在

常連７名と楽しんでいる。会員の皆様新米会員の今後よろしくご指導おねがいいたします。 
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安曇野だより №35 
大関 豊   

１．我が家の電柱にカッコウが・・ 

 我が家は標高６５０メートルほどにあります。八王子で言えば高尾山の頂上よりまだ高いところにな

ります。一部では穂高高原という名前も使われていますから、ま、高原なのでしょう。毎年、時期にな

るとカッコウがやってきます。 

引っ越した当初に寒さ対策としてサッシの窓をペアガラスに変更してもらったのですが、それでも露

点したりして不十分のようなので、ある年から室内側にもう一つ窓をつけてもらいました。いわゆる二

重窓ですね。おかげで露点はなくなり寒さにも、そして騒音にもそれなりの効果がありました。しかし、

それは良いことばかりでありませんでした。雨と間違えるほどうるさかった川の音や、田植えの後のカ

エルの合唱も小さくなり、そして野鳥の声など自然の音

が聞こえづらくなったのです。毎年のように初夏の夜に

は聞こえていたヨタカの声が聴けなくなったのはそのせ

いだと思っています。 

そんな６月、やけに大きなカッコウの声が聞こえまし

た。大きさからしてこれは相当近くで鳴いているに違い

ないと思いました。外に出ると逃げられそうな気がしま

したので家の窓から探しました。２階からも探してみま

したが、木の向こう側にでもいるのか…なかなか見つか

りませんでした。 

それでも相変わらず近くから声は聞こえてきます。お

かしいな？と思いつつ窓をそっと開けてみますと声は真

上から聞こえてきます。上を見あげてみますと果たし

て・・、いました。我が家の敷地内の電柱に止まって鳴

いていました。近いはずでした。あまりにも近すぎて窓からも私の予想からも死角でした。 

 

２．オオバンの繁殖 

 ６月だったと思います。明科の御宝田（コハクチョウの飛来地）でオオバンの姿を見ました。おや？

今頃に…怪我でもしたのかな？と、その時は思いました。というのは、オオバンは安曇野では越冬する

ものが多く春になれば飛んで行ってしまうからです。 

 そして、８月の初めにたまたま御宝田に寄ったらオオ

バンがいてさらにヒナを連れていました。どうやら、こ

こで繁殖した模様です。ヒナは１羽だけのようで水草（マ

コモだと思います）をちぎっては与えていました。オオ

バンの姿を繁殖期に記録したこと自体も珍しいのですが

繁殖したことは安曇野ではもちろん初めてで長野県内で

も記録はないと思います。 

お盆の１４日はここで花火大会があります。ヒナにと

っては初めての試練かもしれません。無事に乗り越えて

ほしいな、と思いました。   （２０１３年８月記） 
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 小さき者たちに 
                   板倉 正  

 

 バス停の時刻表を確認する。ふむ、ふむ。もうす

こしでバスくるな。ふと時刻表下に動く物がいる。

小さく可愛らしい男の子だった。ランドセル背負っ

た小学３年生でバス通いだという。この歳で気の毒

に。小さな体にペットボトルや定期券入れなどいろ

んな物をぶら下げている。少年とは行先が違った。

バス通学、学校や友だちのことなど世間話をしてい

るとバスが来た。少年の乗るバスは次だった。じゃ

あおじさんが先だ。乗りすごすなよ、おじさんは普

通にやってるから君も普通にやれよなんて訳のわか

らないことを言って私はバスに乗った。開いてるド

アから「おじさあん、気をつけてえ」ときた。おお、

君も気をつけてな。手をふりあう二人は袖振り合う

も他生の縁かと今生の別れを惜しんだ。 

  冬鳥調査の集合場所につき時代の違う人たちと顔

を合わせる。さあ鳥見っけるどうと気分一新。 

 カワセミ会活動で子どもに会う機会が増えた。子

どもとは何かの論議は置く。それはチビだ。 

 このうってめえこのちびっ、てのは明らかに蔑み

であり差別である。まあなんて可愛いチビちゃんだ

ことというと愛称となる。チビを辞書で見ると背の

低い人（こと）、幼い子などとある。 

 チビッコらの関心はなんだろうか。 

 上川口小学校の野外観察活動支援に参加した。 

班別となり各コースを観察する。山道、畦道、河原、

土手そして危険な道路などを行く。カワセミ会大人

がほらメジロ、あれはシジュウカラだよ、遠くに見

えるのはハシボソガラスだねと指差す。ふうん、家

の近くにもいるよ、見たことあるよ、よくわかんな

いなどとチビッコはいう。道路中央にいきなり飛び

出したりで教師はじめ大人は気をつかう。役不足の

私など足元にも及ばないチビッコもいる。あれハシ

ボソガラス、あれキジバト、あれはセグロセキレイ、

あれハクセキレイと教えてくれる。鳥がなかなか見

つからないと「おじさん、鳥見つけ器つくってよ」

という子もいる。 

 長時間での観察では、こっそりお菓子を口にいれ

先生に「おやつはまだ。今はアメ一つだけよ」とい

われ空を見上げる子もいる。「ねえ、お昼はまだあ」。

まだ一時間あるよ。「ぼく、もうおなかすいたよう」。

お昼は十二時に決まってるよ。「どうして決まってる

の。だれが決めたの」。ううん、だれとはいえないけ

ど普通は十二時になると普通おなかがすくもんなん

だ。「ふうん、でもぼくハラへったよう」。チビッコ

と腹問答をしていると昼になる。「おじさんの弁当っ

てなに？」うん、普通の弁当箱だよ。君はおにぎり

かい。「おにぎりとなにか…」。じゃ、ウインナとか

玉子焼きとか。「ううん、朝はごはんとお味噌汁とウ

インナだったから」。そうか朝御飯ちゃんと食べてえ

らい。いいお母さんだね、いや普通かな。「どうして

普通なの」。おじさんも腹へったよ、さあ昼にしよう

か。少年は仲間の所へ走ってゆく。 

ジュニアクラブ支援に参加してみた。様相がかわ

る。保護者つきの幼稚園児がいる。虫や蝶を追いか

けるチビッコがいる。双眼鏡をのぞくのに手間取る

子もいる。「おうちかえりたい」という子もいる。こ

れはこれで愚図るチビッコをなだめ最後まで歩かせ

る母親が普通に素晴らしい。 

 チビは他にもいる。春に幼鳥何種かみた。カルガ

モ、シジュウカラ、エナガ、スズメ、モズ、ホオジ

ロそして恒例のツバメ。チビッコはやはり可愛い。

本会の福本健さんがよんどころなくシジュウカラ幼

鳥の面倒をみることになりその時福本さんから、植

木に留まって鳴くチビッコの動画を見せてもらった。

もうその可愛らしさったらなかった。そうこうして

いるうち、わが家の狭庭に今年二度目のシジュウカ

ラチビがやってきた。今度のは六羽だった。顔はチ

ビなのに図体は親よりデカイ。チーチーわめき翼震

わせ親にエサをねだる。親は餌台上の落花生の粒を

子の口にいれる。チビッコらは先を争い割り込み、

横取りは常で強い者勝ちだ。親は懸命に運ぶ。チビ

は追いかける。可愛いからずっと見てる。普段は十

日もたつと皆何処かへ旅立ち親らしき二羽だけ残る

が今年は一カ月たっても六羽はいまだに居ついてる。

冬にメジロのミカンでオカズ一品減らしたがこれで

また一品減らすか。このチビっと悪態をつくがあの

チビ顔を見るとまた落花生を枝に結びつけにゆく。 

子どもらがすぐ野鳥好きにならなくたって虫やトン

ボを追い、河原で石投げし草花に顔近づけたりする

だけでいい。チビッコも鳥も自然だ。自然は大きい。

人間チビッコも鳥チビも大きくなり山や森や泥水や

川で遊び虫や魚や鳥を追い自然観察をすることにな

る。 

 いつかバス停のチビッコに会えたら聞いてみよう。

君の好きなオカズはなんだい。 
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ヘイケボタルが種入りで復活（2013 年浅川流域ホタルカエル調査結果） 

粕谷和夫   

ホタルとカエルの調査を 2013 年も行った。この調査は 2001 年から始めたので今年で 13 年目となっ

た。今年は、粕谷の他に竹内開氏、中村后子氏、笹川佳子氏、川上恚氏、若狭誠氏などの会員及び会員

外の小俣軍平氏、諏訪祥子、鵜沢一子氏、佐藤千枝氏から、さらに会員の武藤邦子氏から日野市黒川清

流公園のゲンジボタル観察結果が寄せられた。粕谷は 6 月 14 日から 6 月 29 日まで 7 夜、自転車で観察

した。 

上川口小学校の裏の谷戸を「種入り」という。2010 年の春、八王子里山クラブを立ち上げ、20 年以

上放置されていた種入りの休耕田を復元して米作りを始め、今年で 4 年目となった。里山のタカ・サシ

バが営巣をできる環境を復元することをコンセプトとしている。ここでは機械も農薬も化学肥料も使わ

ない稲の不耕起栽培を行っている。 

2013 年 6 月 29 日に田植をした田んぼで畦の草刈を行った。ホトトギス、アオゲラ、ツバメ、ウグイ

ス、キビタキなどいつも通りの鳥が出てくれたが、圧巻はサンコウチョウであった。サンコウチョウの

声がしたのでその方向へ行ってみると 3 羽が鳴き交わしていた。親子とみられ、ここで繁殖したものと

思われる。この日は暗くなるまで残りホタルを観察した。19 時 30 分頃から光出した。ヘイケボタルが

多く、固まって飛んでいるところは正にイルミネーションで見事であった。飛ばずに草の葉の上で光っ

ているものもある。ざっと数えて 300 匹以上はいた。最近 4 年間で最高の数である。ゲンジボタルは少

なく約 10 匹であった。モリアオガエル、シュレーゲルアオガエル、アマガエルの声もあった。 

 

八王子では各河川の上流部ではゲンジボタルが健在である。北浅川の上流部では 6 月 16 日中村后子

氏、6 月 18 日若狭誠氏等により黒沼田、駒木野橋、板当橋、恩方中学校前で観察した。最も多かったの

は 6 月 18 日、黒沼田の約 50 匹であった。6 月 24 日には、粕谷が小仏川の駒木野公園付近の通称「どん

どん」で約 15 匹を観察した。6 月 22 日では城山川支流御霊谷川で川上恚氏が約 30 匹を観察した。また、

6 月 14 日には浅川水系でないが滝が原運動場南側用水路で粕谷が約 110 匹を観察した。 

上流でなく、下流部にどのくらいゲンジボタルが復活しているかもこの調査のメインテーマである。

最近になり河川の水質が改善され下流にも復活の兆しが見えてきた。しかしそのテンポは極めて遅いか、

又は年により下流部への進出が後退している。南浅川は、2013 年は 6 月 24 日の粕谷の調査では、南浅

川・白山橋付近で約 10 匹、敷島橋付近で 3 匹、南浅川橋付近で 2 匹、横山橋付近で 3 匹、東横山橋付近

2 匹であった。北浅川は 6 月 19 日粕谷調査で陵北大橋下流の木の橋で 2 匹、東京天使病院付近で 5 匹、

松枝橋付近で 1 匹、中央高速道橋付近で 2 匹であった。また、浅川流域市民フォーラム事務局長の諏訪

祥子氏から 7 月 9 日の夜、同氏のご子息が浅川の鶴巻橋下の市役所河川敷公園で、タバコに火をつけた

らホタル 2 匹が飛んできたという情報が寄せられた。鶴巻橋は 2001 年以降では、最も下流で観察された

記録である。 
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外部機関が主催する探鳥会の支援記録 （2013 年 1 月～6 月） 

                                     

○ 多摩川流域市民学会早朝浅川探鳥会（万願寺コース）                                 

日 時：2013年１月１３日（日） ８時 10分～9 時 15 分 

天 気：晴 

コース：モノレール万願寺駅⇒浅川（新井橋）⇒多摩川合流地手前⇒都立日野高校 

観察した鳥：２６種（ベスト：モズ、ダイサギ、シジュウカラ） 

マガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、イソシギ、カワセミ、モズ、オナガ、ハシボ

ソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズ

メ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、シメ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、ドバ

ト、ガビチョウ 

参加者：１０名（会員 7名＋会員外 3 名） 

  青木昭子、粕谷和夫、門倉美登利、菅野桂子、浜田早苗、福本健、山崎悠一、会員外 3 名 

概要、感想等： 

 日野市にある都立日野高校で多摩川流域市民学会が開催された。この学会の開催を後援した八

王子・日野カワセミ会は 9 時半からの受付前に最寄り駅から早朝浅川探鳥会を開催した。京王線

高幡不動駅から浅川を通って日野高校までのコースとモノレール万願寺駅から浅川を通って日野

高校までの 2 コースを設けた。 

このうち、万願寺コースの概要は以下のとおりである。参加者はカワセミ会 7 名と会員以外 3

名。新井橋から上流側の水面にダイサギ約 30 羽の群れが降りていた。この群れにはアオサギ、

カワウ、マガモも混じっていた。同じ場所からイソシギ、セグロセキレイも観察できた。下流側

に進み枯れた草地の中を小鳥の群れが出没するが、見え隠れして姿を確認できない。何とかホオ

ジロとカシラダカを認めることができた。それに比べ、直ぐ近くの低い木の枝に止まったモズの

メス、1 羽のシジュウカラがじっくり姿を見せてくれた。対岸にオナガの群れが現れ、その近く

にカワセミも姿を見せてくれた。日野高校を通り過ぎ、河原に降りて多摩川の合流地手前まで行

き、9 時 30 分の受付開始に間に合うように引き返した。鳥合わせで選んだベスト 3 はモズ、ダ

イサギ、シジュウカラでいずれもはっきり観察できたものであった。  （担当：粕谷和夫） 

 

○ 多摩川流域市民学会早朝浅川探鳥会（ふれあい橋コース） 

日 時：2013年 1月 13 日（日） 7:30-9:17 

天 気：晴 

コース：高幡不動駅→向島用水親水路→浅川右岸→ふれあい橋→浅川右岸→新井橋→浅川左岸 

→日野高校 

観察した鳥：30種（ベスト：カワウ、ダイサギ、エナガ） 

カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、チョウゲンボウ、イカルチドリ、イソシギ、

キジバト、カワセミ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、ヒヨドリ、モズ、

ジョウビタキ、ツグミ、エナガ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、 

カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト 

参加者：19名（会員 9名、一般 10名） 

 会員参加者：傍島玲子、渡辺敬明、長谷川篤、佐藤サヨ子、武藤邦子、安室厚子、宮越俊一、 

浜野建男、浜野知恵子 

概要、感想 

多摩川流域市民学会のプレイベントとして参加者に呼びかけた探鳥会で、はたしてどのくらい

の人が参加してくれるか不安もあったが、品川区、横浜市、東久留米市、川崎市、荒川区、新宿

区など通常の公開探鳥会とは違った遠方からの一般参加者が 10 名も参加してくれた。また会員も

9 名参加してくれて大変盛況な探鳥会となった。 

コース案内の渡辺さんの先導のもと、まずは向島用水親水路を通り、浅川右岸に出た。ここま

でですでにムクドリ、カルガモ、ツグミなどを観察したが、浅川では新井橋までの間で非常にた

くさんの野鳥が観察でき、なかなか先に進まないのが心配なくらいであった。特にダイサギとカ

ワウが大きな群れで魚を採っている様子が近くで見られ、一般参加の方にとっては大きな見もの

であったようだ。カワセミ、カシラダカの群れ、マガモのペア、イカルチドリ、タヒバリ、カラ

スに追われるチョウゲンボウなどつぎつぎに野鳥が現れた。新井橋を渡り左岸がわを進むと、ち



33 

ょうど目の前の木にエナガの群れが現れ、カワイイ姿を見せてくれた。このあと万願寺コースの

メンバと合流し、日野高校を過ぎたあたりで鳥合わせを行い、日野高校へと向かった。 

天気も良く、風も穏やかで、絶好の探鳥日和で、たくさんの鳥が出たため、ちょっと進み方が

遅かったが、ちょうど受付に間に合う時間に終了できた。一般の参加の方も自然環境に興味のあ

る方が多いためか、野鳥についての知識をお持ちの方が多いように思われた。プレイベントとし

て大成功だった。   （担当：浜野建夫） 

 

○ 東京都農林水産振興財団野鳥観察会 

日 時；2013年 1月 19 日（土）  時間；9:40～14:25  天気；晴 

場 所；あきる野市、八王子市（秋川、多摩川、滝山公園） 

コース；八雲神社・・・熊野神社・・・秋川堤防・・・東秋川橋・・・高月浄水場・・・昭和用水堰・・・ 

滝山公園（解散） 

参加者； 44 名 

一般公募応募者 16 名、親友会（ボランティア）9 名、 

     講師（八王子・日野カワセミ会）粕谷和夫、丸山二三夫、白川司、長谷川篤、 

                    他カワセミ会会員 13名が支援した。  

     農林振興財団事務局      ２名  

確認した野鳥：44 種 

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

ヒドリガモ、オナガガモ、ヨシガモ、トビ、チョウゲンボウ、イカルチドリ、クサシギ、キジバ

ト、カワセミ、アカゲラ、コゲラ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、ヒ

ヨドリ、モズ、ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、ウグイス、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、

カシラダカ、アオジ、カワラヒワ、ウソ、シメ、スズメ、ムクドリ、カケス、ハシボソガラス、

ハシボソガラス、ドバト 

本日のベスト：カワセミ、コゲラ、ヨシガモ、ウソ、チョウゲンボウ 

概要と担当者の感想： 

最初に、八雲神社で講師のカワセミ会会長 粕谷さんから農林業と野鳥、さらに本日の観察会 

の見所を説明していただいた。 

 一つ目の観察ポイント熊野神社では、キジバト、ヒヨドリ、シジュウカラ、カシラダカなどを 

観察した。境内の急な階段を下り水田地帯に進みツグミ、モズ、カワラヒワなどを見た。 

次のポイント秋川堤防は、川原にアシハラが広がり、川の両側に水田、対岸奥には滝山丘陵の 

森が続く自然環境に恵まれたところである。難点は、観察時には逆光となること、遊歩道が狭い

ことである。ここでは、シメ、ホオジロ、アオジ、モズ、アオサギ、ダイサギそしてカワセミと

次々と出現した。望遠鏡を通して間近に迫る野鳥の眼、クチバシや羽模様を観察した。 

 東秋川橋を渡り八王子市高月の水田地帯が望める堤防を進む。石原にはイカルチドリ、セグロ

セキレイ、葦原ではホオジロ、アオジやタヒバリが飛び交う。土手のケヤキの梢にチョウゲンボ

ウが飛来すると、地面で餌を啄むカワラヒワ、カシラダカが一斉に飛び散る。 

 東京都水道局高月浄水場に着き昼食とする。浄水場の池は、金網越しだが八王子でカモの仲間

がよく観察できるところ。ナポレオンハットのヨシガモ、青首のマガモ、シックなオカヨシガモ

など 7種のカモを見た。再び堤防へ戻り昭和用水堰へ進む。ここはベニマシコ、ミコアイサがい

るとの情報があるが、河川改修工事でダンプカーが行き交い観察できない。滝山城跡公園へ向か

う。 

滝山城跡公園の遊歩道や林内は 1 週間前に降った雪も解けていた。急坂の石畳道を上り霞神社

前の芝生広場で「木化け」し冬鳥の出現を待つ。広場は林内より積雪量が多いのか一面が数セン

チの雪で覆われていた。タイミング悪くランニングする人々がおり、目当てのルリビタキは出な

いがシロハラがホッピングしながら木陰から出入りするのを観察した。次の二の丸広場は、公園

北側がひらけ、今日歩いてきた秋川、多摩川や高月の浄水場が見える。眺望を楽しみながら山の

鳥の出現を待った。サクラの蕾を啄むウソを見つけた。変わった名前だがアトリ科の鳥で、口笛

のような鳴き声を発する。130円切手のデザインになっていることを話す。冬枯れの雑木林の中

で鳥合わせ後解散した。 

大勢のカワセミ会会員が支援し、野鳥を探していただいたため、沢山の野鳥を見ることが出来

た。参加者から「沢山の鳥が見られて感激した。」「とても楽しかった。」などの感想が寄せられた。

特に、本日のベストに選ばれたカワセミ、ヨシガモ、チョウゲンボウやウソなどほぼ参加者全員
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が見られたと思う。また、多摩川と秋川の合流部の広々としたアシハラや河畔林、水田や農耕地、

雑木林などいろいろな環境を回ったため、環境によって住む野鳥が違うことなど理解していただ

いたと思う。  （担当；門口一雄） 

 

○ 小宮公園                                  

日 時：2013年１月２０日（日）   8時 30 分～12時 

天 気： 晴 

コース：小宮公園園内一周（管理事務所⇒弁天池⇒かわせみの小道⇒ひばりの小道⇒ 

草地広場（トイレ）⇒さんこうちょうの道⇒ひよどりの道⇒管理事務所 

観察した鳥：30種（ベスト：キクイタダキ、コゲラ、ソウシチョウ） 

キジ、キジバト、トビ、オオタカ、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ、チョウゲンボウ、モズ、ハシ

ボソガラス、ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、

エナガ、メジロ、シロハラ、ツグミ、ルリビタキ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、カワ

ラヒワ、ウソ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、ソウシチョウ 

参加者：21名 

青木昭子、井形定子、植田益夫、粕谷和夫、門口一雄、木澤隆雄、久保山嘉男、高梨規子、 

多田恒子、中村經男、中村后子、浜田早苗、浜野建男、浜野知恵子、広野勝、古山隆、 

丸山二三夫、宮越俊一、武藤邦子、柚木育子、若狭誠 

概要、感想等： 

 毎年 1 月の第 3 日曜日は小宮公園主催の野鳥観察会が開かれ、カワセミ会が支援している。も

う 20 年以上続いている。今日の参加者は応募者とカワセミ会の会員を合わせると 40 人以上に

なった。 

晴れて絶好の探鳥日和だ。雑木林に入ると先ずヤマガラが姿を見せてくれた。弁天池の笹藪に

はソウシチョウが 10 羽くらいいて、見え隠れしていた。コゲラ、ジョウビタキ、ルリビタキな

どを観察し、林縁に出るとキジのオスが飛び立っていった。 

トイレのある公園の上の草はらに出るとモズ、シロハラ、ツグミ、カシラダカを観察できた。

カシラダカは 20 羽以上の群れが地上に降りて採餌していた。再び雑木林に入るとエナガ、シジ

ュウカラ、ヤマガラの混群に出会い、その近くでキクイタダキ数羽を観察することができた。 

参加者が選んだ本日のベスト 3 はキクイタダキ、コゲラ、ソウシチョウであった。小宮公園と

いえば、ソシンローバイでも有名なので、探鳥会終了後行って見ると、2 株だけ咲いていてほの

かな香りを漂わせていた。   （担当：粕谷和夫） 

 

○ 泉町叶谷町湧水群                                  

日 時：2013年１月２５日（金） ９時１０分～１０時５０分 

天 気：晴 

コース：泉町、叶谷町の町内を複数の遊水地とその水路沿いに回る 

観察した鳥：18種 

キジバト 6 羽、トビ 1羽、オオタカ 1羽、カワセミ 1 羽、モズ 1 羽、ハシボソガラス 7羽、ハ

シブトガラス 8 羽、シジュウカラ 2 羽、ヒヨドリ 4 羽、メジロ 2 羽、ムクドリ 9 羽、ツグミ 2

羽、ジョウビタキ 1 羽、スズメ 35 羽、キセキレイ 1 羽、ハクセキレイ 2羽、セグロセキレイ 1

羽、ドバト 7 羽 

参加者：3名（泉町町会長他 6名、八王子市役所水環境整備課職員 5名） 

粕谷和夫、門倉美登利、河村洋子 

概要、感想等 

 八王子市では、市街地周辺にある湧水地や水路などの水辺保全に取り組んでいて、当地の叶谷

榎池と泉町湧水群水路の活用を図るべく、地元町会や環境市民会議の協力の基に、叶谷・泉町湧

水群保全協議会を発足し検討を進めている。その取り組みのひとつとして、自然環境調査を行っ

ていて、水辺の生きものや植物の調査を実施することになり、協議会の中で、「泉町水路周辺に飛

来する鳥が見受けられ、調査をしてほしい」との意見が出て、野鳥の調査を実施することとなり、

八王子・日野カワセミ会に協力依頼があった。 

今日はその下見という位置付で現地を歩いてみた。この一帯は昭和 40 年代頃までは水田地帯

で、今は住宅地となっている。至る所に湧水とそこから流れでる小川がある所である。集合場所

の泉町会館に泉町町会長他、八王子市役所水環境整備課職員、カワセミ会 3 名が集まった。結果
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は 18 種の野鳥を確認できた。 

スズメが住宅地のあちこちにいて 35 羽をカウントした。モズが休耕田にいて採餌していた。

オオタカとトビが上空に現れた。キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイが水路にいて、カ

ワセミも水路の上を飛んで行った。ジョウビタキ、シジュウカラ、メジロ、ツグミ、ヒヨドリが

住宅地の庭にいた。カラスはハシボソガラス、ハシブトガラスの 2 種がいた。 

この地域はキセキレイ、セグロセキレイ、モズ、カワセミ、オオタカ、ハシボソガラスなど自

然環境の豊さを表す指標鳥が多く、一般の市街地の住宅地と比べ優れた自然環境を保持している

ことが示された。  （担当：粕谷和夫） 

 

○ 多摩さくらフォーラム（多摩川・中央線鉄橋⇒多摩大橋） 

日 時：2013年１月２７日（日） ８時３０分～１１時１０分 

天 気：快晴 

コース： 

多摩川の中央線鉄橋付近から右岸堤防を上流に向かって歩き、谷地川の新旭橋を渡って多摩川の

多摩大橋手前まで 

観察した鳥：41種（ベスト：カワセミ、キセキレイ、ノスリ、カシラダカ、アオサギ） 

キジ、カルガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ヒメアマツバメ、イカルチ

ドリ、イソシギ、セグロカモメ、トビ、ノスリ、カワセミ、モズ、オナガ、ハシボソガラス、ハ

シブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツ

グミ、ジョウビタキ、スズメ、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、カワラヒワ、ベニマシコ、シメ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、ドバト、ガビチョウ 

参加者（16名、参加者 60 名） 

阿江範彦、浅野恵美子、井形定子、井上典子、粕谷和夫、門口一雄、神谷古牧、佐藤サヨ子、 

多田恒子、中村后子、長谷川篤、浜田早苗、福本健、前田善明、丸山二三夫、武藤邦子 

概要、感想等： 

 読売新聞の多摩川さくらフォーラムによる冬鳥観察会が多摩川で開催され、カワセミ会が支援

した。コースは多摩川の中央線鉄橋付近から右岸堤防を上流に向かって歩き、谷地川の新旭橋を

渡って多摩川の多摩大橋手前まで。参加者は約 60 名とカワセミ会から 16 名であった。 

スタート地点では、先ずカワウの集団とダイサギの集団が一緒に川に降りているところを観察

した。水辺でイカルチドリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリが動きまわっていた。カ

ワセミが小枝に止まり朝日を受けて輝いていた。カシラダカは数が多いが草の中にいてじっくり

観察できない。それに比べホオジロは木の枝に出て来るから見やすい。ベニマシコの声が聞こえ

てきた。オス、メス各 1 羽いたがこれも直ぐ草の中に入ってしまった。対岸の空をヒメアマツバ

メ約 10羽が群れで飛んでいた。トビ、ノスリが出てきてノスリは遠くの木にとまった。エナガ、

シジュウカラの混群が近くに来たがコゲラは混ざってなかった。シロハラの声がしたが姿は確認

できず。 

ゴール地点でモズが出て、ベニマシコの声が聞こえ、シメも姿を見せてくれた。快晴で気温が

上がってきて絶好の鳥見日和となった。結果は 41種、うち参加者が選んだベスト 5はカワセミ、

キセキレイ、ノスリ、カシラダカ、アオサギであった。  （担当：粕谷和夫） 

 

○ 池の沢に蛍を増やす会野鳥観察支援 

日 時：2013年３月１７日（日） ８時３０分～１０時１０分 

天 気：晴 

コース：館緑地保全地区、殿入り中央公園の園内 

観察した鳥：22種（ベスト：アリスイ、モズ、エナガ）   

キジバト、トビ、アリスイ、コゲラ、アオゲラ、モズ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラ

ス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ツグミ、スズメ、キセキレイ、シメ、

カシラダカ、アオジ、ドバト、ガビチョウ 

参加者（10名） 

粕谷和夫、門口一雄、門口裕子、白川司、角田幸男、長谷川篤、福本健、丸山二三夫、 

矢沢はるみ、若狭誠 

概要、感想等： 

 池の沢の蛍を増やす会主催の野鳥観察会を支援した。場所は八王子市の館住宅の西隣に広がる
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館緑地保全地区と殿入り中央公園。雑木林が主体の所で、雑木林の手入れ（管理作業）を池の沢

の蛍を増やす会がボランティアで行っている。集まったメンバーは 40 名とカワセミ会のリーダ

ーが 8名。4班編成でスタートした。スタートして直ぐに谷を渡ってカケスが 2羽飛んで行った。

川にはキセキレイがいたが、直ぐに逃げて行ってしまった。田んぼにはキジバトがいた。シメが

飛んできて近くの木に止ったが、混みあう枝の中でよくみえない。 

少し遠くの木の枝にアリスイがじっと止まっていた。珍しい鳥に出会えてラッキーだ。畑には

モズのオスとメスが一緒にいた。既にペアーリングできているようだ。林の中に入りコゲラ、エ

ナガ、シジュウカラ、ヤマガラ、ガビチョウに出会った。 

10 時 10分終了後は場所を館町公民館に移して室内野鳥講座を行った。今年は「野鳥観察のす

すめ」と題してパワーポイントを使い解説した。  （担当：粕谷和夫） 

 

 

○ 福寿園 

日 時：２０１２年５月２４日（金） １０：３５～１１：２０ 

場 所：南浅川福寿園、玄関上ベランダにて行なった。 

福寿圓側：参加者、担当西川様ほか２４名 

参加支援者：粕谷会長、白川 司、山下弘文、浅野恵美子、中村后子、門倉美登利 

観察した鳥：７種 

ウグイス、ヒヨドリ、アオゲラ、ツバメ、キセキレイ、キビタキ、ガビチョウ   ７種 

状 況： 

ベランダにて探鳥、図鑑や写真などで鳥の説明を行ない、さらに鳥の声の図鑑を利用して声を流

し、説明をした。 

実際に鳴いた鳥の声も説明を行ないながら質問を受けたりして探鳥会は無事終了した。 

                         （担当：福本順吉） 

 

 

 

その他の支援実績（2013 年 1 月～6 月） 

月 日 主催 支援内容等 支援人員 観察種数 

1 26 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 11 名 32 種 

2 1 上川口小学校全校野鳥観察 学校周辺 6 名 32 種 

2 2 大和田小学校サタデースクール野鳥観察 浅川 10 名 30 種 

2 23 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 12 名 35 種 

2 24 （共催）八王子市史編纂室共催浅川野鳥観察会 浅川 28 名 36 種 

2 27 みなみ野君田小学校野鳥観察 宇津貫公園 13 名 14 種 

3 2 大和田小学校サタデースクール野鳥観察 小宮公園 13 名 21 種 

3 6 由木中央小学校早朝バードウォッチング 永林寺 8 名 16 種 

3 6 松が谷小学校野鳥観察会 大栗川 8 名 16 種 

3 16 （共催）宇津貫みどりの会共催篠刈探鳥会 宇津貫緑地他 11 名 29 種 

3 30 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 8 名 36 種 

4 27 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 8 名 25 種 

4 28 （共催）長池公園探鳥会（野鳥写真展見学） 長池公園 16 名 20 種 

5 8 由木中央小学校早朝バードウォッチング 永林寺 7 名 16 種 

5 8 松が谷小学校野鳥観察会 大栗川 7 名 15 種 

5 15 みなみ野君田小学校野鳥観察 宇津貫公園 12 名 10 種 

6 22 カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会 浅川 7 名 26 種 
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探鳥の記録（201３年１月～６月） 
１月１８日（金） 平日探鳥会 渡良瀬遊水地 

１月２３日（水） 平日探鳥会 醍醐林道 

２月４日（月） 平日探鳥会 浅川野鳥サンクチュアリ観察（多摩川合流⇒長沼橋） 

2 月 10日（日） 月例探鳥会 北浅川・松枝橋～陵北大橋 

２月１１日（月） 平日探鳥会 浅川野鳥サンクチュアリ観察（萩原橋⇒陵北大橋） 

2 月１3日（水） 平日探鳥会 昭和記念公園探鳥会 

２月２０日（水） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（小下沢林道） 

２月２４日（日） （共催） 八王子市史編纂室共催北浅川野鳥観察会 

3 月 10日（日） 公開探鳥会 多摩川合流付近公開探鳥会 

３月１６日（土） （共催） 宇津貫みどりの会共催篠刈探鳥会  

３月２２日（金） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（小仏城山） 

４月６日（土） 遠出探鳥会 藤野駅から陣場山（蝶鳥野草）   

４月８日（月） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（東海自然歩道石老山石砂山）   

４月 14日（日） 月例探鳥会 北浅川（松枝橋～小田野中央公園） 

４月２３日（火） 平日探鳥会 浅川野鳥サンクチュアリ観察（陵北大橋⇒萩原橋付近） 

４月２４日（水） 平日探鳥会 浅川野鳥サンクチュアリ観察（長沼橋さいかち池付近⇒多摩川合流） 

4 月 26日（金） その他 2013年野鳥の密猟防止パトロール探鳥会＜日影沢コース＞ 

４月２８日（日） （共催） 長池公園公開探鳥会（野鳥写真展見学）（長池公園共催） 

5 月 12日（日） その他 2013 年野鳥の密猟防止パトロール探鳥会＜木下沢コース＞ 

５月１２日（日） 公開探鳥会 オオルリを探す会（公開探鳥会） 

５月１２日（日）～１５日（水） 遠出探鳥会 飛島探鳥会 

５月２２日（水） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（南高尾梅ノ木平から西山峠、中沢峠）  

６月１日（土） 月例探鳥会 浅川探鳥会(鶴巻橋～大和田橋) 

６月１７日（月） 平日探鳥会 高尾山周辺歩き（高尾山でランを探す会） 

6月30日（日）～7月2日（火） 遠出探鳥会 青森探鳥会 

 

○渡良瀬遊水地 

日 時：2013年１月１８日（金） 10時 10分～17時 30分 

天 気：  晴強風 

コース：東武日光崎線柳生駅⇒谷中湖⇒谷中村⇒タカ見台⇒タカのねぐら入り地 

⇒東武日光線板倉東洋大前駅 

観察した鳥（53種、ベスト：ハイイロチュウヒ、ミコアイサ、カワイサ） 

キジ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモ、キンクロハジロ、ミコ

アイサ、カワアイサ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、ハジロカイツブリ、キジバト、カワウ、ア

オサギ、ダイサギ、オオバン、タゲリ、イカルチドリ、ウミネコ、セグロカモメ、ミサゴ、トビ、チ

ュウヒ、ハイイロチュウヒ、オオタカ、ノスリ、カワセミ、コゲラ、アオゲラ、コチョウゲンボウ、

モズ、オナガ、ミヤマガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ムクドリ、シロハラ、ア

カハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、シメ、ホオ

ジロ、カシラダカ、アオジ、オオジュリン、ドバト 

参加者：10名 

青木静子、粕谷和夫、木澤隆雄、高梨規子、奈良敏夫、長谷川篤、浜野建男、福本健、武藤邦子、 

渡辺正樹 

概要、感想等 

 カワセミ会平日探鳥会を渡良瀬遊水地で開催した。電車で行った。東武日光線柳生駅を 10時過ぎ

に降りて、遊水地に向かった。駅から遊水地に入るまでの間でシラコバトを探したが、いなかった。

その代わりオナガ約 30羽の群れに出会った。上空をカラスの群れが通過した。ミヤマガラスのよう

であった。 

冷たい赤城下ろしが吹き抜ける日であった。谷中湖のカモ達は強風を避ける所に避難していた。カ

モはヒドリガモのいる場所、マガモのいる場所、オナガガモのいる場所と微妙にいる場所が違ってい

た。カワアイサ、ミコアイサが結構目立った。ヒドリガモとアメリカヒドリの雑種と思われるカモが

1 羽いた。カンムリカイツブリは三々五々に対し、ハジロカイツブリは 5羽がまとまっていた。 



38 

谷中村跡地で風のよける場所を選んで昼食をとっているとシメ、シロハラが現れた。午後はヨシ原

を歩いた。タカ見台まで歩いて行った。渡良瀬川の橋を渡る時は急風で飛ばされそうであった。チュ

ウヒを見ながら引き換えし、タカのねぐら入り場所へ向かった。強風のため空気が澄んでいるので、

筑波山、富士山が良く見えた。 

タカのねぐら入り観察地に行くと観光バスが 1 台着いた。旅行会社が仕立てたタカ見ツアーのご一

行様であった。4時半を過ぎ、あたりが少し暗くなってきた頃、待ちに待ったハイイロチュウヒのオ

スが姿を見せてくれた。白い羽根の美しいタカである。観察地から少し遠かったが、寒いなか、夕方

まで待ったかいがあった。満足して引き上げる時にコチョウゲンボウがやってきた。帰路は板倉東洋

大前から電車で帰り、八王子駅前で一杯付の反省会を行った。  （担当：粕谷和夫、奈良敏夫） 

 

○醍醐林道                                  

日 時：2013年１月２３日（水）  8 時１５分～１３時４５分 

天 気：曇り一時晴 

コース：夕焼け公園⇒関場⇒醍醐林道⇒ににく沢出合い⇒夕焼け公園（往復） 

観察した鳥：23種（ベスト：カヤクグリ、ウソ、ミヤマホオジロ、カシラダカ、ジョウビタキ） 

キジバト、アオサギ、コゲラ、モズ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュ

ウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、カワガラス、シロハラ、ルリビタキ、ジョウビタキ、カヤク

グリ、ウソ、ホオジロ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、アオジ、ガビチョウ 

参加者：6名 

粕谷和夫、菅野桂子、高梨規子、馬場隆進、武藤邦子、渡辺正樹 

概要、感想等： 

 夕焼け公園からににく沢出合いまで集落道を往復した。集まった

メンバーは 6 名。歩きだすと直ぐ、関場でウソ 2羽のオス、川には

カワガラス 2 羽と出足好調であった。恩方第 2小学校を通り過ぎて

最初の集落の黒い木の橋から川を覗くとガビチョウ2羽が岸辺で採

餌しているのが目立ち、その直ぐ近くにカヤクグリが 1羽いた。さ

らに近くにもう 1 羽いて、チリチリチリと鳴いていた。 

森久保橋でもカワガラスが 2 羽いて、そのうち 1羽は落差工（滝）

の中に入り、暫くすると出てきた。もう巣作りが始まっているのだ

ろうか。降宿集落でもカヤクグリが 2 羽いた。ここのカヤクグリも

鳴き交わしていた。ににく沢出合い地点の手前でエナガ約 10 羽、

シジュウカラ 2羽、コゲラ（写真）と一緒にここでもオスのウソを

2 羽観察した。 

折り返して帰路で最大のヒットはミヤマホオジロのオス1羽に出

会えたことであった。場所は森久保橋を通り過ぎて、北側の斜面畑、

ホオジロ 5羽と一緒にいた。クマタカには会えなかったが、ウソ、カヤクグリ、カワガラス、ミヤマ

ホオジロなどが出て実り大きな探鳥会であった。なお、スズメが 1 羽も出なかったのはちょっと気に

なるところである。  （担当：粕谷和夫） 

 

○浅川野鳥サンクチュアリ観察（多摩川合流⇒長沼橋） 

日 時：2013年２月４日（月） 8 時 10分～13 時 55分 

天 気：晴 

コース：「浅川、程久保川、多摩川の 3 川合流付近」、「浅川右岸一番橋下流のワンド付近」、 

「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」 

観察した鳥：39種 

カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、トビ、キジ、バン、イカルチ

ドリ、イソシギ、セグロカモメ、キジバト、カワセミ、コゲラ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロ

セキレイ、タヒバリ、ヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、ツグミ、ウグイス、エナガ、シジュウカラ、

メジロ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、カワラヒワ、シメ、スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシボソ

