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5/11 シマノジコ 

5/9   オジロビタキ 5/9 マミジロキビタキ 5/8 チャキンチョウ? 

5/10 カラアカモズ 

バード・コンシェルジュ簗川堅治氏 

HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/ 

Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-

nifty.com/blog/ 

5/3 カラフトムジセッカ 5/3  マガモ 

5/7 コホオアカ 5/6 キマユホオジロ ♂ 5/7  マミジロキビタキ 

 平成29年春 飛島の野鳥観察情報 
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 この写真は、バード・コンシェルジュ 簗川堅治さん（日本野鳥

の会山形県支部支部長 ）から、飛島滞在中の観察記録を情報提供し

て頂いているものです。            〔酒田市定期航路事業所〕 

5/1  キタツメナガセキレイ 

5/11 コウライウグイス 
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 この情報は、バード・コンシェルジュ 簗川堅治さん（日本野鳥の

会山形県支部支部長 ）から、飛島滞在中の観察記録を情報提供して

頂いているものです。 

4/23 （日曜日） 

 

鳥は全体的に少なめ。 

・オオコノハズク１（１の畑） 

・ミヤマガラス４＋（ごどいも畑） 

・ヒメコウテンシ２（ごどいも畑） 

・ムジセッカ１（ごどいも畑） 

・クロツグミ複数 

・キビタキ♂１♀１ 

・アトリ多数 

・亜種オオカワラヒワ多数 

・ベニヒワ１（２の畑） 
 

4/24 （月曜日） 

 

・チュウジシギ１（荒崎への坂道） 

・オオジシギ（１荒崎） 

・タカブシギ夏羽１（荒崎） 

・クサシギ（ヘリポート） 

・カンムリウミスズメ１３（荒崎） 

・ウトウ１９（荒崎） 

・アオバズク１ 初認（１の畑と２の畑の間） 

・ヒメコウテンシ２（ごどいも畑） 

・ムジセッカ２（ごどいも畑、２の畑） 

・カラアカハラ♀１（２の畑） 

・亜種ハチジョウツグミ２ 

・コマドリ複数 

・キビタキ複数 

・オオルリ♂１♀１ 

・アトリ多数 

4/25 （火曜日） 

 

昼前に急に鳥が増えた 

・ヒメコウテンシ１（ごどいも畑） 

・ムジセッカ（ごどいも畑） 

・カラフトムジセッカ１（２の畑） 

・エゾムシクイ複数 

・センダイムシクイ複数 

・メボソムシクイ上種１ 

・マミジロ♂１（３の畑） 

・クロツグミ増 

・アカハラ急増 

・コマドリ増 

・キビタキ急増 

・オオルリ増 

・アトリ多数 

・亜種オオカワラヒワ多数 

 飛島の野鳥観察情報 

バード・コンシェルジュ簗川堅治氏 

HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/ 

Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-nifty.com/blog/ 

4/26  （水曜日） 

一日中雨のため、１の畑～２の畑を見たのみ。 

・ツグミ多数（雨で採餌しやすくなったため、

やたら地面に降りている） 

4/27 （木曜日） 

雨上がりでほとんどの種が一気に抜けた感じ。

ツグミとアトリが目立つ。 

・シロエリオオハム冬羽１（学校前沖） 

・クロサギ１（荒崎） 

・ムジセッカ１（２の畑） 

・ノゴマ♂１（ヘリポート） 

・コマドリ複数 

・コルリ複数 

4/27シロハラホオジロ アカハラ 

Ｈ２９春 第１号 
平成２９年４月２７日現在 
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 この情報は、バード・コンシェルジュ 簗川堅治さん（日本野鳥の

会山形県支部支部長 ）から、飛島滞在中の観察記録を情報提供して

頂いているものです。 

4/28  （金曜日） 

 

・いぜんとして夏鳥が遅く少ない 

・ツグミ激減 

・コマドリ、コルリ増 

・ムジセッカ１（２の畑） 

・亜種シベリアツメナガセキレイ夏羽１、 

 サンショウクイ（ともに２の畑）、 

 ギンムクドリ♀１（法木）情報あり 
 

4/29（土曜日） 

・9:50-15:00雨 寒い 

 

・チュウジシギ１（校庭） 

・亜種チョウセンウグイス１(総合センター裏) 

・亜種シベリアアオジ♂１（総合センター裏） 

・ギンムクドリ♀１（総合センター裏） 

・ヤマシギ１（ヘリポート） 

・シロハラ増、キビタキ♀増 

4/30 （日曜日） 

・南の風が強い一日。１便早だち、２便欠航 

・全体的に減った 

・今季ヤブサメが例年よりよくいる。逆にカ

ラスバトは例年より少ない 

・ヤマシギ１、オオジシギ１（ヘリポート） 

・シベリアアオジ♂１（総合センター裏） 

・チョウセンウグイス（１総合センター裏）、

ギンムクドリ１（１の畑）、シロ  

ハラホオジロ♂１（土捨て場入口付近）情報

あり 

 

 飛島の野鳥観察情報 

バード・コンシェルジュ簗川堅治氏 

HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/ 

Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-

nifty.com/blog/ 

4/29チョウセンウグイス 

5/1 （月曜日） 

・暖かくなり、夏鳥、珍鳥がやや増えた感じ 

・コノハズク１（１の畑） 

・チョウセンウグイス１、シベリアアオジ♂

１、ノジコ１（以上、総合センター裏） 

・シベリアアオジ♀１（山グランド） 

・キタツメナガセキレイ１（荒崎） 

・オガワコマドリ♀１、ノゴマ♂１、カラフ

トムジセッカ１（以上、総合センター  

裏）、シロハラホオジロ１（土捨て場入口付

近）、ニシオジロビタキ（法木の畑  

方面）の情報あり 

 

4/29ギンムクドリ♂ 

キタツメナガセキレイ 
チョウセンウグイス 

Ｈ２９春 第２号 
平成２９年５月１日現在 
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 この情報は、バード・コンシェルジュ 簗川堅治さん（日本野鳥の会山形県支部支部長 ）