ガラス、ハシブトガラス、コジュケイ 

参加者：11名 

板倉正、粕谷和夫、菅野桂子、菊池昇、木澤隆雄、小塩菊子、小張義雄、小張昌子、浜田早苗、 

浜野建男、武藤邦子 



39 

概要、感想等： 

浅川で地形的な特質から環境の多様性に富み、多くの種類の野鳥が生息している所や希少的な野鳥

が生息している所を勝手にバードサンクチュアリとして設定している。 

「浅川、程久保川、多摩川の 3川合流付近」まで百草園駅から歩いて行った。程久保川の玉川橋か

らカワセミが 3羽いるのを確認した。程久保川のワンドにはダイサギ、アオサギ、カルガモが一緒に

いた。絵になる光景だ。浅川河原のグランド脇の竹やぶからコジュケイのけたたましい声がステレオ

で聞こえてきた。少し遠いがキジの声も聞こえてきた。イカルチドリが 2羽一緒に、イソシギも多摩

川の浅瀬にいた。イカルチドリは繁殖期独特の声を出していた。モズのオスも鋭い声でなく、メスを

呼ぶような優しい声を出していた。 

「浅川右岸一番橋下流のワンド付近」では、カシラダカ約 30羽の群に出会った。カワラヒワも約

10 羽の群が河原でヨモギの種を食べていた。カワウが川の流れの中で休んでいた。ウグイスが堤防

脇のサザンカの中にいた。未ださえずりはしていなかった。 

「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」では越冬中のコガモをカウントしたら 52 羽であっ

た。ゴイサギは若が 2 羽いた。バンは成鳥羽 3 羽、若（または幼）鳥羽 1羽で、うち成鳥 1 と若鳥

1 が一緒にいた。２月 2 日は成鳥 1が若鳥 1 を威嚇して、追い出すような行動が見られたが、今日

はそのような行動がなかった。浅川の河原にはタヒバリが 5羽一緒にいて、同じ場所にイカルチドリ

もいた。  （担当：粕谷和夫） 

 

○北浅川・松枝橋～陵北大橋 

日 時：２０１３年 2 月 10 日（日） 8：00～11：15 天気：快晴 

参加者：31名 

青木静子 浅野恵美子 板倉正 井上典子 門口一雄 門口裕子 川上恚 河村洋子 久保山嘉男 

倉本修 佐藤哲郎 清水盛通 白川司 白川史子 傍島玲子 高梨規子 高山早苗 玉手しのぶ 

玉手道雄 角田幸男 内藤公三 中村經男 浜野建男 福島孝子 星野光男 細田富美代  

前田善明 丸山二三夫 安室厚子 若狭誠 渡辺敬明  

確認した野鳥：43 種 

カイツブリ、カワウ、ダイサギ、アオサギ、カルガモ、トビ、オオタカ、キジ、バン、イカルチドリ、

クサシギ、キジバト、カワセミ、アカゲラ、コゲラ、キセキレイ、 

ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、ヒヨドリ、モズ、（カワガラス）、ジョウビタキ、アカハ

ラ、ツグミ、ウグイス、エナガ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、クロジ、

カワラヒワ、ウソ、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、カヤクグリ、以上 

＊（カワガラス）は後で合流された玉手ファミリーが陵北大橋下流にて確認しました。 

特記事項・感想など： 

立春を過ぎたとは言え、まだまだ寒さ厳しき折りの探鳥会。おまけに決して交通の便が良いとは言

えないコースなので、毎年のことながらたくさん集まってくれるか心配をします。蓋を開ければ老老

男女（失礼）の元気な姿に鳥たちも応えてくれるようです。まして今年は冬鳥の種類の多さに期待も

膨らみ霜柱を踏んでの探鳥もいつしか寒さを忘れて思いも体も熱くしての行進となりました。 

 そんな期待に応えてか、このコースでは珍しいウソ、クロジ、カヤクグリ、カワガラスといった鳥

も出現し今年は４３種と比較的多くのカウントとなりました。今年はと期待されたヒレンジャク、キ

レンジャクにはお目にかかれず、又このコースの散歩探鳥で確認されたヤマシギ、クイナも残念なが

ら見ることはできませんでした。しかし年が明けての最初の探鳥会は賑やかにそして楽しく締めくく

ることができました。（その後にキレンジャクは 2月末よりしばらく滞在しました。）また、来年も〝

老若男女〟の参加のもと素敵な出会いをよろしくお願いします。  （担当：清水盛通） 

 

○浅川野鳥サンクチュアリ観察（萩原橋⇒陵北大橋） 

日 時：2013年２月１１日（月） 7時 55 分～13 時 50 分 

天 気：晴 

コース：「浅川右岸萩原橋のワンド付近」、「北浅川、城山川、南浅川の 3 川合流地付近」、 

「北浅川の陵北大橋上流から下流の丸太橋間付近」 

観察した鳥：３７種 

キジ、カルガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、イ

カルチドリ、イソシギ、トビ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュ
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ウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセ

キレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、カワラヒワ、マヒワ、シメ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、

ドバト 

参加者：8名 

井形定子、粕谷和夫、門倉美登利、中村經男、中村后子、武藤邦子、山崎悠一、山崎久美子 

概要、感想等： 

浅川野鳥サンクチュアリの観察を 2月 4日に下流側 3 地域を行ったが、本日は上流側 3 地域を行

った。先ず「浅川右岸萩原橋のワンド付近」に行った。右岸萩原橋下流の河原の木に 30 羽程の小鳥

がいた。カワラヒワだった。さらによく見るとマヒワもいた。こちらも 30 羽程いた。木から枯れた

オギの中に降りてしまうのでじっくり観察は出来ないが、よく動き回っていた。川の流れの部分には

カルガモ、コガモ、セグロセキレイ、イソシギがいた。堤防脇のビワの花にメジロが来て花の蜜を吸

っているような行動が観察できた。 

次に「北浅川、城山川、南浅川の 3 川合流地付近」に行った。カワセミが 3 羽ほぼ同じ場所に行

った。うち 1 羽は何回もダイビングしていたが魚を捕った様子はなかった。左岸にまわり城山川合流

付近の畑でモズに出会うことができた。 

最後に「北浅川の陵北大橋上流から下流の東京天使病院裏の用水堰付近」に行った。用水堰にはイ

カルチドリがいた。堰上にはカルガモが 6 羽いて、その周りにバン 2羽とカイツブリ 1 羽がいた。

前日カヤクグリが出たという場所で昼飯を食べながら粘ったが、今日はカヤクグリは現れなかった。

スズメが河原に集団でいた。アオジもちらほら、あちこちで出現した。湧水の池にはダイサギが 1 羽

いた。河川敷の野球場の草地にはカシラダカが降りて採餌していた。キジの声が聞こえてきた。春の

兆しかも知れない。  （担当：粕谷和夫） 

 

○昭和記念公園平日探鳥会 

日 時：２０１3 年 2月１3 日（水）  9：40～11：35 

天 気：晴れ 

場 所：昭和記念公園 

観察した野鳥：３2種 

 カイツブリ カワウ カルガモ コガモ ヒドリガモ キンクロハジロ  ノスリ  キジバト  

コゲラ ハクセキレイ  ヒヨドリ モズ  ジョウビタキ アカハラ シロハラ ツグミ ウグ

イス エナガ  ヤマガラ シジュウカラ メジロ カシラダカ アオジ カワラヒワ ウソ 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 ソウシチョウ 

参加者：26名 

 青木静子 青木良恵 市橋ゆみ 宇都宮信子 菅野桂子 菊池昇 久保山嘉男 小塩菊子 

小張義雄 小張昌子 白川司 白川史子 曽我充雄 曽我文子 傍島玲子 高梨規子、多田恒子 

出口富子 馬場隆進 浜野建夫 氷渡とし子 細田富美代 丸山二三夫 安室厚子 若狭誠  

渡辺敬明  

本日のベスト： ウソ   初めて見た人が若干名いた 

        アカハラ 赤い鳥が少なかったので印象に残った 

        シロハラ 何度も姿を現し参加者を楽しませてくれた。 

担当者の感想： 

 ２年ぶりの昭和記念公園での探鳥会。前日までの天気予報がはずれ、早朝には雪も止み 

うっすらと雪化粧がのこるなか、濃くなった日差しを浴びて、心地よい探鳥会日和となっ 

た。 このコースのベテランである小張夫妻に助言をいただきながらの探鳥をスタート。 

 期待してスタートしたものの、肝心の鳥のほうは残念ながら目玉になるようなものが出 

なかったのが悔やまれる。そんな中で目立ったのがシロハラ。どこへ行っても姿を現し、 

草木の下で葉っぱをひっくり返しながらえさ探し。もう一種、みんなの気を引いたのがソ 

ウシチョウ。これも草木の下を団体でいったりきたり。やはり派手な色合いが印象に残っ 

た。ほぼ予定通りの１１時半過ぎに鳥合わせを終えて解散した。ほとんどの人たちが延長 

戦にはいったようだ。        （担当：丸山二三夫） 

 

○高尾山周辺歩き（小下沢林道） 

日 時：2013年２月２０日（水） ８時４０分～１３時１５分 

天 気：晴（残雪有） 
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コース：大下バス停⇒（小下沢林道）⇒中央高速道下⇒旧キャンプ場⇒高圧線下⇒（往復） 

観察した鳥：16種（ベスト：ルリビタキ、ウソ、カヤクグリ） 

コゲラ、ハシボソガラス、コガラ、ヒガラ、シジュウカラ、エナガ、メジロ、ミソサザイ、シロハラ、

ルリビタキ、ジョウビタキ、カヤクグリ、ウソ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ 

参加者：9名 

井形定子、粕谷和夫、白川司、角田幸男、高梨規子、馬場啓子、馬場隆進、浜野建男、門間徹子 

概要、感想等： 

  高尾山周辺探鳥会、今月は裏高尾の小下沢林道を歩いた。集まったメンバーは 9名。前日の雪が木

の枝に残り、そこに朝陽が当たってとても綺麗な雪景色を堪能した。高尾駅から小仏行のバスに乗り、

大下バス停で下車、小下沢林道に入り中央高速道の下でジョウビタキ、シロハラ、ホオジロに出会う。

さらに進むとカシラダカが 1 羽だけ、雪の中の道脇で弱ったような姿で動きも鈍く、間近かに観察で

きた。このカシラダカは我々の帰り道でも同じ場所にいたが、雪が消えて元気を取り戻していた。 

雪の林道を歩いて鳥は少なくルリビタキのオスだけが次々に出てきた。林道を進み高圧線の所で引

き返した。帰路旧キャンプ場の所でウソのオス 1 羽が桜の木に飛来したところをようやくとらえるこ

とができた。小下沢林道入り口付近まで戻ってきて、道脇の地上で採餌する 2 羽の小鳥に出会った。

1 羽はアオジで、もう 1 羽はカヤクグリであった。中央高速道の所で解散後、JR中央線ガードの所

でウソに出会った。オス 3 羽、メス 3 羽でタマアジサイ、ウツギの種を食べていた。アカウソのオ

スが 1羽混じっていた。早春にいち早く黄色い花を咲かせるアブラチャンの花芽が雪の綿帽子を被っ

ていた。                         （担当：粕谷和夫） 

 

○八王子市史編纂室共催北浅川野鳥観察会 

日 時：2013年２月２４日（日） ８時５５分～１１時２０分 

天 気：晴 

コース：八王子市役所⇒鶴巻橋⇒北浅川左岸（河原、堤防）⇒松枝橋 

観察した鳥 36 種（ベスト：カワセミ、ジョウビタキ、モズ） 

 カルガモ、オナガガモ、コガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、イカルチドリ、

トビ、ノスリ、カワセミ、コゲラ、チョウゲンボウ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジ

ュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、アカハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、キ

セキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ベニマシコ、シメ、ホオジロ、カシラダカ、

アオジ、ドバト 

参加者：28名 

阿江範彦、青木静子、青木昭子、朝倉巧、浅野恵美子、井形定子、粕谷和夫、加藤岸男、門口一雄、

門倉美登利、河村洋子、久保山嘉男、仕藤たみ子、関根伸一、白川司、高梨規子、中村后子、 

長谷川篤、浜野建男、浜野知恵子、丸山二三夫、森田弘文、山浦秀雄、山崎悠一、山下弘文、 

柚木育子、吉水由紀、若狭誠 

概要、感想等： 

  八王子市総合政策部市史編さん室と八王子・日野カワセミ会の共催で、浅川の野鳥観察会を開催し

た。今年で 3年目である。八王子市役所裏の浅川・鶴巻橋下に集合、市史編纂室が参加者を公募した

ところ 80 名となった。カワセミ会からも 20 名以上の参加があったので、総勢 100 名を越えた。

コースは北浅川の左岸を松枝橋まで歩くもの。集合場所の鶴巻橋付近ではイカルチドリ、ジョウビタ

キ、ツグミ、ダイサギ等を観察。出発して鶴巻橋の下流側河原でヨモギの種を食べているベニマシコ

♂♀2羽を観察できた。清川グランドに鳥の羽根がかたまって落ちていた。オオタカが捕まえた鳥（ド

バトと思われる）の羽根を抜いていったものと思われる。城山川の出会いの所ではアオサギ、コガモ、

モズ、カシラダカ等を観察。中央高速道付近でカワセミに出会うことができた。カワセミは蟹のよう

なものを捕って食べていた。天気がよく、36 種の鳥が出たので参加者は満足したようであった。カ

ワセミ会入会希望者が 6人いた。  （担当：粕谷和夫） 

 

 

○多摩川合流付近公開探鳥会 

日 時：2013年 3月 10 日（日） 8 時 00 分～11 時 20 分   

天気；晴 

コース：浅川・多摩川合流点（右岸）・・・（浅川右岸）・・・新井橋・・・（浅川左岸）・・・浅川・根

川・多摩川合流・・・（多摩川右岸）・・・北川原公園 
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確認した野鳥：45 種 

カルガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、イカルチドリ、コチドリ、

イソシギ、セグロカモメ、トビ、カワセミ、コゲラ、チョウゲンボウ、モズ、オナガ、ハシボソガラ

ス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムク

ドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、カ

ワラヒワ、マヒワ、ベニマシコ、シメ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、 

オオジュリン、コジュケイ、ドバト、ガビチョウ  

本日のベスト：カワセミ、オオジュリン、モズ 

参加者 63名（会員 36 名、一般 27 名（子供含む）） 

[会員]  阿江範彦、青木昭子、板倉正、宇都宮信子、粕谷和夫、加藤岸男、門口裕子、川上恚、 

管野桂子、久保頼子、倉本修、小塩菊子、小高賢秀、小張義雄、小張昌子、佐藤サヨ子、 

清水盛通、白川司、傍島玲子、高梨規子、高橋芳江、高山早苗、玉木雅治、角田幸男、出口富子、 

内藤公三、仲尾政幸、長谷川篤、浜野建男、浜野知恵子、星野光雄、丸山二三夫、武藤邦子、 

柚木育子、若狭誠、門口一雄、 

 

概要及び感想： 

 ふれあい橋付近が河川工事中のため、スタートの場所を浅川と多摩川合流地点に変えて実施した。

浅川では川原（中堤防）を通ったので、散歩の人や自転車の人を気にしないで観察できた。望遠鏡を

持参していただいた会員が多く、一般参加者等に「○○○が入っています。」などの声が方々で聞か

れ、浅川の野鳥を堪能いただいたものと思われる。 

特に、前半の浅川ではカワセミ、オオジュリン、モズ、ツグミ、ホオジロなど次々と出現し、一般

参加の方々も満足そうだった。後半の多摩川に入ったころから風が強くなり、野鳥の出現も少なくな

ったのは残念である。       （担当；門口一雄） 

 

○宇津貫みどりの会共催篠刈探鳥会                                  

日 時：2013年３月１６日（土） ８時００分～１４時１５分 

天 気： 晴 

コース：八王子みなみ野駅⇒毘沙門天⇒宇津貫公園⇒クボノオキ湧水⇒宇津貫緑地 

観察した鳥：29種（ベスト：エナガ、ヒヨドリ、シジュウカラ）   

キジバト 7羽、アオサギ 1 羽、トビ 1 羽、オオタカ 1 羽、カワセミ 1 羽、コゲラ 3 羽、モズ 1 羽、

ハシボソガラス 15 羽、ハシブトガラス 18 羽、ヤマガラ 10羽、 ヒガラ 1 羽、シジュウカラ 25

羽、ヒヨドリ 18 羽、ウグイス 2 羽、エナガ 6 羽、メジロ 8 羽、ムクドリ 15 羽、シロハラ 2 羽、

ツグミ 10 羽、ジョウビタキ 3羽、スズメ 37 羽、ハクセキレイ 5羽、カワラヒワ 7羽、シメ 2羽、

ホオジロ 6羽、カシラダカ 7 羽、アオジ 9 羽、コジュケイ 2羽、ガビチョウ 8 羽 

参加者：11名 

浅野恵美子、宇都宮信子、粕谷和夫、門口一雄、工藤正子、菅野桂子、高梨規子、浜野建男、 

浜野知恵子、武藤邦子、渡辺正樹 

概要、感想等： 

  カワセミ会と宇津貫みどりの会の共催で宇津貫緑地の篠刈（雑木林の手入れ）と野鳥観察会を行っ

た。カワセミ会11名、宇津貫みどりの会3名がスタート地点の横浜線八王子みなみ野駅に集まった。

鳥を見ながら歩き出した。毘沙門天の前の桜（カワヅザクラ）が開花し、ヒヨドリが来て花の蜜を吸

っていた。クチバシに花粉が付いていた。毘沙門の森にシロハラがいた。宇津貫公園では雑木林のコ

ナラにハシボソガラスが造巣していて 1羽が巣中で抱卵していた。シジミチョウが飛んできて、何か

と確認しようと双眼鏡を向けるとシジュウカラが飛んできて蝶を食べてしまった。オオタカが青空で

ゆっくりと旋回してくれた。そのオオタカにカラス 2 羽が追尾していた。クボノオキ湧水の近くでエ

ナガを発見。よく見るとエゴノキに巣を作って 2羽が巣に出入りしていた。巣作りの最後の段階のよ

うな感じであった。 

9 時 35分から宇津貫緑地で篠刈をした。雑木林の手入れ作業だ。人海戦術で鎌で篠（アズマネザ

サ）を刈った。午後は宇津貫緑地の野鳥カウントをした。シュンラン、アズマイチゲ、カタクリが開

花していた。アズマイチゲは花最盛期で、カタクリは咲出したばかりであるが、3月 16 日で開花と

はずいぶん早い開花である。キタテハ、キチョウ、テングチョウ、ヒオドシチョウ、ムラサキシジミ

などの蝶を観察した。ヒオドシチョウは翅を開いてとまってくれたが、気温が暖かくなったためか、

翅を直ぐ閉じてしまった。みなみの駅までの帰路兵衛川でカワセミに出会うことができた。今日は鳥
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が多く、29種を観察できた。   （担当：粕谷和夫） 

 

○高尾山周辺歩き（小仏城山） 

日 時：2013年３月２２日 7:35～13:50 

天 気： 晴 

コース：高尾駅北口（バス）⇒小仏バス停⇒小仏峠⇒小仏城山⇒日影⇒高尾駅 

観察した鳥：18種（ベスト：ベニマシコ、ミソサザイ、ウグイス） 

 コゲラ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカ

ラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ミソサザイ、カワガラス、ベニマシコ、ホオジロ、アオ

ジ、ガビチョウ 

参加者：1０名 

浅野恵美子、板倉正、粕谷和夫、門口裕子、河田徳子、木澤隆雄、白川司、奈良敏夫、畠山嘉郎、 

村田靖雄 

概要、感想等： 

高尾駅からバスで終点の小仏バス停迄行き、小仏峠を経由して小仏城山に登った。下りは日影林道

を通って日影まで歩いた。小仏のバス停を降りるとウグイスのさえずりが聞こえてきた。沢沿いには

アブラチャンの花が多い。連続してアブラチャンが花を着けていた。 

沢でカワガラスがチラッと見えた。林道の終点手前で直ぐ断定できない１羽の小鳥がいた。少し待

っていると姿を見せてくれた。ベニマシコのメスであった。通常のベニマシコのいる環境と少し違う

ような気がした。林道の終点付近でミソサザイが高らかにさえずってくれた。 

小仏峠、小仏城山で特に目立った鳥はなく、下りの日影林道では早春の花を大いに楽しむことがで

きた。先ずセンボンヤリの花があり、キブシも満開になっていた。バッコヤナギも花をいっぱいつけ

ていた。スミレの仲間が多く、毛の無いオカスミレ、毛のあるアカネスミレが比較できた。大きな花

のエイザンスミレ、数が多いタチツボスミレも目立ち、ナガバノスミレサイシンも咲き出していた。

ナガバノスミレサイシンの近くにはハシリドコロ、カントウミヤマカタバミ、モミジイチゴ、アズマ

イチゲ、コチャルメルソウ、ニリンソウ、ヨゴレネコノメなど多彩であった。ゴールの日影で期待し

たハナネコノメは既に最盛期を過ぎていた。 

本日の発見はフサザクラが大量の花粉を撒き散らすことである。花弁を持たないフサザクラは虫媒

花ではなく、風媒花であることが実感できた。   （担当：粕谷和夫） 

 

○藤野駅から陣場山（蝶鳥野草）                                  

日 時：2013年４月６日（土） 8：40～12：00 

天 気： 曇り 

コース：藤野駅⇒沢井川⇒和田の陣馬自然公園センター 

観察した鳥：18種（ベスト：イワツバメ、キセキレイ） 

 カルガモ、カワウ、コゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、

イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ムクドリ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、

カワラヒワ、ガビチョウ 

参加者：3名 

 石橋公子、粕谷和夫、菅野桂子 

概要、感想等： 

天気予報では午後から春の嵐到来ということだったので、藤野からの陣場山登山は止めて、沢井川

沿いの道を和田の陣馬自然公園センターまでの散策に変更した。このような天気予報のため参加者は

3 名であった。 

このコースは日本の里 100 選に選ばれた地区である。藤野駅の東側から踏切を渡り、トンネルを

抜けると日野という集落がある。ここはカタクリの群落があるところであるが、花の最盛期は過ぎて

いた。その代わり花桃、レンギョウ、ユキヤナギなどが至るところで満開となり、正に桃源郷であっ

た。オドリコソウも可憐な花を付けていた。 

カワガラスは子連れがいるという情報があったが、運悪く出会うことができなかった。イワツバメ

が中里大橋の下で営巣しているらしく、橋の下への出入り、河原から巣材の土運びをしていた。旧沢

井小学校はふるさと自然体験教室になっているが、その前の川からはカジカガエルの声が聞こえてき

た。イタヤカエデの薄い黄色の新葉と花が沢の流れによく似合っていた。帰路は自然公園センターが

バスに乗ったら雨が降ってきた。   （担当：粕谷和夫） 
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○高尾山周辺歩き（東海自然歩道石老山石砂山）                                  

日 時：2013年４月８日（月） 8：5～14：20 

天 気： 晴 

コース：橋本駅北口⇒三ヶ木バス乗り換え⇒伏馬田入口バス停⇒⇒石砂山⇒篠原⇒石老山入口バス停⇒

相模湖駅 

観察した鳥：23種（ベスト：オオルリ、ウソ） 

 ノスリ、コゲラ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ツ

バメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、オオルリ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、カワ

ラヒワ、ウソ、ホオジロ、アオジ、コジュケイ、ガビチョウ 

参加者：5名 

  粕谷和夫、門口一雄、門口裕子、高梨規子、丸山二三夫 

概要、感想等： 

石砂山にギフチョウの観察に行った。集まったメンバーは 5名であった。橋本から三ケ木までバス

で行き、三ケ木から月夜野行きのバスに乗り換えて伏馬田入口で下車、東海自然歩道を石砂山めがけ

て登っていった。 

道志川の亀見橋からヤマセミを探したが、いたのはキセキレイであった。山道に入るとオオルリの

さえずりが聞こえてきた。オオルリはもう日本に到着したのだ。ヒトリシズカ、ミミガタテンナンシ

ョウの花がめだつ。ウリカエデ、ヤマナシ、ツクバネウツギも花を咲かせていた。野生のヤマナシの

花を見たのは初めてだ。登山道に雄花が一杯落ちていた。モミの雄花であった。 

石砂山の頂上に近づくにつれてギフチョウが出てきた。山頂までに 6 頭に出会った。山頂では 5、

6 頭が乱舞していた。篠原に向けての下山路では、登山道を登っていくギフチョウ 10頭以上に出会

った。ギフチョウは山頂を目がけてどんどん登って行く。蝶の集団見合い現象として知られているヒ

ル・トップ現象がギフチョウでもあるのであろうか。 

麓の篠原にはギフチョウを求めて観察にきている人、写真を撮りにきている人が数人いた。ミツバツ

ツジが満開でギフチョウがその花にも来ていた。帰路は石老山入口バス停まで県道を歩き、途中ウソ

に出会った。     （担当：粕谷和夫） 

 

○北浅川（松枝橋～小田野中央公園） 

日 時：2013年４月 14 日（日）  8：00～11：00 

天 候：晴れ 

コース：松枝橋をスタートし北浅川の上流に向かって陵北大橋を経由し、小田野中央公園までの右岸を

歩くコース。 

観察した野鳥  37種 

キジ、カルガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、トビ、ツミ、カワセミ、

コゲラ、アオゲラ、モズ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨ

ドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレ

イ、セグロセキレイ、カワラヒワ、シメ、ホオジロ、アオジ、コジュケイ、ドバト、ガビチョウ 

本日のベスト： ①バン ②キジ ③ダイサギ 

鳥仲間：30名 

 浅野恵美子、井形定子、板倉正、井上典子、今井達郎、粕谷和夫、門口一雄、門口裕子、川上恚、 

河村洋子、管野桂子、小高賢秀、佐藤哲郎、清水盛通、白川司、白川史子、高山早苗、角田幸男、 

中村后子、長谷川篤、浜野建夫、浜野智恵子、平井豊、福本健、細田富美代、武藤邦子、若狭誠、 

渡辺敬明、丸山二三夫、村田靖雄（体験入会） 

担当者の感想： 

  好天に恵まれ絶好の鳥見日和。昨年は冬鳥の飛来が少なく不安なスタートだったが、なんとか 41

種をカウントしまずまずの結果を残した。一方、今年は冬鳥の飛来が多く期待できる可能性があった

ものの、集合場所に行くため、自宅から陵北大橋下流を松枝橋まで歩いて出かけたが、鳥影が少なく

やはり不安なスタートを切ることになった。 

  スタート前の挨拶で大勢の目があるので、40 種は目指したいと出発。しかし、一昨年見られたイ

カルチドリ、ヒバリ、ヒレンジャク、ジョウビタキ、アカハラ、ベニマシコ、昨年見られたクイナ、

タシギ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、ノビタキなどの皆さんが興味を持つ鳥がまったく見られず、

トータル 37種とやや盛り上がりに欠ける結果となってしまった。 
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  鳥合わせの後、今回はスタートから元気な姿を見せてくれた今井さん（4 月には 91歳を迎えられ

るとのこと）の乾杯の音頭で恒例の花見の宴が開かれました。律儀に一本だけ満開状態で残った桜の

下、楽しく和やかに交流の輪が広がりました。  （担当：丸山二三夫） 

 

○浅川野鳥サンクチュアリ観察（陵北大橋⇒萩原橋付近）                                

日 時：2013年４月２３日（火） 8時 10 分～13 時 00 分 

天 気：晴後曇り 

コース：「北浅川の陵北大橋上流から下流の丸太橋間付近」⇒「城山川、南浅川の 3 川合流地付近」⇒

浅川右岸萩原橋のワンド付近」 

観察した鳥：30種 

キジ、カルガモ、コガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、バン、ヒメアマツバメ、オオタ

カ、ノスリ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、

イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カ

ワラヒワ、アオジ、ドバト、ガビチョウ 

参加者：6名 

板倉正、粕谷和夫、窪田寛之、角田幸男、浜野建男、前田善明 

概要、感想等： 

浅川で地形的な特質から環境の多様性に富み、多くの種類の野鳥が生息している所や希少的な野鳥

が生息している所を勝手にバードサンクチュアリとして設定して、このような地域を「生き物等の調

査活動」、「野鳥の情報発信活動」、「自然体験学習、環境学習活動」の拠点とすることとしている。浅

川バードサンクチュアリの 4 月 23 日は「北浅川の陵北大橋上流から下流の東京天使病院裏の用水堰

付近」、「北浅川、城山川、南浅川の 3 川合流地付近」、「浅川右岸萩原橋のワンド付近」の 3 地域の

観察をした。 

最初に「北浅川の陵北大橋上流から下流の東京天使病院裏の用水堰付近」に行った。キジのさえず

りが賑やかだ。キジバトが寒いためか体を丸めていた。モズのペアーがいて餌運びをしていた。ツバ

メが多く飛び交い、イワツバメ、ヒメアマツバメも現れた。オオタカ、ノスリが上空を通過した。東

京天使病院裏堰の上にはバンの成鳥 1 羽がいた。巣があるのではないかと双眼鏡でよく見たが見当た

らなかった。ガビチョウが近くでさえずり逃げなかった。 

次に「北浅川、城山川、南浅川の 3川合流地付近」に行った。2 組のモズ親子に出会った。巣立ち

直後と思われる。1 組は♂♀親と巣立ち雛 2 羽、もう一組は♂親と巣立ち雛 2 羽であった。カメラ

マンがカワセミを餌づけして写真を撮っていた。セグロセキレイが餌運びをしていた。 

最後に「浅川右岸萩原橋のワンド付近」に行った。湧水のあるワンドの所には鳥はいなかった。萩

原橋の下にセグロセキレイが 4 羽いた。キジが 2 ヶ所でさえずり、オスの姿を観察した。今の時期

はキジが目立つ。オオジシバリが小さな群落状に綺麗に咲いていた。 （担当：粕谷和夫） 

 

○浅川野鳥サンクチュアリ観察（長沼橋さいかち池付近⇒多摩川合流）                                 

日 時：2013年４月２４日 8 時 5分～14 時 00 分 

天 気：曇り後雨   

コース：「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカチ池付近」⇒「浅川右岸一番橋下流のワンド付近」⇒ 

「浅川、程久保川、多摩川の 3川合流付近」、 

観察した鳥：29種 

カルガモ、コガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、バン、ヒメアマツバメ、イカルチドリ、コチドリ、

イソシギ、トビ、カワセミ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ツ

バメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、セッカ、ムクドリ、スズメ、セグロセキレイ、カワラヒワ、

ホオジロ、アオジ、ガビチョウ 

参加者：4名 

 粕谷和夫、菅野桂子、角田幸男、村田靖雄 

概要、感想等： 

浅川バードサンクチュアリを年 3 回程度調査している。4月 24日は「浅川左岸長沼橋上流の通称

サイカチ池付近」、「浅川右岸一番橋下流のワンド付近」、「浅川、程久保川、多摩川の 3 川合流付近」

の 3 地域の観察をした。4 名のカワセミ会メンバーが集まった。「浅川左岸長沼橋上流の通称サイカ

チ池付近」では、藤の花が咲いている中でコガモがまだ 4 ペアー8 羽が残っていた。バンも成鳥 1

羽の姿を確認できた。ミツバウツギが咲いていた。高尾山など山の方に多いミツバウツギがここにも
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あって驚いてしまった。ヒメアマツバメが上空を飛んでいた。 

「浅川右岸一番橋下流のワンド付近」は、カワラヒワ 2 羽が水浴している所にイソシギが来て採餌

を始めた。カワセミがホバーリングから急降下して魚を捕った。撮った写真を見ると捕えた魚はドジ

ョウのようだ。こちらでもヒメアマツバメが飛んでいた。セッカ、ヒバリのさえずりを聞くことがで

きた。カジカガエルの声も聞こえてきた。 

「浅川、程久保川、多摩川の 3川合流付近」では、ウグイスのさえずりが聞こえてきた。アオジが

未だ残っていた。オナガは川に隣接する雑木林にいたものである。ヒメウラナミジャノメ成虫 2 匹、

今年の初認である。程久保川にカワセミがいた。     （担当：粕谷和夫） 

 

○ 2013 年 野鳥の密猟防止パトロール探鳥会＜日影沢コース＞ 

日 時；2013年 4月 26 日（金） 7:00～13:35  天気；晴 

場 所（コース）：日影沢林道・・・小仏城山・・・一丁平・・・日影沢林道 

確認した野鳥：20 種 

ガビチョウ、ヒヨドリ、ヤブサメ、ミソサザイ、ハシブトガラス、ウグイス、センダイムシクイ、 

アオゲラ、メジロ、ヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、オオルリ、クロツグミ、キクイタダキ、 

キジバト、コゲラ、ルリビタキ、キセキレイ、ハシボソガラス 

花の咲いていた植物 

ウワミズザクラ、イチリンソウ、ニリンソウ、ラショウモンカズラ、トオゴクサバノオ、マルバスミ

レ、タカオスミレ、クサイチゴ、ヤブニンジン、サイハイラン、ヤマルリソウ、フタバアオイ、マル

バコンロンソウ、ムラサキケマン、ウワバミソウ、ヒメウツギ、スミレ、ニオイタチツボスミレ、ア

カネスミレ、オカスミレ、バッコヤナギ、チゴユリ、ツボスミレ、ニガイチゴ、ミツバツチグリ、ホ

ウチャクソウ、ミヤマハコベ、ウラシマソウ、ヒメハギなど 

確認した蝶：ルリタテハ、ツマキチョウ、スジグロシロチョウ  

参加者：14名 

板倉正、粕谷和夫、門口裕子、白川司、白川史子、傍島玲子、高梨規子、奈良敏夫、長谷川篤、 

畠山嘉郎、細田富美代、丸山二三夫、村田靖雄、門口一雄  

概要及び担当者の感想： 

「午後から天気が急変し風雨強まる。」との予報が出ていたのでコースを変更し早めに終えること

を確認して出発した。 

 恒例により「野の鳥は野に」「野鳥の密猟防止パトロール」などを記した腕章をし、日影沢林道入

口の駐車場を出発した。天候は、雨風の予報が信じられないほどよく晴れて肌寒い。渡ってきたばか

りのオオルリ、クロツグミ、センダイムシクイやヤブサメの鳴き声はするが姿は見せてくれない。1

時間程してスギ林の梢で囀るオオルリを確認したが、逆光でブルーが映えない。 

植物は花盛りでイチリンソウ、ニリンソウ、ウワミズザクラにヒメウツギ、スミレなど咲いており、 

楽しませてくれる。植物に詳しい方に解説していただきながら進んだ。スミレの仲間が 7 種も確認

できた。高尾の自然の素晴らしさを再確認できた。 

小仏城山の山頂に出るとハイカーも増え野鳥保護（密猟）の PR も出来たかなと自己満足した。予

定通り一丁平で昼食をとり日影沢に下り解散した。パトロール中不審者などと遭遇することはなかっ

た。後日（2013.5.30）日野警察署が八王子市内の男性を不法にメジロなど捕獲、飼育していたとして鳥

獣保護法違反の容疑で立川地検に書類送検したとの報道に接した。野鳥を捕らない、飼わないなどの

PR の必要性を感じた。   （担当；門口一雄） 

 

○長池公園公開探鳥会（野鳥写真展見学）（長池公園共催）                                  

日 時：2013年４月２８日（日） ９時００分～１１時００分 

天 気： 晴 

コース：長池公園内（自然館⇒長池⇒築池⇒田んぼ⇒自然館） 

観察した鳥：２１種（ベスト：キビタキ、アオゲラ、オナガ）   

カルガモ、キジバト、コゲラ、アオゲラ、オナガ、ハシボソガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカ

ラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、キビタキ、スズメ、シメ、アオジ、コジュケイ、

ドバト、ガビチョウ 

参加者：35名（内カワセミ会 16 名） 

岩本嘉之、長田八重子、粕谷和夫、門口一雄、門口裕子、菅野桂子、工藤正子、曽我允雄、曽我文子、

登坂久雄、中村后子、廣川潔、福本健、細田富美代、丸山二三夫、武藤邦子、一般市民 19名 
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概要、感想等： 

 カワセミ会では長池公園と共催で同公園で 4月2日から 5月 21日まで野鳥写真展を開催してい

る。この写真展に合わせて長池公園で公開探鳥会を行った。参加者は一般市民 19名、会員 16 名で

あった。好天に恵まれたが鳥は今一であった。その中でキビタキがよくさえずり、姿も確認できた。

オナガも集団で賑やかにふるまってくれた。手入れされた雑木林ではキンランがあちこちで綺麗な花

を咲かせていた。羽化直後のコサナエという貴重なトンボがいた。ヒメウツギの花にアオスジアゲハ

きて吸蜜していた。 

  探鳥会終了後、野鳥写真展を見学して頂いた。  （担当：粕谷和夫） 

 

○ 2013 年 野鳥の密猟防止パトロール探鳥会報告、＜木下沢コース＞ 

日 時；2013年 5月 12 日(日)  6:00～7:30  天気；曇 

場所(コース)；木下沢林道・・・車止め（往復） 

確認した野鳥：17 種 

アオサギ、シジュウカラ、イカル、ヒヨドリ、オオルリ(3)、センダイムシクイ、ガビチョウ、 

ヤブサメ、ノスリ、カケス、ヤマガラ、ハシブトガラス、エナガ、キビタキ、キセキレイ、ヒガラ、 

コガラ 

参加者：９名 

 阿江範彦、青木静江、佐藤哲郎、白川司、長谷川篤、丸山二三夫、山崎悠一、若狭誠、門口一雄、 

概要及び担当者の感想： 

 この野鳥の密猟防止パトロールは、毎年「オオルリを探す会」の開会前に実施している。 

今年は、9名の会員が参加し早朝の木下沢林道をパトロールした。オオルリ、センダイムシクイ、ヤ

ブサメやキビタキの囀りが早朝の冷気に響いていた。特に、オオルリはスギの梢や枯れ枝の先など 3

カ所で姿を見せ楽しませてくれた。 

また、雨上がりの濡れた道にミミズが出ており、クガビルに飲み込まれるものもいて「食う、食われ

る」の自然界の厳しさを見た。パトロール中に不審者などに遭遇することはなかった。  

（担当；門口一雄） 

 

○オオルリを探す会（公開探鳥会）                                  

日 時：2013年５月１２日（日） 8：30～11：00 

天 気： 晴 

コース：裏高尾小下沢林道（集合：小下沢林道の中央高速道路ガード下⇒ザリ久ボ⇒石碑「浩宮殿下御

誕生記念植林地」で解散） 

観察した鳥：24種（ベスト：ミソサザイ、オオルリ） 

アオバト、トビ、ノスリ、カワセミ、コゲラ、アオゲラ、カケス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガ

ラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、メジロ、ミソサザイ、クロツグミ、キビタキ、

オオルリ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ、コジュケイ、ガビチョウ  

参加者：65名（カワセミ会 38名、会員外 27名） 

阿江範彦、青木昭子、青木静子、青木良恵、伊倉惠子、石橋公子、井上典子、宇都宮信子、大庭博行、

大庭洋子、岡本昭男、粕谷和夫、加藤岸男、門口一雄、門口裕子、菅野桂子、小高賢秀、佐藤哲郎、

清水盛通、白川司、白栁光明、曽我允雄、曽我文子、高山早苗、千葉槇子、角田幸男、中山尊人、 

中山千晶、長谷川篤、浜野建男、浜野知恵子、福本健、古山隆、丸山二三夫、武藤邦子、山崎悠一、

若狭誠、渡辺敬明 

概要、感想等： 

八王子・日野カワセミ会の公開探鳥会で、今月は裏高尾の小下沢林道でオオルリを探す会を行った。

集まったメンバーは会員 36 名、一般市民 27 名であった。集合場所の小下沢林道と中央高速道の交

差点付近ではノスリが旋回してくれた。 

歩き出して暫くしてオオルリのさえずりが聞こえてきた。少し遠いが杉のテッペンに止まっている

オオルリのオスの姿を確認できた。さらに林道を少し行くとやはり杉の木のテッペンにとまるアオバ

トの姿を捉えることができた。浩宮御成婚記念碑を過ぎた所に巣材（苔）を銜えるミソサザイがいた。 

11 時に鳥合わせを行って現地で解散した。この日のベストはミソサザイとオオルリであった。帰

りは有志で植物と昆虫を観察しながら来た道を引き返した。オウギカズラ、サツキヒナノウスツボは

いつもの所に咲いていた。オオバウマノスズクサは未だ蕾、ウラシマソウは既に花が終わっていた。

この時期は樹の花が多彩だ。特にウツギが多い。ミツバウツギとヒメウツギが満開で、ガクウツギと
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マルバウツギ咲き出したところだ。ミズキ、ヤブデマリ、カマツカなど皆白い花だ。オオバアサガラ

も蕾をぶら下げていた。白でない花はフジと黄色のジャケツイバラだ。 

カワトンボ、オナガアゲハ、コミスジ、ミヤマカラスアゲハ、アカタテハ、アオスジアゲハにアオ

バセセリもミツバウツギの花に来ていた。羽化したばかりのオオミズアオにであった。しっかりと草

にとまり腹を見せていた。大きなボディにびっくりだ。大きなオオミズアオに対して 2mmしかない

オトシブミがコクサギの葉の上で交尾していた。 

小下沢ではいろいろな生きものと出会えて楽しい時を過ごすことができる。 （担当：粕谷和夫） 

 

○飛島探鳥会 

月日；２０１３年５月１２日（日）～１５日（水）  ３泊４日（内夜行バス１泊） 

場所；山形県酒田市飛島 島内全域を歩いて探鳥 

宿泊；旅館「おばこ」２泊 

確認した野鳥： 

島内；ウミウ、アマサギ、ダイサギ、チュウサギ、アオサギ、カルガモ、ミサゴ、トビ、ツミ、 

ハヤブサ、オオジシギ、セグロカモメ、オオセグロカモメ、シロカモメ、ウミネコ、カラスバト、

キジバト、アオバト、カッコウ、ツツドリ、ホトトギス、アオバズク、アマツバメ、ブッポウソウ、

アカゲラ、コゲラ、ヒメコウテンシ、ツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ、キセキレイ、 

ハクセキレイ、マミジロタヒバリ、ビンズイ、サンショウクイ、ヒヨドリ、モズ、シマゴマ、 

ノゴマ、コルリ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ノビタキ、イソヒヨドリ、トラツグミ、アカハラ、

シロハラ、マミチャジナイ、ツグミ、ウグイス、メボソムシクイ、センダイムシクイ、 

キクイタダキ、キビタキ、ムギマキ、マミジロキビタキ、オオルリ、コサメビタキ、エゾビタキ、

ヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、ホオアカ、コホオアカ、キマユホオジロ、

カシラダカ、ミヤマホオジロ、ノジコ、アオジ、シマアオジ、クロジ、アトリ、カワラヒワ、 

マヒワ、ベニマシコ、ウソ、イカル、シメ、ニュウナイスズメ、スズメ、コムクドリ、ムクドリ、 

ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス  87種 

航路；オオミズナギドリ、ヒメウ、ハイイロヒレアシシギ、ウトウ、アジサシ、キンクロハジロ、 

 ヒドリガモ、ホシハジロ、8種   

亜種；ハチジョウツグミ、タイワンハクセキレイ   

ベスト：ブッポウソウ、ヒメコウテンシ、キマユホオジロ、ムギマキ、コルリ、マミジロタヒバリ、 

    シマアオジ、ウミネコの繁殖地 

花の咲いていた植物（主なもの）： 

ヒメハギ、オオミスミソウ、ハマボッス、ヤブツバキ、トビシマナシ、オオタチツボスミレ、タチツ

ボスミレ、シャク、オオバナノミミナグサ、オオアマドコロ、オドリコソウ、ミツバアケビ、イタヤ

カエデ、オオイタドリ、ヒロハヘビノボラズなど 

参加者：12名 

青木静子、朝井十三男、粕谷和夫、門口裕子、菊地昇、久保山嘉男、傍島玲子、高梨規子、 

中村后子、細田富美代、丸山二三夫、門口一雄 

概要及び担当者の感想： 

 旅館の主人から「この春の東北は、寒い日が多く春が遅く、野鳥の渡りも遅れている。」とのメー

ルをいただき期待して島に渡った。船が飛島に近づくと、船着き場の対岸の小山は、白い鳥影と糞で

ペンキをこぼしたように白く見える。ウミネコが飛び交い、鳴き交わす声で賑やかであった。ウミネ

コの繁殖地とのこと。下船した途端、広場にマヒワの群れが出た。その後、宿に荷物を預け島の中央

部の農道に沿い、学校の校庭、森の中など、夕刻まで鳥を探し歩いた。 

 小さな畑の畦でキマユホオジロにシマアオジ、ヘリポート脇の草地と林ではヒメコウテンシ、コホ

オアカさらにホトトギスが間近に飛来し、ブッポウソウが高木の梢に止まっていた。道路脇の水場で

はコルリの♀にムギマキ、そして校庭の草の中でマミジロタヒバリと広い島内を歩き回り次々と確認

し堪能した。 

 普段浅川では見られない鳥が多く、識別が難しいものもあった。中でも畑で見た腰が黄色い小鳥は

図鑑と見比べたが分からない。しかし、写真を撮っていた会員が、八王子に帰り識別に詳しい会員に

聞いたところ「体型や止まり方から、ヒタキ科の鳥であり、三列風切及び大雨覆に白斑があり、腰が

黄色、喉のあたりに黄色味があることから、マミジロキビタキの♀」と同定していただいた。また、

校庭で見た「コマミジロタヒバリ」は現地では「マミジロタヒバリ」と識別が分かれたが、傍で観察

していた他のグループのバーダーから「歩いて立ち止まった姿勢が（胸の張り方）低いので「コマミ
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ジロタヒバリ」と教わり記録した。が、これも写真を送り伺ったところ「肩羽（中雨覆）の軸斑がと

がっていること、嘴が太めのことからマミジロタヒバリとするのが妥当だと思われます。」とのこと

でマミジロタヒバリと訂正した。 

 今回の探鳥会は、春の渡りの後半のためかオオルリ、キビタキ、コルリなど♀の出現が多く識別が

難しかった。また、マミジロキビタキやエゾビタキのように写真により確認することも多く、カメラ

の威力を実感した。参加した会員から「穏やかな気候の飛島の 3 日間、鳥も８割方自分で確認でき

良かった。」「夏羽の鳥が近くで見られ感激した。また、旅館の料理が美味しかった。」などの感想を

いただいた。  （担当；門口一雄） 

 

○高尾山周辺歩き（南高尾梅ノ木平から西山峠、中沢峠）                                 

日 時：2013年５月２２日（水） 8：00～14：00 

天 気： 晴 

コース：高尾山口駅から甲州街道を南下し、入沢川を遡り西山峠に出て南高尾山稜を中沢峠まで歩き中

沢川を下った 

観察した鳥：26種（ベスト：サンコウチョウ、キセキレイ、オオルリ） 

キジバト、ホトトギス、トビ、コゲラ、アオゲラ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒ

ガラ、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、メジロ、クロツグミ、

キビタキ、オオルリ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、コジュケイ、ガ

ビチョウ  

参加者：7名 

 板倉正、曽我允雄、粕谷和夫、千葉槇子、高梨規子、浜野建男、村田靖雄 

概要、感想等： 

甲州街道を南下していると山の斜面の枯れた杉にオオルリ♂がいて囀っていた。ハクウンボクが満

開になっていた。 

入沢川の登山道に入るとホトトギスの声が聞こえてきた。杉林でサンコウチョウを期待していると

2 羽が現れて鳴き交わしをしてくれた。最盛期を過ぎたヤマブキソウは一部花があった。西山峠には

イチモンジチョウがいた。南高尾尾根道はマルバウツギがあちこちで満開であった。 

中沢山の直下で昼食。中沢川の道を下ると花の過ぎたウラシマソウ、コミヤマスミレの群落があっ

た。ヤブデマリは満開であった。クモガタヒョウモンがマルバウツギの花に来ていた。アサギマダラ

が出た。今期初認である。  （担当：粕谷和夫） 

 

○浅川探鳥会(鶴巻橋～大和田橋) 

日 時：２０１３年６月１日（土） ８：３０～１１：２０ 

天 気：晴 

コース：浅川 (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：２４種 

キジ、カルガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、イカルチドリ、イ

ソシギ、トビ、カワセミ、チョウゲンボウ、オナガ、ハシボソガラ

ス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨド

リ、セッカ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、

カワラヒワ、ドバト 

本日のベスト：カルガモ、チョウゲンボウ、セッカ 

参加者：２４名 

浅野恵美子、井形定子、井上典子、板倉正、宇都宮信子、 

木澤隆雄、小塩菊子、白川司、白川史子、曽我充雄、傍島玲子、 

辻勉、出口富子、登坂久雄、中村后子、細田富美代、武藤邦子、 

村田靖雄、渡辺敬明、渡辺正樹、若狭誠、山田満喜男、宮野洋子、

対中義雄 

担当者の一言： 

鶴巻橋～浅川橋までの左岸河川敷は遊歩道の工事中なので右岸中心に歩いた。目当ての鳥はセッ

カとオオヨシキリとした。セッカの飛ぶ姿と声はみんなで確認できたが、下見では４羽確認したオ

オヨシキリの声が聞えず残念ながら確認できなかった。 

 
キジ 

 
イソシギとカルガモ 
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探鳥開始直後に市役所上空にチョウゲンボウを、すぐ下流では河原で鳴くキジが見られた。暁橋

上流では後方の参加者がカルガモの親子を発見、大和田橋ではイワツバメのコロニーを観察した。 

鳥の種類が少ない時期ではあるが、オオヨシキリやコチドリがみられないなど、いままで最高の

２４名の参加者には少し期待外れだったかもしれない。 

解散後「八王子環境フェスティバル」に合流した。 （担当：若狭 誠） 

 

○高尾山周辺歩き（高尾山でランを探す会） 

日 時：２０１３年６月１７日（月） ８：１０～１５：００ 

天 気：晴 

コース：東京高尾病院の前を通り 2 号路、3 号路から富士道に出た。ここから１号路の男坂に行って、

引き返し高尾山頂に行って解散した。解散後一部は紅葉台を経由して日影沢に下った。 

観察した鳥：１８種（ベスト：キビタキ、コサメビタキ、ホトトギス、クロツグミ） 

カルガモ、キジバト、ホトトギス、アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグ

イス、ヤブサメ、メジロ、クロツグミ、コサメビタキ、キビタキ、オオルリ、ホオジロ、コジュケイ、

ガビチョウ 

参加者：１４名 

浅野恵美子、井形定子、石橋公子、板倉正、粕谷和夫、河田徳子、白川司、曽我允雄、高梨規子、 

多田恒子、玉木雅治、中村后子、村山和夫、横山由美子 

概要、感想等： 

６月の八王子・日野カワセミ会の「高尾山周辺歩き」は「ランを探す」で 14 名のメンバーが集ま

った。スタートの高尾山口駅前の案内川で清流の中の石の上で鳴くカジカガエルの姿を確認。 

キビタキ、コサメビタキも姿を確認できた。クロツグミもよく鳴いていた。アサギマダラは 6 頭。

ムラサキシジミは紅葉台付近で出会い、ギンレイカの花で吸蜜するスジグロシロチョウは下った日影

沢で写真が撮れた。オニシバリが赤い実を着けていた。オオバジャノヒゲ、イチヤクソウ、ウメガサ

ソウが咲き出した。紅葉台のオオバウマノスズクサは実と咲き出した花の両方が観察できた。 

目的のランはムヨウラン、ヨウラクランが開花、アオスズランが蕾、セッコクは花の最盛期が過ぎ

ていた。  （担当：粕谷和夫） 

 

○青森探鳥会 

日 時：2013年 6月 30 日（日）～7 月 2 日（火）（2泊 3日） 

天 気： 晴 

コース： 

６月 30日（日） 七戸十和田駅発（レンタカー）12 時 45 分⇒小川原湖周辺で探鳥。宿泊地：市

民の森やすらぎ荘 

7 月 1 日（月） 11 頃まで小川原湖周辺で探鳥会、小川原湖発（レンタカー）1１時⇒下北半島。

宿泊地：薬研温泉・古畑旅館 

７月 2 日（火） 早朝（朝飯前）シノリガモの繁殖地探鳥、午前恐山（宇曾利山湖）探鳥 七戸十

和田駅着 14時 30分 

観察した鳥：73種（ベスト：カンムリカイツブリ親子、オオセッカ、シノリガモ親子、ケイマフリ、 

セグロカモメ親子、ノスリ親子、アカゲラ親子） 

コブハクチョウ、オシドリ、オカヨシガモ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、キンクロハジ

ロ、スズガモ、シノリガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、ウミウ、アオサ

ギ、ダイサギ、バン、オオバン、ホトトギス、カッコウ、コチドリ、イソシギ、ウミネコ、セグロカ

モメ、ケイマフリ、ミサゴ、トビ、チュウヒ、ノスリ、アカショウビン、カワセミ、ヤマセミ、コゲ

ラ、アカゲラ、チョウゲンボウ、モズ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガ

ラ、シジュウカラ、ヒバリ、ツバメ、イワツバメ、ウグイス、ヤブサメ、メボソムシクイ、メジロ、

オオセッカ、オオヨシキリ、コヨシキリ、ゴジュウカラ、ミソサザイ、ムクドリ、コムクドリ、カワ

ガラス、トラツグミ、アカハラ、イソヒヨドリ、キビタキ、オオルリ、スズメ、キセキレイ、ハクセ

キレイ、カワラヒワ、ホオジロ、ホオアカ、ノジコ、アオジ、コジュリン、オオジュリン 

参加者：11名 

青木静子、植田益夫、粕谷和夫、加藤岸男、門口一雄、門口裕子、中村后子、長谷川篤、浜野建男、

浜野知恵子、福本健 

概要、感想等： 
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 6 月 30 日の午後、先ず行ったのは小川原湖、地元オオセッカランドの活動家に案内して頂いた。

コウホネの咲く小川原湖でカンムリカイツブリが営巣していて、メスの背中に乗る雛、雛に餌を運ぶ

オスが観察できた。オオヨシキリが多く、コヨシキリも混ざっていて両種に違いがはっきり分かった。

屋根付のオオバンの巣もあった。カッコウが鳴く田園にミサゴも現れた。夕方になったので仏沼に行

った。オオジュリンの数の多さに驚いた。コジュリン、オオジュリン、チュウヒもいた。 

7 月 1 日は早朝の朝飯前と朝飯後の 11 時まで前日のコースをまわった。防風林帯ではアカゲラ、

コムクドリ、スズメが営巣していた。ノスリの親子もいた。仏沼ではカラカネイトトンボ、モートン

イトトンボなどのトンボも観察できた。山に咲くニッコウキスゲ、海岸に咲くハマヒルガオが同じ場

所で咲いているのには驚いた。 

7 月 1 日の午後は下北半島に行った。むつ市で地元の野鳥観察家に会い、観察スポットを教えて頂

いた。先ず行ったのが尻屋崎、足の赤いケイマフリが海に浮かび岩場に上がる 9羽を観察できた。ケ

イマフリのいる所はウミネコの集団繁殖地でウミネコは 1000 羽位はいた。ウミネコと一緒に 30

羽程度のセグロカモメもいた。セグロカモメのうち 1 羽は尻屋崎の灯台近くの岩の上で営巣し雛が 3

羽いた。その雛を狙うのかどうか、近くにチョウゲンボウ 1羽もいた。尻屋崎には寒立馬という野生

の馬がいたが、松林に入るとカモシカもいた。夜は薬研温泉に泊った。 

3 日目の 7月 2 日は早朝 3 時頃宿からアカショウビンの声が聞こえてきた。朝飯前の 5時に宿を

出て大畑川遊歩道を歩いた。狙いはシノリガモの親子である。トラツグミ、カケスの声を聞きながら

遊歩道から川を見るとカワガラスの親子がいて、さらに進むと待望のシノリガモの親子がいた。5羽

であったが急流に乗ってあっというまに下流の方に行ってしまった。暫くすると再び上流に戻ってき

て今度は 6 羽になっていて、うち先頭の 1 羽は親のようであった。さらに上流に進むともう一組の

シノリガモに出会うことができた。朝食後は恐山（宇曾利山湖）を経て七戸十和田駅の無事に戻った。

観察した野鳥は 72 種であり、季節がら親子連れを多く観察できた。  （担当：粕谷和夫）   
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鳥信（主として２０１３年１月～６月、一部 2012 年以前のもの含まれている） 

今期は 776 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、初認、終

認、猛禽、鴫チ鳥、托卵鳥、繁殖、行動、集団ねぐら他の通過情報である。 なお、鳥番号前に「F」が付いて

いるのは、本会 HPの「フォト鳥信」にアップされているものである。（この他にも「鳥信データベース」には本

掲載種以外にガビチョウなどの外来種、その他鳥以外の生きもの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  メッシ
ュ 

１．希少種  
     

 24 オシドリ 2013/1/21 ５羽 宇津貫緑地の調整
池 

調整池の上空に 5羽のカモが飛んで来たが、水面に降りず通り
過ぎてしまった。カルガモではないカモだったので気にしてい
たらもう一度飛んできて、今度は降りた。何とオシドリであっ

た。雄 2羽、雌 3羽である。昨年池の隣りでオシドリがタカに
食べられた食痕があったのを思い出した。 

粕谷和夫他
（宇津貫定期
カウントＴ） 

 八王子6E 

 24 オシドリ 2013/2/18 ２羽 宇津貫緑地 先月調整池にオシドリ 5羽が飛来した。今月もいるかどうか気
にしていたらオス 1羽、メス 1羽が来ていた。ここで越冬した

のだろうか。 

粕谷和夫他  八王子6E 

F 27 ヨシガモ 2013/1/3 ８羽 高月浄水場の池 高月浄水場の池でカモを観察しているとイタチが出てきて、可
愛い顔を見せてくれました。池で観察したカモ、その他水鳥は
以下の通りで、今年もヨシガモが帰ってきました。常連のオカ

ヨシガモは探したが 1羽もいませんでした。 
ヨシガモ 8、ヒドリガモ 8、マガモ 27、カルガモ 14、オナガガ
モ 50、コガモ 10、キンクロハジロ 2、カイツブリ 1、カワウ 8、

アオサギ 1、ダイサギ 1 

粕谷和夫  拝島6F 

F 29 アメリカヒ
ドリ 

2013/3/22 ２羽 浅川・一番橋下流 ヒドリガモに交じってアメリカヒドリがいるとの会員情報で、
渡辺敬明さんの案内で見に行った。記録として投稿します。 

福本健  武蔵府中
1H 

F 58 ミコアイサ 2013/2/9 １羽 多摩川・昭和用水
堰上流側 

2013年 1-2月は多摩川・昭和用水堰上流側の河原は大規模な河川
改修が行われていて野鳥が少ない。2月 9日はミコアイサの♀型

が１羽いるだけであった。そのミコアイサが頭かきをしてくれ
た。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 58 ミコアイサ 2013/3/4 ６羽 多摩川と秋川の合
流地点 

 多摩川と秋川の合流地点、多摩川側の水の流れが少ない所にミ
コアイサ６羽の群れがいた。白いオスはいなかった。しばらく

して秋川上流方向に飛び去った。 

若狭誠  拝島6E 

 78 アオバト 2013/4/11 声 高尾山・3号路（富
士道近く） 

声を聞く 粕谷和夫  八王子0E 

 78 アオバト 2013/5/4 声 高尾山 5号路の稲
荷山コース出会い

付近 

声を聞く 粕谷和夫  与瀬9E 

F 78 アオバト 2013/5/6 ４羽 八王子城跡 御主殿跡北側の稜線にある杉の梢にアオバト、直線で 200ｍほど
の距離だったが♂と確認した。アオバトが飛び立つと下から 3
羽も飛び立ち 4羽の群れになって旋回し、再び稜線近くの林に

消えた。 

若狭誠  八王子0J 

 78 アオバト 2013/5/12 １羽 小下沢林道 少し遠いいが杉のテッペンに止まっているオオルリのオスの姿
を確認できた。さらに林道を少し行くとやはり杉の木のテッペ
ンにとまるアオバトの姿を捉えることができた。 

粕谷和夫他  与瀬8H 

 137 ミゾゴイ 2013/5/4 １羽 福本順吉自宅前金

比羅山中腹辺り 

４：２６分から２８分まで。独特の鳴き声で目を覚まし飛び起

きて窓を開けて声を確認しました。僅か２分位で鳴きやみまし
たがもしかすると少し前から鳴いていたのかも知れません。今
年の初認。 

福本順吉  八王子2G 

 137 ミゾゴイ 2013/5/6 １羽 福本順吉自宅前金

比羅山中腹辺り 

PM６：４０～４５分、声はするが姿は確認できず。 福本順吉  八王子2G 

 137 ミゾゴイ 2013/5/7 ２羽 福本順吉自宅前金
比羅山中腹辺り 

PM６:５４～７:０４、ミゾゴイが鳴き出したので双眼鏡を持っ
て近くで探しているとき山頂に沿って２羽が飛んで高尾山方面
に飛び去る姿を確認出来た。多分つがいと思われる。飛ぶ姿は

初見でです。 

福本順吉  八王子2G 

 137 ミゾゴイ 2013/5/12 １羽 福本順吉自宅前金
毘羅山 

PM：７：０２～１３分頃まで、何か悲壮感が漂っているような
声で鳴いていた。 

福本順吉  八王子2G 

F 166 クイナ 2012/12/29 １羽 南浅川・五月橋付
近 

川沿いの草むらに隠れたら先客（こがも）が居て追い立てられ
て逃げる様子です。 

村山和夫  八王子4J 

F 166 クイナ 2013/1/12 １羽 北浅川・小田野公

園  

北浅川 小田野公園北側 アシ沿えに下流に行動していた。長年

探鳥しているがこの場所では、初めてみた。 

関根伸一  拝島1A 

 166 クイナ 2013/1/12 １羽 小田野中央公園元
木橋上流右岸 

左岸、草むらと流れの境目を急ぎ足で下流方向へ移動 丸山二三夫他（北浅
川陵北大橋上流定
期Ｃ班） 

拝島1A 
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F 166 クイナ 2013/1/26 １羽 浅川・長沼橋上流
300m中州 

中州の左岸側の水際草陰を移動していた。  佐藤哲郎  八王子9H 

 166 クイナ 2013/3/15 １羽 北浅川・元木橋か
ら５００m上流（左

岸） 

小田野公園でお花見しながら散歩中クイナを見つけました。水
の少ない川原でひょっこりクイナが姿を現して上流へ採餌しな

がら移動していた 

井上典子他 2
名 

 拝島1A 

 166 クイナ 2013/3/21 １羽 浅川・萩原橋下流 この付近では、久しぶりのクイナです。１羽のコガモが着水すると同
時に流れの右岸側から左岸側にコガモ大の鳥が移ったがよく見たら
クイナだった。水辺を上流に向いしばらく歩いていた。 

定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子6K 

 166 クイナ 2013/3/28 １羽 北浅川・陵北大橋

と下流の木橋との
中間 

木橋に差し掛かり陵北大橋方面を見ると、すばやく左岸から右

岸へ移動した鳥を確認。 逆光で分かりにくかったが、年末こ
ろから天使病院前の堰上流にいたバンが移動してきたのかと思
われたが、嘴が長くもしやと思い、引き返して確認するとやは

りクイナでした。1月の定期カウントで小田野中央公園付近で確
認、同じ場所で、先日井上さんから鳥信が寄せられていますの
で、同じ個体ではないかと推察しました。 

丸山二三夫  拝島2B 

 166 クイナ 2013/3/31 １羽 南浅川・富士森高

校付近 

15:40ころ、満開の桜の土手の下、採餌後芦の中に移動、水浴び・

時間をかけた毛づくろいまで、じっくり観察できました。 

山浦秀雄  八王子4J 

 
174 バン 

2013/1/2 ２羽 多摩川 i石田大橋
下流    

ペアと思われる成鳥水面で採餌。 阿江範彦  立川4A 

 174 バン 2013/1/13 ３羽 北浅川・陵北大橋
下流部 

天使病院脇の堰上流 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島2B 

F 174 バン 2013/1/26 ３羽 浅川・長沼橋上流

左岸湿地（さいか
ち池） 

さいかち池の土手道際の草むらで採餌。成鳥３羽を確認（写真

は 2羽）。望遠レンズではピントが合わないくらいに近かった。 

佐藤哲郎  八王子9H 

F 174 バン 2013/1/28 １羽 浅川・長沼橋上流
さいかち池 

人の姿を見て慌てて対岸方向に行きました。親鳥も後を追いか
けました。 

村山和夫  八王子9H 

 174 バン 2013/2/2 ２羽 北浅川・陵北大橋

下流部 

天使病院脇の堰上流 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島2B 

F 174 バン 2013/2/4 ２羽 浅川左岸・長沼橋
上流（通称さいか
ち池） 

さいかち池のバン４羽がコガモ 52羽、ゴイサギ 2羽と一緒にい
た。バンは成鳥羽 3羽、若（または幼）鳥羽 1羽で、うち成鳥 1
と若鳥 1が一緒にいた。２月 2日は成鳥 1が若鳥 1を威嚇して、

追い出すような行動が見られたが、今日はそのような行動がな
かった。 

粕谷和夫他  八王子9H 

F 174 バン 2013/2/9 ３羽 浅川左岸・長沼橋
上流（さいかち池

土手） 

親子 3羽が上陸し猛烈な勢いで草を食べていた。3メートル程、
離れていたが私が動かなければ人間を恐れる様子は無かった。 

村山和夫  八王子9H 

 174 バン 2013/2/9 １羽 多摩川右岸昭和用
水堰上流 

バン 1羽が岸辺の草むらで見え隠れしていた 粕谷和夫  拝島6E 

 174 バン 2013/2/11 ２羽 北浅川・東京天使
病院裏の用水堰上 

堰上にはカルガモが 6羽いて、その周りにバン 2羽とカイツブ
リ 1羽がいた。 

粕谷和夫他  拝島2B 

F 174 バン 2013/2/23 ２羽 浅川左岸・長沼橋

上流さいかち池 

さいかち池にバンの成鳥 2羽と若鳥 1羽がいた。成鳥 2羽が一

緒にいるところの写真が撮れた。この日、サイカチ池では急に
カラスが騒ぎ、コガモが飛び立った。オオタカの出現のためだ
った。オオタカはカラスに追われ多摩丘陵の方へ飛んで行った。

池の真ん中に集団でおりたコガモを数えるとなんと 140羽もい
た。 

粕谷和夫  八王子9H 

 174 バン 2013/3/2 ２羽 北浅川・陵北大橋
下流部 

天使病院脇の堰上流 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島2B 

 174 バン 2013/4/23 １羽 北浅川・東京天使

病院裏の用水堰上 

東京天使病院裏堰の上にはバンの成鳥 1羽がいた。巣があるの

ではないかと双眼鏡でよく見たが見当たらなかった。 

粕谷和夫他  拝島2B 

 174 バン 2013/5/3 １羽 多摩川右岸昭和用
水堰上流 

今月もバンの成鳥が１羽いた 粕谷和夫  拝島6E 

 191 ハリオアマ
ツバメ 

2013/6/7 １羽 南大沢歩道橋 PM3:30駅前から三井アウトレットに懸かっている歩道橋の右側
（東側）にいつものようにヒメアマツバメが約 30羽乱舞してい

た。その中にひときわ大きくヒメアマの 2倍強はある鳥が 1羽、
すごいスピードで飛んでいた。双眼鏡で見るとハリオアマツバ
メだった。背の灰白色、喉と下尾筒の白色、胸から腹にかけて

のずんぐりした胴体、広い翼幅などくっきり見ることができた。
ヒメアマツバメを蹴散らかすように速いスピードで飛び回って
いた。この鳥をこれ程、間近でしかも長時間見たのは初めてだ

った。15分位すると北東へ飛び去った。 

倉本修  武蔵府中
0D 

 299 セグロカモ
メ 

2013/2/16 １羽 多摩川滝山城跡下 下流から上流側に向かって飛ぶ。 多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本・古山） 

拝島6E 

 388 アリスイ 2013/3/17 １羽 館緑地保全地区 館緑地保全地区（殿入中央公園）で開催された池の沢の蛍を増
やす会主催の野鳥観察を支援した。この観察会で幸運にもアリ

スイに出会うことができた。被写体が遠いため不鮮明な写真で
ある。  

粕谷和夫他  八王子3E 

F 392 オオアカゲ
ラ 

2013/3/11 １羽 高尾山・蛇滝登山
道 

蛇滝登山道を登っているとケラの声が聞こえてきた。幹をつつ
く音も聞こえてきた。探すとオオアカゲラであった。 

粕谷和夫  八王子0F 
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 ### アカゲラ 2013/1/1 １羽 石橋入緑地 13:10、北野に向かって公園内を歩いていると、前の木にアカゲ
ラが現れた。盛んに幹をつつきながら移動していたが、やがて
別の遠くの木に飛んでいった。 

浜野建男・浜
野知恵子 

 八王子8F 

F 393 アカゲラ 2013/1/5 １羽 高幡台団地緑地  ドラミングはタラララ・・・ではなくてコツコツという音でし

たので近くに人がいるのかとあたりを見回したら緑葉樹の中に
このアカゲラがいました。曇空の上、緑葉樹のなかで中々色が
わかりませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 393 アカゲラ 2013/1/15 １羽 蛇滝林道・蛇滝橋

から約 300ｍ付近 

蛇滝林道に入り約 300ｍ付近の杉林にシジュウカラ、アカゲラ、

コゲラ、ミソサザイが一緒にいた。 

粕谷和夫  八王子0F 

 393 アカゲラ 2013/1/28 １羽 川町谷戸 田んぼ奥の野菜畑にジョウビタキのメスとモズのオスが日差し
の当る所で採餌していた。その隣りの栗林に 1羽の鳥が飛来し
た。確認するとアカゲラであった。 

粕谷和夫  八王子2K 

 393 アカゲラ 2013/2/1 １羽 高幡台団地緑地 裏山に入ってしばらくすると以前シメが止まっていたコナラの

木を見上げると、アカゲラの♂がいた。撮影したいと思い、カ
メラを取り出すとアカゲラは隣の木に移った。カメラを向ける
とさらに別の木に移った。そうしている中に姿は消えてしまっ

た。残念！  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 393 アカゲラ 2013/2/2 １羽 福祉園脇 右岸の桜の木を移動しながら西へ飛ぶ 丸山二三夫他（北浅
川陵北大橋上流定
期Ｃ班） 

拝島1A 

 393 アカゲラ 2013/2/2 １羽 北浅川・上一小付

近 

ニセアカシアの木に止まる 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島3B 

 393 アカゲラ 2013/2/3 １羽 高幡台団地緑地 ♂１羽、カラ類は飛んでいましたが、他の鳥にはなかなか出逢
えず下段の中ごろでドラミングが聞こえて来たので音の方をみ
るとアカゲラでした。しかしこのアカゲラはすぐ隣の木に移り

さらに別の木に移りせわしなく動いていました。木を見ると全
て細く堅い木ばかりでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 393 アカゲラ 2013/2/4 ２羽 小山内裏公園 ♂1、♀1だった。単独で場所も別々。 倉本修  八王子9C 

F 393 アカゲラ 2013/2/11 １羽 高幡台団地緑地 ♀、かなり離れていたが、切り株の根元で何か白と黒が動いて
いるようだと思ってよく見たらアカゲラの♀でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 393 アカゲラ 2013/2/14 １羽 浅川長沼橋左岸上流

さいかち池前河原 

まさか河原でアカゲラが見れるとは。川端の木に止まり、下か

ら上に移動。枯れた河原で鮮烈な印象でした。  

村山和夫  八王子9H 

 393 アカゲラ 2013/2/15 １羽 高幡台団地緑地 ♀、今朝も非常に寒く曇っていたが、裏山に入るとすぐ私の前
をガビチョウが横切って笹薮に入ったので双眼鏡で場所を確認
していたら木登りをしていく鳥がいた。アカゲラの♀だった。

カメラを向けると飛んでしまった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 393 アカゲラ 2013/2/18 １羽 高幡台団地緑地 ♂、天気予報は雨でしたが雲は多かったものの、青空が見えて
いたので裏山に入ってゆきました。そして間もなくきれいな声
が聞こえてきて、上の方を見上げると間もなくアカゲラの姿を

みつけました。しかし、このアカゲラは何時ものようにじっと
していることがなく木から木へ移動していました。          

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 393 アカゲラ 2013/2/18 １羽 宇津貫緑地 ケラの声が聞こえてきた。アオゲラだった。そのアオゲラが移
動して止ったコナラにアカゲラも飛来した。1本の木の幹に上に

アカゲラ、下にアオゲラが止る豪華なショウを見せてもらった。 

粕谷和夫他  八王子6E 

 393 アカゲラ 2013/2/22 １羽 初沢山 雑木林でアカゲラに出会った 粕谷和夫  八王子2F 

 393 アカゲラ 2013/2/24 １羽 高幡台団地緑地 ♂、ジョウビタキを見ていた時、突然太鼓をたたくような音が
したので誰か人間がいるのかと思って探すと近くにコゲラがい
たが、音はコゲラでないようだったのでもう少し奥の方を見る

と似たような鳥の姿を見つけたと思ったらこちら側に飛んで来
た。アカゲラの♂だった。だが、このアカゲラは何時ものよう
に隠れるのがすばやく、常緑樹の陰に行ってしまった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 393 アカゲラ 2013/3/1 １羽 高幡台団地緑地 散歩している人が、アカゲラがいると教えてくれたので確認し

ようと双眼鏡を向けると飛んでしまった。雌雄は不明。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 393 アカゲラ 2013/3/2 １羽 宇津木保全緑地 シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コゲラも同じ場所にいた。ほぼ同
じ場所の栗林ではビンズイが地上で採餌していた。4羽であった。 

粕谷和夫  八王子8B 

 393 アカゲラ 2013/3/16 １羽 多摩川滝山城跡下 右岸の林に飛来し，すぐに飛び立った。 多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本・宮越） 

拝島6E 

 393 アカゲラ 2013/4/6 １羽 北浅川・上一小付

近 

オスがニセアカシヤの木に止まり、上へ上へと移動する姿をじ

っくりと見せてくれる 

清水盛通（定

期カウント） 

 拝島３B 

 412 サンショウ
クイ 

2013/4/30 １羽 八王子市 台町３
丁目  

上空を鳴きながら通過。 古山隆  八王子6J 

 418 サンコウチ
ョウ 

2013/5/18 ２羽 小宮公園 ♂♀各１羽、今夏初認。１０：１５分頃、八王子鳥刻会のメンバー９
名と小宮公園内を観察中に確認したもの。その他の鳥：ムクドリ、ヒ
ヨドリ、シジュウカラ、コゲラ、スズメ、ガビチョウ、アカゲラ、ハ

シボソカラス、コジュケイ、ハシブトカラス、キジバト、アオゲラ、
カルガモ、ウグイス、キジ。全１６種 

福本順吉  拝島7A 

 418 サンコウチ
ョウ 

2013/5/22 ２羽 南高尾入沢川上流 杉林で 2羽が鳴き交わしていた。 粕谷和夫他（高尾周
辺探鳥会） 

八王子0C 
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 418 サンコウチ
ョウ 

2013/6/13 １羽 高尾山６号路弁天
丸付近 

声が聞こえた 千葉槇子他（定期 C
琵琶滝 C） 

八王子0F 

 418 サンコウチ
ョウ 

2013/6/23 声 種入り（上川口小
学校裏谷戸） 

サンコウチョウ、キビタキ、ホオジロがさえずっていた 粕谷和夫他  拝島0E 

 419 チゴモズ 2013/5/11 １羽 谷地川.浄化施設

付近 

久しぶりにチゴモズを見ました。この付近でもう十年位前でし

ょうか、当会会員数名と付近で繁殖しているのではないかと親
子を見たことがありました。それ以来です。8:15、谷地川浄化
施設付近の電線に留まっていた。 

神谷古牧  立川0C 

F 438 キクイタダキ 2013/1/6 ２羽 富士森公園（台町） シジュウカラ約 20羽、ヤマガラ約 10羽、ヒガラ約 2羽の中に

キクイタダキが 2羽いた。キクイタダキは躑躅園に点在する赤
松の葉に見え隠れしていて、証拠写真しか撮れなかった。ヒガ
ラもいた。地上にはシロハラ、ルリビタキも現れた。 

粕谷和夫  八王子6H 

 438 キクイタダキ 2013/1/7 ３羽 高幡台団地緑地 シジュウカラ、ヒガラ、コゲラと共にとびまわっていたが、時々

ヒサカキの実を突いていた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 438 キクイタダキ 2013/1/8 ３羽 高幡台団地緑地 混群、メジロ約 30羽、ソウシチョウ 3羽、シジュウカラ 13羽、
ソウシチョウ 3羽、ウグイス 1羽、キクイタダキ 3羽が一緒に
とびまわっていた。彼らはたいてい常緑樹の中を中心に動いて

いたが、その中でウグイスは少し大きめで私の前でも平気で飛
んでくれていた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 438 キクイタダキ 2013/1/10 ２羽 高尾山３号路浄心

門付近 

木立の中を移動 千葉槇子他（定期 C

琵琶滝 C） 

八 王 子

0F 

 438 キクイタダキ 2013/1/10 １羽 高尾山３号路水
平道になってま

もなく 

カラ類の混群の中にいた 千葉槇子他（定期 C
琵琶滝 C） 

八王子0E 

F 438 キクイタダキ 2013/1/11 ７羽 小宮公園 今シーズンはいろんな場所で観察されていますが、小宮公園内
で条件良く見られるという事で足を運んできました。常緑樹に
ホバリングしながら採餌している様子や愛らしい姿が見られま

した。なお、羽数は写真を撮っていた時の集団で他にもいるよ
うです。 

清水盛通  八王子7A 

 438 キクイタダキ 2013/1/20 ５羽
+ 

小宮公園 公園内の奥の緑の木の周りを移動していた。 粕谷和夫  八王子7A 

 438 キクイタダキ 2013/1/21 ３羽 長池公園 シジュウカラ、エナガ、メジロの混群と一緒だった。 倉本修  武蔵府中

1C 

 438 キクイタダキ 2013/1/22 １羽 小山内裏公園戦車
道（南大沢 3丁目） 

単独で現れた 倉本修  武蔵府中
0C 

 438 キクイタダキ 2013/1/24 １羽 高幡台団地緑地 今朝は大分曇っていたのでおそらく鳥はいないだろうと思いな
がら裏山に入ってみた。案の定鳥影はあまりみられなかったが、

下段に降りるとすぐキクイタダキがせわしなく動いていた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 438 キクイタダキ 2013/1/30 １羽 高幡台団地緑地 何時もウグイスと遊ぶ常緑樹のところで今日はいないと思って
見ていると、せわしなく動いている小鳥がいるのでよく見ると
久しぶりのキクイタダキでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 438 キクイタダキ 2013/1/31 ３羽 小山内裏公園・戦

車道 

エナガ、メジロの混群とともに 倉本修  八王子9C 

 438 キクイタダキ 2013/2/1 ６羽 高尾山・日影沢林
道キャンプ場先左
側 

石垣上のアオキの植え込みの中で、枝移り、ホバリングをくり
かえしていた。梢でしか見たことがなかったので驚き、ワクワ
クして見とれた。 

千葉槇子他１
２名 

 与瀬9F 

 438 キクイタダキ 2013/2/4 ２羽 小山内裏公園 近くに鳥がいなかった 倉本修  八王子9C 

 438 キクイタダキ 2013/2/7 １羽 高幡台団地緑地 思ったほど雪は降りませんでしたが、裏山は道がビチャビチャ

でした。それでもシジュウカラやメジロに交じって 1羽のキク
イタダキが常緑樹の茂みの中を飛び回っていた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 438 キクイタダキ 2013/2/9 １羽 高幡台団地緑地 何時もキクイタダキがいる常緑樹を覗くとやはりいました。2
羽とおもったらもう 1羽はメジロでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 438 キクイタダキ 2013/2/9 ２羽 石川町緑地保全地

域 

御岳神社から観察。ヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、コゲラ

の混群の中にキクイタダキが２羽。ヒノキ、葉の小さな照葉樹
を移動しホバリングしていた。 

若狭誠他（石

川緑地 CG) 

 拝島9B 

 438 キクイタダキ 2013/2/10 ３羽 石川町緑地 本日の午後、地元でキクイタダキを見ました。3羽一緒に行動し
ていました。良く額の黄色を特徴として言われますが、今日見

た経験で、これは役に立ちません。下から見上げる形になるの
で、額は全く見えません。僅かに横向きになった時の翼の模様
が最も特徴的です。動きがとても速く、薄暗い木立の中で双眼

鏡で追うのは大変です。小さな声で鳴き、小さな嘴、Ｍ字型の
尾、何よりもメジロかそれよりも小さいのが特徴です。こんな
に小さい鳥は普段見ることはありません。 

神谷古牧  拝島9B 

 438 キクイタダキ 2013/2/14 ３羽 高尾山６号路岩屋

大師手前 

杉の梢を移動していた参加者全員で視認。頭の模様と M尾を確

認。 

千葉槇子他（定期 C

琵琶滝 C） 

八王子1F 

 438 キクイタダキ 2013/2/14 ５羽 高尾山６号路弁天
丸先セッコク咲く
スギ付近 

ヒガラの群れとともスギの梢を移動していた。参加者全員で視
認 

千葉槇子他（定期 C
琵琶滝 C） 

八王子0E 



56 

 438 キクイタダキ 2013/2/14 ２羽 高尾山２号路サル
園下付近 

モミの梢を移動していた。参加者全員で視認。 千葉槇子他（定期 C
琵琶滝 C） 

八王子4K 

F 438 キクイタダキ 2013/3/1 ２羽 初沢城跡のみころ
も堂東側 

シジュウカラ、ヤマガラ、メジロ、コゲラの混群の中にキクイ
タダキ 2羽がいた。キクイタダキはアカガシの葉の中を見え隠

れしていた。 

粕谷和夫  八王子2G 

F 438 キクイタダキ 2013/3/2 ２羽
+ 

宇津木保全緑地 シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コゲラとほぼ同じ場所にい
た。キクイタダキはヒノキの葉の周りを動き回っていた。 

粕谷和夫  八王子8B 

 438 キクイタダキ 2013/3/2 数羽 小仏林道～小仏峠 ８時３０分～１４時００分ごろ、キクイタダキ 数羽、カケス
数羽。キクイタダキはすぐ近くまできて姿をよく見せてくれま

した 

峯尾良雄・雄
太 

 与瀬7Ｇ 

 438 キクイタダキ 2013/3/3 数羽 日影沢林道～萩原
工事道～一丁平 

８時３０分～１４時００分、キクイタダキ、ヤマガラ、コガラ 
各数羽、コゲラ１羽。杉林を昆群を組んで移動 

峯尾良雄・雄
太 

 与瀬9F 

 438 キクイタダキ 2013/3/5 ２羽 清水入緑地（南大
沢 3丁目） 

エナガ 6羽と共に現れた。 倉本修  武蔵府中
1C 

 438 キクイタダキ 2013/3/14 ５羽 小山内裏公園・戦

車道 

エナガ、メジロ外の混群とともに現れた 倉本修  八王子9C 

 443 ヒガラ 2013/2/3 ２羽 小山内裏公園・戦
車道 

近くにシジュウカラがいた。 倉本修  八王子9C 

 443 ヒガラ 2013/2/14 ２羽 長池公園 シジュウカラ、エナガと一緒に現れた。 倉本修  武蔵府中
1C 

 459 コシアカツ

バメ 

2013/5/14 ２羽 新井団地 毎年来る新井団地の階段の踊り場へ２羽が入って行くのを５月

１２日と１４日にもうひとりの方と確認しました。その後は見
に行ってないのでどうなったかわかりません。 

浜田早苗  武蔵府中

3K 

 459 コシアカツ
バメ 

2013/5/25 １羽 湯殿川と浅川の合
流付近（長沼橋上

流 100Mの湯殿川） 

本日（５月 26日）、湯殿川と浅川合流付近で、カルガモ親子を
探していたらコシアカツバメが飛んでいました。あの付近で繁

殖しているのだろうか、移動の途中でしょうか？ 気になると
ころです。 

門口一雄  八王子9G 

 459 コシアカツ
バメ 

2013/5/27 ５羽 新井団地 浅川の新井橋右岸の新井アパート（例年繁殖している団地）上
空を飛び交うコシアカツバメ 5羽を確認しました。一部は団地 8

号館中ほどの階段踊場に飛び込んでいました。（巣は確認して
いません。）  

門口一雄  武蔵府中
3K 

 479 エゾムシクイ 2013/5/1 １羽 長池公園 さえずりと姿を確認 倉本修  武蔵府中
1C 

F 500 キレンジャク 2013/3/1 １羽 北浅川流域 通常群れでやって来ますが今回は１羽のみ。この先、友を呼び

入れてくれると良いのですが・・・・ 比較的近くで撮れたの
で背中のワックス・ウィングと呼ばれる涙形の部分も合わせて
添付いたします。 

清水盛通  拝島3B 

F 501 ヒレンジャク 2013/2/10 ４羽 黒川清流公園 黒川清流公園の緑地調査で、ヒレンジャクが来ているとの情報

で見に行った。4羽見かけたがすぐに飛んで行った。昼前に 30
羽ほどの集団が来たとのことでした。 

福本健  武蔵府中

0K 

F 501 ヒレンジャク 2013/2/24 30羽 日野市高幡不動周
辺 

今シーズンなかなか姿を捉えられないレンジャクでしたが、例
年の定番ではない場所で遭遇しました。民家庭先のピラカンサ

に群がって盛んに啄んでいました。  

清水盛通  武蔵府中
3K 

 501 ヒレンジャク 2013/5/7 10羽
± 

高尾山ケーブル山
上駅付近 

モミに絡まるキズタの実を食べに来ていた。ヒヨドリも約 10羽
いた。 

粕谷和夫他（定期カ
ウント T) 

八王子0F 

F 501 ヒレンジャク 2013/5/8 ８羽
± 

高尾山 1号路ケー
ブル山上駅付近 

モミにからまるキズタの実を食べに来ていた。ヒヨドリ約 10羽
も一緒にいた。  

粕谷和夫  八王子0F 

F 502 ゴジュウカラ 2013/1/25 １羽 高尾山・11丁目茶

屋付近 

シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ、コゲラ、メジロの混群でし

た。 

村山和夫  八王子0F 

 503 キバシリ 2013/6/3 １羽 小仏林道～小仏峠
～景信山 

8時 30分~14時頃、キバシリ、コサメビタキ、キビタキ、クロ
ツグミ、ホトトギス、ツツドリ、ホオジロ、カケス、アオゲラ、
シジュウカラ、ヒガラ，状況：途中、ヒガラ、キビタキが、頂

上ではホオジロが良く囀っていました。 

峯尾良雄・雄
太 

 与瀬7Ｇ 

 512 カワガラス 2013/1/15 ２羽 小仏川・蛇滝橋付
近 

蛇滝橋手前でカワガラスが下流方向から 2羽飛んできて、1羽が
橋の手前の杭の上に止まった 

粕谷和夫  八王子0G 

 512 カワガラス 2013/1/23 ２羽 陣場街道・関場 関場でウソ 2羽のオス、北浅川にはカワガラス 2羽一緒にいた。 粕谷和夫他（醍醐林
道探鳥会） 

五日市7A 

 512 カワガラス 2013/1/23 ２羽 醍醐川・森久保橋 森久保橋でもカワガラスが 2羽いて、そのうち 1羽は落差工（滝）

の中に入り、暫くすると出てきた。もう巣作りが始まっている
のだろうか。 

粕谷和夫他

（醍醐林道探
鳥会） 

 五日市6A 

 512 カワガラス 2013/3/22 １羽 小仏川・小仏バス
停から上流側に数

100ｍ進んだ所 

小仏のバス停を降りるとウグイスのさえずりが聞こえてきた。
沢沿いにはアブラチャンの花が多い。連続してアブラチャンが

花を着けていた。沢でカワガラスがチラッと見えた。 

粕谷和夫他  与瀬8G 

 514 トラツグミ 2013/1/31 １羽 小山内裏公園 単独 倉本修  八王子9C 

 514 トラツグミ 2013/2/3 １羽 長池公園 隣接する米軍アンテナ基地のフェンス内の草地で採餌してい
た。 

倉本修  武蔵府中
1C 

F 514 トラツグミ 2013/2/9 １羽 長池公園 この冬は後縁スタッフの方が熱心にアズマネザサなどの下草刈
りをして、トラツグミが餌を探しやすい環境になったようです。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 
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F 514 トラツグミ 2013/2/11 １羽 片倉城址からつど
いの森に向かう途
中の雑木林 

 片倉城址の定期カウントのあと、つどいの森へ行く途中の雑木
林でトラツグミを確認した。顔だけを左右に動かして様子をう
かがいながら、枝にとまってじっとしていた。 

浜野建男  八王子6G 

 514 トラツグミ 2013/2/14 １羽 長池公園 犬を連れた人が近づいたので笹藪から飛び出し、2ｍ位離れた樹

の枝に止まった。 

倉本修  武蔵府中

1C 

F 514 トラツグミ 2013/2/26 １羽 高幡台団地緑地 今朝はかなり寒かったせいでしょうか？裏山に鳥は全く見られ
ませんでした。それでも歩いて行くと山の中腹で私のはるか向
こうを歩いているツグミらしい姿を発見、追いかけましたが何

しろ歩き方が速すぎてとても追いつけないので諦めかけたその
時、私の目の前をガビチョウが横切って藪に入って啼きはじめ
た。それに呼応すべく私も声をだして応酬すると前を歩いてい

た鳥が立ち止まって振り返った。トラツグミでした。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 514 トラツグミ 2013/3/4 １羽 片倉城址二の丸広
場 

芝生広場で採餌。近づくと少し飛んで、こちらの様子を伺う。 村山和夫  八王子7G 

 514 トラツグミ 2013/3/5 １羽 高幡台団地緑地 今朝の裏山はシジュウカラやエナガ以外は鳥の姿はあまりな
く、時々私の前で飛びゆく鳥はいたが何の鳥かわからずにいる

のに何度かであった。帰路私の前を歩いているトラツグミを見
つけたが、トラツグミも私を認識して藪の中に飛び込んでしま
った。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 514 トラツグミ 2013/3/7 ３羽 高幡台団地緑地 空は曇って裏山はまだ肌寒く鳥の姿はあまり見られませんが、

突然笹藪の中から 1羽の鳥が出てきて私を見るとすぐ飛んで木
の枝に止まった。トラツグミだった。そこからしばらく歩いて
ゆくと 2羽の鳥が地面を突いていた。やはりトラツグミでさっ

きのとは違うようだった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 514 トラツグミ 2013/3/8 １羽 高幡台団地緑地 今朝も裏山に入って間もなくガビチョウに次いでトラツグミに
であいました。じっとどこかを見つめていました 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 514 トラツグミ 2013/3/9 １羽 片倉城跡公園 定期カウントで本丸広場に入ると、住吉神社側の日蔭にトラツ
グミがいた。他にシメ、シロハラ、カシラダカもいて、地面を

歩き回ってエサを探していた。 

浜野建男  八王子7G 

 514 トラツグミ 2013/3/15 １羽 高幡台団地緑地 裏山の下段に降りるとすぐ目の前から飛んで木の枝に止まった
鳥がいた。確認するとトラツグミだった。カメラを出したらも
ういなかった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 514 トラツグミ 2013/3/22 １羽 高幡台団地緑地 道の真ん中で地面を突いているのを見てガビチョウかと思って

いたらすぐ傍の常緑樹の中に隠れた鳥を見たらトラツグミでし
た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 514 トラツグミ 2013/3/23 ２羽 高幡台団地緑地 上段のはずれに近い場所で地面を突いているこの鳥に出会っ
た。私とは距離がかなり離れていたこともあって、トラツグミ

はそのまま地面を突いていたが、私がカメラを出すや否や飛ん
で松の木にに隠れてしまった。しかし、その先にもう 1羽トラ
ツグミがいるのを見たのだが、やはり同じ方向に飛んでしまっ

た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 514 トラツグミ 2013/3/24 １羽 高幡台団地緑地 ここのところ山に入るたび出会うトラツグミですが、今日も昨
日とほぼ同じ所でであいました。しかしすぐまた藪の中に飛び
込んでしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 514 トラツグミ 2013/3/28 １羽 高幡台団地緑地 トラツグミは何時もの路上ではなく、下段に降りる入り口のと

ころから突然飛んで現れて松の木に止まった。（翌日・翌々日
現れなかったので終認？） 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 522 アカハラ 2013/1/12 １羽 陵北大橋上流１０
０ｍ付近右岸 

右岸から左岸へ移動 丸山二三夫他（北浅
川陵北大橋上流定

期Ｃ班） 

拝島1B 

 522 アカハラ 2013/1/13 １羽 北浅川・松枝橋上
流左岸 

潅木の中を移動中 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島4B 

 522 アカハラ 2013/1/13 １羽 北浅川・松枝住宅
下流左岸 

潅木の中を移動中 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島4B 

 522 アカハラ 2013/1/13 １羽 北浅川・松枝住宅

脇左岸 

枝に止まる 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島3B 

 522 アカハラ 2013/1/13 ２羽 北浅川・天使病院
脇 

潅木の中を移動中 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島2B 

 522 アカハラ 2013/1/13 ２羽 北浅川・陵北大橋
下流左岸 

上流より飛んで来て枝に止まる 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島2B 

 522 アカハラ 2013/2/2 １羽 北浅川・松枝橋上

流右岸 

潅木の中を移動中 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島3B 

 522 アカハラ 2013/2/4 １羽 小山内裏公園・戦
車道 

シメとともに枯れ草をはね上げて採餌していた。 倉本修  八王子9C 

 522 アカハラ 2013/2/9 １羽 宇津木台緑地 シロハラ 1羽、ガビチョウ１羽とヒサカキの下に一緒にいた。 粕谷和夫他
（宇津木緑地

CG) 

 拝島8B 

F 522 アカハラ 2013/2/11 １羽 浅川・長沼橋左岸
上流側さいかち池
南端 

定期カウント中にアカハラを確認。さいかち池南端の草むらか
ら顔を出した。  

佐藤哲郎  八王子9H 
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F 522 アカハラ 2013/2/15 １羽 浅川・長沼橋左岸
さいかち池 

いきなり藪から飛び出て来て近くの木に止まったが、直ぐに飛
んで行った。  

村山和夫  八王子9H 

 522 アカハラ 2013/3/2 １羽 北浅川・松枝橋上
流左岸 

シロハラと縄張り争い（？） 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島4B 

 522 アカハラ 2013/4/20 １羽 長池公園 米軍アンテナ基地近くの地面で枯葉をはね上げて採餌してい

た。近くにシロハラが 3羽、ガビチョウも 2羽いた。 

倉本修  武蔵府中

1C 

 522 アカハラ 2013/4/22 １羽 小山内裏公園 草地広場の西の林。近くにシロハラ 2羽がいた。 倉本修  八王子9C 

 522 アカハラ 2013/4/23 ２羽 小山内裏公園  倉本修  八王子9C 

 522 アカハラ 2013/4/26 １羽 小山内裏公園  倉本修  八王子9C 

 522 アカハラ 2013/4/29 １羽 長池公園 林の中から飛んできて枝にとまり飛び去った。ﾂｨ・・・と鳴い
た。 

倉本修  武蔵府中
1C 

 522 アカハラ 2013/4/30 １羽 宇津貫公園 姿確認 粕谷和夫他  八王子6E 

 549 イソヒヨドリ 2013/1/1 １羽 谷地川・新旭橋上
流 

自宅から谷地川ー日野鉄橋まで散策して途中新旭橋上流でイソ
ヒヨドリ♀をみましたのでお知らせします。 

大川征治  立川0C 

 549 イソヒヨドリ 2013/1/7 １羽 JR八王子駅ホーム 朝 7時 50分、八王子駅 3番線ホームの高尾寄り側で八王子止ま

り折返し東京行の電車を並んで待っていると、イソヒヨドリ♂
が北側 1,2番線ホームの方から飛んで来て、立っている私の直
ぐ近く（2ｍ近）くに降りた。携帯電話のカメラで写真を撮ろう

と思っていると、南の方へ飛んで行ってしまった。 

粕谷和夫  八王子7J 

F 549 イソヒヨドリ 2013/1/8 １羽 JR八王子駅西側に
隣接する建物 

前日 1月 7日の朝、八王子駅 3番線ホームで出会ったイソヒヨ
ドリの♂と同一個体と思われる個体を駅構内で駅舎西側に隣接
する建物の北側フェンスのようなところに止まっていた。 

粕谷和夫  八王子7J 

F 549 イソヒヨドリ 2013/2/9 １羽 谷地川・新旭橋近

く 

ベニマシコを探しに谷地川の新旭橋上流側に行ったら、ベニマ

シコには出会えなかったが、念願のイソヒヨドリのメスに出会
えた。今年も繁殖が期待される。 

福本健  立川0B 

 549 イソヒヨドリ 2013/2/21 1羽 浅川・大和田橋 橋げたにイソヒヨドリ♀が 1羽、橋の脇の電線に移動し、その
後左岸方向に飛んだ。 

定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子8J 

 549 イソヒヨドリ 2013/2/22 １羽 イトヨウカドウ南

大沢店 

PM3：45屋上に♂1羽がいた。 倉本修  武蔵府中

0D 

 549 イソヒヨドリ 2013/2/26 ２羽 八王子駅ビル
（CELEO八王子）２
F駅線路側 

フェンスに止まるメスにホーム側より飛んできたオスが囀りを
した。（繁殖行動？） 

清水盛通  八王子７J 

 549 イソヒヨドリ 2013/3/8 １羽 三井アウトレット

南大沢 

♂だった。PM3:10 倉本修  武蔵府中

0D 

 549 イソヒヨドリ 2013/3/14 １羽 イトーヨーカド南
大沢店 

屋上の南西の角に止まっていた。♂だった。PM3:30 倉本修  武蔵府中
0D 

 549 イソヒヨドリ 2013/3/16 １羽 八王子駅北口・京
王プラザホテル 

5:25～5:30、早朝、建物の外壁に止まり、大きな声で囀る。 古山隆  八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/3/19 １羽 三井アウトレット

南大沢 

226番と 239番の上の屋根にとまった。囀りを始めた。1分ぐら

いで飛び立ち、南東から南西方向数 100ｍの範囲内を次々と移動
して囀っていた。PM3:50。♂1羽だった。226番と 239番ブロッ
クの屋根付近は、昨年（2012）6月 1日粕谷さんが巣を観察した

所です。34番付近では未だ見ていません。 

倉本修  武蔵府中

0D 

 549 イソヒヨドリ 2013/3/25 ２羽 イトーヨーカドー
狭間町店と同店南
側マンション 

イソヒヨドリ♂、♀各１、♂はイトーヨーカドー南側マンショ
ン屋上テレビアンテナの上で囀っていた（１０：２０分頃）。
♀は５階の駐車場内で何かを啄んでいた（１０：０５分頃）。

人の気配で飛び去った。 

福本順吉  八王子3G 

 549 イソヒヨドリ 2013/3/26 ２羽 八王子駅北口・京
王プラザホテル駐
車場東側に隣接す

るビル 

17:55～18:00、同時に 2羽見られた。内、１羽は窓枠に止まり、
盛んに囀り、その後、ビルの外側に複数設置してある換気扇カ
バーの中に入り込んでは出て、次のカバー内に入り込み、さら

に次の換気扇カバーに移るといった行動が見られた。 

古山隆  八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/3/26 １羽 イト－ヨーカ堂南
大沢店屋上 

3/26,3/28,4/5,4/7,4/15,4/21 に♂1羽のさえずりを聞いた 倉本修  武蔵府中
0D 

 549 イソヒヨドリ 2013/3/31 １羽 イトーヨーカドー
八王子店の東隣の

大信工業敷地内の
電柱 

♂1羽、12:45頃、電柱の上で囀っていた 横山由美子  八王子3G 

F 549 イソヒヨドリ 2013/4/15 １羽 JR八王子駅北口東
側付近 

イソヒヨドリ♂1羽がハクセキレイ 1羽を追って線路構内に飛
んで行った。その後セレオ北口第 2駐車場建物の 2階フェンス

に来て止まったので、写真を撮った。その後再び線路構内に飛
んで行った。 

粕谷和夫  八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/4/18 ２羽 八王子市別所 2丁
目 

AM8:50ぐりんうぉーく多摩の方向からツグミ系らしき鳥 2羽が
西方向へ並んで飛んでいるのを発見。建物に遮られて見失う。

追いかけてゆくと別所 2-5-2の 11階建のコープタウン見附橋の
屋上で囀っている♂1羽を見つけた。もう 1羽の姿は見えなかっ
た。3分くらいすると♂も姿を消した。 

倉本修  武蔵府中
1D 

 549 イソヒヨドリ 2013/4/22 ２羽 イトーヨーカドー

狭間町 

♂,♀各１。イトーヨーカドー屋上フェンス。 

  

福本順吉  八王子3G 
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 549 イソヒヨドリ 2013/4/22 １羽 高専南自動車販売
所前電線。 

♀１ 福本順吉  八王子3G 

 549 イソヒヨドリ 2013/4/27 ２羽 八王子市明神町の
「ふゆとう歯科医

院」 

ジュニアクラブ活動散会後、通りかかった街なかで甲高く鳴い
ている鳥がいるので見たらイソヒヨドリだった。しかも番いで

いた。医院の三階窓付近に出たり入ったりしていた。両隣の建
物窓や屋上に鳴いていた。時に地面に降りるなど、姿を隠して
もずうっと近辺に声を響かせていた。見ている小生のほうが根

が切れ、お腹が減ったので失礼した。イソヒヨドリさん、あし
からず。 

板倉正  八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/4/27 １羽 JR八王子駅北口東
側付近 

八王子駅北口の昨年営巣した場所に行ってみました。オスがい
ました。さえずりもしていました。そこへさらにもう 1羽のオ

スが現れました。先にいた方のオスが、後から来たオスを追い
かけて行きました。オスの同時 2羽観察です。 

粕谷和夫  八王子7J 

F 549 イソヒヨドリ 2013/4/28 １羽 ぐりんうぉーく多
摩（コーナン） 

グリーンウォーク多摩にイソヒヨドリが来ているはずであると
調べに行った。4月 18日には確認できなかった。4月 28日に再

度調査に行った。広い屋上駐車場を見渡したがイソヒヨドリは
発見できなかった。しかし、自転車で帰路、別所小学校の前を
通りかかった時にグリーンウォーク多摩の屋上のフェンスの上

にいるイソヒヨドリ♂をついに発見することができた。 

粕谷和夫  武蔵府中
1D 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/1 １羽 高尾駅南口高尾パ
ークハイツ A棟 

屋上からベランダに降りたオス 1羽を観察。 粕谷和夫、角
田幸男 

 八王子2G 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/17 ２羽 八王子市明神町の
「ふゆとう歯科医

院」付近 

明神町3丁目付近をイソヒヨドリの姿を求めてパトロールした。
それらしい飛翔を 2度見たが確認はできなかった。 

粕谷和夫  八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/25 １羽 八王子市明神町 3
丁目 

電線上の♀を見つけたが、近くに消えてしまった。 粕谷和夫  八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/26 ２羽 JR八王子駅北口東
側付近 

9:35：♀地面で餌をとったが、その後見失う。 
9:50：前夜人が吐いた路上の汚物を♂が食べていた。その後見

失う。 

粕谷和夫  八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/29 １羽 JR八王子駅北口東
側付近 

14:20、オス羽八高線ホームの屋根の上 粕谷和夫  八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/31 ２羽 イトウヨーカ堂狭
間町店 

♂♀各１、ヨーカドー５階駐車場フェンス、雄がフェンスで鳴
いていた処へ雌が来たがすぐに２羽共屋上の方へ飛び去った。

その後１１：１５分頃に雄だけ戻ってきたが又すぐに飛び去っ
た。AM１０：４０分頃 

福本順吉  八王子3G 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/2 巣 日野市旭ヶ丘 6丁
目スーパー三和付

近 

市民からの情報でイソヒヨドリを探したが、姿を確認できなか
った。 

粕谷和夫  八王子9J 

 554 コサメビタキ 2013/5/4 ２羽 高尾山 5号路（稲
荷山コース出会い
と 6号路出会いの

間） 

２羽が鳴き交わし、飛び回っていた 粕谷和夫  与瀬9E 

 554 コサメビタキ 2013/6/3 １羽 小仏林道～小仏峠
～景信山 

8時 30分~14時頃、キバシリ、コサメビタキ、キビタキ、クロ
ツグミ、ホトトギス、ツツドリ、ホオジロ、カケス、アオゲラ、
シジュウカラ、ヒガラ，状況：途中、ヒガラ、キビタキが、頂

上ではホオジロが良く囀っていました。 

峯尾良雄・雄
太 

 与瀬7H 

F 554 コサメビタキ 2013/6/17 １羽 高尾山 5号路頂上
近く 

カワセミ会の観察会で皆さんに教えて頂いて判った。小さくて、
早くて、地味で、眼でもカメラでも追いづらい鳥。 

村山和夫  与瀬9E 

 554 コサメビタキ 2013/6/17 ２羽 高尾山山頂付近 コサメビタキの姿を確認できた。キビタキ、クロツグミもよく
鳴いていた。 

粕谷和夫他  与瀬9E 

 558 キビタキ 2013/4/26 １羽 小山内裏公園 声のみ、小山内裏公園サンクチュアリ内 倉本修  八王子9C 

 558 キビタキ 2013/4/28 １羽 長池公園 さえずる雄の姿確認 粕谷和夫他  武蔵府中

1C 

 558 キビタキ 2013/4/29 ２羽 八王子市 小宮公
園 

林内で囀る。 古山隆  拝島7A 

F 558 キビタキ 2013/4/29 １羽 八王子市石川町 4/20にフォト鳥信（ソウシチョウ）を出した奇しくも同じ場所
で意外にもキビタキと遭遇しました。よく見ると嘴の先端が少
し傷つき曲がっていました。渡りの途中で衝突などのトラブル

で仲間とはぐれてしまったのでしょうか・・・・地上に下りて
青虫を食べていました。 

清水盛通  八王子8K 

 558 キビタキ 2013/4/30 １羽 宇津貫緑地 ♂、さえずりと姿確認 粕谷和夫他  八王子6E 

 558 キビタキ 2013/4/30 １羽 長池公園 さえずりと姿を確認 倉本修  武蔵府中
1C 

 558 キビタキ 2013/5/1 声 初沢山 高尾天神社の前の菅原道真公銅像付近でキビタキがさえずって

いたが、姿は捉えることができなかった。 

粕谷和夫他  八王子2F 

F 558 キビタキ 2013/5/6 ３羽 八王子城跡 キビタキのバトル。管理棟の北西側広場付近で♂2羽、♀1羽が
木から木へと飛び回っている様子を夏鳥調査参加者全員（18名）
で観察した。テリトリー争いか♀をめぐる争いでしょうか。 

若狭誠  八王子0J 
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 558 キビタキ 2013/5/12 声 狭間公園（東浅川
町） 

11時 50分ごろ、狭間公園の水のない池付近でキビタキがさえず
っていた。コジュケイのような鳴き方と、ツクツクホウシ風の
鳴き方だった。キビタキの声は 5月 2日にもこの公園で聞いて

います。どちらも姿は見つけられなかった。 
この公園は細長い小さな公園ですが、元畜産試験場の緑地が隣
にあるためか意外な鳥との出会いがあります。畜産試験場跡地

がコンクリートで覆われないことを祈りたいです。 

横山由美子  八王子3G 

F 558 キビタキ 2013/5/17 １羽 高尾山 1号路金比
羅台付近 

頭上で盛んに鳴いていた。 村山和夫  八王子1F 

 558 キビタキ 2013/5/18 声 宇津木緑地 キビタキも 1羽のさえずりがあり、直ぐ近くでよく鳴いていた
が姿を見つけることは出来なかった。 

粕谷和夫他  拝島8C 

F 558 キビタキ 2013/5/23 １羽 高尾山 1号路金比

羅台付近 

17日にも同じ場所で出会っています。盛んに鳴いていました。3

号路でも別のキビタキに出会いました。  

村山和夫  八王子1F 

F 558 キビタキ 2013/5/24 １羽 高尾山薬王院大師
堂裏 

10分以上も同じ枝で鳴いていました。1号路でも別のキビタキ
を見ています。キビタキの当たり年？  

村山和夫  八王子0E 

Ｆ 558 キビタキ 2013/6/10 １羽 高尾山・薬王院御
護摩受付所前 

御護摩受付所の前でじっと佇むキビタキ。何を御願いするので
しょうか。逃げません。恐らくガラス戸にぶつかり半失神状態

か？。その後、飛び立つ。  

村山和夫  八王子0E 

F 558 キビタキ 2013/6/19 １羽 高尾山薬王院山門
付近 

山門前の茶屋付近から薬王院まで場所を変えながら30分以上囀
っていました。何度見ても魅力があり出会いに胸がときめきま
す。 

村山和夫  八王子0E 

 561 オオルリ 2013/4/25 声 上川口小学校校裏

の谷戸 

さえずりを聞く 粕谷和夫  拝島0E 

F 566 カヤクグリ 2013/1/15 ２羽 高尾山 2号路と１
号路の交差点付近 

2号路と１号路の交差点付近の所でカヤクグリ 2羽を確認した。
この場所でカヤクグリに出会うのは久し振りである。 

粕谷和夫  八王子0F 

 566 カヤクグリ 2013/1/23 ２羽 醍醐林道・森久保
橋から約 300ｍ下

流側の木の黒い橋
付近 

恩方第 2小学校を通り過ぎて最初の集落の黒い木の橋から川を
除くとガビチョウ 2羽が岸辺で採餌しているのが目立ち、その

直ぐ近くにカヤクグリが 1羽いた。さらに近くにもう 1羽いて、
チリチリチリと鳴いていた。 

粕谷和夫他
（醍醐林道探

鳥会） 

 五日市6A 

 566 カヤクグリ 2013/1/23 ２羽 醍醐林道・降宿集
落 

降宿集落にもカヤクグリが 2羽いた。ここのカヤクグリも鳴き
交わしていた。 

粕谷和夫他
（醍醐林道探

鳥会） 

 五日市5A 

F 566 カヤクグリ 2013/1/24 １羽 北浅川・東京天使
病院付近 

クロジを双眼鏡で見ていたらカヤクグリが入ってきた。カヤク
グリはしばらくブッシュの木のテッペンにいた。 

中村后子  拝島2B 

F 566 カヤクグリ 2013/2/5 １羽 高尾山 1号路ケー
ブル高尾山駅遊具

場下 

他の鳥を写していたら突然飛び出してきた。慌ててカメラを向
けた。 

村山和夫  八王子0F 

 566 カヤクグリ 2013/2/8 １羽 小仏川・蛇滝橋の 1
つ下流側の橋 

橋の下の小さな茶樹の下に動くものあり、カヤクグリ 1羽であ
った。 

粕谷和夫  八王子0G 

F 566 カヤクグリ 2013/2/10 １羽 北浅川 北浅川探鳥会でカヤクグリに出会った。比較的近い河原の低木
の枝にずっと留まって、じっくり観察させてくれた。 

浜野建男  拝島2B 

F 566 カヤクグリ 2013/2/20 １羽 小下沢林道入り口

付近 

小下沢林道入り口付近で、道脇の地上で採餌する 2羽の小鳥に

出会った。1羽はアオジで、もう 1羽はカヤクグリであった。 

粕谷和夫  与瀬9G 

 566 カヤクグリ 2013/3/2 １羽 北浅川・陵北大橋
下流部 

天使病院脇の堰上流 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島2B 

F 566 カヤクグリ 2013/3/11 ２羽 小仏川・蛇滝橋付
近 

小仏川沿いの道を歩いていると蛇滝橋の手前の草地でカヤクグ
リ 2羽が採餌していた。 

粕谷和夫  八王子0G 

F 566 カヤクグリ 2013/3/20 １羽 北浅川・東京天使

病院駐車場前斜面 

枯れた河原で、こげ茶色のカヤクグリは目立つ。何日も同じ場

所に出ている。人間に気付くと直ぐにカヤに潜り込み実に撮り
難い。 

村山和夫  八王子2B 

F 586 アトリ 2013/1/6 １羽 長池公園 長池公園では初記録です。水を飲みに降りて来たようです。 登坂久雄  武蔵府中
1C 

 586 アトリ 2013/2/2 20羽 陵北大橋上流１０

０ｍ付近右岸 

南側５０ｍ付近の木に１５羽ほど見つける。飛び出したら２０

羽。 

丸山二三夫他（北浅

川陵北大橋上流定
期Ｃ班） 

拝島1A 

 588 マヒワ 2013/1/22 ２羽 小山内裏公園戦車
道（南大沢 4丁目） 

 倉本修  武蔵府中
0B 

F 588 マヒワ 2013/1/26 ４羽 浅川・北野総合卸

売センター前浅川
の土手 

黄金色に輝くマヒワを見ると胸がキュツとなります。美しい鳥

です。 

村山和夫  八王子9H 

 588 マヒワ 2013/2/9 22羽
+ 

多摩川・中央線鉄
橋上流右岸 

当地の月例カウントをしました。何故か思い立ち普段より鉄橋
に近いところまで行くとマヒワ十数羽が定番の待宵草の実を啄

んでいます。結構近づいても逃げることなく、手持ちのコンパ
クトカメラの望遠の範囲で充分に撮影することも出来ました。
当地では久しぶりで暫く観察した後離れると、少しして何かに

驚いた様に一斉に飛び立ちました。数えると少なくとも 22羽居
ました。遠目で見ると晩秋のスズメの群れの動きと変わりませ
ん。 

神谷古牧  立川1B 
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 588 マヒワ 2013/2/10 22羽
+ 

多摩川中央線鉄橋
上流右岸 

定番の待宵草の実をしきりに食べていました。一応証拠写真を
撮りました。 

神谷古牧  立川1B 

F 588 マヒワ 2013/2/11 30羽
± 

浅川右岸・萩原橋
下流側 

右岸萩原橋下流の河原の木に 30羽程の小鳥がいた。カワラヒワ
だった。さらによく見るとマヒワもいた。こちらも 30羽程いた。

木から枯れたオギの中に降りてしまうのでじっくり観察は出来
ないが、よく動き回っていた。 

粕谷和夫  八王子6K 

F 588 マヒワ 2013/2/17 ２羽 浅川右岸・高幡橋
と一番橋の中間地

点 

一番橋～多摩川合流定期カウンでリーダーより報告済 岡本昭男  武蔵府中
2K 

 588 マヒワ 2013/2/20 ５羽 小山内裏公園・戦
車道 

♂2羽、♀3羽だった。 倉本修  八王子9C 

 588 マヒワ 2013/2/21 104
羽 

浅川・鶴巻橋～萩
原橋 

４群に出会う。鶴巻橋下流では中洲の草原にマヒワのほかにオ
オジュリンの群れやベニマシコなども一緒にいた。 

定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子5k 

 588 マヒワ 2013/2/21 19羽 浅川・浅川大橋 カウント終了時に浅川大橋脇に群れがいた。 定期Ｃ（若狭

誠他） 

 八王子7K 

F 588 マヒワ 2013/2/23 ３羽 浅川右岸・北野卸
売市場東側の河原 

北野卸売市場の横の河原でマヒワ 3羽がメマツヨイグサの 実
を食べていた。この場所は毎年、年末に卸売市場の特売時に臨
時に駐車場となり、草が刈り取られてしまう所の隣である。河

原は冬の鳥の餌場として大切な場所となっているので、駐車場
にしないで欲しい。 

粕谷和夫  八王子9H 

F 588 マヒワ 2013/2/24 ５羽 浅川・萩原橋下流 オオジュリンのように葦の茎をつつき、中に潜んでいる虫をつ
まみ出して捕食していた。 

登坂久雄  八王子6K 

 588 マヒワ 2013/3/4 26羽 狭間町のイトーヨ

ーカ堂八王子店前 

１３：２０頃、狭間町のイトーヨーカ堂八王子店前で、実を付

けた百日紅の木にマヒワ２６羽以上が群れていました。多くは
百日紅の木の下の植え込みの中で採餌していて、人が近づくと
一斉に百日紅の枝に移動し、鳴き交わしながら実をついばんで

いました。すぐそばで見ることができたので♂の黄色、メスの
暗色の斑点を肉眼で見ることが出来ました。 

横山由美子  八王子3G 

F 588 マヒワ 2013/3/10 10羽
± 

浅川右岸・新井橋
下流 

河原の柳にマヒワ約 10羽が飛んできた。柳の新芽（蕾）を食べ
にきたようであったが、直ぐに飛び去り残った 2羽を撮影した。

近くでツバメ 1羽が飛んでいた。もうツバメがやってきた。 

粕谷和夫  武蔵府中
4K 

 588 マヒワ 2013/3/16 ７羽 多摩川滝山城跡下 滝山丘陵下，用水路沿いのサクラの木で群れで行動していた。 多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本・宮越） 

拝島6E 

 588 マヒワ 2013/3/18 60羽
+ 

川口川・新山王橋
近く （中野団地

近く） 

１５時１０分、散歩中電線二本に二列に並んで賑やかに囀って
いた。強風に大きく揺れた後一斉に上流へ飛んでいった 

井上典子  拝島6A 

 588 マヒワ 2013/3/21 13羽 浅川・萩原橋付近 倒れたアシの上、枝の上に散在していた。 定期Ｃ（若狭誠他） 八王子6K 

F 592 ベニマシコ 2013/1/12 ２羽 浅川・大和田橋下
流右岸 

冬鳥一斉カウントでベニマシコの♂と♀を確認した。河原と土
手を移動していた。写真は♀です。 

若狭誠  八王子7K 

 592 ベニマシコ 2013/1/13 ２羽 北浅川・松枝住宅
グランド付近 

右岸より鳴き声のみ確認 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島3B 

 592 ベニマシコ 2013/1/19 １羽 多摩川滝山城跡下 右岸の枯れた藪の中で声がし、オスと思われる個体がちらと見

えたがまもなく奥に消えた。 

多摩川滝山城跡下

定期 C（宮越） 

拝島6E 

 592 ベニマシコ 2013/1/27 ２羽 多摩川・JR中央線
鉄橋約 1km上流の
河原 

カシラダカは数が多いが草の中にいてじっくり観察できない。
それに比べホオジロは木の枝に出て来るから見やすい。ベニマ
シコの声が聞こえてきた。オス、メス各 1羽いたがこれも直ぐ

草の中に入ってしまった。 

粕谷和夫他  立川1B 

 592 ベニマシコ 2013/1/27 ２羽
+ 

多摩川右岸・多摩
大橋約 500ｍ下流
側の草地 

草地でベニマシコの声と姿、シメも姿を見せた。 粕谷和夫他  立川0C 

F 592 ベニマシコ 2013/1/31 ４羽 谷地川・新旭橋近

く 

イソヒヨドリを探しに谷地川新旭橋に行った。イソヒヨドリに

は会えなかったが、ベニマシコのオスとメスがいた。少し下流
のグランド横の土手にメスが２羽いた。 

福本健  立川0B 

F 592 ベニマシコ 2013/2/11 ２羽 浅川・新浅川橋下
流側右岸 

定期カウント中にベニマシコを確認。右岸の草むらを♂♀2羽で
草の実を食べながら移動。この♂はやや淡色にみえる。 

佐藤哲郎  八王子8J 

 592 ベニマシコ 2013/2/21 1羽 浅川・大和田橋上

流右岸 

河原でベニマシコ♀が飛んだ。 定期Ｃ（若狭

誠他） 

 八王子7K 

 592 ベニマシコ 2013/2/21 2羽 浅川・鶴巻橋下流 中洲の草原にベニマシコの♂と♀がヨモギの種を食べていた。
同じ場所にマヒワの群れ、オオジュリンの群れなどがいた。 

定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子5K 

 592 ベニマシコ 2013/2/24 ２羽 浅川・鶴巻橋下流 鶴巻橋の下流側河原でヨモギの種を食べているベニマシコ♂♀
2羽を観察できた。 

粕谷和夫他  八王子5K 

 592 ベニマシコ 2013/3/22 １羽 小仏川・小仏バス

停から上流側に進
み林道終点の手前
付近 

小仏のバス停を降りるとウグイスのさえずりが聞こえてきた。

沢沿いにはアブラチャンの花が多い。連続してアブラチャンが
花を着けていた。沢でカワガラスがチラッと見えた。林道の終
点手前で直ぐ断定できない１羽の小鳥がいた。少し待っている

と姿を見せてくれた。ベニマシコのメスであった。通常のベニ
マシコのいる環境と少し違うような気がした。 

粕谷和夫他  与瀬8G 



62 

F 595 オオマシコ 2013/2/1 ３羽 八王子市上川町 休耕田で赤い鳥が 3羽採餌していた。オオマシコであったが、
オス成鳥ではなかった。さらに近くでカシラダカ 10羽が雪の残
る田んぼにいて、よく見るとその中にミヤマホオジロのオスが 2

羽混じっていた。  

粕谷和夫  拝島0E 

F 599 ウソ 2013/1/6 ７羽 長池公園  初めは梅林で梅のつぼみを食べていましたが、次はヒサカキの
実を食べ始めました。 

登坂久雄  武蔵府中
1C 

 599 ウソ 2013/1/7 ８羽 長沼公園・絹が丘
口周辺 

今年も長沼公園にウソがやってきました。今日は絹ヶ丘口周辺
に８羽、別集団か？草原の上の方に４羽・・・桜の蕾を盛んに

食べていました。 

高山早苗  八王子9G 

 599 ウソ 2013/1/10 ４羽 高尾山清滝駅南前
の沢 

♂４羽フサザクラの実をついばんでいた。参加者全員で観察 千葉槇子他（定期 C
琵琶滝 C） 

八王子1F 

 599 ウソ 2013/1/10 １羽
± 

高尾山６号路弁天
丸付近 

声を聞いた 千葉槇子他（定期 C
琵琶滝 C） 

八王子0E 

F 599 ウソ 2013/1/12 ７羽 長池公園 この日は合わせて 7羽が梅林にいました。 登坂久雄  武蔵府中

1C 

 599 ウソ 2013/1/13 ６羽 高尾山清滝駅先洗
心橋 

♂４♀２ロウバイの枝の中にいた。♂４は朝と同一と判断。参
加者全員で観察 

千葉槇子他（定期 C
琵琶滝 C） 

八王子1F 

 599 ウソ 2013/1/13 ２羽 北浅川・松枝住宅
グランド左岸桜の

木 

桜の木のてっぺんで採餌 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島3B 

F 599 ウソ 2013/1/17 ３羽 長池公園 登坂さんの情報をもとに長池公園にウソに会いにいった。梅園
から尾根幹線に出る歩道のあたりで３羽が飛び回り、木の芽を
ついばんでいた。 

浜野建男  武蔵府中
1C 

 599 ウソ 2013/1/19 １羽 滝山城跡 滝山城跡でシロハラ、ウソ、コゲラを全員が観察、アカゲラは

一部の人の観察になった。ウソは桜の芽を啄ばんでいる 1羽で
あった。 

東京都農林振興財

団主催の森林ふれ
あい教室 

拝島6D 

F 599 ウソ 2013/1/20 ４羽 ケーブル高尾山上
駅付近 

後ろを振り返るとウソがいました。ビアガーデン付近の樹木に
はオスが 4羽いて盛んに芽を食べていました。 

村山和夫  八王子0F 

 599 ウソ 2013/1/22 ３羽 小山内裏公園戦車

道（南大沢 3丁目） 

♂2羽、♀1羽だった。桜の樹に止まっていた 倉本修  八王子9C 

 599 ウソ 2013/1/23 ２羽 陣場街道・関場 関場でウソ 2羽のオス、川にはカワガラス 2羽と出足好調であ
った。 

粕谷和夫他
（醍醐林道探
鳥会） 

 五日市7A 

 599 ウソ 2013/1/23 ２羽 醍醐林道・ににく

沢出合い地点の手
前 

エナガ約 10羽、シジュウカラ 2羽、コゲラと一緒にここでもオ

スのウソを 2羽観察した。 

粕谷和夫他

（醍醐林道探
鳥会） 

 五日市4B 

 599 ウソ 2013/1/31 ３羽 小山内裏公園・戦
車道 

桜の花芽を採餌中、♀3羽だった 倉本修  八王子9C 

 599 ウソ 2013/2/1 ６羽 高尾山・１号路金

毘羅台 

♂３羽♀３羽で、ソメイヨシノの芽を盛んについばんでいた。

その後布流滝下流側で水辺に数羽降りていた。同じ群れの一部
と思う。 

千葉槇子他６

名 

 八王子1F 

F 599 ウソ 2013/2/1 ６羽 日野第 3中学校の
裏門の桜の木 

昨日もそれらしい 1羽を見たのですが、すぐ飛んでしまって確
認できなかったが今日は♂3羽♀3羽を確認できました。日陰で

写真の色がでません。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 599 ウソ 2013/2/2 ６羽 日野 3中裏門付近 今朝は小雨が降っていましたが鷽はやはり 3中の桜の木にいま
した。時々地面に降りたもののフェンスの中で撮影は無理でし
た。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 599 ウソ 2013/2/2 ２羽 福祉園脇 右岸、桜の木の芽をつつく。 丸山二三夫他（北浅

川陵北大橋上流定
期Ｃ班） 

拝島1A 

 599 ウソ 2013/2/2 ４羽 北浅川・元八市民
センター近くの遊

歩道 

オス・メスそれぞれ２羽が鳴きながら移動・採餌中 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島3B 

 599 ウソ 2013/2/3 ７羽 日野３中裏門付近 今日もウソは堅い蕾のところにいましたが、１羽増えて７羽に
なっていました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 599 ウソ 2013/2/7 ４羽 日野 3中裏門の桜 今朝は中々雲がとれず裏山行きはお休みしようと思っていた
ら、９時近くなって太陽が顔を出してくれたので行ってみての

帰り、階段を降りるとウソがいた。でも４羽だけでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 599 ウソ 2013/2/8 １羽 小仏川・上椚田橋
上流側 

右岸の梅林の中の桜に♂1羽が飛来して、蕾を食べ始めた 粕谷和夫  八王子1G 

 599 ウソ 2013/2/9 12羽 高幡台団地緑地 裏山の出口近くの桜(山ザクラ）にたくさんの鳥が止まっていた
ので確認するとウソでした。全部で１２羽いました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 599 ウソ 2013/2/9 ４羽 宇津木緑地 桜に♂1羽、♀3羽いて蕾を食べていた 粕谷和夫他（宇津木

緑地 CG) 

拝島8B 

 
599 ウソ 

2013/2/11 ４羽 多摩川、日野クリ
ーンセンター前。 

アカウソ２羽と集団、下流に移る。 阿江範彦  武蔵府中
4K 
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 599 ウソ 2013/2/12 ９羽 七生福祉園職員住
宅入り口 

いつもは♀を木のてっぺん近くに止まらせ、♂だけが撮影出来
るようにウソは止まっているが、今日は♂が 3羽だけで♀が 5
羽もいたせいでしょうか写真に写っているのは♀が殆どでし

た。但し、曇っているせいで色が出ないのでフォト鳥信はやめ
ました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 599 ウソ 2013/2/20 １羽 小下沢林道・キャ
ンプ場跡 

帰路旧キャンプ場の所でウソのオス 1羽が桜の木に飛来したと
ころをようやくとらえることができた。 

粕谷和夫他  与瀬8H 

 599 ウソ 2013/2/20 ６羽 小仏・大下バス停

前の JR中央線ガー
ド 

JR中央線ガードの所でウソに出会った。オス 3羽、メス 3羽で

タマアジサイ、ウツギの種を食べていた。アカウソのオスが 1
羽混じっていた。 

粕谷和夫他  与瀬9G 

 599 ウソ 2013/2/22 ６羽 高幡台団地緑地 他にもいるのかと思いながら辺りを見渡すと上の方に小鳥が数
羽いるのに気がついて確認するとウソだった。この間止まって

いたヤマザクラの木のうえだった。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 599 ウソ 2013/2/22 ５羽 南大沢 4丁目 南大沢中学の校庭の桜の枝。♂4羽、メス 1羽。 倉本修  八王子9C 

 599 ウソ 2013/2/26 ３羽 南浅川・御陵下の
古道橋（歩道橋） 

本日（２５日）、南浅川を御陵の下まで散策しましたら、御陵
下の古道橋（歩道橋）のすぐ下流の右岸の桜の木に３羽のウソ
がいました。間もなく川を越えて北側に飛び去りました。この

ところ南浅川の上流では渇水で随所に干上がった部分があり、
鴨たちもへっていますが、マガモ１ペアが古道橋の上流に残っ
ていました。 

山下弘文  八王子3H 

 599 ウソ 2013/3/2 ２羽 影信山頂上 ウソ２羽、ジョウビタキ １羽 ♀。ウソは桜の新芽をついば

んでいました。頂上からの展望は杉花粉が大量に飛散の為か遠
望できない状況でした。  

峯尾良雄・雄

太 

 与瀬7H 

 599 ウソ 2013/3/2 ４羽 福祉園脇 右岸、桜の木の芽をつつく。 丸山二三夫他（北浅
川陵北大橋上流定

期Ｃ班） 

拝島1A 

F 599 ウソ 2013/3/8 ３羽 高尾山 1号路浄心
門付近 

1号路を横切って近くの枝に止まり、直ぐに飛び立った。 
村山和夫  八王子0F 

 599 ウソ 2013/3/17 ３羽 小山内裏公園・戦
車道 

♂2、♀1だった。 倉本修  八王子9C 

 599 ウソ 2013/3/19 ５羽 日野 3中の校庭の

桜 

４～５羽、裏山から 3中の校庭を眺めていると桜の木の上に小

鳥がいるのに気付き双眼鏡で確認するとウソだった。桜は山ザ
クラかもしれない。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 599 アカウソ 2013/2/11 ２羽 多摩川、日野クリ
ーンセンター前。 

ウソ４羽と集団、下流に移る。 阿江範彦  武蔵府中
4K 

F 614 ホオアカ 2013/1/19 ２羽 浅川・大和田橋下

流 

右岸草むらから 2羽の黒っぽいホオジロらしい鳥が川の方に飛

び 1羽が水辺のアシに止まった。ホオアカのようです。 

若狭誠  八王子7K 

 615 コホオアカ 2013/3/9 ２羽 日野市栄町 8：10、中央線鉄橋上流側右岸で少なくとも二羽、ゆっくり観察
でき、証拠写真も撮れ、図鑑で慎重にに確認 

神谷古牧  立川1B 

F 618 ミヤマホオ
ジロ 

2013/1/20 １羽 八王子市上恩方町 地元でようやく見る（撮る）チャンスに恵まれました。 清水盛通  与瀬8K 

 618 ミヤマホオ

ジロ 

2013/1/23 １羽 醍醐林道・森久保

橋から約 200ｍ下
流側 

オス 1羽、北側の斜面畑、ホオジロ 5羽と一緒にいた 粕谷和夫他

（醍醐林道探
鳥会） 

 五日市6A 

 618 ミヤマホオ
ジロ 

2013/1/26 ２羽 小宮公園 13時 30分、ススキの穂をつついていた。 木澤隆雄  拝島7A 

 618 ミヤマホオ

ジロ 

2013/1/30 ７羽 小宮公園 定期カウント中に確認。２か所で３羽（♂１、♀２）と４羽（♂

２、♀２）の群れを見た。草藪の中や地面で採餌し、時々低い
枝に上がって 
いた。 

久保山嘉男  拝島7A 

F 618 ミヤマホオ

ジロ 

2013/1/30 ４羽 小宮公園 小宮公園定期カウントでミヤマホウジロの群れに出会った。久

保山さんの報告の通りです。 

福本健  拝島7A 

F 618 ミヤマホオ
ジロ 

2013/3/2 ３羽 小宮公園 3羽（♂1、♀2）、大和田小の探鳥支援のあと、念願だったミヤ
マホオジロを待った。まずアオジが現れ、ミヤマホオジロの♀
２羽、そして♂１羽登場。苔むした倒木の上でエサをつつき始

めると、まわりからアオジが寄ってきて威嚇され、どこかへ飛
び去った。 

浜野建男  拝島7A 

F 618 ミヤマホオ
ジロ 

2013/3/3 ５羽 北沢谷戸（上川口
小学校付近） 

北沢谷戸の上川霊園側の入り口付近で野鳥の集団に出会うこと
ができた。先ずカワラヒワの声を聞いた。蕾の大きく膨らんだ

梅にはホオジロがいた。ミヤマホオジロもいた。アカゲラも飛
んで来た。ミヤマホオジロは２羽と 3羽別々に計 5羽がいた。 

粕谷和夫  拝島0E 

 625 クロジ 2013/1/15 １羽 蛇滝付近 蛇滝付近でルリビタキ♀型とクロジ♂に出会った。 粕谷和夫  八王子0F 

 625 クロジ 2013/1/19 １羽 多摩川滝山城跡下 笹薮の中の小道にオスと思われる個体１羽が現れたが、すぐに
藪の中へと消えた。 

多摩川滝山城
跡下定期 C

（宮越） 

 拝島6E 

F 625 クロジ 2013/1/23 １羽 高尾山・1号路入口
付近 

1号路入って数十メートルで現れました。人を恐れる風は無く、
平然と餌を探していました。 

村山和夫  八王子1F 

F 625 クロジ 2013/1/24 １羽 北浅川・東京天使
病院付近 

とつぜんブッシュのなかからでてきた。 中村后子  拝島2B 
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F 625 クロジ 2013/1/25 ７羽 八王子市小津町 いろんな場所からの観察報告がありますが、小群の中に見たオ
ス（成鳥）・メス（成鳥）・オス（若鳥）・メス（若鳥？）の
４態を添付します。 

清水盛通  与瀬8B 

 625 クロジ 2013/2/3 １羽 長池公園 ♂だった。アオジとともに採餌中 倉本修  武蔵府中

1C 

 625 クロジ 2013/2/14 １羽
+ 

高尾山６号路入り
口先５０m付近 

地面近くの枝の中を移動していた。 千葉槇子他（定期 C
琵琶滝 C） 

八王子1F 

F 625 クロジ 2013/2/17 ５羽 多摩御陵 5羽の群れで杉林の中で採餌していました。高尾山で見た全身黒
の雄の成鳥と比べると羽の緑の部分が目立ちます。若鳥です

か？ 

村山和夫  八王子2H 

 625 クロジ 2013/2/22 不明 高幡台団地緑地 アオジとクロジ（羽数不明）、シジュウカラと一緒にいたのは
シメばかりではない。アオジとクロジが一緒に飛んだのを見た
が、何羽だったのかは判らない。ただアオジが 1羽だけ逃げた

笹薮から顔を出してくれた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 625 クロジ 2013/2/22 ２羽 初沢山山頂 初沢山山頂（本丸跡）には誰が仕掛けたのか、餌台が置いてあ
ってシジュウカラ、ヤマガラ、ヒヨドリ、クロジが来ていた。
クロジが餌台に来るとは驚きだ。（この餌台はリスように置い

てあるものらしい） 

粕谷和夫  八王子2F 

 625 クロジ 2013/2/27 ２羽 福本順吉自宅 クロジは我が家の庭では過去に於いても初めての記録となりま
した。 

福本順吉  八王子2G 

F 625 クロジ 2013/3/2 １羽 北浅川・浅川渓谷
小道 

真っ黒に見える見事な雄の成鳥が小道伝いに採食。今年は高尾
山 1号路、多摩御陵に続き見ました。 

村山和夫  拝島2B 

 625 クロジ 2013/3/2 ２羽 八王子市石川町 8：40、遊歩道の脇の藪に 2羽一緒にいた 神谷古牧  拝島9B 

 625 クロジ 2013/3/5 ２羽 長池公園 ♂1羽、♀1羽、アオジ 1羽と共に採餌。 倉本修  武蔵府中

1C 

 625 クロジ 2013/3/14 ２羽 高尾山６号路妙音
橋先 

地面近くの枝の中を移動していた。♀を１羽を視認 千葉槇子他
（定期 C琵琶
滝 C） 

 八王子1F 

 625 クロジ 2013/3/15 １羽 長池公園に隣接す

る米軍アンテナ基
地周辺 

♂の第 1回冬羽だった 倉本修  武蔵府中

1C 

 628 オオジュリ
ン 

2013/2/21 6羽 浅川・鶴巻橋下流 中洲の草原にオオジュリン 6羽の群れ。同じ場所にマヒワの群
れ、ベニマシコなどがいた。 

定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子5K 

 628 オオジュリ

ン 

2013/3/21 18羽 浅川・萩原橋付近

ほか 

7カ所で１８羽のオオジュリンをカウントした。今日はオオジュ

リンデー、移動のピークだったのでしょうか。 

定期Ｃ（若狭

誠他） 

 八王子6K 

          
２．初認       

 452 ヒバリ 2013/3/8 １羽 日野市新町 4丁目 5：40、夜明け前の薄暗い中囀り飛翔、今季初認。 神谷古牧  立川0B 

 457 ツバメ 2013/3/10 １羽 浅川右岸・新井橋

下流 

ツバメが 1羽飛んできた。今年の初認である。堤防近くの家の

ホールの用になっている所に出入りしていた。この 1羽は先陣
のオスなのだろう。3月 10日、東京は南から暖かい空気が流れ
込んで気温が上昇した。東京都心では午後１時すぎに気温が

25.3度に達し、1876年（明治９年）の統計開始以降で最も早い
夏日となった。とニュースで報じられた日。日野はもっと暑か
った。加えて風が強まり、巻き上げられた砂ぼこりなどで視程

が悪く「煙霧」が発生した探鳥会であった。 

粕谷和夫他  武蔵府中

4K 

F 457 ツバメ 2013/3/11 ５羽
± 

多摩川・JR中央線
鉄橋上流（谷地川
との合流点付近） 

今年初めてツバメを見た。合流点付近の水面や上空を飛び回っ
ていた。いつもはヒメアマツバメが飛び回っているところです
から、写真を撮って胸と尾で確認した。 

福本健  立川1B 

 457 ツバメ 2013/3/19 ４羽 岡本昭男自宅の前 自宅の庭で鳴き声に気付き声を頼りに浅川まで出て見ると、川

空を鳴きながら飛び交っていた。到来したてと思われる。 

岡本昭子  武蔵府中

1J 

F 461 イワツバメ 2013/3/16 11羽 浅川・大和田橋下
流 

定期カウント中にイワツバメを観察しました。今季初認です。
大和田橋は、今年も営巣するイワツバメで賑わいそうです。 

佐藤哲郎  八王子8J 

 461 イワツバメ 2013/3/18 ５羽
± 

岡本昭男自宅の前 自宅の前で高空を鳴きながら飛び交っているのを撮影し確認し
た。到来したてと思われる。 

岡本昭男・昭
子 

 武蔵府中
1J 

 464 ウグイス 2013/3/1 １羽 日野市新町 4丁目 7：15、囀り・今季初認、まだまだ稚拙な囀り 神谷古牧  立川0B 

F 464 ウグイス 2013/3/2 １羽 北浅川・浅川渓谷

小道 

今年初めてホーホケキョを聞きました。 村山和夫  拝島2B 

 464 ウグイス 2013/3/2 １羽 北浅川・元八市民
センター近くの遊
歩道 

囀り（初認）初認にしてはきちんとしたフレーズで鳴いていた 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島3B 

 464 ウグイス 2013/3/7 声 高幡台団地緑地 今日裏山でウグイスの囀りと思われる声を聞きました。「ケキ

ョ」と言う一声でしたがこれから毎日が楽しみになりそうです。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 492 オオヨシキ
リ 

2013/4/29 １羽 八王子市 浅川 
暁橋上流側 右岸 

ブッシュの中で、囀る。 古山隆  八王子7K 
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 492 オオヨシキ
リ 

2013/5/4 １羽 多摩川、日野クリ
ーンセンター前 

 阿江範彦  武蔵府中
4K 

 492 オオヨシキ
リ 

2013/5/19 ４羽 多摩川滝山城跡下 水管橋近くおよび昭和堰近くの中州のヨシ原でさえずってい
た。 

多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本，古山，

宮越） 

拝島6E 

 518 クロツグミ 2013/4/14 声 高尾山 3号路 4月 12日から 4月 30日まで 5時～6時 30分の自動録音の再生
で 4月 14日クロツグミの高尾山 3号路での初認を確認。 

粕谷和夫  八王子0E 

 558 キビタキ 2013/4/23 声 高尾山 3号路 4月 12日から 4月 30日まで 5時～6時 30分の自動録音の再生
で 4月 23日、キビタキの高尾山 3号路での初認を確認。 

粕谷和夫  八王子0E 

 558 キビタキ 2013/4/25 １羽 石橋入り緑地 朝 9:30ごろ石橋入り緑地を通るとキビタキの声が聞こえた。木

の間を飛ぶ姿も一瞬見えた。帰り（午後）にも声が聞こえたの
で、姿を探したが見つからなかった。今年初認。 

浜野建男  八王子8F 

 558 キビタキ 2013/5/6 １羽 福本健自宅前金比
羅山中腹 

初認、午前５:００頃 福本順吉  八王子2G 

Ｆ 561 オオルリ 2013/4/22 １羽 八王子城跡 夏鳥調査の下見をしてみた。帰り際に１羽のオオルリに出会う。

ここで繁殖に成功してほしいものです。ほかの夏鳥の飛来は、
これからのようです。  

若狭誠  八王子0J 

          

３．終認 

 

      

 38 コガモ 2013/5/4 ４羽 程久保川 ペア２組 阿江範彦 終認 武蔵府中
4K 

          

４．猛禽 

 

     

F 339 ミサゴ 2013/1/12 １羽 浅川・暁橋下流 冬鳥一斉カウントでこの場所では珍しいミサゴが出現。左岸側
の上空で旋回しながら北方向に移動していった。 

若狭誠  八王子7K 

F 354 ツミ 2013/2/22 １羽 富士森公園平和像
付近 

路の脇で捕らえたばかりのヤマガラを食べ始めた。私に気付く
と近くの木に移り 30分以上かけて食べていた。 

村山和夫  八王子6H 

 354 ツミ 2013/4/10 １羽 片倉城址 定期カウントで二の丸広場に上がると、ツミの情報を教えてく

れた加藤さんと会った。広場の南側の林の中から何度もツミの
声が聞こえた。双眼鏡で探していると飛び出し北側の林の中に
消えた。そのあとも何度も声が聞こえた。加藤さんによると数

日前に巣材運びをしているのを目撃したとのこと。カメラマン
15名以上。 

浜野建男、渡

辺正樹 

 八王子7G 

F 354 ツミ 2013/4/11 １羽 片倉城址 もう 1羽が近くにいて盛んに鳴いていました。巣作りをしてい
る様子です。 

村山和夫  八王子7G 

 354 ツミ 2013/4/30 １羽 富士森公園 赤松に営巣、抱卵中の模様 粕谷和夫 繁殖5

② 

八王子6H 

F 354 ツミ 2013/5/4 ２羽 片倉城跡公園 定期カウントで営巣間近のツミのペアを観察した。メスは同じ
枝にずっと止まっていて、オスは近くの木の間を飛び回り、と
きどきメスのそばにきて交尾し、巣材になる枝を折ったりして

いた。 

浜野建男  八王子7G 

 354 ツミ 2013/5/6 １羽 富士森公園 赤松に営巣、抱卵中の模様 粕谷和夫 繁殖5
② 

八王子6H 

F 354 ツミ 2013/5/7 １羽 八王子片倉城跡公
園住吉神社 

雌、捕らえてきた獲物を猛烈な勢いで食べていた。爛々と輝く
鋭い目は猛禽そのもの。 

村山和夫  八王子7G 

 354 ツミ 2013/5/12 巣 富士森公園 巣と巣の近くにツミの姿無し（16:00-16:30）、オナガ数羽が巣

の近くにいて巣材を銜えていた。 

粕谷和夫 繁殖5

② 

八王子6H 

 354 ツミ 2013/5/22 巣 富士森公園 巣と巣の近くにツミの姿無し（15:40-16:00）、オナガ数羽が巣
の近くにいた。 

粕谷和夫 繁殖5
② 

八王子6H 

 354 ツミ 2013/5/28 巣 富士森公園 巣と巣の近くにツミの姿無し（15:40-16:00）、オナガ数羽が巣
の近くにいた。 

粕谷和夫 繁殖5
② 

八王子6H 

F 354 ツミ 2013/6/8 １羽 片倉城跡公園 定期カウントで３か月連続でツミを確認。営巣しオスがさかん

にエサを探して飛び回っていた。カメラマン多数。 

浜野建男  八王子7G 

 354 ツミ 2013/6/8 巣 富士森公園 巣の近くで声有り。 粕谷和夫 繁殖5
② 

八王子6H 

 354 ツミ 2013/6/8 １羽 長池公園 AM8:20ヒヨドリのけたたましい声がしたので、頭上を見るとツ
ミの♀の成鳥が来て枝にとまった。 

倉本修  武蔵府中
1C 

 354 ツミ 2013/6/15 ３羽 富士森公園 巣中に白い産毛の雛 2羽確認、近くに♀親有り。 粕谷和夫 繁殖5

① 

八王子6H 

F 354 ツミ 2013/6/22 ５羽 北八王子工業団地
内 

事業場敷地内で繁殖するツミです。今年も順調に営巣を行い、
無事に５羽のヒナが巣立ちを迎えました。 

清水盛通  八王子9K 

F 354 ツミ 2013/6/23 ５羽 北八王子工業団地
内 

無事に巣立ちしたヒナ５羽です。これまで給餌は巣内で親が小
さくちぎって行っていましたが、本日は餌を運ぶと太い枝の上

で置いて行くだけとなりました。５羽のヒナは桜の樹間を元気
に飛び回り大空を翔ばたくのは間もなくと思われます。 

清水盛通  八王子9K 
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 354 ツミ 2013/6/24 ２羽 富士森公園 目視出来た雛は 1羽で巣上で立ち上がっていました。まだ産毛
が残っている状態です。どのくらいで巣立ちするのか私には判
りませんが、1週間延びれば何とかなるかなと思いたいです。母

鳥が巣に近づいたオナガを追っかけていました。 

村山和夫 繁殖5
① 

八王子6H 

 354 ツミ 2013/6/27 ３羽 富士森公園 今日巣立ちを確認しました。神社側の高木に 2羽がとまり、親
から給餌を受けていました。 

村山和夫 繁殖5
① 

八王子6H 

F 355 ハイタカ 2013/1/6 １羽 北浅川・川原宿橋
下流５０ｍ付近 

にらみつけられました。桜の樹上１０ｍ近いところに滞留。し
ばらくすぐ下で撮影をしていても、羽伸ばしなどしてくつろい

でいました。 

丸山二三夫  拝島1A 

 355 ハイカタ 2013/3/8 １羽 根川、日野クリー
ンセンター先 

 阿江範彦  武蔵府中
4K 

 356 オオタカ 2013/1/7 ２羽 陵北大橋上 オオタカ番。前を飛んでいたのがやや大きく見えたので♀と判
断。宝生寺３大アンテナ付近から白っぽい鳥２羽が飛び出しし

ばらく追いかけっこした後アンテナに止まる。１羽はすぐ飛び
出し東方向へ。繁殖行動か。 

丸山二三夫  拝島1B 

 356 オオタカ 2013/1/12 １羽 川原宿橋下流１０
０ｍ付近 

川原宿橋北３００ｍ付近を西から東へ飛翔 丸山二三夫他
（北浅川陵北

大橋上流定期
Ｃ班） 

 拝島0B 

 356 オオタカ 2013/1/13 １羽 北浅川・元八セン
ター付近 

上流より下流に飛び去る（チョウゲンボウとニアミス） 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島3B 

 356 オオタカ 2013/1/25 １羽 泉町 住宅地の上空を通過 粕谷和夫他  拝島4A 

 356 オオタカ 2013/2/2 １羽 北浅川・松枝橋上

流右岸 

河原ブッシュにて鳩を捕食中、獲物を持って左岸に飛び去る 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島4B 

 356 オオタカ 2013/2/2 １羽 北浅川・松枝住宅
上流側 

宝生寺団地アンテナに停留 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島2C 

 356 オオタカ 2013/2/10 ２羽 谷地川田島橋付近 10時 35分、橋の下流左岸にある谷地川緑道を通りかかると、オ
ナガやムクドリが大騒ぎしている。タカが居るに違いないと思

って見ると、果たしてオオタカが緑道の奥の木から飛び立つと
ころでした。物陰に入り見えなくなったのですが、暫く探して
いると、田島橋の上空を旋回飛翔して高度を上げて行きます。

何と二羽でランデブー飛行しています。多分カップルなのでし
ょう。大きさの差は感じられず、雌雄は判りませんでしたが、
一羽だけ尾の横斑が先端だけとても色が濃いのが特徴的でし

た。真っ青に晴れた空にオオタカが白い腹側を見せて飛んでい
るのはとても綺麗でした。 

神谷古牧  拝島9B 

F 356 オオタカ 2013/2/20 １羽 集いの森公園（片
倉） 

けたたましいカラスの鳴き声で上空を見上げるとオオタカが 2
羽のカラスに追いかけられていた。 

村山和夫  八王子6G 

F 356 オオタカ 2013/2/23 １羽 浅川・長沼橋左岸

さいかち池上空 

コガモが一斉に飛び立ちカラスの群れが騒ぎ、上空を見るとカ

ラスに追われたオオタカが飛んでいた。 

村山和夫  八王子9H 

 356 オオタカ 2013/2/23 １羽 浅川左岸・長沼橋
上流湿地（さいか
ち池） 

サイカチ池では急にカラスが騒ぎ、コガモが飛び立った。オオ
タカの出現のためだった。オオタカはカラスに追われ多摩丘陵
の方へ飛んで行った。池の真ん中に集団でおりたコガモを数え

るとなんと 140羽もいた。 

粕谷和夫他  八王子9H 

 356 オオタカ 2013/3/2 １羽 八王子市石川町 9：00、高度を下げながら直線的に飛ぶ 神谷古牧  拝島9B 

 356 オオタカ 2013/3/2 １羽 元木橋下流１００
ｍ付近 

北から南へ飛翔 丸山二三夫他（北浅
川陵北大橋上流定
期Ｃ班） 

拝島1B 

 356 オオタカ 2013/3/5 １羽 高月水田 オオタカがドバト約70羽の群に突っ込んだが狩は失敗に終わっ

たようだ。 

粕谷和夫  拝島6E 

 356 オオタカ 2013/3/12 １羽 多摩川・JR中央線
上流の谷地川合流
点 

谷地川で、クイナらしき鳥が川を横切ったので、探しに草むら
を移動し、クイナが入った場所を見ていて、顔を上げたら、５
ｍも離れていない低木にオオタカが止まって獲物を探してい

た。近くにはオオバンやコガモなどもいた。人に気付いて飛び
立った。  

福本健  立川1B 

F 356 オオタカ 2013/3/15 １羽 富士森公園平和像
付近 

ドバトを襲った直後でした。私を見ると片足でドバトを掴み、
軽々と飛んで行きました。先日はツミがヤマガラを食べていま

した。高木が多く見通しの良い富士森公園はタカ類の狩場です。  

村山和夫  八王子6H 

 356 オオタカ 2013/3/16 １羽 多摩川滝山城跡下 右岸の林を横切るように飛行し，上流方面に消えた。 多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本・宮越） 

拝島6E 

 356 オオタカ 2013/3/16 １羽 宇津貫公園付近 オオタカが青空でゆっくりと旋回してくれた。そのオオタカに
カラス 2羽が追尾していた。 

粕谷和夫他  八王子6E 

 356 オオタカ 2013/4/6 １羽 恩方小付近 恩小周辺を旋回飛翔後南方丘陵地の木に止まり後下へ降りる。

その後しばらく鳴き続ける。営巣か？ 

丸山二三夫他（北浅

川陵北大橋上流定
期Ｃ班） 

八王子0K 

 356 オオタカ 2013/4/6 １羽 北浅川・天使病院
上流 

キジバトを追いかけるも狩りに失敗。その後アンテナに止まり
川町方面に飛び去る 

清水盛通（定
期カウント） 

 拝島２B 
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 356 オオタカ 2013/4/23 １羽 北浅川・東京天使
病院裏の用水堰上 

上空通過 粕谷和夫他  拝島2B 

 356 オオタカ 2013/5/4 １羽 八王子市北野台 5
丁目 打越南部公

園上空 

定期カウントに向かう途中で公園上空を旋回する猛禽を発見。
尾の模様、翼の形からオオタカと確認した。旋回しながら上昇

してだんだん小さくなっていった。 

浜野建男  八王子8F 

 356 オオタカ 2013/5/6 １羽 福本健自宅前金比
羅山 

初認、午前５:０８分頃、自宅前金比羅山モミの木先端 福本順吉  八王子2G 

 356 オオタカ 2013/5/29 巣 宇津貫ぐみ沢 以前あった巣を調査したが、オオタカの姿無し、古巣はあるが
営巣してない 

粕谷和夫  八王子7F 

 356 オオタカ 2013/6/2 巣 滝山城址 以前あった巣を調査したが、オオタカの姿無く、古巣も無し 粕谷和夫  拝島6D 

 358 ノスリ 2013/1/1 １羽 多摩川・JR中央線

鉄橋上流中州 

元旦に鷹に出会うため裏の多摩川に散歩に出かけた。中州に止

まっていたノスリが獲物に向かって飛び立つのに出会った。草
むらに飛び降りたが狩に失敗した。  

福本健  立川1C 

 
358 ノスリ 

2013/1/2 １羽 多摩川 i石田大橋
下流 

上昇気流にのり高く飛び去る。 阿江範彦  立川4A 

 358 ノスリ 2013/1/3 １羽 高月水田 上空を旋回 粕谷和夫  拝島6E 

 358 ノスリ 2013/1/12 １羽 川原宿橋下流１０

０ｍ付近 

川原宿橋北４００ｍ付近の木に滞留後飛び出しカラスのモビン

グを受ける 

丸山二三夫他（北浅

川陵北大橋上流定
期Ｃ班） 

拝島0B 

 358 ノスリ 2013/1/12 1羽 浅川・鶴巻橋下流 右岸側から左岸側へと直進 若狭冬鳥一斉  八王子5k 

 358 ノスリ 2013/1/19 １羽 滝山街道・丹木町 2
丁目バス停付近 

15時頃、滝山丘陵上空旋回 粕谷和夫  拝島6D 

 358 ノスリ 2013/1/19 １羽 国道 16号左入バス

停付近 

15時 30分頃、左入交差点上空から西方向へ飛翔。丹木 2丁目で

観察した個体より白っぽい個体であった。 

粕谷和夫  拝島7B 

 358 ノスリ 2013/1/27 １羽 多摩川・JR中央線
鉄橋約 1km上流の
河原 

トビ、ノスリが出てきてノスリは遠くの木にとまった。 粕谷和夫他  立川1B 

 358 ノスリ 2013/2/4 １羽 浅川・八高線鉄橋

付近 

上空を旋回 粕谷和夫他  八王子8J 

F 358 ノスリ 2013/2/17 １羽 多摩川左岸・関戸
橋下グランド 

一番橋～多摩川合流点の定期カウントを終えた午後にコハクチ
ョウを見に訪れたが出会えなった。帰途に日野市のクリーンセ
ンターの上空を飛んでいる鳥影があり、トビと思っていたがみ

るみる近づいて来て我々のいるグランドを旋回して下流に飛び
去った。まぶしいほど白い個体であった。撮影場所は府中であ
ったが当然、日野市で見られたものとして投稿します。 

岡本昭男  武蔵府中
5J 

 358 ノスリ 2013/3/3 １羽 種入り（上川口小

学校裏谷戸） 

種入りの田んぼに入るとノスリ 1羽が飛び出して行った 粕谷和夫  拝島0E 

 358 ノスリ 2013/3/16 １羽 多摩川滝山城跡下 滝山丘陵上空をトビ３～４羽とともに旋回。 多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本・宮越） 

拝島6E 

 358 ノスリ 2013/4/6 １羽 恩方小付近 福祉園脇で一度ノスリらしき鳥を見たが、恩小前にきたときに
南方より飛んできて西山に入る。同一個体と判断。 

丸山二三夫他
（北浅川陵北

大橋上流定期
Ｃ班） 

 八王子0K 

 358 ノスリ 2013/4/23 １羽 北浅川・東京天使
病院裏の用水堰上 

上空通過 粕谷和夫他  拝島2B 

 358 ノスリ 2013/5/12 １羽 小下沢林道（中央

高速道交差点付
近） 

小下沢林道と中央高速道の交差点付近ではノスリが旋回してく

れた。 

粕谷和夫他  与瀬9G 

 358 ノスリ 2013/6/2 １羽 恩方小付近 恩方小北 200ｍ付近上空を旋回飛翔 丸山二三夫他（北浅
川陵北大橋上流定

期Ｃ班） 

八王子0K 

F 364 クマタカ 2013/5/26 １羽 醍醐林道  醍醐川上空を北から南へ、ほとんどはばたかずに一直線に飛
び、南の稜線の向こうに隠れた。写真では 7枚の翼指が確認で
きる。 

佐藤哲郎  五日市5B 

 374 アオバズク 2013/5/22 １羽 若狭誠自宅（元横

山町） 

入浴中、２３時２０分頃から５分間くらいアオバズクの声が聞

えた。自宅からはやや遠いようだった。 

若狭誠  八王子7K 

 374 アオバズク 2013/6/19 １羽 恩方町黒沼田 北浅川へホタル観察に行った。８：２０上流側遠くでアオバズ
クの声がした。 

若狭誠、若狭
久江 

 五日市8A 

 375 トラフズク 2013/1/30 １羽 高幡台団地緑地 毎年 11月から 12月にかけてやってくるこの鳥に出会うことを
楽しみにしている私ですが、この冬はどうしたことか姿を見る

ことなく新しい年を迎え、もうこの冬は来ないだろうとあきら
めていましたが、何と今日帰り際に現れてくれました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/1/3 １羽 高月水田 田んぼに着くとチョウゲンボウがいきなり飛んで来て、多摩川
の方へ飛んで行った。 

粕谷和夫  拝島6E 

 401 チョウゲン

ボウ 

2013/1/13 １羽 北浅川・元八セン

ター付近 

下流より上流に飛び去る（オオタカとニアミス） 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島3B 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/1/21 １羽 宇津貫公園付近 七国峠の方向へ飛んで行った。 粕谷和夫他（宇津貫
カウントチーム） 

八王子6E 
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 401 チョウゲン
ボウ 

2013/1/21 １羽 宇津貫公園付近 宇津貫公園を過ぎて湧水のある所にいるとチョウゲンボウが飛
んできて七国峠の方へ飛んで行った。 

粕谷和夫他（宇津貫
定期カウントＴ） 

八王子6E 

F 401 チョウゲン
ボウ 

2013/1/26 １羽 浅川・北野総合卸
売センター近くネ

オコープマンショ
ン屋上 

マンション屋上で一休みし飛び立ちました。 村山和夫  八王子9H 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/1/26 １羽 浅川・長沼橋上流
河原 

ホバーリングをしていた 粕谷和夫他  八王子9H 

 401 チョウゲン

ボウ 

2013/2/2 １羽 浅川・新浅川橋付

近 

低く飛んで下流の方へ向かった 粕谷和夫他  八王子8J 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/2/9 １羽 石川町緑地保全地
域 

緑地の南西で旋回し南に去った。 若狭誠他（石
川緑地 CG) 

 拝島9B 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/2/18 １羽 宇津貫緑地 宇津貫緑地に入るとチョウゲンボウが北の方から低く飛んでき
て、南東の方へ飛んで行った。 

粕谷和夫他  八王子6E 

 401 チョウゲン

ボウ 

2013/3/1 １羽 泉町 中央高速道近くでチョウゲンボウが 1羽出現、帆翔していた。 粕谷和夫他  拝島4A 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/3/21 １羽 浅川・浅川橋上空 上空を飛ぶ 定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子6K 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/4/30 １羽 南大沢団地上空 ♀、南大沢団地上空を北から現れ南の戦車道方向へ消えた 倉本修  武蔵府中
0C 

 401 チョウゲン

ボウ 

2013/5/6 １羽 JR八王子駅上空 北の方から現れて駅上空で旋回飛翔し、その後南に方へ飛び去

る 

粕谷和夫  八王子7J 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/5/25 １羽 京王八王子駅上空 上空旋回、16:35 粕谷和夫  八王子7J 

 401 チョウゲン
ボウ 

2013/6/18 １羽 京王八王子駅付近
上空 

10時 20分、上空を旋回し、北東方向に飛び去る 粕谷和夫  八王子7J 

 401 チョウゲン

ボウ 

2013/6/20 １羽 浅川・萩原橋上流 市役所方向から飛来したチョウゲンボウが飛翔しているトビに

しつこくモビングしていた。 

定期Ｃ（若狭

誠他） 

 八王子5K 

 
407 ハヤブサ 

2013/1/2 １羽 多摩川、日野クリ
ーンセンター前。 

鉄塔天辺に止まっていた。 阿江範彦  武蔵府中
4K 

 407 ハヤブサ 2013/3/9 １羽 多摩川・中央線鉄
橋上流 

8：32、水面や林の上を飛んでは木に留まる行動を繰り返し、10
分以上居た、。証拠写真も撮影 

神谷古牧  立川1C 

５．シギ・チドリ 
 

     

 195 ケリ 2013/4/13 １羽 浅川、日野高校前  阿江範彦  武蔵府中
4K 

 203 コチドリ 2013/3/16 ３羽 多摩川滝山城跡下 水管橋付近の中州で行動。 多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本・宮越） 

拝島6E 

F 203 コチドリ 2013/4/5 ２羽 日野市東豊田一丁

目、浅川左岸一番
橋約 100m下流の河
原 

浅川沿いを散歩していると 2羽の鳥が河原に舞い降りて採餌し

だした。イカルチドリかた思っていたら黄色く輝くアイリング
のコチドリだった。しばらく採餌した後、1羽は水浴びし、もう
1羽は石の間に座り込んでしまった。到着したばかりなのだろう

か？ 今シーズン初認。 

岡本昭男  武蔵府中

1K 

F 203 コチドリ 2013/6/2 ２羽 高月水田 今年も代掻きの水が入った田んぼにコチドリが来て採餌してい
た。コチドリは 2羽いた。 

粕谷和夫  拝島6F 

F 212 ヤマシギ 2013/1/12 １羽 川口川・中央高速
道橋付近 

八王子・日野カワセミ会の冬鳥一斉カウントで川口川対岸の岸
辺をネコが降りていくと、1羽の鳥が飛び立った。直ぐに近くの

草の茂みに飛び込んだ。シギのようだ。タシギのようであるが、
タシギとは少し様子が異なる。ヤマシギであった。 

粕谷和夫  拝島5A 

 212 ヤマシギ 2013/1/13 １羽 北浅川 対岸(左岸）の赤紫色の草のところで何か動いた気配があり、双
眼鏡を覗くと、一瞬タシギかと思われたが、肩から尾にかけて

の太目の黄色線がなく、頭頂の横じまが確認できました。 

丸山二三夫  拝島3B 

F 212 ヤマシギ 2013/2/3 １羽 川口川・中央高速
道橋付近 

1月 12日に観察したヤマシギが 2月 3日にもほぼ同じ場所にい
た。越冬したのであろうか。 

粕谷和夫  拝島5A 

F 219 タシギ 2013/1/28 １羽 南浅川・船田川合
流地付近 

オオカワジシャの冬株の上で盛んに採餌していた。 粕谷和夫  八王子4J 

 219 タシギ 2013/2/16 １羽 滝山下  滝山下グランド脇を流れる小川から飛び出す。 多摩川滝山城跡下

定期 C（倉本・古山） 

拝島6E 

F 239 クサシギ 2013/1/12 １羽 浅川・鶴巻橋下流 鶴巻橋下流でのクサシギ観察は珍しい。イソシギと並んで採餌
していた。 

若狭誠  八王子5K 

 239 クサシギ 2013/1/13 １羽 北浅川・松枝橋上
流右岸 

中州脇の水に入り採餌 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島4B 

 239 クサシギ 2013/1/13 １羽 北浅川・松枝住宅

上流側 

中州脇の水に入り採餌 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島3B 

 239 クサシギ 2013/2/2 １羽 北浅川・松枝橋上
流右岸 

中州脇の水に入り採餌 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島4B 
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 239 クサシギ 2013/2/2 １羽 北浅川・元八セン
ター付近 

水に入り採餌 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島3B 

 239 クサシギ 2013/3/2 ２羽 北浅川・松枝住宅
上流側 

中州脇の水に入り採餌 清水盛通（定
期カウント） 

 拝島3B 

F 241 キアシシギ 2013/5/5 ７羽 浅川・浅川橋上流

２００ｍ右岸 

今季初認。川岸で小魚を捕ったり、イソシギ２羽と一緒に休ん

だりしていたが、親子が川に入って遊び始めたため、上流へ飛
んで行った。また帰って来るだろうか？  

久保山嘉男  八王子6K 

F 241 キアシシギ 2013/5/5 ４羽 浅川左岸（一番橋
下流約 400m） 

中洲で休んでいた。 岡本昭男  武蔵府中
2K 

F 241 キアシシギ 2013/5/6 ３羽 浅川・大和田橋上

流側 

このところキアシシギ情報が出ていますが、大和田橋近くでも

確認できました。河原で休憩中でした。 

佐藤哲郎  八王子8K 

 241 キアシシギ 2013/5/16 12羽 浅川・浅川橋下流
ほか 

2羽～3羽の小さな群れになって採餌していた。 定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子6K 

６．托卵鳥 
  

    

 185 ホトトギス 2013/5/4 １羽 北浅川・松枝住宅

グランド付近 

右岸より左岸土手の桜に木に飛ぶ 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島3B 

 185 ホトトギス 2013/5/4 声 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山 

ＰＭ７：１３分 福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/5/10 １羽 上川口小学校校庭 ３時間目、校庭で運動会の練習中 東の方角から声が聞こえた。 森久美  拝島0E 

 185 ホトトギス 2013/5/11 １羽 森久美自宅（高尾町） 南方面から声が聞こえた。 森久美  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/5/15 １羽 八王子市下恩方町  早朝、４時くらいに自宅周辺に鳴き声が響き渡っていました。
もう少し寝ていたかったのに・・・・・・・  

清水盛通  拝島0A 

 185 ホトトギス 2013/5/15 １羽 多摩森林科学園 ２５年初認、PM６：４０、多摩森林学園内南浅川沿い。夕方自

宅上空のツバメの様子を観察していたら南浅川沿いの多摩森林
学園内から聞こえてきたのです。 

福本順吉  八王子2H 

 185 ホトトギス 2013/5/15 １羽 山崎自宅（絹ヶ丘
１丁目） 

 早朝、３時過ぎから長沼公園の方向から鳴き声が響き渡って聞
こえて居ます。１５日以降毎日早朝に聞こえています。 

山崎久美子  八王子9G 

 185 ホトトギス 2013/5/17 １羽 山下弘文自宅（長

房町） 

１７日未明（３時少し過ぎ）ホトトギスが我が家（長房町東端）

上空を鳴きながら東方向へ飛行しました。今季初認です。 

山下弘文  八王子4J 

 185 ホトトギス 2013/5/18 １羽 東京高専の横の道
を通って京王線線
路上を渡る陸橋 

13時頃ホトトギスの声を聞きました。今年初めてです。東京高
専の横の道を通って京王線線路上を渡る陸橋の上で、西南方向
から聞こえました。 

横山由美子  八王子4G 

 185 ホトトギス 2013/5/18 １羽 八王子みなみ野駅 八王子みなみ野駅を降り、東口に出ると、ほととぎすの声が聞

こえました。聞けるかもとの期待に応えてくれました。私は今
期初です。声は駅ホームから見える緑の山（住所は片倉）から
です。行くほどに声は近いのですが見付けられませんでした。 

岡本昭子  八王子6F 

 185 ホトトギス 2013/5/18 １羽 南大沢団地 早朝、戦車道の方からさえずりが聞こえた 倉本修  武蔵府中

0C 

 185 ホトトギス 2013/5/19 声 粕谷和夫自宅（天
神町） 

朝 4時、自宅で声を聞く。5/21,5/23も声を聞く 粕谷和夫  八王子6J 

 185 ホトトギス 2013/5/19 １羽 高尾山口駅南側山
林 

１０：３０分頃 福本順吉  八王子1F 

 185 ホトトギス 2013/5/19 １羽 滝山城址尾根道の

北東側斜面 

昨日滝山城址の尾根道を歩いていてホトトギスの鳴き声を二回

聞きました、今季初認 

神谷古牧  拝島6D 

 185 ホトトギス 2013/5/19 ２羽 多摩川滝山城跡下 滝山丘陵および右岸の林から鳴き声が聞こえていた。 多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本，古山，
宮越） 

拝島6E 

 185 ホトトギス 2013/5/20 １羽 福本順吉自宅前金

毘羅山 

AM：８：１７分と９：３５分、同 PM：６：３３。５月２１日「火」

AM：９：１８分 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/5/21 １羽 戦車道 枝にとまり、毛虫を食べ、さえずっていた。 倉本修  八王子9C 

 185 ホトトギス 2013/5/22 １羽 安室厚子自宅（片
倉町）付近 

午後１１時自宅玄関をでると、西の空、国道１６号方向で、ホ
トトギスが鳴いていました。こんなに遅くに鳴くものなのでし
ょうか？どなたか教えてください。 

安室厚子  八王子7G 

 185 ホトトギス 2013/5/22 １羽 南高尾入沢川上流 鳴きながら飛んでいた。 粕谷和夫他（高尾周

辺探鳥会） 

八王子0C 

 185 ホトトギス 2013/5/22 １羽 宇津木台緑地 ５月２２日９時３０分頃宇津木台緑地の方角よりホトトギスの
声があり八王子で初認 

傍島玲子  拝島9C 

 185 ホトトギス 2013/5/23 １羽 井上典子自宅（中
野山王） 

ホトトギスの声を自宅で聞きました。ここでは初認です。中野
山王の自宅から北方向 ５時４５分から３分位同じ場所で啼い

てる声をききました。   

井上典子  拝島6A 

 185 ホトトギス 2013/5/23 声 今野美代子自宅
（中野町） 

今期初認です。多摩病院の裏山で鳴いています。6:52 声のみ。  今野美代子  拝島6B 

 185 ホトトギス 2013/5/23 声 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山 

自宅前金比羅山頂上付近。AM８：４４、９：１１、PM１：２０、
２：１５、３：０５  

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/5/23 声 イトイヨーカドー

狭間店北側 

ヨーカドー北側マンション上空。イソヒヨドリの観察を終えて

帰路につく途中で鳴き声を聞いた。１２：４１分頃 

福本順吉  八王子3G 
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 185 ホトトギス 2013/5/27 声 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山 

自宅前金比羅山から多摩森林学園方面に鳴きながら飛んで行っ
た。時間：PM4:57分頃  

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/5/27 声 醍醐林道（ににく
沢） 

声を聞く 粕谷和夫他  五日市4B 

 185 ホトトギス 2013/5/29 声 宇津貫緑地 よく鳴いていた 粕谷和夫他  八王子6E 

 185 ホトトギス 2013/5/30 １羽 福本順吉自宅（高

尾町）前金比羅山 

PM５：２４、同６：３５、同７：２９ 福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/5/31 １羽 福本順吉自宅（高

尾町）前金比羅山 

AM７：５１ 福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/5/31 １羽 ヨーカドー（狭間

店）北通り上空 

AM１１：４９分頃、鳴きながら北へ飛んで行った。 福本順吉  八王子3G 

 185 ホトトギス 2013/6/1 １羽 南大沢団地上空 南大沢団地上空を鳴きながら南東へ飛んで行った 倉本修  武蔵府中
0C 

 185 ホトトギス 2013/6/2 声 多摩川右岸昭和堰
上流河原 

声 粕谷和夫  拝島6E 

 185 ホトトギス 2013/6/3 １羽 小仏林道～小仏峠

～景信山 

8時 30分~14時頃、キバシリ、コサメビタキ、キビタキ、クロ

ツグミ、ホトトギス、ツツドリ、ホオジロ、カケス、アオゲラ、
シジュウカラ、ヒガラ，状況：途中、ヒガラ、キビタキが、頂
上ではホオジロが良く囀っていました。 

峯尾良雄・雄

太 

 与瀬7H 

 185 ホトトギス 2013/6/5 声 福本順吉自宅（高

尾町）前金比羅山 

鳥名：ホトトギス１羽 

場所：自宅前金比羅山中腹で。 
日付と時間：６月１日「土」ＡＭ６：１０、ＰＭ２：２４、同
５：４９ 

日付と時間：６月２日「日」ＰＭ３：００ 
日付と時間：６月４日「火」ＰＭ６：１６、同６：２６ 
日付と時間：６月５日「水」ＡＭ４：０９、同４：４０ 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/6/6 １羽 福本順吉自宅（高

尾町）前金比羅山 

ＡＭ１０：５１分頃、自宅前金比羅山から上空を鳴きながら多

摩森林学園方面に飛び去った。６月６日以降、１２日ＰＭ１：
現在ホトトギスは確認していない。 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/6/8 １羽 北浅川・松枝住宅
グランド付近 

周辺を飛びながら鳴く。ニセアカシアの木に止まった時には模
様がはっきりと見えた。 

清水盛通（定
期カウント） 

 拝島3B 

 185 ホトトギス 2013/6/8 １羽 北浅川・陵北大橋

下流左岸 

アンテナのある林付近で鳴き声 清水盛通（定

期カウント） 

 拝島2B 

 185 ホトトギス 2013/6/9 声 種入り（上川口小
学校裏谷戸） 

声ウグイスとホトトギスがよくさえずっていた。 粕谷和夫他  拝島0E 

F 185 ホトトギス 2013/6/14 １羽 小宮公園付近 梅雨の中少し雨が止んだがまた降りそうな空だったが、ホトト
ギスの声が気になる小宮公園付近に行ってみた。小宮公園上空

から飛んできたホトトギスが北東側の林の高い枝に止まった。
ホトトギスは小宮公園と近くの林を行き来していた。  

若狭誠  拝島7A 

 185 ホトトギス 2013/6/16 １羽 高幡台団地緑地 天気が悪かったり,用事があったりして一週間ぶりに裏山に入
りました。今日も午前中は雨でしたので午後２時過ぎになって

しまいましたが裏山は相変わらず鳥影が少なく、ウグイスと遊
んでいると百草の方からホトトギスの声が聞こえてきましたが
すぐ止んだのでそのまま再びウグイスと遊んでいると今度は私

の頭上からホトトギスの声がしました。しかし、近くにいるの
は判っていても、緑が深くて姿をみることはできませんでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 185 ホトトギス 2013/6/19 声 川町谷戸 ホトギス、ウグイスの声を確認 粕谷和夫  八王子2K 

 185 ホトトギス 2013/6/20 声 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山 

ＡＭ１１：５８分、二声聞いただけですが托卵した雛が巣立ち
でもしたのでしょうか。何かそんな感じがしたのですが。 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/6/23 声 福本順吉自宅（高

尾町）前金比羅山
中腹 

Ａｍ７：３０分頃、自宅前金比羅山中腹、自宅前で鳴き声は小

さく、二声位しか鳴かなかった。雛なのでしょうか？宜しく。
朝の１回だけだった。 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/6/25 １羽 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山

中腹 

ＡＭ４：２６分頃 １回のみ。状況は２３日と大体同じ様だっ
た。 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/6/29 １羽 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山
中腹 

６月２５日「火」、時間：ＡＭ４：２６ 
６月２８日「金」、時間：ＡＭ５：５３、同５９分２回 
 ６月２９日「土」、時間：ＡＭ１０：４２ 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/6/29 声 種入り（上川口小

学校裏谷戸） 

ホトトギス、アオゲラ、ツバメ、ウグイス、キビタキなどいつ

も通りの鳥が出てくれた。 

粕谷和夫他  拝島0E 

 185 ホトトギス 2013/7/3 １羽 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山
中腹 

ＡＭ８：１０分頃、かなりけたたましく鳴いていた。他の巣で
雛が巣立った喜びの声だろうか？。 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/7/5 １羽 福本順吉自宅（高

尾町）前金比羅山
中腹 

7月 4日「木」、ＰＭ12:11、同 4:36 

7月 5日「金」、ＡＭ4:08から同 40分までに 5回ほど鳴いた。 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/7/11 １羽 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山

中腹 

7月 7日「日」ＰＭ12：12分頃 
7月 9日「火」5:19分頃自宅上空北へ鳴きながら飛んで行った。 

7月 11日「木」、ＡＭ４：32分頃 

福本順吉  八王子2G 
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 185 ホトトギス 2013/7/15 １羽 福本順吉自宅（高
尾町）前金比羅山
中腹 

7月 1２日「金」、ＡＭ５：０７分頃 
7月 13日「土」、ＡＭ３：53分頃 
7月 15日「月」、ＡＭ４：２３分頃 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/7/21 １羽 福本順吉自宅（高

尾町）前金比羅山
中腹 

7月 21日「日」、Ｍ5：11分頃に鳴き出して数分で止んだ。ウ

グイスも鳴いていた。 

福本順吉  八王子2G 

 185 ホトトギス 2013/7/21 １羽 椚田運動場西側 １０：００頃、場所：椚田運動場西側方面より声が聞こえまし
た。 

福本順吉  八王子5F 

 185 ホトトギス 2013/8/2 １羽 福本順吉自宅（高

尾町）前金比羅山
中腹 

ＡＭ９：４９分頃、この日 2回ほど鳴いただけでした。もうい

ないと思っていたので以外でした。 
  

福本順吉  八王子2G 

 187 ツツドリ 2013/5/7 声 高尾山・薬王院 薬王院のトイレ下のシャクナゲ園でセンダイムシクイ、コガラ
のさえずりが聞けた。 

粕谷和夫他  八王子0E 

 187 ツツドリ 2013/5/27 声 醍醐林道（ににく

沢） 

声を聞く 粕谷和夫他  五日市4B 

 187 ツツドリ 2013/6/3 １羽 小仏林道～小仏峠
～景信山 

8時 30分~14時頃、キバシリ、コサメビタキ、キビタキ、クロ
ツグミ、ホトトギス、ツツドリ、ホオジロ、カケス、アオゲラ、
シジュウカラ、ヒガラ，状況：途中、ヒガラ、キビタキが、頂

上ではホオジロが良く囀っていました。 

峯尾良雄・雄
太 

 与瀬7H 

 188 カッコウ 2013/5/17 １羽 長池公園 長池公園にいると北東方向から声が聞かれた 倉本修  武蔵府中
1C 

 188 カッコウ 2013/6/2 １羽 松竹公園 東方向から声、拝 1Ａ又は八 1Ｋ方向 丸山二三夫他（北浅
川陵北大橋上流定

期Ｃ班） 

拝島1A 

          

７．繁殖        

F 32 カルガモ 2013/3/17 ２羽 北浅川 水の温んだ北浅川でカルガモの交尾が見られました。画像２は
交尾後の様子です。 

清水盛通 繁殖4
⑤ 

拝島1B 

 32 カルガモ 2013/5/5 ８羽 浅川右岸 あった

かホール前付近 

親ガモを先頭に右岸から中州へ移動。 

 

佐藤哲郎 繁殖4

② 

八王子8J 

F 32 カルガモ 2013/5/7 ８羽 八王子片倉城跡公
園入口の奥側の池 

親 1羽、雛 7羽。親子が水草のコウホネの間を泳ぎまわってい
た。午後に市の職員が池の周りの草を刈り取りをしたら翌日か
ら居なくなった。 

村山和夫 繁殖4
② 

八王子7G 

F 32 カルガモ 2013/5/23 15羽 谷地川・新旭橋下

流（浄水場横） 

谷地川のカルガモ、イワツバメ調査の帰り、浄水場放流口付近

で、１４羽のヒナを連れたカルガモ親子に出会った。 

福本健 繁殖4

② 

立川1C 

 32 カルガモ 2013/6/5 １家 小仏川・駒木野病
院付近 

カルガモの親子がいた。場所は駒木野病院付近の下草が生えて
いるクリ園で、親 1に孵化直後と見られる可愛い雛が 8羽いた。 

粕谷和夫他 繁殖4
② 

八王子1G 

 32 カルガモ 2013/6/8 ３羽 浅川、日野高校前 親１、子２ 阿江範彦 繁殖4
② 

武蔵府中
4K 

F 32 カルガモ 2013/6/27 ８羽 兵衛川（兵衛 1丁

目） 

兵衛川にカルガモ親子が休んでいた。親 1に子が 8と多かった。8羽

の子は親と同じくらいに大きくなっていたが、胸に縦縞があった。  

粕谷和夫 繁殖4

② 

八王子6E 

 62 カイツブリ 2013/6/2 ３羽 多摩川、日野クリ
ーンセンター前。 

親１、子２ 阿江範彦 繁殖4
② 

武蔵府中
4K 

F 127 カワウ 2013/3/26 29羽 東京工科大学 天気晴。東京工科大学の調整池でカワウのコロニーを 3人（粕
谷和夫、長谷川篤、浜野建男）でカウントした。15：30に現場

についたが、カウントは 16：30から行った。池にソメイヨシノ
が張り出した枝に巣があり、営巣に関係ないカワウは主として
桜、一部ヤナギに止まっていた。カウント開始前に 21羽が巣中

又はその周辺の樹（桜、柳）に止まっていた。樹から飛び出す
カワウの殆どが池に降りて、再び樹に帰るものが多く、池の外
に出て行ったのは 17：50の 1羽だけであった。巣の中に 1羽黄

色い足環を付けた個体があった。右足に着いていたもので、NPO
法人バードリサーチが江東区の新木場もしくは市川市の行徳鳥
獣保護区で着けたものであるとバードリサーチから連絡があっ

た。カワウは差引 29羽だった。池にはカルガモ 2、コガモ 7、
ヒドリガモ 2、ハクセキレイがいて、池の湖畔の樹にゴイサギ 1
がいた。コガモは 18：18に 5羽が採餌のためか池の外に飛び出

していった。気温が低く、寒い中の観察であった。  

粕谷和夫他 繁殖4
③ 

八王子7E 

F 127 カワウ 2013/4/4 １羽 東京工科大学調整
池 

3月 26日に観察した東京工科大学調整池の巣のカワウの右足黄
色リングの文字の確認に行って来ました。16時 30分から 17時
まで現場にいました。巣は 7つあり、全部の巣に親が入ってい

ました。うち 2巣は巣材運びが行われ造巣中のようでした。右
足黄色リングをつけたカワウは低いヤマザクラに 2巣ある内の
上にある巣の個体です。本日は三脚を付けて写真を撮ったため、

「33R」と明確に読み取ることができました。バードリサーチに
よると「33R」の足環を着けたカワウは 今年 2歳になる新木場
生まれです。また、2013年２月２８日に南浅川の舟田川合流点

で山下弘文氏が観察した個体と同一ということになります。 

粕谷和夫 繁殖4
③ 

八王子7E 

 
174 バン 

2013/3/23 ２羽 多摩川、日野クリ
ーンセンター前。 

交尾 阿江範彦 繁殖4
⑤ 

武蔵府中
4K 
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 383 カワセミ 2013/5/16 １羽 川町谷戸 成鳥の餌運び 粕谷和夫 繁殖4
① 

八王子2K 

 397 アオゲラ 2013/4/27 ２羽 狭間公園（東浅川
町） 

2羽が鳴いていた。1羽は桜に開けられた穴の傍にいた。 横山由美子 繁殖4
④ 

八王子3G 

 418 サンコウチ

ョウ 

2013/6/29 ３羽 種入り（上川口小

学校裏谷戸） 

ホトトギス、アオゲラ、ツバメ、ウグイス、キビタキなどいつも通り

の鳥が出てくれたが、圧巻はサンコウチョウであった。サンコウチョ
ウの声がしたのでその方向へ行ってみると 3羽が鳴き交わしていた。
親子とみられ、ここで繁殖したものと思われる。 

粕谷和夫 繁殖4

② 

拝島0E 

 420 モズ 2013/4/5 １羽 多摩川右岸昭和用

水堰上流河原 

モズがタケヤブに営巣して、親が餌運びをしていた。親が餌を

運んで来ると雛の大きな声が聞こえてきた。 

粕谷和夫 繁殖4

① 

拝島6E 

 420 モズ 2013/4/23 ２羽 北浅川・東京天使
病院裏の用水堰上 

北浅川の陵北大橋上流から下流の東京天使病院裏の用水堰付
近」に行った。キジのさえずりが賑やかだ。キジバトが寒いた
めか体を丸めていた。モズのペアーがいて餌運びをしていた。 

粕谷和夫他 繁殖4
① 

拝島2B 

Ｆ 420 モズ 2013/4/23 ７羽 浅川南北浅川・城

山川合流付近 

モズの親子 2組。浅川サンクチュアリ野鳥カウント時に 2組の

モズ親子に出会った。巣立ち直後と思われる。1組は♂♀親と巣
立ち雛 2羽、もう一組は♂親と巣立ち雛 2羽であった。写真は
そのうちの巣立ち雛 1羽である。 

粕谷和夫 繁殖4

② 

八王子5K 

 420 モズ 2013/4/23 ２組 北浅川、城山川、

南浅川の 3川合流
地付近 

2組のモズ親子に出会った。巣立ち直後と思われる。1組は♂♀

親と巣立ち雛 2羽、もう一組は♂親と巣立ち雛 2羽であった。 

粕谷和夫他 繁殖4

② 

八王子5K 

 420 モズ 2013/5/3 ４羽 高月水田 巣立ち雛連れの親子（親 1＋雛 3） 粕谷和夫 繁殖4
② 

拝島6E 

 429 オナガ 2013/5/12 １羽 富士森公園 ツミの巣の近くで巣材運び 粕谷和夫 繁殖4

③ 

八王子6H 

F 429 オナガ 2013/5/23 ６羽 富士森公園体育館
下斜面 

営巣しているようです。カラスと争っていました。同じ場所で
毎回見ます。  

村山和夫 繁殖5
① 

八王子6H 

F 429 オナガ 2013/6/29 １羽 富士森公園 巣立ち後の若鳥、巣立ち後の若鳥です。口元や全体に幼さを感
じます。親鳥について、生き残る勉強中です。 

村山和夫 繁殖5
⑤ 

八王子6H 

 445 シジュウカ

ラ 

2013/5/17 ７羽 傍島玲子自宅（久

保山町） 

自宅の西側ガスメーター上の巣箱、本日１０：３０頃親鳥に促

されて次々に巣立つオリーブ色の羽がまぶしい 

傍島玲子 繁殖5

① 

拝島9C 

F 445 シジュウカ
ラ 

2013/5/24 ２羽 高尾山山頂付近 シジュウカラの親２羽が青虫を咥えていた。観察していると桜
の根元付近の樹洞に餌を咥えたまま入っていった。 

粕谷和夫 繁殖4
① 

与瀬9E 

 445 シジュウカ
ラ 

2013/5/29 １家 笹川佳子自宅（美
山町） 

そろそろ巣立ちと思い気になっていましたが、外出中に巣立っ
て行ったようです。庭が急に静かになって、ちょっとさびしい

気もします。親鳥に育てられ巣立っていくのが今まで当然の事
と思っていました。でも、雛育てのご苦労話しを知り、親に最
後まで育てられ無事巣立つということは、本当に大変な事なの

だとあらためて感じました。 

笹川佳子 繁殖5
① 

拝島0B 

F 445 シジュウカ
ラ 

2013/6/27 ９羽 粕谷自宅（天神町） 自宅庭の巣箱を覗いたら雛が 7羽いた。 粕谷和夫 繁殖5
① 

八王子6J 

Ｆ 457 ツバメ 2013/5/26 ２羽 程久保川・河畔中
程久保付近 

巣の補強のためでしょうか、2羽で仲良く泥を集めていました。 佐藤サヨ子 繁殖4
③ 

武蔵府中
2J 

Ｆ 457 ツバメ 2013/6/5 ７羽 京王高尾山口駅 高尾山口駅にはツバメの巣が 4つあり、全てツバメが利用して

いる。内 2つは改札口の中の両脇の階段下にある。内 2つは改
札口の外で、トイレ前と運賃表看板の上にある。この写真は運
賃表看板の上の巣で、写真には雛が 4羽写っているが、実際に

は巣中に雛が 6羽いた。 

粕谷和夫 繁殖5

① 

八王子1F 

F 461 イワツバメ 2013/5/6 25羽
+ 

浅川・大和田橋付
近 

八王子 8J、8K。今年も大和田橋にやってきたイワツバメ。巣造
りに餌取りに大忙しです。（①飛翔、②採泥、③空中で餌取り） 

佐藤哲郎 繁殖4
③ 

八王子8J 

F 461 イワツバメ 2013/6/22 ３羽 下恩方町（工業団
地内） 

巣立ちヒナ（３羽）、精密部品加工を行っている工場入口の３箇
所に巣があり、どれも親が入っていました。一つは下に落ちたフ

ンの様子から間もなく巣立ちとなりそうです。（添付画像の巣） 

清水盛通 繁殖5
① 

拝島0A 

 466 エナガ 2013/3/16 ２羽 宇津貫公園付近 クボノオキ湧水の近くでエナガを発見。よく見るとエゴノキに
巣を作って 2羽が巣に出入りしていた。巣作りの最後の段階の
ような感じであった。 

粕谷和夫他 繁殖4
③ 

八王子6E 

F 466 エナガ 2013/3/20 ２羽 富士森公園平和像

付近 

巣作りに使用するのか、2羽のエナガが羽毛を運んでいた。 村山和夫 繁殖4

③ 

八王子6H 

 504 ミソサザイ 2013/4/4 ２羽 高尾山・蛇滝付近 ミソサザイが蛇滝前の沢に 2羽、オスの 1羽はさえずりと巣材
運びをしていた。 

粕谷和夫他 繁殖4
③ 

八王子0F 

F 504 ミソサザイ 2013/5/12 １羽 裏高尾町・小下沢 公開探鳥会「裏高尾でオオルリを探す会」参加メンバーで観察。
ミソサザイが囀ったり、巣材（苔類）を忙しく運んでいた。一

般参加者の人達もしっかりと観察できたと喜んでいた。 

岡本昭男 繁殖4
③ 

八王子7H 

 504 ミソサザイ 2013/5/12 １羽 小下沢林道（浩宮
御成婚記念碑を過
ぎた所） 

浩宮御成婚記念碑を過ぎた所に巣材（苔）を銜えるミソサザイ
がいた。 

粕谷和夫他 繁殖4
③ 

与瀬7J 

 506 ムクドリ 2013/4/19 １羽 泉町 ムクドリが餌運びをしていた。巣には雛がいるものと思われる。 粕谷和夫他 繁殖4

① 

拝島4A 

 506 ムクドリ 2013/5/29 10羽
+ 

八王子みなみ野付
近 

スーパーSANWA3Ｆ駐車場、餌運び 粕谷和夫 繁殖4
① 

八王子6F 
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F 512 カワガラス 2013/4/13 １羽 北浅川 まだ冷たい水ですが何度も潜水を繰り返し川虫を咥えてヒナの
待つ巣に運んでいました。もうそろそろ巣立ちの時期でしょう
か・・・・  

清水盛通 繁殖4
① 

五日市7A 

 549 イソヒヨド

リ 

2013/5/6 １羽 JR八王子駅北口付

近 

昨年営巣した同じ場所（ビルの通気孔）へメス 1羽が餌のよう

なものを銜えて入り、約 1分後そこから出て来て飛び去ってい
た。既に雛が孵っているのであろうか。16時 30分から約 10間
の観察結果である。 

粕谷和夫 繁殖4

① 

八王子7J 

 549 イソヒヨド

リ 

2013/5/16 ２羽 JR八王子駅北口付

近 

♂♀がいた。♀は巣の近くで地鳴きのような声を連続して発し

ていた。♂は昨年営巣した同じ場所（ビルの通気孔）へ餌を銜
えて入り、約 1分後そこから出て来て飛び去っていた。15時 30
分から 16時 20分間に 2回給餌を行った。♂は 2回の給餌の間

に、巣より１階下の 2階のガラスまどに衝突するような行動を
何回も繰り返した。疑問の行動である。 

粕谷和夫 繁殖4

① 

八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/25 ２羽 イトウヨーカ堂狭
間町店５階駐車場

フェンス 

ヨーカドーのイソヒヨドリ調査に行って来ました。ヨーカドー
で５階の去年巣作りした反対側に巣作りしているようです。朝

１０：３０分から１：３０分の３時間ほど車の中から観察し、
時々外へ出て確認していました。１１：１１分に♂親が着まし
たが餌は咥えていませんでした。１２：５５分に巣があると思

われるところから雌が飛び出して屋上方面に飛んで行きました
が１：３０分までに戻ってきませんでした。又東側の車がめじ
ろ台方面に出る処のポールに♂１羽が止まっていました。現在

はまだ抱卵中かも知れません。 

福本順吉 繁殖5
③ 

八王子3G 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/26 １羽 イトウヨーカ堂狭
間町店５階駐車場
フェンス 

きょうもヨーカドーのイソヒヨドリを２時間ほど観察してきま
した。１１時～１２時までは中村后子さんも参加しました。私
は１時まで続けて５階のフェンスに来たのは４回のみでした。

それも雄のみで、餌も咥えていませんでした。雌が確認できず、
現在は抱卵中なのかも知れません。巣の方もまだ場所が確認で
きていない状況です。時間：１１時～１時の２時間車の中から

観察。イソヒヨドリ♂１。フェンスにきた時間：１１：０４、
１１：２８、１１：５０、１２：２１、の４回だけでした。 

福本順吉 繁殖5
③ 

八王子3G 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/28 ２羽 高尾駅南口高尾パ
ークハイツ A棟 

高尾駅南口の高尾パークハイツ A棟にイソヒヨドリがいるとい
う情報を今年の冬に一般市民から頂いた。5月 1日に角田幸男氏

と高尾パークハイツ A棟で屋上にいたイソヒヨドリ♂が南側の
10階ぐらいのベランダに飛び移ったところを観察した。5月 28
日に、このマンションかその周辺で営巣しているものと推定し

て調査に出かけた。マンションの北側（中央線線路側）に行っ
てみるとハクセキレイを追うイソヒヨドリの♂がいた。13時 5
分から 14時 45分の間にハクセキレイを追う飛翔が 2回観察さ

れた。ハクセキレイはマンションの北側の広告塔の隙間に営巣
していて、親が餌運びをしていた。観察を続けていると、イソ
ヒヨドリの♀も現れて、♂・♀ともに餌を銜えて飛んで来た。

しかし、巣の位置は中々特定できなかった。ようやく、マンシ
ョンの外側に設置されている非常用階段の下から 2つ目の階段
の曲がり角に出入りすることをつきとめた。13時 30分から 14

時 45分の間に 6回餌運びをした。 

粕谷和夫 繁殖4
① 

八王子2G 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/29 ２羽 イトウヨーカ堂狭
間町店５階駐車場
フェンス 

♂、♀。AM１０：３０分から１２：３５分まで。イトーヨーカ
ドー５階駐車場の防災扉の上部。２時間観察中、１１：１１分
に♂１羽が１回巣に入り３分後には出て行った。その為巣の場

所が特定された。その後近くまで♂は来るが巣に入る事は無か
った。１２：３９分に♀が出て行き、１２：３５分終了までに
は戻ってこなかった。巣に入った♂は餌を咥えていなかったので２番目

の抱卵中なのかも知れません。継続して観察を行ないます。 

福本順吉 繁殖5
① 

八王子3G 

 549 イソヒヨドリ 2013/5/31 ２羽 南大沢三井アウト
レット 

昨年と同じ場所（34番の屋上）で♂♀が空中の虫をとっていた。
北側の首都大学に餌をと捕りに行くこともあった。巣が有ると
思われるが場所は特定できなかった。 

粕谷和夫 繁殖4
① 

武蔵府中
0D 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/1 １家 高尾駅南口高尾パ

ークハイツ A棟 

高尾のイソヒヨドリですが、昨日（6/1）午後 4時 15分～同 30

分ごろ、餌運びの♂♀確認。今日（6/2）午前 10時 20分～10
時 50分の間、♂♀の餌運び確認。更に、同日午後 4時～同 20
分の間、♂♀の餌運びを確認、ヒナの巣立ちは未だでした。♂

♀の餌取りは、ＪＲの線路を北へ越えた付近や町田街道方面が
多く、線路上でも餌取りが見られた。 

川上恚 繁殖5

① 

八王子2G 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/3 ３羽
+ 

ぐりんうぉーく多
摩 

♀1羽が屋上駐車場の空調設備付近でフライキャッチングで虫
を捕まえ、屋上駐車場と入口スロープに間に懸かっている鉄筋

コンクリートの橋梁の下の約1m位横幅のある隙間へ虫を銜えた
まま入って行った。出できた時虫はなかった。この行動が繰り
返された。この橋梁下に巣があるか、あるいは巣立ち雛がいて、

給餌を受けているのではないかと考えた。また、空調設備の上
で♀がフライキャッチングした虫を別の1羽に与えるのを見た。
新しく現れたその 1羽は、口を大きく開き、翼を震わせ餌をね

だる幼鳥特有の「身振」をはっきりとしていた。空調機の下の
方にいたようだった。これはどういうことだろうか。もしかし
たら、早く巣立った雛がいたということだろうか、よくわからない。 

倉本修 繁殖4
② 

武蔵府中
1D 
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 549 イソヒヨドリ 2013/6/4 ４羽 三井アウトレット
パーク 

A駐車場の 4Fから粕谷さんが 5月 31日餌運びを確認した 34番
建屋の屋上を見渡した。♂♀親がいた。♀が空調機の並んでい
る設備に移ると突然下の方から 2羽の「巣立ち雛」が現れ、口

を大きく開いて餌をねだるように走り寄ってきた。 

倉本修 繁殖4
② 

武蔵府中
0D 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/4 ４羽 ぐりんうぉーく多
摩 

「ニトリ」の建物の西の端は、ニトリの屋上駐車場へ通じるス
ロープになっている。その 3ｍ位西に東京海上日動多摩総合グラ
ンドのネットを張ったフェンスが建っている。スロープに東か

ら建屋沿いが来客用の地上駐車場である。そのスロープを背に
して一番隅にニトリの広告マークをつけた軽ワゴン車が一台ポ
ツンと止めてあった。車両の前に赤いトンガリ帽子型の道路標

識盤を 2本立てていて、いかにも故障車ですという雰囲気だっ
た。AM8:5早朝なので駐車している車は一台もなかった。♀がフ
ェンス付近でフライキャッチングして虫を捕え、そのまま反転

してニトリの計ワゴン車の横に舞い降りた。すると車両の下か
ら突然「巣立ち雛」と思われる 2羽が走って出てきて、口を大
きく開き、翼を小刻みに震わせて餌をねだった。♀、雛に虫を

与えた。AM8:55、ニトリの社員が少しづつ出勤してきた。軽ワ
ゴン車近くの社員通用門から建物に入っていくのだが誰一人気
がつかない。AM10:47 ♀、雛に虫を与えた。雛 2羽が車の下か

ら日光の当っているアスファルト地面で翼を広げ、うずくまる
姿勢をとっている。これは何なのか。♀は軽ワゴン車の周辺で
昆虫を捕まえ雛に与えている。昆虫は無数にいる感じ。来客の

動きが激しくなってきた。車のドアの開閉などショッピングセ
ンターらしく騒がしくなってきた。私を含め、これだけの多数
の人が近くを出入りするのに誰ひとり気付かなかった。この人

間の盲点をついたような大胆な作戦は都市部に進出してきたこ
の鳥の面目躍如たるものがあり、観察していて楽しかった。 

倉本修 繁殖4
② 

武蔵府中
1D 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/4 ２羽 イトーヨーカ堂南
大沢店 

4月 22日 AM7:50♂1羽♀1羽 北東角にある広告塔の下にいた。 
5月 2日 PM2:20 2羽 屋上へ行き、ドアを出た途端、1羽が

飛び立った。構造物に遮られて見失った。♂♀判別できなかっ
た。その時、広告塔の上に♂1羽がとまっていた。 
6月 4日 PM2:00 屋上へ行ったが気配はなかった。 

倉本修 繁殖5
③ 

武蔵府中
0D 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/5 １家 高梨自宅（明神町） 2013.6.3 自宅（明神町）5Fの南ベランダ（欄干） 早朝 6時

～8時頃まで巣立ったばかりと見られる雛 1羽、親（♀）が 15
～30分おきに餌を運ぶ（餌をちらつかせる時もあった）。50cm
離れた所で観察できたが、雛は恐れる様子はなかった。 

2013.6.4 5Fの北ベランダ（欄干） 早朝 6時～午前中（雨） 
雛 2羽（1羽は 6月 3日の雛と見られる）をおき、同じように親
（♀）が餌を運ぶ。 

2013.6.5 5Fの北ベランダ 朝 8時頃～10時頃まで 雛 2羽（6
月 4日の雛と思われる）。同じ光景。しばらくして 1羽が飛び
去り 20分程してもう 1羽も飛び立った。この日以来、雛は見ら

れなくなった。 

高梨規子 繁殖4

② 

八王子7J 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/5 ４羽 ぐりんうぉーく多
摩 

♂が「ぐりんうぉーく」のテナント屋上の空調設備の上にとま
っていた。ニトリ駐車場に軽ワゴン車が一台、昨日と同じ位置
にポツンと停車していたが、雛の姿はなかった。♀も見えなか

った。雛 2羽はスロープと屋上駐車場の間の橋梁の上にいた。6
月 3日♀が餌運びをしていたあの橋梁の隙間だ。ニトリの軽ワ
ゴン車の下からここへ移動していたのだ。橋梁の上部、つまり

車の進入路の北側に通路に沿って消火器とか色々な設備が並ん
で設置されていて、雛はそれらの隙間を出入りしながら元気よ
く動きまわっていた。♀がフライキャッチングして捕った虫や

地上で捕えた虫を雛に与えた。 

倉本修 繁殖4
② 

武蔵府中
1D 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/5 ２羽 イトウヨーカドー
狭間店５階駐車場 

♂、♀各１、観察時間：１２：５５から１：２５まで （他に
用事があった為）、駐車場に付いたのが１２：５５分、その４
分後５９分に雄のイソヒヨドリが餌を咥えフェンスに止まり巣

のある（特定済み）方向へ周囲を気にしながら歩き出して一気
に巣の中に飛び込んだ。その後１：１４分に雌がフェンスに止
まりやはり周囲を気にしながら駐車場に降りて餌を確保してフ

ェンスに上がり、巣の方向に歩き出し、雄に合図をすると瞬間、
雄が巣から飛び出し、変りに餌を咥えた雌が巣に飛び込んだ。
その後観察中止して駐車場を離れるまで両方ともこなかった。

続けて観察いたします。  

福本順吉 繁殖5
③ 

八王子3G 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/11 ２羽 イトウヨーカドー
狭間店５階駐車場 

イソヒヨドリ♂、♀各１。１２：５５から１：２５まで。駐車
場に付いたのが１２：５５分、その４分後５９分に雄のイソヒ
ヨドリが餌を咥えフェンスに止まり巣のある（特定済み）方向

へ周囲を気にしながら歩き出して一気に巣の中に飛び込んだ。
その後１：１４分に雌がフェンスに止まりやはり周囲を気にし
ながらチュウ借状に降りて餌を確保してフェンスに上がり、巣

の方向に歩き出し、雄に合図をすると瞬間、雄が巣から飛び出
し、変りに餌を咥えた雌が巣に飛び込んだ。その後観察中止し
て駐車場を離れるまで両方ともこなかった。続けて観察いたし

ます。 

福本順吉 繁殖5
③ 

八王子3G 
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 549 イソヒヨドリ 2013/6/11 声 高尾駅南口（高尾
看護学校近くのマ
ンション） 

高尾看護学校近くのマンション、「ゴールデンパレス」で 6月 7
日と 11日、次のような行動を見ました。6月 7日 12:30頃、ヒ
ーピーヒョロリという囀りと、別のところでヒッ、ヒッ、カッ

カッカと鳴くイソヒヨの声が聞こえた。その後、1羽のハシボソ
ガラスを追いかける姿が見え、ゴールデンパレス」最上階のベ
ランダから別の 2羽のカラスを追い払う姿がみえた。そのあと

もずっと屋上で鳴いていた。6月 11日 12:15頃、屋上のアンテ
ナ上で 1羽がさえずっていた。住民の一人に話を聞くことがで
き、よく隣のマンション「ソアーヴェ」の東側(町田街道側）非

常階段にいるのを見るとのことでした。以上の様子からゴール
デンパレスまたはソアーヴェのいずれかのマンションで営巣し
ている可能性が高いと考えました。 

横山由美子 繁殖5
④ 

八王子2G 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/11 ２羽 高尾駅南口（スー

パーグルメシテ
ィ） 

最近私も、イソヒヨドリの声、姿を見かけます。２羽以上いま

す。１１日は、スーパーグルメシティ北側で♂が街灯の上で囀
っていました。とおりががりの女性もよく見かけると言ってい
ました。 

千葉槇子 繁殖5

④ 

八王子2G 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/17 ２羽 イトウヨーカドー

狭間店５階駐車場 

雄、雌 各１、６月１５日「土」、時間：♀ＰＭ５：２０、♂

ＰＭ５：２５、状況：外出した時に夕方寄って観察してたら２
羽共餌を咥えて巣に入った。中で雛の声がかすかに聞こえた。 
 ♂、♀各１、６月１７日「月」、時間：ＰＭ１：１５から２：

４５まで４回ほど餌を咥えて巣に運びいれていた。写真撮影を
行なったので添付します。なお巣立ちは今週末ぐらいｋも知れ
ま寸。 

福本順吉 繁殖5

③ 

八王子3G 

 549 イソヒヨドリ 2013/6/19 ２羽 イトウヨーカドー

狭間店５階駐車場 

ヨーカドーのイソヒヨドリは１８日に巣立ちしたようです。１

７日には雛がないて騒いでいましたがきょうは親も来なくて雛
も鳴いているようすはありませんでした。６月１８日「火」に
イソヒヨドリは巣立ちしたようです。もう一組繁殖しているよ

うですが場所が特定できていません。 

福本順吉 繁殖5

③ 

八王子3G 

F 558 キビタキ 2013/6/5 １羽 高尾山頂付近 高尾山野鳥定期カウントの 6月の蛇滝コースではキビタキのオ
スを 13羽確認できた。内の 1羽、高尾山頂付近で餌運びをして
いるところを観察できた。 

粕谷和夫 繁殖4
① 

与瀬9E 

 558 キビタキ 2013/6/27 ３羽 宇津貫緑地 キビタキの親子が宇津貫緑地のホタル沢にいた。3羽いて、その

うち 1羽は成鳥雄で他の 2羽は雌型であった。この 2羽のうち
少なくとも 1羽は巣立ち雛と思われる。先月、先々月のカウン
ト時にさえずっていたので、ここで繁殖したと思われる。キビ

タキはこの 3羽と離れた場所でもう 1羽の雄のさえずりが聞こ
えた。 

粕谷和夫他 繁殖4

② 

八王子6E 

 569 スズメ 2013/6/13 ２羽 高尾山麓高尾橋付
近 

イロハカエデの枝で交尾を繰り返していた 千葉槇子他
（定期 C琵琶

滝 C） 

繁殖4
⑤ 

八王子1F 

F 569 スズメ 2013/6/20 １羽
+ 

八王子市泉町 スズメの狭い宿、親１羽+雛、住宅地のガレージ、金属柱の横向
きの小さい穴にスズメが営巣。四角い穴の入口の大きさは約 3cm
×7cm、この大きさで奥まで続いていて、中が広くなっている訳

でない。餌を咥えた親が中に入ると、巣中の雛が大騒ぎしてい
る声が聞こえてきた。 

粕谷和夫 繁殖5
① 

拝島4A 

 573 キセキレイ 2013/5/22 １羽 案内川・高尾橋付
近 

巣があると思われる排気孔から雛の糞を銜えて出て来て、白い
糞を川に流した。 

粕谷和夫他
（高尾周辺

探鳥会） 

繁殖5
① 

八王子1F 

 574 ハクセキレ
イ 

2013/5/5 ２羽 浅川右岸北野処理
センター前付近 

ハクセキレイ交尾、♂♀各 1羽、交尾前に♂が偽傷のように羽
を広げて歩き回り、その後交尾。♂♀の黒味の違いがよくわか
った。 

佐藤哲郎 繁殖4
⑤ 

八王子8J 

F 574 ハクセキレ

イ 

2013/5/28 １羽 高尾駅南口高尾パ

ークハイツ A棟 

高尾パークハイツA棟の裏側の広告塔の隙間に巣があるらしく、

餌を咥えたハクセキレイがこの隙間に入って行った。 

粕谷和夫 繁殖4

② 

八王子2G 

F 575 セグロセキ
レイ 

2013/4/24 ３羽 浅川・ふれあい橋
下 

川の浅瀬にセグロセキレイ親 1羽と巣立ち直後と見られる雛 2
羽がいて、親に餌をねだったいた。  

粕谷和夫 繁殖4
② 

武蔵府中
3K 

F 575 セグロセキ
レイ 

2013/5/5 １羽 浅川左岸（一番橋
下流約 450m） 

上面がグレーのセグロセキレイがいた。明らかに幼鳥の色をし
ていたが時期的には早いような気がした。 

岡本昭男 繁殖5
⑤ 

武蔵府中
2K 

          

８．行動        

F 5 キジ 2013/3/5 ２羽 集いの森公園入口
スーパーフードワ
ン前/野原 

雌、雄に気を取られていたら別の方向から雌が飛び出してきた。 村山和夫  八王子6G 

F 5 キジ 2013/3/5 ２羽 集いの森公園入口

スーパーフードワ
ン前/野原 

雄、歩道を歩いていると左手の草叢からいきなり飛び出て来た。

胸がときめくような美しい雄であった。 

村山和夫  八王子6G 

F 5 キジ 2013/3/23 １羽 集いの森公園 雄、早朝 6時過ぎ、ラッパの壊れたような鳴声で見つけた。私
を見ると慌てて草叢に逃げ込んだ。 

村山和夫  八王子6G 

F 5 キジ 2013/4/10 ２羽 八王子集いの森公

園 

歩道に出て番で採食していました。傍にはキジバトも数羽一緒

でした。  

村山和夫  八王子6G 

F 5 キジ 2013/4/23 １羽 八王子集いの森公
園 

雄、珍しく昼間の畑地に出て来て雄 1羽で採食していた。15Ｍ
位離れてしゃがんで見ていたが恐がる様子は無かった。 

村山和夫  八王子6G 
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F 5 キジ 2013/5/15 １羽 八王子集いの森公
園芝生広場横の畑 

雉（雄）、集いの森では雉に出会う確立が高い。何気無く畑の
方を見ると雄が 1羽で採食していた。  

村山和夫  八王子6G 

F 30 マガモ 2013/2/4 ８羽 浅川・ふれあい橋
付近 

浅川に「野鳥が集うスポット」を見出した。ふれあい橋の下付
近で、カワウ 11羽が集団採餌している所にダイサギ 10羽が来

ていた。さらにこの場所にマガモが 8羽、カルガモが 7羽いて、
カワウの魚猟に連れだって移動しながら採餌していた。カワウ
の集団採餌に便乗してダイサギが集まる行動はよくあるが、カ

モ、特にマガモも一緒に行動していた。マガモはどういうメリ
ットがあるのだろうか。この場所近くには、他にアオサギ、コ
ガモ 1、セグロセキレイ 1、ハクセキレイ 2、ムクドリ 5、ツグ

ミ 1、ハシボソガラス 3、アオジ 1、ドバト 7がいた。まさに野
鳥が集うスポットである。 

粕谷和夫他  武蔵府中
3K 

F 38 コガモ 2013/1/26 30羽
+ 

浅川・左岸長沼橋
上流さいかち池 

さいかち池で越冬中のコガモ、写真一番左の♀に対し、数羽の
♂が取り囲み、求愛ディスプレイをしていた。この写真では 2

羽の♂が求愛ディスプレイをしている。 

粕谷和夫  八王子9H 

F 38 コガモ 2013/4/24 ２羽 浅川左岸長沼橋上
流（さいかち池） 

フジが咲いてもコガモが残る。藤の花が咲いている中でコガモ
がまだ 4ペアー8羽が残っていた。バンも成鳥 1羽の姿を確認で
きた。ミツバウツギが咲いていた。  

粕谷和夫  八王子9H 

F 38 コガモ 2013/4/27 ２羽 浅川左岸長沼橋上

流（さいかち池） 

4月 24日には 8羽残っていたさいかち池のコガモが 4月 28日は

2羽に減っていた。  

粕谷和夫  八王子9H 

F 38 コガモ 2013/5/3 ６羽 高月浄水場の池 飛んでいる虫を捕るコガモ。浄水場の池にコガモ 6羽（♂3、♀
3）が未だいて、水面の上を飛んでいる虫を捕まえて食べていた。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 74 キジバト 2013/2/8 １羽 高尾山 11号目茶屋
の前 

高尾山11号目茶屋の前で昼飯を食べているとドバト化したキジ
バト 1羽が餌をねだりにやってきた。無視するとキジバトは近

くで眠ってしまった。 

粕谷和夫  八王子0F 

F 74 キジバト 2013/6/23 ３羽 高尾山 6号路琵琶
滝付近 

山桑の実は野鳥の大好物。キジバトが人を恐れず、夢中で果実
を啄ばんでいました。 

村山和夫  八王子0F 

F 127 カワウ 2013/1/19 75羽 浅川・大和田橋上
流 

75羽ほどの大群が大和田橋より上流に飛来したのは久しぶりで
す。水管橋あたりでＵターン、下流に引き返した。 

若狭誠  八王子7K 

 127 カワウ 2013/1/26 40羽

± 

浅川・山田川合流付

近の水管橋上流側 

カワウ約 40羽とダイサギ約 30羽の合同集団を観察できた。 粕谷和夫他  八王子8J 

F 127 カワウ 2013/1/28 ２羽 南浅川・睦橋下流
側 

南浅川に「野鳥が集うスポット」を見出した。睦橋下流側の橋
の直ぐ下で、1月 28日の 15時頃の約 30分間、西日が当る所に
カルガモ約 20、コガモ 5、コサギ 1、イカルチドリ 1、セグロセ

キレイ 1、カワセミ 1、カワウ 2が集まっていた。カワセミはダ
イビングを見せてくれた。この野鳥達を観察する通行人が約 10
名いて、数名からはあの大きな黒い鳥は何ですかとカワウにつ

いて尋ねられた。南浅川の素晴らしいスポットである。この日、
直ぐ下流の舟田川合流地にはタシギ 1もいた。 

粕谷和夫  八王子4J 

F 127 カワウ 2013/2/8 １羽 案内川・落合橋付
近 

南浅川の支流の案内川、こんな上流にもカワウが現れ採餌して
いた。 

粕谷和夫  八王子1F 

 127 カワウ 2013/2/28 １羽 南浅川・舟田川合

流点 

足環付きカワウ。２月２８日 南浅川の舟田川合流点で、足環

をつけたカワウ１羽を見ました。黄色の地色の足環で上から「３
３Ｒ」と黒で表示してありました。他方の足には、何か細い環
がありましたが、特段の表示などはみえませんでした。昨年の

３月５日にも同じ水域で、左足に黄色の地に「３３Ｒ］の表示
の足環を、右に白灰色の幅のある金属環をつけた個体を見てお
り、こちらは山階鳥研から、「２０１１年５月２０日に夢の島

の貯木場で幼鳥に符したもの」との情報を得ましたが、今回の
ものが同一個体まで意味するかは未確認です（環の表示が鮮明
で、新しい感じでした）。 とりあえず、ご報告します。 

山下弘文  八王子4J 

F 127 カワウ 2013/4/4 １羽 南浅川の舟田川合

流付近 

16時 15分、右足に黄色のカラーリング有り、「33R」の文字が

読み取れた。左足にも足環あり。カワウはこの個体 1羽だけで、
他にカルガモが同じ場所に 1羽いた。この個体は東京工科大学
のコロニーで営巣しているカワウである。  

粕谷和夫  八王子4J 

 127 カワウ 2013/5/20 ２羽 南浅川・舟田川合

流点 

本日（２０日）南浅川でまた足環（黄色３３Ｒ）付きカワウを

見つけました。３月、４月に続いての記録です。場所は第五小
学校の裏に当たる舟田川との合流地点の堰です。２羽で魚をと
っていました。下流に飛び、私は上流にむかいましたが、３０

分ほどしてまた戻ってきたら再度きていました。泳いでいると
きには、識別は難しいですが、右足の黄色は水中でも見えるこ
とがあり、チャンスを待って、３３Ｒを確認するようにしてい

ます。 

山下弘文  八王子4J 

 127 カワウ 2013/6/8 80羽 浅川、日野高校前 アオサギ１０、ダイサギ５との集団 阿江範彦  武蔵府中
4K 

F 139 ゴイサギ 2013/2/21 ３羽 浅川左岸・長沼橋
上流さいかち池 

ホシゴイ、よく晴れた日に竹薮にじっと佇んでいました。 村山和夫  八王子9H 

F 144 アオサギ 2013/1/5 １羽 浅川・高幡橋上流 緑 12番のカラーリング付き、左足に 12番のカラーリングを付

けたアオサギがいました。右足にも脚環が付いています。 

登坂久雄  武蔵府中

2K 
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F 144 アオサギ 2013/3/3 １羽 浅川・ふれあい橋
上流 

嘴と足が赤くなっています（婚姻色）。 登坂久雄  武蔵府中
3K 

F 144 アオサギ 2013/6/2 ２羽 浅川・一番橋下流 定期カウントの中で2羽のアオサギが仲良く並んでやってきた。
あれあれと思っていたら一瞬のうちに交尾は終わってしまい、

撮り損なってしまいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
1K 

F 146 ダイサギ 2013/4/14 １羽 北浅川・東京天使
病院裏の堰の上 

ダイサギが魚を捕った。同じ場所にカワウ 2羽がいて同じよう
に魚を捕っていた。バン 2羽は同じ場所にいた。 

粕谷和夫  拝島2B 

 148 コサギ 2013/2/1 ３羽 川口川・宮田橋付
近 

川口川に「野鳥が集うスポット」を見出した。宮田橋下流側の
橋の直ぐ下で、2月 1日の 16時 50分頃の約 10分間、カルガモ

40、コガモ 1、コサギ 3、カワセミ 1、アヒル 2がいた。カルガ
モに餌をやる人が1人きて餌を播くとカルガモが集まりだした。 

粕谷和夫  拝島2C 

F 148 コサギ 2013/2/2 ３羽 川口川・宮田橋下
流 

川口川に「野鳥が集うスポット」を見出した。宮田橋下流側の
橋の直ぐ下で、2月 1日の 16時 50分頃の約 10分間、カルガモ

40、コガモ 1、コサギ 3、カワセミ 1、アヒル 2がいた。カルガ
モに餌をやる人が1人きて餌を播くとカルガモが集まりだした。
（この写真にはコサギ 3羽のうち、1羽しか写っていない） 

粕谷和夫  拝島2C 

F 148 コサギ 2013/2/23 ７羽 浅川・山田合流付

近の水管橋 

最近浅川ではコサギが少なくなったが、この日はコサギ７羽が

集団で下流方向から飛んで来て水管橋の上に止まった。しばら
くして上流方面に飛んでいった。 

粕谷和夫  八王子8H 

F 148 コサギ 2013/3/1 １羽 泉町湧水群（泉橋
付近） 

八王子市泉町湧水群の遊水地にコサギがやってきた。直ぐ近く
にカワセミも来た。 

粕谷和夫  拝島4A 

 148 コサギ 2013/3/9 39羽 多摩川・中央線鉄

橋上流 

8：15、左岸の水辺にコサギばかりの大きな群れがじっとしてい

た 

神谷古牧  立川1C 

 148 コサギ 2013/5/16 1羽 浅川・浅川橋下流 いつもは黄色い足の指ですが赤い指のコサギがいた。目先も赤
みがかっておりコサギの婚姻色でこの時期だけ現われる色のよ
うです。飾り羽もきれいでした。 

定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子6K 

 175 オオバン 2013/3/3 ５羽 多摩川・立日橋 14：55、橋の上から見ると 100㍍程下流に 5羽まとまって泳い

でいた  

神谷古牧  立川2B 

 175 オオバン 2013/3/16 ８羽 多摩川滝山城跡下 昭和堰上部水面でカルガモとともに行動。 多摩川滝山城跡下
定期 C（倉本・宮越） 

拝島6E 

F 193 ヒメアマツ
バメ 

2013/2/9 ５羽 浅川右岸・長沼橋
上流ネオコープマ

ンション付近 

この時期にツバメが飛んでいるとは信じられなかった。すごい
速さで縦横無尽に飛び回り北風の強い中で元気一杯であった。 

村山和夫  八王子9H 

 193 ヒメアマツ
バメ 

2013/3/2 30羽
+ 

日野市栄町 16：10、多摩川谷地川合流部付近の上空を飛び交う。この付近
で見るには大きな群れ。 

神谷古牧  立川1B 

 286 ユリカモメ 2013/2/17 ２羽 多摩川、日野クリ
ーンセンター前。 

上流へ飛ぶ。 阿江範彦  武蔵府中
4K 

F 299 セグロカモ

メ 

2013/1/26 １羽 浅川・北野総合卸

売センター前 

この付近で見るのは極めて珍しい。 村山和夫  八王子9H 

F 299 セグロカモ
メ 

2013/3/22 １羽 日野市南平 5丁目
浅川右岸一番橋約
500m下流 

セグロカモメがキラキラ光る錦鯉を食べていた。カラスが近づ
いてきたのでくわえて飛び立とうとしたが失敗。そのまま食べ
続けた。左足を怪我しているのか地面に着こうとはせずにバラ

ンスを保とうと何度も羽ばたきをする。その大きな羽ばたきに
嫌気をさしたのかいつの間にかカラスは立ち去る。 

岡本昭男  武蔵府中
2K 

 375 セグロセキ
レイ 

2013/4/18 2羽 浅川・萩原橋付近 セグロセキレイのヒナへの給餌を観察した。親は場所を変えな
がらヒナが餌を取りにくるよう誘導していた。 

定期Ｃ（若狭
誠他） 

 八王子6K 

F 383 カワセミ 2012/12/19 ２羽 南浅川五月橋付近 15時 30分頃から 30分以上、2羽で争っていました。組んだま

ま、川に落ちたり激しいものでした。 

村山和夫  八王子4J 

F 383 カワセミ 2013/1/15 １羽 南浅川・綾南公園
こどうばし付近 

前日の積雪で凍るような浅川に何度もダイブして餌取りをして
いました。 

村山和夫  八王子3H 

 383 カワセミ 2013/1/25 １羽 泉町 湧水路からの水路の上を飛んで行った。 粕谷和夫他  拝島4A 

F 383 カワセミ 2013/1/30 １羽 南浅川・むつみ橋
付近 

風が強い日で揺れる葦に止まり、オットットという感じのカワ
セミでした。 

村山和夫  八王子4J 

F 383 カワセミ 2013/2/3 １羽 川口川・川口川橋

上流 

鳥が集うスポットを川口川で見つけた。川口川橋の上流側であ

る。ここには流速のある本流の他にカワセミが魚を捕りやすそ
うな場所があり、そこでカワセミが魚を捕っていた。また、雨
水や生活排水が流入している所もあり、そこにはジョウビタキ、

ツグミがきていた。草地のところにはカワラヒワ、ツグミもい
た。約 30分の短い間に 8種を観察できた。 

粕谷和夫  八王子6K 

F 383 カワセミ 2013/3/1 １羽 泉町湧水群（泉橋
付近） 

八王子市泉町湧水群の遊水地にカワセミがやってきた。直ぐ近
くにコサギも来た。 

粕谷和夫  拝島4A 

 383 カワセミ 2013/3/26 ２羽 泉町（南松枝公園

の南側の水路） 

南松枝公園ではウグイスのさえずりが聞こえ、ジョウビタキの

オスもいた。同公園のカエデにはメジロの古巣があった。カワ
セミが南松枝公園の南側の水路に２羽いた。 

粕谷和夫他  拝島4A 

F 383 カワセミ 2013/5/8 １羽 八王子片倉城跡公
園入口側の池 

雄、盛んに池に飛び込んでいた。魚を獲るのではなく、水浴び
をしている様子だった。 

村山和夫  八王子7G 

F 390 コゲラ 2013/2/18 １羽 高幡台団地緑地 カメラを設定している間にアカゲラの姿を見失ったので捜して

いると今度はコゲラがあらわれた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 
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F 390 コゲラ 2013/3/17 ２羽 北浅川・小田野中
央公園 

小学生がスマホを向けて至近から動画を撮っていましたが、全
く関せずに蕾の膨らんだ桜の木で採餌していました。 

清水盛通  拝島1A 

F 397 アオゲラ 2013/1/30 １羽 高幡台団地緑地 ♀、2，3日前に声を聞いたが姿を確認していなかったので姿を
見たのは実に久しぶりでした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 397 アオゲラ 2013/2/4 １羽 小山内裏公園 ♀だった。 倉本修  八王子9C 

F 397 アオゲラ 2013/3/3 ２羽 集いの森公園スー

パーフードワン側
斜面林内 

ここ数日は毎日のように見る。昨日は特徴ある声で盛んに鳴い

ていた。今日は番で行動。高い樹木のテッペン付近で採食。 

村山和夫  八王子6G 

F 397 アオゲラ 2013/3/9 １羽 高尾山 4号路つり
橋付近 

上から降りて来て、左側に現れた。動きが速く一声鳴いて飛び
立った。異なる鳴き声が聞こえた。近くにもう 1羽いた様子だ

った。 

村山和夫  八王子0E 

F 397 アオゲラ 2013/3/10 １羽 八王子集いの森公
園 

盛んに鳴いていた。この場所では稀にアカゲラも観察出来る。 村山和夫  八王子6G 

F 397 アオゲラ 2013/5/5 １羽 浅川右岸の河原
（高幡橋上流約
300m） 

河原のヒバリなどを観察していると突然、目の前の木に一旦止
まってから、我々のいないところに生えている枝が込み合った
木に身を隠すように移り、やがて飛び去った。赤さが見事なア

オゲラだった。 

岡本昭男  武蔵府中
2K 

 420 モズ 2013/1/25 １羽 泉町 住宅内にあった田んぼが休耕田となり、その休耕田で採餌して
いた。 

粕谷和夫他  拝島4A 

 420 モズ 2013/4/4 １羽 京王線狭間駅南側
のもと育苗場の空

地 

2013年 4月 4日夕方 6時ごろ、♂のモズが、ぐぜり鳴きをして
いました。チーツーチーツージュルジュルと、ものすごい早口

でにぎやかに鳴き続けているので、変わった鳥がいるのかと探
すと、♂のモズ１羽が常緑広葉樹の枝の中で鳴いていました。
京王線狭間駅南側のもと育苗場の空地の石段横の金網際の木で

す。ここは今、体育施設を作るため、木を切り倒し、工事中で
すが、切り倒される木が少ないことを祈っています。モズが鳴
いていた狭間駅南側の元農林省育苗場について今日、工事現場

の警備の方に聞きました。この場所は大きな体育館とサッカー
コートにするため敷地内のほとんどの木は伐採してしまうとい
うことです。町田街道沿いの元畜産試験場跡地、狭間公園、元

育苗場のコースは私の愛する散歩道で、今年の 3月にはアオゲ
ラ、アカゲラ、コゲラ、シメ、シロハラ、ツグミ、ヤマガラ、
エナガ、カワラヒワ、シジュウカラ、モズと出会うことが出来

ました。元畜産試験場跡地も以前は麦畑でヒバリが歌っていた
地が草原になり、ツグミが群れていましたが、今は半分以上が
アスファルトに覆われた駐車場となっています。駅近くの平地

にトリの遊ぶ空間があるということは無駄の象徴なのでしょう
ね。 

横山由美子  八王子3G 

F 427 カケス 2013/1/23 ２羽 高尾山・3号路 2羽のカケスが大声で鳴き合いながら枝を移動していました。 村山和夫  八王子0E 

F 427 カケス 2013/5/17 １羽 高尾山 1号路蛸杉付近  村山和夫  八王子0F 

F 427 カケス 2013/6/16 １羽 高尾山 5号路 ホトトギスの鳴き声で飛び出して、樹上に止まった鳥を写して
見たらカケスであった。 

村山和夫  与瀬9E 

 432 ヒヨドリ 2013/4/18 85羽 浅川・浅川橋下流 北に向かうヒヨドリ 85羽の大きな群れ、ヒヨドリの春の渡りで

す。他に 15羽、30羽の群れも渡っていった。 

定期Ｃ（若狭

誠他） 

 八王子6K 

 435 ハシボソガ
ラス 

2013/1/12 ２羽 川口川・新清水橋
付近 

2羽のハシボソガラスが 1羽のハシブトガラを追い払った。カラ
スがタカを追い払う行動はよくあるが、カラス異種間でもこの
ような行動があるのを始めてみた。 

粕谷和夫他  拝島5B 

F 435 ハシボソガ

ラス 

2013/1/12 ２羽 川口川・仲田橋付

近 

ハシボソガラス３羽が水面に降りて、水面にくちばしを入れて

採餌したいた。この写真は 1羽の採餌行動を追ったものである。
水中に眼を入れる直前は白い瞬膜が見えている。 

粕谷和夫  拝島5A 

F 435 ハシボソガ
ラス 

2013/2/8 １羽 高尾山 1号路（男
坂・女坂付近） 

男坂、女坂の間の杉のテッペンにハシボソガラス 1羽がいて、
盛んに鳴いていた。その後少し低い落葉樹に移ったので写真が

撮れた。高尾山でハシボソガラスは珍しい。 

粕谷和夫  八王子0F 

F 435 ハシボソガ
ラス 

2013/2/18 １羽 八王子みなみ野ニ
ュータウン 

住宅地の路上で袋に入れられた生ごみをカラスの集団がひき散
らかしていた。カラスはハシブトガラスでなく、ハシボソガラ
スであった。数は 8羽であった。傍を自転車が通過したが、生

ごみを夢中で食べていて、カラスは逃げなかった。 

粕谷和夫  八王子6F 

 441 コガラ 2013/5/7 声 高尾山・富士道 富士道でツツドリの声を聞くことができた。 粕谷和夫他  八王子0E 

F 442 ヤマガラ 2013/1/5 １羽 佐藤サヨ子自宅
（日野市） 

私の家の中、私の家には毎日 10数羽のヤマガラがやってきます
が、その中の 1羽が部屋の中が気にいったのか 4時間以上部屋
の中で過ごしました。これはその 1部分です。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 442 ヤマガラ 2013/1/29 ７羽 高尾山・11丁目茶

屋付近 

コガラ、シジュウカラ、ゴジュウカラとの混群でした。数日前

にも同じ場所で同じ構成の群れを見ています。 

村山和夫  八王子0F 

 442 ヤマガラ 2013/4/11 １羽 高尾山 2号路さる
園の下付近 

モミの幹の穴から、飛び出した。営巣？ 千葉槇子他
（定期 C琵琶
滝 C） 

 八王子0F 

 442 ヤマガラ 2013/4/11 ２羽 高尾山 2号路さる

園の下付近 

飛び出した穴の近くの枝で求愛給餌のような行動を観察。 千葉槇子他

（定期 C琵琶
滝 C） 

 八王子0F 
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F 443 ヒガラ 2013/1/11 １羽 高幡台団地の庭 ：裏山から帰って団地に戻ると庭の木にヒガラがいた。 佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 443 ヒガラ 2013/1/21 ２羽 長池公園 シジュウカラ、エナガ他の混群の中にいた 倉本修  武蔵府中
1C 

 443 ヒガラ 2013/3/29 １羽 小山内裏公園・戦

車道 

近くにシジュウカラ 3羽いたが、全く別行動していた。短い囀

りをしていた。 

倉本修  八王子9C 

F 445 シジュウカ
ラ 

2013/2/23 １羽 浅川左岸・長沼橋
上流さいかち池 

朝は寒かったが 10時過ぎると気温が少し上がり、シジュウカラ
がさえずり出した。 

粕谷和夫  八王子9H 

 445 シジュウカ
ラ 

2013/3/16 １羽 宇津貫公園 シジミチョウが飛んできて、何かと確認しようと双眼鏡を向け
るとシジュウカラが飛んできて蝶を食べてしまった。 

粕谷和夫他  八王子6E 

F 445 シジュウカ

ラ 

2013/5/21 ２羽 富士森公園 記念碑の尖った先端で囀る四十雀。この場所が好きなようで、

よく見かけます。 

村山和夫  八王子6H 

F 452 ヒバリ 2013/1/21 １羽 浅川・大和田橋下
流 

浅川中流域で久しぶりにヒバリを見ました。数羽のカワラヒワ
と一緒に中洲で採餌していました。 

若狭誠  八王子7K 

F 452 ヒバリ 2013/2/17 ３羽 浅川右岸・河原、
浅川右岸高幡橋と

一番橋の中間地点
あたり 

一番橋～多摩川合流点の定期カウントでリーダーより報告済み 岡本昭男  武蔵府中
2K 

F 452 ヒバリ 2013/3/3 ３羽 浅川・一番橋下流 地上でさえずりの練習をしていました。 登坂久雄  武蔵府中
2K 

 457 ツバメ 2013/4/20 40羽

± 

浅川・浅川橋下流

側 

ツバメの集団採餌。14時頃。天気は小雨が降り出した時。浅川

橋下の段差工（最近堰が段差工に改修された）の上流側の幅広
くなった浅い流れの水面上の 1ｍ前後の低い所を川幅全体に繰
り返し飛翔していた。集団で採餌飛翔をしていたものと思われ

る。イワツバメは無く、カルガモ 3、コサギ 1が同じ場所にいた。 

粕谷和夫  八王子6K 

F 457 ツバメ 2013/5/17 ３羽 八王子集いの森公
園芝生広場横の畑 

珍しく畑に降りた。土を運ぶのか、虫を探しているのか判らな
かったが。 

村山和夫  八王子6G 

 457 ツバメ 2013/5/29 10羽
± 

八王子みなみの駅
付近 

ツバメ約 10羽がハシブトガラス 1羽をモビング 粕谷和夫  八王子6F 

F 457 ツバメ 2013/6/19 ３羽 高幡台団地の我が

家の前の電線 

居間で昼食を食べていると目の前の電線に 1羽の鳥が止まって

いた。さっきまでヤマガラやシジュウカラの幼鳥が行ったり来
たりしてあるものは私の部屋に入ってきたりしていたのでシジ
ュウカラかなと思ったのですが、堂々としているし、ネクタイ

も全くないので双眼鏡でよく見てみるとツバメでした。この辺
ではたまに腰赤を見ることはありますが普通のツバメは小学校
のあたりまでしか来ないので珍しいと思っていたらまた 1羽増

え、3羽になりました。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

 463 ヒヨドリ 2013/3/2 １羽 小宮公園 ヒヨドリが地上におりてオオバジャノヒゲの黒い実を食べてい
た 

粕谷和夫他  拝島7A 

 463 ヒヨドリ 2013/3/5 １羽 高月水田 ヒヨドリがブロッコリの葉を食べていた。毎年今頃のヒヨドリ
の光景である。タヒバリ約 15羽が未だ田んぼにいた。カシラダ

カも群で採餌していた。 

粕谷和夫  拝島6E 

F 463 ヒヨドリ 2013/3/16 １羽 八王子市みなみ野
の毘沙門天の前 

毘沙門天の前の桜（カワヅザクラ）が開花し、ヒヨドリが来て
花の蜜を吸っていた。クチバシに花粉が付いていた。 

粕谷和夫  八王子6F 

F 463 ヒヨドリ 2013/4/4 １羽 高尾山蛇滝前の林
道 

ヒヨドリがヤブツバキの花にくちばしを突っ込んで蜜を吸って
いた。くちばしが花粉で黄色くなっていた。 

粕谷和夫  八王子0F 

 463 ヒヨドリ 2013/4/11 ６羽 高尾山２号路さる

園の下付近 

モミに着生したマツグミの実をついばんでいるように見えた。 千葉槇子他（定期 C

琵琶滝 C） 

八王子0F 

F 463 ヒヨドリ 2013/5/8 10羽
± 

高尾山 1号路ケー
ブル山上駅付近 

モミにからまるキズタの実を食べに来ていた。ヒレンジャク 7
～8羽も一緒にいた。  

粕谷和夫  八王子0F 

 464 ウグイス 2013/1/21 １羽 峯尾真澄自宅（暁
町） 

自宅裏の琵琶の木、琵琶の木にみかんやりんごを刺しておくと、
メジロやシジユウカラがこたつにあたりながら観られるので冬

の楽しみです。今年は、新しくウグイスがきました。みかんよ
りりんごが好きらしい。他に、ジョウビタキメス１、シジュウ
カラ３、メジロ３～５いつもの常連客です 

峯尾良雄・真
澄 

 八王子6K 

F 466 エナガ 2013/1/29 10羽 浅川・横山橋付近 桜並木伝いに 10羽の群れが移動採食していた。この付近では見

かけない鳥種たが、ここ数日は連続して出ている。 

村山和夫  八王子4H 

 480 センダイム
シクイ 

2013/4/15 １羽 長池公園 囀りと姿を確認した 倉本修  武蔵府中
1C 

 480 センダイム
シクイ 

2013/4/29 １羽 長池公園 さえずりと姿を確認 倉本修  武蔵府中
1C 

F 485 メジロ 2013/1/23 ２羽 佐藤サヨ子自宅

（程久保） 

我が家の窓辺、毎日数羽～7，8羽のヤマガラが私の部屋に入っ

てくるのをみて自分もそうしたいと思ったのでしょうか、毎日
窓のフェンスに来て私の顔を見るのでミカンを半分に切ってお
いてあげました。時々は 2羽で仲良く食べたり、喧嘩したりし

ています。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3J 

F 485 メジロ 2013/1/26 ６羽
+ 

浅川・右岸河原（長
沼橋上流側） 

河原のツルヨシに数羽が来て茎をつついて採餌していた。 粕谷和夫  八王子9H 
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F 485 メジロ 2013/2/4 ２羽 高幡台団地緑地 いつもより 3時間遅く裏山にはいりました。入口のところでシ
ジュウカラ、ヤマガラ、そしてメジロが遊んでいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 485 メジロ 2013/2/11 ２羽 浅川・萩原橋付近 開花しているビワの花にメジロが２羽来て、花にくちばしを突
っ込んだ。蜜を吸うのだろうか。 

粕谷和夫  八王子6K 

 485 メジロ 2013/2/17 20羽 根川、日野クリー

ンセンター先 

根川護岸ブロックで集団採餌 阿江範彦  武蔵府中

4K 

F 485 メジロ 2013/6/22 １羽 高尾山薬王院山門
付近 

この時期、メジロは案外見ないです。山桑の枝を飛び回り、果
実を丸呑みにしていました。 

村山和夫  八王子0E 

 492 オオヨシキリ 2013/5/16 １羽 川町谷戸 沢の藪のような所でさえずり 粕谷和夫  八王子2K 

 492 オオヨシキリ 2013/5/27 声 横山由美子自宅
（狭間町）前 

12:30頃、家の前のサザンカなどの植え込みの中でオオヨシキリ
が１０分間ほど、鳴いていました。10階建てのコンクリート製

建物２棟の間の敷地内の目隠し用植え込みのサザンカの中で大
きな声を響かせていましたが、姿を見つけることはできません
でした。 

横山由美子  八王子3G 

F 492 オオヨシキリ 2013/5/27 １羽 多摩川の谷地川と

の合流付近（自宅
裏近く） 

 オオヨシキリがうるさいくらい鳴いていた。 福本健  立川1C 

F 499 セッカ 2013/5/4 ２羽 多摩川・JR中央線
下流河原 

河原でセッカが活発に囀りながら飛び回っていた。 福本健  立川2B 

F 504 ミソサザイ 2013/3/23 １羽 高尾山 6号路大山

橋付近 

歩道から 1メートル程の斜面で、登山者を全く恐れず枯葉にも

ぐり採餌していた。囀りも聞けた。  

村山和夫  八王子0E 

F 504 ミソサザイ 2013/3/29 １羽 高尾山 6号路大山
橋付近 

今日も盛んに囀っていました。警戒心が薄く、すぐ近くで観察
できました。今なら出会える可能性は大です。  

村山和夫  八王子0E 

F 504 ミソサザイ 2013/4/1 １羽 八王子市小津町 清流の音にも負けじと全身を震わせて囀りを響かせていまし
た。 

清水盛通  五日市7C 

F 521 シロハラ 2013/1/3 １羽 福本健自宅（日野

市栄町） 

我が家の庭、今朝庭を見たら、シロハラが地面に降りて餌をつ

いばんでいた。我が家で見たのははじめてです。良い正月にな
った。 

福本健  立川1B 

F 521 シロハラ 2013/1/6 １羽 富士森公園（台町） どんど焼の準備をしている浅間神社境内隣の富士森公園内躑躅
園で赤松に来ているキクイタダキを観察していると地上ツツジ

の株元にシロハラが現れた。近くにルリビタキ♀型もいた。  

粕谷和夫  八王子6H 

F 521 シロハラ 2013/1/17 １羽 南浅川・綾南公園
こどうばし付近 

この付近でシロハラを見るのは珍しいと思います。 村山和夫  八王子3H 

 521 シロハラ 2013/1/22 １羽 小山内裏公園戦車
道（南大沢 3丁目） 

 倉本修  武蔵府中
0C 

 521 シロハラ 2013/1/23 １羽 峯尾真澄自宅（暁

町） 

シロハラ１羽、ツグミ１羽他、自宅裏庭、ツグミと、シロハラ

が組あいながら地面から１ｍぐらいをわめきながら数度となく
上がり下がり、地面に降りても離れず転げまわる、縄張り争い
か？ 

峯尾真澄  八王子6K 

 521 シロハラ 2013/1/25 １羽 千葉槇子自宅（城

山手） 

１月になってから、我が家の庭に シロハラが米ぬかを食べに

毎日来ています。 

千葉槇子  八王子3J 

F 521 シロハラ 2013/1/31 １羽 北野あつたかホー
ル庭 

凄い勢いで落葉を掘り返し餌を探していました。 村山和夫  八王子9H 

 521 シロハラ 2013/2/4 ３羽 小山内裏公園 それぞれ単独、別々の場所 倉本修  八王子9C 

Ｆ 521 シロハラ 2013/4/23 １羽 高幡台団地緑地 今日もシロハラは山の中でたった 1羽出歩いていた 佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

 521 シロハラ 2013/4/23 １羽 小山内裏公園  倉本修  八王子9C 

F 525 ツグミ 2013/1/27 １羽 高幡台団地の庭 団地の庭で地面を突いていた。  佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 525 ツグミ 2013/3/3 １羽 浅川・一番橋下流 シギのように水の中に歩いて行って、その後水の中に体ごと飛
び込んで餌を取っていたようです。 

登坂久雄  武蔵府中
2K 

F 525 ツグミ 2013/4/10 10羽 八王子集いの森公
園芝生広場 

広い芝生広場に 10羽ほどが採食していた。もう北に帰る時期で
はないかなと思うが。 

村山和夫  八王子6G 

F 536 ルリビタキ 2013/1/23 １羽 高尾山・権現茶屋先の

杉苗奉納掲示板 

ルリビタキ（雌）現る、まるで道案内するように前へ前へと飛

びます。ジョウビタキの動きに似ている。 

村山和夫  八王子0F 

F 536 ルリビタキ 2013/1/24 １羽 高尾山・男坂有喜
苑下 

昨日の雌に続き近い場所で見られました。 村山和夫  八王子0F 

 536 ルリビタキ 2013/1/30 １羽 中村后子自宅（下
恩方町） 

♂、隣の竹やぶの方から飛んできて草花の枯れ枝にとまりしば
らくしてまた竹やぶの方に飛んでいった。その後ヒッヒッと鳴

き声が聞こえた。 まさかルリビタキが自宅に来てくれるとは
とても感動しました。 とてもきれいな♂でした。 

中村經男、中
村后子 

 拝島1A 

 536 ルリビタキ 2013/2/4 １羽 小山内裏公園・戦
車道 

♀タイプ 倉本修  八王子9C 

F 540 ジョウビタキ 2013/1/2 ２羽 程久保川・河畔た

ばこや橋付近 

♀、カルガモがいつもより多く見られた中でカワセミを探しま

したが姿はありませんでした。でも河畔の裸木を見ているとジ
ョウビタキがいるのに気がつきました。するとすぐ川のフェン
スおりてくれました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

2K 
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F 540 ジョウビタキ 2013/1/11 １羽 高幡台団地緑地 ♀、裏山からの帰り道、階段の手前でこの鳥に出会った。 佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 540 ジョウビタキ 2013/1/19 ２羽 南浅川・綾南公園
こどうばし付近 

2羽の雄が珍しく並んでいました。羽を膨らましているのは相手
を威嚇しているのか、陽が当たって気持ちが良いのかは不明で

す。 

村山和夫  八王子3H 

F 540 ジョウビタキ 2013/1/26 １羽 高幡台団地緑地  ♂、最近私は裏山に入るのが遅くなって先に入った方が歩くと
鳥は飛んでしまうのであまり見ることができません。  

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 540 ジョウビタキ 2013/2/21 １羽 高幡台団地緑地 この辺でいつもジョウビタキの♂か♀に出会うのでもしやと思
って木の中を見るといました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 540 ジョウビタキ 2013/3/11 １羽 小仏川・上椚田橋

付近の梅林 

梅林の梅の花の近くにジョウビタキの♂がやってきた。その後、

地上に降りて採餌していた。 

粕谷和夫  八王子1G 

Ｆ 569 スズメ 2013/5/25 １羽 浅川・新浅川橋下
流側河原 

蛾の幼虫を食べるスズメ。ジュニアクラブの観察会の際に見ま
した。河原の桑の葉裏に付く、白い綿状の蛾の幼虫？を熱心に
食べていました。 

村山和夫  八王子8J 

F 573 キセキレイ 2013/1/24 １羽 高尾山・リフト山

上駅降り口付近 

このキセキレイは人に寄って来ます。水辺も無い、この付近で

人が与える餌に馴れたのでしょうか？ 

村山和夫  八王子0F 

F 574 ハクセキレ
イ 

2013/6/2 ２羽 高月水田 代掻きの水が入った田んぼにハクセキレイが来て採餌してい
た。 

粕谷和夫  拝島6E 

 580 ビンズイ 2013/1/25 ２羽 高幡台団地緑地 明星大学裏との境に尾羽をピコピコさせている 2羽のビンズイ
がいました。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 580 ビンズイ 2013/2/17 ２羽 浅川右岸・多摩川

の合流点に近い河
原の広場 

一番橋～多摩川合流点の定期カウントでリーダーより報告済み 岡本昭男  武蔵府中

4K 

F 580 ビンズイ 2013/3/2 ４羽 宇津木保全緑地 宇津木保全緑地内の栗園の地上にビンズイがいて採餌してい
た。観察しているとアオゲラが飛んできた。 

粕谷和夫  八王子8B 

F 580 ビンズイ 2013/3/2 ４羽 集いの森公園芝生

広場 

４羽で行動。芝生広場にはカワラヒワ、ハクセキレイ、ツグミ

等も現れる。  

村山和夫  八王子6G 

F 580 ビンズイ 2013/3/3 ３羽 浅川・一番橋下流 土手の上を自転車や人があるいても気にせずに、土手の斜面で 3
羽のビンズイが餌を探していました。 

登坂久雄  武蔵府中
2K 

F 584 タヒバリ 2013/4/4 ２羽 日野市豊田 2丁目、
浅川左岸平山橋約

80mm下流の河原 

夕刻が近づき日が弱くなってきた頃、小さな鳥が河原で採餌し
ていた。良く見るとタヒバリのようであったがはっきりしない。

丁度、1.5倍テレコンを付けていたのでデジタルテレコン 2倍と
合わせて約 3,600mm相当の超望遠で撮影してみた。冬場に見て
いるタヒバリと異なり色が淡く黄色っぽいかわいらしい姿をし

ていた。 

岡本昭男  武蔵府中
0H 

F 587 カワラヒワ 2013/6/5 ２羽 小仏川・蛇滝橋か
ら 2つ下流側の名
前のない橋付近 

ガビチョウ 1羽が川で水浴している所にカワラヒワ 2羽が来て、
水浴でなく、水飲みを始めた。 

粕谷和夫  八王子0G 

 587 カワラヒワ 2013/6/15 30羽 多摩川滝山城跡下 滝山丘陵下の畑で幼鳥を含む30羽ほどの集団が群れで行動して

いた。この時期の本種の群れは珍しいと思われる。 

多摩川滝山城跡下

定期 C（倉本，古山，
宮越） 

拝島6E 

F 600 シメ 2013/1/21 １羽 南浅川・綾南公園
こどうばし付近 

この付近でシメを見たのは初めてです。雪を食べているように
見えました。  

村山和夫  八王子3H 

 600 シメ 2013/2/7 １羽 高幡台団地 67号棟

の庭 

裏庭を覗くとシメがいました。この間も見かけたのですが、写

真が撮れなかったので。  

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 600 シメ 2013/2/17 １羽 浅川右岸・ふれあ
い橋の 20m位上流、
土手沿いの空き地 

一番橋～多摩川合流点の定期カウントでリーダーより報告済み 岡本昭男  武蔵府中
3K 

F 600 シメ 2013/4/5 １羽 多摩川右岸昭和用

水堰上流河原 

シメが満開の桜に来ていて花びらを食べていた。蜜を吸ってい

るのではなく、はなびらを食べているようであった。 

粕谷和夫  拝島6E 

 602 イカル 2013/5/8 ２羽 高尾山・1号路 普段は木の実を食べるイカルであるが、この日のイカルは青虫
を捕って食べていた。 

粕谷和夫  八王子1F 

Ｆ 610 ホオジロ 2013/5/25 １羽 浅川・新浅川橋下
流側河原 

カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会で、浅川の河原でさえず
るホオジロをあちこちで観察した。この写真は実った桑の実の

上でさえずっていたホオジロのオスです。 

粕谷和夫  八王子8J 

F 617 カシラダカ 2013/2/20 １羽 小下沢林道・中央
高速道に下付近 

小下沢林道に入り中央高速道の下でジョウビタキ、シロハラ、
ホオジロに出会う。さらに進むとカシラダカが 1羽だけ、前日
降った雪の中の道脇で弱ったような姿で動きも鈍く、間近かに

観察できた。このカシラダカは帰り道でも同じ場所にいたが、
雪が消えて元気を取り戻していた。 

粕谷和夫  与瀬9G 

F 624 アオジ 2013/1/2 １羽 程久保川・下程久
保橋付近の河畔 

アオジを見つけて♂の姿を探しましたがこのメスだけでした。 佐藤サヨ子  武蔵府中
2K 

F 624 アオジ 2013/1/28 ２羽 高幡台団地緑地 うっすらと雪化粧した高幡台団地付近ですが、裏山の木々は殆

ど雪は解けて山道は半分ぐらいは白く雪道でした。 

佐藤サヨ子  武蔵府中

3H 

F 624 アオジ 2013/2/23 １羽 七生福祉園敷地内 シロハラが福祉園の方に飛んだので私も降りていくと 1羽のア
オジがすぐ目の前に現れた。 

佐藤サヨ子  武蔵府中
3H 

F 624 アオジ 2013/3/16 ５羽 北浅川・陵北大橋
付近 

河原に沢山のアオジが潜んでいて足音で一斉に飛び立つ。陽が
射したアオジの胸色は実に美しい。  

村山和夫  拝島2B 
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 624 アオジ 2013/4/28 １羽 多摩川滝山城跡下 右岸の林でさずっていた。 多摩川滝山城跡下
定期 C（宮越） 

拝島6E 

F 928 雑種ガモ 2013/1/9 ２羽 南浅川・綾南公園
こどうばし付近 

カルガモとマガモとの雑種、一見するとマガモとカルガモの争
いに見えますが、首から胸のあたりを見ると、マガモの方はカ

ルガモと交雑個体と思われます。カルガモと行動を共にして押
し合いの後は川に入り追いかけられていました。 

村山和夫  八王子3H 

          
９．通過        

 192 アマツバメ 2013/4/28 100
羽± 

多摩川滝山城跡下 昭和堰から拝島橋にかけての全域の多摩川上空で，合計 100は
前後と思われる個体が，時に鳴き交わしながら乱舞していた。 

多摩川滝山城跡下
定期 C（宮越） 

拝島6E 

 480 センダイム
シクイ 

2013/4/28 １羽 多摩川滝山城跡下 右岸の林でさずっていた。 多摩川滝山城跡下
定期 C（宮越） 

拝島6E 

 508 コムクドリ 2013/4/13 １羽 多摩川、日野クリ

ーンセンター先 

 阿江範彦  武蔵府中

4K 

 508 コムクドリ 2013/4/29 ９羽 八王子市 暁町１
丁目 公園 

♂♀、公園の桜の木に群れで止まり、昆虫類？を採餌。 古山隆  八王子7K 

F 508 コムクドリ 2013/5/5 １羽 浅川右岸の河原
（高幡橋上流約
300m） 

メス、電線に止まって何かを探すようにしばらく辺り見回して
いたがやがて飛び立った。仲間にはぐれ、探していたのだろう
か？ 

岡本昭男  武蔵府中
1J 

 561 オオルリ 2013/4/29 １羽 八王子市 小宮公

園 

♂、高木に止まり、空中に飛び出して、昆虫類を捕食。 古山隆  拝島7A 

          
１０．集団ねぐら       

F 127 カワウ 2013/5/28 33羽 東京工科大学調整
池 

東京工科大学調整池のカワウの集団ねぐらをカウントした（17
時 30分～18時 50分）。33羽の内訳は成鳥 17羽、若鳥 16羽で

あった。巣は使われていると思われるものが 6巣あったが、未
だ雛はいなかった。カウントは粕谷和夫、長谷川篤、渡辺正樹
の 3名で行った。 

粕谷和夫  八王子7E 

 457 ツバメ 2013/6/14 100

羽± 

多摩川右岸昭和用

水堰上流河原 

19時 10分時点で約 100羽が集団で飛んでいた。ねぐら入りした

場所は特定できなかったが、多摩川合流付近の秋川の小規模な
ヨシ原ではないかと思われる。 

粕谷和夫  拝島6E 

 506 ムクドリ 2013/6/14 500
羽± 

多摩川右岸昭和用
水堰上流河原 

右岸堤防河口から 48km地点の石標から 100～200ｍ上流側の河
原のハチクの竹林に 19時頃 30～100羽位の群れが次々と急降下

してねぐら入りした。ねぐら入りごの竹林はムクドリの声で賑
やかであった。ねぐら入りの開始時刻からの観察でないので数
は推定である。 

粕谷和夫  拝島6E 

 569 スズメ 2013/6/12 100

羽± 

泉町（並木原公園。

泉町住宅バス停付
近） 

18時（曇り）、街路樹のケヤキにねぐら入りしていて、やかま

しく鳴いていいた。羽数は不明であるが推定で 100羽位とした。 

粕谷和夫  八王子4A 

 574 ハクセキレイ 2013/1/4 ２羽 JR八王子駅北口・
熊沢書店他前 

JR八王子北口前、ハクセキの集団ねぐら場となっている熊沢書
店付近前の１本のクスノキに 2012年 12月に侵入防止のネット

が張られた。1月 4日の 11時過ぎにこの下を通るとネットを掻
い潜って前夜入ったと見られるハクセキレイ 2羽が、ネットに
閉じ込められた状態になっていて、外に出ようともがいていた。

助けることも出来ないので、このことを市役所の環境政策課に
電話した。市役所には野鳥を管轄する課はないが、街路樹を管
轄する課に連絡するという回答であった。午後になって担当課

から電話があった。早速、職員を一人現地に派遣して確認した
ら、2羽のハクセキレイのうち、1羽は脱出していたので、問題
はないという回答であった。今後何らかの対策をするのかと質

問すると、何もしないということであった。なお、ネットを架
けた理由はバスを待つ人の上に糞が落ちるからだと説明があっ
た。 

粕谷和夫  八王子7J 

 574 ハクセキレイ 2013/4/22 320

羽± 

JR八王子駅北口・

熊沢書店他前 

JR八王子北口前、熊沢書店付近前の１本のクスノキと 3本のイ

チョウにねぐら入り羽数をカウントした。天気は晴、18時 15
分からねぐら入り始め 18時 45分にほぼねぐら入り終了。30分
間と比較的長い時間に約 320羽がねぐら入りした。ねぐら入り

する木に昨年までと違う変化があった。熊沢書店付近前の１本
のクスノキはハクセキレイが入らないようにすかすかの丸坊主
に強剪定されたため、1も入らず、3本の芽ぶき出したイチョウ

に入った。3本のイチョウのうち、交番側に 1本には殆ど入らず、
北側の 2本に集中して入った。 

粕谷和夫  八王子7J 

          
１１．事故        

 445 シジュウカラ 2013/5/14 １家 片倉城跡 5月１４日午前１０時４０分頃片倉城跡天守閣跡広場の端の木
にある巣箱に青大将が絡まりつき頭をつっこんでいた。どうや
ら雛か卵を呑んだらしく、なかなか出てこない、そのうち蛇は

頭を出したが、それ以上動かない、お腹の中の物が消化するの
をまっているらしい。 

安室厚子 事故 八王子7G 
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１２．外来鳥       

F 910 ソウシチョウ 2013/1/2 ６羽 高幡台団地緑地 今年の探鳥初めはやはり裏山になりました。山に入ってまもな
くガビチョウが 2羽目の前に現れると続いてソウシチョウソウ

シチョウも 2羽笹藪から出てきて地面の落ち葉を突き始めまし
た。そのまま進むとさらにソウシチョウが数羽飛んだりはねた
りしていました。 

佐藤サヨ子 外来
鳥 

武蔵府中
3H 

 910 ソウシチョウ 2013/1/8 ３羽 高幡台団地緑地 混群、メジロ約 30羽、ソウシチョウ 3羽、シジュウカラ 13羽、

ソウシチョウ 3羽、ウグイス 1羽、キクイタダキ 3羽が一緒に
とびまわっていた。彼らはたいてい常緑樹の中を中心に動いて
いました。 

佐藤サヨ子 外来

鳥 

武蔵府中

3H 

 910 ソウシチョウ 2013/1/10 ５羽 高尾山号路浄心門

付近 

地面近くの枝の中を移動 千葉槇子他

（定期 C琵琶
滝 C） 

外来

鳥 

八王子0F 

 910 ソウシチョウ 2013/1/15 10羽
± 

高尾山・1号路女坂
付近 

1号路を登って行くと女坂の下でソウシチョウ約 10羽が動きま
わっていた。 

粕谷和夫 外来
鳥 

八王子0F 

 910 ソウシチョウ 2013/1/20 20羽

± 

小宮公園 弁天池の縁の繁みで見え隠れしていた 粕谷和夫他 外来

鳥 

八王子7A 

F 910 ソウシチョウ 2013/1/25 ３羽 高尾山・権現茶屋
付近 

活発に動いていました。 村山和夫 外来
鳥 

八王子0F 

 910 ソウシチョウ 2013/2/9 ８羽 宇津木台緑地 道に出てきて地上で採餌していた 粕谷和夫他
（宇津木緑

地 CG) 

外来
鳥 

拝島8B 

 910 ソウシチョウ 2013/2/9 10羽
± 

石川町緑地保全地
域 

西側の小道を横断しているソウシチョウを確認した。、笹には
いってしまうと足音は近くで聞こえるが双眼鏡には入ってこな
い。 

若狭誠他（石
川緑地 CG) 

外来
鳥 

拝島9B 

 910 ソウシチョウ 2013/2/24 ３羽 高幡台団地緑地 下段に降りてすぐガビチョウの囀りの中に飛び交う小鳥がい

た。よく見るとソウシチョウでした。  

佐藤サヨ子 外来

鳥 

武蔵府中

3H 

 910 ソウシチョウ 2013/3/16 ４羽
- 

高幡台団地緑地 裏山に入ってすぐシジュウカラとガビチョウ、そしてこのジョ
ウビタキに出会った。上段を進んでゆくと道の上に動くものを
発見、双眼鏡で確認するとアオジだった。さらに進んで下段へ

の降り口に近いところでメジロのような鳥が笹薮から出て来
た。よく見るメジロではなく、ソウシチョウ 3～4羽だった。笹
薮に潜ったり出たりしていた。 

佐藤サヨ子 外来
鳥 

武蔵府中
3H 

 910 ソウシチョウ 2013/3/19 ６羽

- 

高幡台団地緑地 5～6羽、上段の中ごろでソウシチョウが顔を出した。カメラを

取り出すと向こうから人が来てソウシチョウは笹薮に潜ってし
まった。 

佐藤サヨ子 外来

鳥 

武蔵府中

3H 

 910 ソウシチョウ 2013/3/24 ２羽 高幡台団地緑地 ガビチョウが囀る中、笹薮の中で動くものがいるので見ている
とソウシチョウが顔を出しました。もう 1羽も半分顔を見せて

くれましたがすぐ藪の中に潜ってしまいました。 

佐藤サヨ子 外来
鳥 

武蔵府中
3H 

 910 ソウシチョウ 2013/3/28 ６羽
- 

高幡台団地緑地 ５～６羽、ウグイスが顔を出した反対側の木々にシジュウカラ
やメジロに交じってソウシチョウが数羽飛び交っていた。 

佐藤サヨ子 外来
鳥 

武蔵府中
3H 

 910 ソウシチョウ 2013/4/12 10羽
+ 

八王子市狭間町 今朝、ソウシチョウのさえずりで目覚めました。秋には一週間
ぐらいソウシチョウの群れが来ることはありましたが、春に自

宅でソウシチョウのさえずりを聞くのは初めてです。澄んだよ
く通る声でメロディ鳴き（私の造語です）をするものと、ジェ
ジェ、ジェジェ、と鳴くものが、目視できるもので 10羽程度、

照葉樹の葉の動きでいることがわかるものも10羽かそれ以上い
るように見えました。5時頃から 7時ごろまで鳴き騒いでいまし
た。町田街道沿いの立木の中を鳴きながら動き回っていた。 

横山由美子 外来
鳥 

八王子3G 

Ｆ 910 ソウシチョウ 2013/4/20 10羽 八王子市石川町 植え込みの椿の中を右左に移動し、時おり地上に下りて木から

落ちた青虫を捕らえていました。  

清水盛通 外来

鳥 

八王子8K 

 910 ソウシチョウ 2013/4/29 １羽 加住丘陵（サマー
ランド南側の山
中） 

オオルリ他夏鳥の調査中にサマーランド南側の山中で聞き慣れ
ない地鳴きに、姿を探すと、目の前に現れました。昨年までの
調査では、見た事がありませんでした。 

中村美弥子 外来
鳥 

拝島2F 
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２０１３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 111km

であった。 

２．調査時期 

 ４月下旬～７月上旬にそれぞれの区域で２～４回行った。 

３．調査参加会員数 

 第１表の通り、延べ 166 名の会員が調査を行った。最も多かった⑰はグループで 4 回行ったことによ

る。沢別の調査責任者は 2013 年は⑭が柚木鎮夫、⑱が角田幸男に代わった。 

 

 

 

 

 

（第１表）オオルリの調査場所別調査責任者、延参加者数（２０１３年）

調査区域
調査延長

Km
調査責任者 延べ参加数

①今熊山頂・変電所 3 長谷川篤 2

②加住丘陵 6 中村啓二 4

③天合峰 6 川戸恵一 4

④御屋敷・美山 5 笹川佳子 6

⑤辺名・小津 7 清水盛通 2

⑥醍醐川上流・ににく沢 6 福本健 12

⑦醍醐川下流 4 佐藤哲郎 2

⑧和田峠下・くぬぎ沢 3 古山隆 2

⑨案下川上流部右岸 8 門口一雄 4

⑩夕焼け小焼け～駒木野 8.5 山崎悠一 2

⑪板当・滝沢林道 9 丸山二三夫 20

⑫八王子城跡・富士見台 4 若狭誠 48

⑬小下沢 5 阿江範彦 2

⑭日影沢・小仏城山 7.5 柚木鎮夫 4

⑮高尾山・琵琶滝6号3号路 8 千葉槇子 18

⑯高尾山・蛇滝４号１号路 5 粕谷和夫 20

⑰高尾・大垂水方面 3 加藤岸男 6

⑱南高尾・中沢峠他 10 角田幸男 4

⑲初沢川・南高尾尾根 3 浜野建男 4

　　　計 111 166
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４．結果 

 結果は第２表の通りであり、19 区域（沢筋、谷筋）のうち、16 区域で合計 79 羽のオオルリ♂を確認

した。2009 年から減少傾向にあったが、2013 年は増加した。沢別では、⑱表高尾（西山峠・三沢峠）、

⑮高尾山琵琶滝・6 号・3 号路で多く観察された。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、キビタキの増加傾向が続いている。本年は夏鳥 13 種（ツツドリリ、

ホトトギス、サンコウチョウ、ツバメ、イワツバメ、クロツグミ、ヤブサメ、センダイムシクイ、キビ

タキ、オオルリ、サンコウチョウ、ミゾゴイ、コサメビタキ）、留鳥他 48 種（冬鳥、通過鳥を含む）、計

61 種が出現した。主な夏鳥等の出現数の経年変化は以下にグラフで示した。 

 本年は以下のような特記事項が寄せられた。②加住丘陵（中村啓二・美弥子）：サマーランド南側の山

中で、ソウシチョウをこのコースでは初めて見た。例年多数確認するウグイスのさえずりが、今年はず

いぶん少なかった事の関連が、気にかかります。⑤返名・小津（清水盛通）：ヤマドリ（♂）のオオタカ

による食痕あり、また沢筋より飛び立つヤマドリ（♀）を確認した。トラツグミの姿が確認できた。（繁

殖の可能性あり）、ミゾゴイの小津川での採餌行動が見られた。（早朝 6 時）。⑥醍醐上流・ににく沢（福

本健）：去年に続き今年もクマタカに出会えた。⑧和田峠下・くぬぎ沢（古山隆）：沢沿いの法面工事は

終了しているが、コンクリート化が目立つ。登山者の数が増加している印象。⑪板当・滝沢林道（丸山

二三夫）：松竹橋から滝沢林道に向かい、住宅地を過ぎた入り口周辺の杉林が広範囲にわたり伐採された。

花粉症対策とのこと。⑫八王子城跡・富士見台（若狭誠）：4 月 25 日、管理事務所側の木と駐車場北側

の木を囀りながら行き来しているコサメビタキを確認、今年もここで繁殖するでしょう。5 月 6 日、御

主殿跡でアオバト４羽を観察、オオルリも近くで観察できた。私有地表示の中の枯木でコサメビタキ２

羽が並んでいた。アサギマダラ、ウスバシロチョウも見られた。5 月 21 日、ホトトギス、サンコウチョ

ウはすぐに確認できた。⑯高尾山蛇滝・4 号・1 号路（粕谷和夫）：キビタキが健在で 6 月 5 日には、高

尾山頂西側下のテーブルで昼飯を食べていると、餌運び中のキビタキのオス 1 羽が近くにやってきた。

繁殖確認である。5 月 7 日、ケーブルカー山上駅付近のモミにヒヨドリが集まっていた。よく見るとレ

ンジャクもいた。モミに絡まるキズタの実を食べに来ていたのだった。約 10 羽でキレンジャクはなく、

全てヒレンジャクであった。      

（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

調査区域 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

①今熊山頂・変電所 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1 2

②加住丘陵 未調査 未調査 未調査 未調査 0 2 2 1 3 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0

③天合峰 未調査 未調査 未調査 未調査 1 3 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0

④御屋敷・美山 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1

⑤辺名・小津 3 2 2 3 3 2 3 3 4 13 11 8 5 8 11 12 11 6 9 8 9 8

⑥醍醐川上流・ににく沢 1 1 2 1 1 4 4 1 8 5 8 7 4 4 6 6 4 6 3 5 4 6

⑦醍醐川下流 ｛１｝ ｛１｝ ｛２｝ ｛１｝ 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4

⑧和田峠下・くぬぎ沢 4 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 2 3 1 1 1

⑨案下川上流部右岸 ｛４｝ 2 2 3 7 4 5 3 5 3 3 4 4 6 6 5 7 4 5 3 3 5

⑩夕焼け小焼け～駒木野 1 1 1 3 2 3 3 6 1 6 6 4 6 12 13 9 14 9 8 11 8 6

⑪板当・滝沢林道 1 2 1 2 3 3 0 2 8 4 8 5 5 7 7 7 11 10 8 5 5 7

⑫八王子城跡・富士見台 0 1 0 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 5 3 5 5 1 4 1 2 2

⑬小下沢 3 3 3 2 4 3 4 3 6 2 2 6 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4

⑭日影沢・小仏城山 2 2 3 3 2 2 1 2 3 5 3 3 3 5 4 7 5 11 8 6 4 4

⑮高尾山・琵琶滝6号3号路 6 1 4 2 4 3 4 6 3 3 3 7 7 4 6 7 6 9 8 9 2 9

⑯高尾山・蛇滝４号１号路 ｛６｝ 4 3 5 4 6 5 5 4 6 4 4 5 7 6 5 4 2 8 2 3 4

⑰高尾・大垂水方面 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5 6 16 8 5 2 2 5

⑱南高尾・峠（西山峠、三沢峠） 1 3 2 4 2 1 2 3 3 2 4 5 4 6 7 9 5 5 4 5 3 11

⑲初沢川・南高尾尾根 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 2 2 2 1 0

計 25 30 28 38 45 48 43 46 57 59 64 64 65 81 90 94 111 91 84 73 58 79
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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 （●は出現、数字は羽数、2013 年 4 月～7 月） 

 

①

今

熊

山

頂

・

変

電

所

②

加

住

丘

陵

③

天

合

峰

④

御

屋

敷

・

美

山

⑤

返

名

・

小

津

⑥

醍

醐

上

流

・

に

に

く

沢

⑦

醍

醐

下

流

⑧

和

田

峠

下

・

く

ぬ

ぎ

沢

⑨

案

下

川

上

流

右

岸

⑩

夕

焼

け

小

焼

け

・

駒

木

野

⑪

板

当

・

滝

沢

林

道

⑫

八

王

子

城

跡

・

富

士

見

台

⑬

小

下

沢

⑭

日

影

沢

・

小

仏

城

山

⑮

高

尾

山

琵

滝

滝

・

6

号

・

3

号

路

⑯

高

尾

山

蛇

滝

・

4

号

・

1

号

路

⑰

高

尾

山

大

垂

水

方

面

⑱

表

高

尾

（
西

山

峠

・

三

沢

峠

）

⑲

初

沢

川

・

東

高

尾

尾

根

出

現

箇

所

数

出

現

個

体

数

185 ホトトギス 1 1 4 5 3 1 1 1 0 1 1 2 3 2 1 2 16 29
187 ツツドリ 2 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 14
418 サンコウチョウ 1 5 0 1 1 1 2 1 8 12
457 ツバメ 2 5 6 9 17 4 3 4 15 18 2 4 7 13 96
461 イワツバメ 20 0 10 2 1 2 4 7 39
464 ウグイス 4 4 9 7 28 17 11 8 32 12 18 11 5 16 4 7 8 23 8 19 232
465 ヤブサメ 1 4 3 2 1 6 5 4 1 15 5 4 6 7 14 64
480 センダイムシクイ 5 1 1 2 7 8 4 1 1 1 3 11 34
504 ミソサザイ 1 6 2 2 4 3 1 1 8 20
518 クロツグミ 1 2 4 3 1 1 4 3 3 3 7 3 1 3 1 15 40
558 キビタキ 3 10 24 9 3 3 9 3 7 6 1 17 11 13 4 9 4 17 136
561 オオルリ 2 1 8 6 4 1 5 6 7 2 4 4 9 4 5 11 16 79

4 ヤマドリ ● 1
5 キジ ● ● 2
32 カルガモ ● ● ● ● ● ● 6
74 キジバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
78 アオバト ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
127 カワウ ● 1
137 ミゾゴイ ● 1
144 アオサギ ● ● ● ● ● ● 6
342 トビ ● ● ● ● ● ● ● ● 8
354 ツミ ● 1
358 ノスリ ● ● ● ● ● 5
364 クマタカ ● ● 2
372 フクロウ ● ● 2
383 カワセミ ● ● 2
390 コゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
393 アカゲラ ● ● ● 3
397 アオゲラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
420 モズ ● ● 2
427 カケス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
435 ハシボソガラス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
436 ハシブトガラス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
441 コガラ ● ● ● ● 4
442 ヤマガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16
443 ヒガラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
445 シジュウカラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
463 ヒヨドリ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
466 エナガ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
485 メジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
499 セッカ ● 1
501 ヒレンジャク ● 1
506 ムクドリ ● ● ● ● 4
512 カワガラス ● ● ● 3
514 トラツグミ ● ● 2
522 アカハラ ● ● 2
554 コサメビタキ ● ● ● 3
569 スズメ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
573 キセキレイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
574 ハクセキレイ ● ● ● ● 4
575 セグロセキレイ ● ● 2
587 カワラヒワ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
600 シメ ● 1
602 イカル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
610 ホオジロ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
624 アオジﾞ ● ● ● ● 4
625 クロジ ● 1
901 コジュケイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12
903 ドバト 0
909 ガビチョウ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
910 ソウシチョウ ● 1

27 33 11 20 45 23 32 20 33 34 38 33 13 28 27 25 29 32 19

①～⑲は調査要領の①～⑲に

対応

出
現
し
た
鳥
の
羽
数

出
現
し
た
鳥
に
●

種類数
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２０１３年 カルガモ繁殖状況調査結果 

  

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

は昨年迄と同様、浅川の本支流を 15 に区分した他、谷地川、大栗川、程久保川を含め、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、2013

年は前年に比べ少し増えた。担当者からの特記事項は以下のとおりです。 

①松竹公園西～陵北大橋（丸山二三夫）：ここ数年、親子連れを確認できない状態が続いています。

④鶴巻橋～大和田橋（若狭誠）：今年、鶴巻橋～浅川橋の左岸河川敷草むらに遊歩道が作られました。

草むらが減ることでカルガモの繁殖環境が悪化したのではないかと思います。⑧川口橋～明治橋（内藤

公三）：冬場から春にかけて干上がることが多くカルガモの生息場所が極端に狭められます。また、浅川

清掃デーに前後して土手だけでなく一部地域では河川の中まで草刈りが行われカルガモの繁殖時期と重

なることもあり憂慮されます。⑩案内橋～敷島橋（川上恚）敷島橋上流には繁殖適地の中州なし。⑯程

久保川（小宮橋～浅川合流、佐藤サヨ子）：カルガモの繁殖が程久保川で見られなくなったのは、剪定の

際木を切り過ぎたことのようです。木陰が無くなったのはカルガモにとって隠れる場所がなくなったと

感じられたのかもしれません｡⑲谷地川（田島橋～多摩川合流、傍島玲子）：新旭橋下流の放流口付近で

14 羽のヒナ確認過去のカウントで最多でした、４週間後も上流下田橋付近で揃って泳いでいました。 

 

なお、第 1 表の他に

8 月 18 日に南浅川・五

月橋～水無瀬橋で親

1+子 3 が観察された。 

 上記定期カウント地

区外でも八王子片倉城

跡公園入口の奥側の池

（5 月 7 日村山和夫）、

小仏川・駒木野病院付

近（6月 5日粕谷和夫）、

兵衛川（兵衛 1 丁目、6

月 27 日粕谷和夫）、湯

殿川・上流新関橋とあ

ずまばしの間（7 月 3

日福本順吉）などから

もカルガモ繁殖の報告

があった。（取りまと

め：粕谷和夫） 

　　　（単位：組、羽）

組
数

親
数

子数

①大沢橋～陵北大橋 丸山二三夫 0 0 0 8 8
②陵北大橋～松枝橋 清水盛通 1 1 4 18 23

計 1 1 4 26 31

③松枝橋～鶴巻橋 山浦秀雄 1 1 9 7 17
④鶴巻橋～大和田橋 若狭誠 2 2 15 34 51
⑤大和田橋～長沼橋 佐藤哲郎 1 1 7 31 39
⑥長沼橋～一番橋 山崎悠一 3 3 18 31 52
⑦一番橋～多摩川合流 門口一雄 0 0 0 25 25

計 7 7 49 128 184

⑧川口橋～明治橋 内藤公三 0 0 0 18 18
⑨明治橋～浅川合流 小澤礼子 3 4 13 9 26

計 3 4 13 27 44

⑩案内橋～敷島橋
川上　恚

横山由美子
0 0 0 3 3

⑪敷島橋～浅川合流 小池一男 1 1 3 22 26
計 1 1 3 25 29

⑫城山川（月夜峰新橋～浅川合流） 木村晴美 3 4 23 20 47
⑬山田川（山田橋～浅川合流） 浜野建男 2 2 11 6 19

⑭白旗橋～時田橋 長谷川篤 5 5 23 50 78 子のみ２組５羽

⑮時田橋～浅川合流 門口一雄 2 2 17 15 34
計 7 7 40 65 112

浅川水系の計 24 26 143 297 466

⑯程久保川（小宮橋～浅川合流） 佐藤サヨ子 0 0 0 6 6
⑰谷地川（月見橋～新左入橋） 浅野恵美子 1 1 8 6 15

⑱谷地川（新左入橋～田島橋）
福本健、

木澤隆雄
0 0 0 12 12

⑱谷地川（田島橋～多摩川合流） 傍島玲子 3 3 32 13 48
⑲大栗川（鑓水～大竹橋） 工藤正子 5 5 13 7 25

⑲大栗川（大竹橋～横倉橋） 廣川潔 0 0 0 7 7

0 33 35 196 348 579

カルガモ
数総計

備考

北
浅
川

浅
川
本
流

川
口
川

南
浅
川

湯
殿
川

  総計

（第1表）２０１３年カルガモ繁殖期カウント結果

担当者
（代表者）

親子連れ
単独

成鳥数



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  浅川本支流カルガモ親子組数変化 （第３表の浅川水系計推移） 

（第３表）水系別のカルガモの親子連れ組数年次変化

年次 北浅川
浅川本

流
川口川 南浅川 城山川 山田川 湯殿川

浅川水系
計

程久保
川

谷地川 大栗川 合計

1988 2 30 13 2 0 1 4 52
1989 0 18 7 6 9 1 4 45
1990 2 36 15 11 9 1 10 84
1991 2 22 10 5 5 1 12 57
1992 3 24 5 4 6 1 11 54
1993 4 19 5 5 7 1 7 48
1994 5 18 9 6 4 1 5 48
1995 4 10 1 4 3 0 6 28
1996 5 9 5 8 3 0 6 36
1997 2 13 3 6 10 0 7 41
1998 0 14 2 3 8 1 5 33 7 6 5 51
1999 2 4 9 3 7 2 3 30 5 8 2 45
2000 2 9 4 3 4 1 0 23 4 3 3 33
2001 5 9 11 3 4 1 2 35 2 5 4 46
2002 4 3 3 4 4 0 6 24 1 3 6 34
2003 2 5 6 2 3 0 5 23 1 3 3 30
2004 2 6 5 2 2 4 4 25 2 6 2 35
2005 2 5 10 4 0 0 5 26 1 2 3 32
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
2008 0 7 8 2 0 1 5 23 5 3 2 33
2009 1 7 7 1 1 2 2 21 2 5 3 31
2010 3 9 6 2 1 1 3 25 0 3 3 31
2011 0 9 3 3 1 0 6 22 3 1 1 27
2012 1 5 4 1 2 3 3 19 1 2 2 24

2013 1 7 3 1 3 2 7 24 0 4 5 33

（第２表）浅川水系におけるカルガモの繁殖状況年変化
親子連れ

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
2008 23 27 105 4.6 239 371
2009 21 24 102 4.9 279 405
2010 25 29 125 5,0 258 410
2011 22 22 100 4.5 300 422
2012 19 22 99 5.2 259 380

2013 24 26 143 6.0 297 466

単独成鳥 総計年
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２０１３年 多摩川ツバメ集団ねぐら（速報） 

                                （まとめ：粕谷和夫） 

2013 年も多摩川のツバメ集団ねぐらを探す調査が 7 月下旬～8 月上旬に行われた。カワセミ会担当区

域は多摩川の秋川合流付近から府中四谷橋まで、左右岸を 11 区域に分けて、各区域に前年までと同様の

担当者を決めて実施した。本年は一斉調査でなく、担当者が都合つく日に調査を行った。2012 年は小規

模ながら 2 ヶ所（多摩川右岸・秋川の東秋川橋～多摩川合流付近、多摩川右岸・谷地川の新旭橋付近～

中央線鉄橋）で集団ねぐらの場所を特定できたが、本年はねぐら入りを観察できた場所はなかった。 

2013 年の調査地区と担当は以下のとおりでした。一部カワセミ会以外の方は多摩川流域ツバメ集団ねぐ

ら調査連絡会のメンバーである。 

１．多摩川右岸・秋川の東秋川橋～多摩川合流付近（神山和夫 8 月 7 日実施） 

ツバメの姿はなく、合流点で見かけたツバメの数も 10 羽以下でした。 

２．多摩川左岸・秋川と多摩川の合流付近～拝島橋（粕谷和夫 7 月 23 日実施） 

上流方向から次々に小さな集団（約 50 羽）が上空を舞うが、やがて下流方向に消えた。 

３．多摩川左岸・拝島橋～多摩大橋（長谷川博之 7 月 21 日実施） 

水辺の楽校周辺では、左岸のオギ原にねぐら入りする様子は、まったくなく（電線に止まっている

個体もいない。）、18 時前後、下流（右岸）へ向かう個体が目につく。 

４．多摩川右岸・拝島橋～多摩大橋（渡辺仁 7 月 27 日実施） 

かつて集団ねぐらがあった中州のヨシ原はますます衰退し、ガマとヤナギ林になっておりツバメの

集団ねぐらとして適した環境ではなくなっていた。 

５．多摩川右岸・多摩大橋～谷地川の新旭橋付近（若狭誠 7 月 22 日実施） 

オギ原の上を低空で旋回したが下流に移動したと思われる。 

６．多摩川右岸・谷地川の新旭橋付近～中央線鉄橋（神谷古牧 7 月 21 日実施） 

散発的に飛ぶツバメの姿を見るが、期待に反して塒入りは確認できなかった。 

７．多摩川右岸・中央線鉄橋～立日橋（古山隆 7 月 20 日実施） 

立日橋上空を越え、下流側に移動する個体 200 羽以上を観察した。  

８．多摩川右岸・立日橋～日野橋（山崎悠一 7 月 21 日実施） 

観察した時間内に下流側に移動したツバメの数は 79 羽でした。 

９．多摩川右岸・日野橋～中央高速橋（渡辺敬明 7 月 28 日実施） 

右岸側から飛来し水面スレスレに旋回を続けたが最後まで河原に留まる燕は皆無だった。 

10．多摩川右岸・中央高速橋～浅川合流付近（粕谷和夫 7 月 30 日実施） 

18 時 30 分以降、石田大橋の上流側の河川敷野球場の北側のヨシ原らしき所にツバメが数羽集まっ

ていたがねぐら入りは特定できなかった。 

11．多摩川右岸・浅川合流付近～府中四谷橋（鈴木秀夫 7 月 21 日実施） 

背後の南側から多摩川に侵入してくる数や、程久保川沿いに侵入して下流へ流れる数が減少してい

る。 
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八王子・日野カワセミ会の主な調査範囲 
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今年の夏の記録的な猛暑は太平洋高気圧だけでなく、上空にあるチベット高気圧の勢力も強まってい

るのが原因で、「ラニーニャ現象」に近い状態が発生しているかららしい。7 月 13 日の「タカの渡り勉

強会」で、ラニーニャの時は多摩方面を渡るサシバが増えるのではないかとの話がありましたが、今年

の秋のサシバの観察はその意味でも楽しみです。 

しかし、現在のサシバ観察体制は不十分で、観察者が不足しています。 

それぞれ事情はありますが、10日くらい観察できる観察者が最低１０名は必要です。 

幸い、この時期は鳥見シーズンではないので、10 日間空をながめてタカを探しませんか。 

特に、初心者大歓迎です。 

 

   

  

 

（若狭 誠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か わ せ み 

２０１３年９月発行  第５１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 （アオバズク） 

         表紙デザイン 青柳 圭 TEL：042－397－3006 

         デジタル出力  日立インターメディックス（株） 

                 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 

 