から、飛島滞在中の観察記録を情報提供して頂いているものです。 

5/2（火）珍鳥が増え情報も増えてきた 

・チョウセンウグイス♂１、 

 シベリアアオジ♂１、 

 オガワコマドリ♀型１、 

 ノゴマ ♂１（以上、校庭） 

・カラフトムジセッカ１（学校上法面） 

・シマゴマ複数、 

 キマユムシクイ複数 

・オジロビタキ♂情報（鼻戸崎入口） 

5/3（水）バードウォッチャー急増！ 

・チョウセンウグイス♂１、 

 シベリアアオジ♂１、 

 オガワコマドリ♀型１、 

 ノゴマ ♂１（以上、校庭） 

・カラフトムジセッカ♂１ 

 （学校上法面） 

・シマゴマ複数、 

 キマユムシクイ複数、 

 ムジセッカ複数 

・アカガシラサギ夏羽（中村） 

・キマユホオジロ情報（２の畑） 

5/4（木） 5:00-10:00の観察 

アオジが増えた感じ。校庭がやはり一番いい 

・チョウセンウグイス♂１、オガワコマドリ♀型１、 

 シベリアアオジ♂１、ノゴマ♂１（以上、校庭） 

・カラフトムジセッカ♂１（学校上法面） 

・シマゴマ、キマユムシクイ複数 

・キマユホオジロ♀１（２の畑） 

・マミジロ♂１（鼻戸崎） 

・キマユホオジロ（校庭）、 

 シロハラホオジロ（巨木の森）情報あり 

 飛島の野鳥観察情報 

バード・コンシェルジュ簗川堅治氏 

HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/ 

Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-nifty.com/blog/ 

5/5（金）ヘリポートの草刈がまだされていない 

・オガワコマドリ、カラフトムジセッカはまだい

るらしい 

・コホオアカ、ジュウイチ、ヤツガシラ情報あり 

5/3 カラフトムジセッカ 

5/3 マガモ 

5/6（土） 全体的に少ない 

・コホオアカ２（校庭、ヘリポート） 

・ノゴマ♂１（校庭） 

・カラフトムジセッカ２（２の畑、３の畑） 

・キマユホオジロ♂１（２の畑） 

・シロハラホオジロ♀１（巨木の森） 

・キマユムシクイ複数、シマゴマ複数 

5/7（日） 西の風が強い一日。 

 定期船は、１、２便とも欠航。 

・コホオアカ１、ノジコ♂１（校庭） 

・マミジロキビタキ♂１（飛島大橋上の坂道） 

・シロハラホオジロ♀１（巨木の森） 

・キマユムシクイ複数、シマゴマ複数 

・カラフトムジセッカ、キマユホオジロ、 

 ムギマキ情報あり 

5/7 コホオアカ 

5/6 キマユホオジロ 

5/7 マミジロキビタキ 

Ｈ２９春 第３号 
平成２９年５月７日現在 
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5/11 シマノジコ 

5/11 コウライウグイス 

 この情報は、バード・コンシェ

ルジュ 簗川堅治さん（日本野鳥

の会山形県支部支部長 ）から、

飛島滞在中の観察記録を情報提供

して頂いているものです。 

5/8 （月）昼に風は収まり、その後一

気に渡りの大きな波が来て珍鳥だらけに

なった 

・全島キマユムシクイだらけ 

・キマユホオジロ、コホオアカもあちこ

ちに出た 

・ムギマ複数、オジロビタキ複数、 

・カラフトムジセッカ、ムジセッカ 

 （ともにヘリポート脇の畑） 

・マミジロキビタキ（飛島大橋の坂道）、 

 シマゴマ（ヘリポート） 

・ヒメコウテンシ（２の畑） 

・チャキンチョウ♀？ 

5/9 （火）昨日入ってきたが、だいぶ抜

けた 

・キマユムシクイ多数 

・キマユホオジロ複数、コホオアカ複数、 

 オジロビタキ複数、ムギマキ複数 

・カラフトムジッカ（南灯台入口） 

・ムジセッカ（法木の畑） 

・マミジロキビタキ♂（校庭） 

・ヒメコウテンシ（荒崎） 

 ヨーロッパビンズイらしき情報あり 

5/11（木）１５時過ぎまで時雨れ模様。

その後、回復したら鳥が入ってきた 

・コウライウグイス１（２の畑） 

・チゴモズ♀１（１の畑） 

・ニシイワツバメ３＋（２の畑） 

・ムジセッカ３（勝浦、法木の畑、校庭） 

・カラフトムジセッカ３（南灯台入口付近） 

・キマユムシクイ多数 

・シマゴマ２（１の畑） 

・マミジロキビタキ♂２（飛島大橋上法面、

校庭） 

・ムギマキ３（１の畑、鼻戸崎、校庭） 

・オジロビタキ♂１（法木の畑） 

・マミジロツメナガセキレイ１（中村） 

・シマノジコ♂１（法木の畑） 

コウライウグイス複数、ブッポウソウ情報

あり 

 飛島の野鳥観察情報 

バード・コンシェルジュ簗川堅治氏 

HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/ 

Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-nifty.com/blog/ 

5/10（水）特に目立った変化なし。アオ

ジが減った程度 

・コノハズク１（南灯台入口付近） 

・カラアカモズ１、マミジロキビタキ♂１

（以上、校庭） 

・ムジセッカ２（勝浦、法木の畑） 

・カラフトムジセッカ４＋（南灯台入口付

近、３の畑） 

・キマユムシクイ多数 

・チョウセンメジロ１（南灯台入口付近） 

・オジロビタキ♂１（法木の畑） 

5/12（金） 一日中もやがかかっていた 

・ヤマシギ１、・カラフトムジセッカ２、

カラフトムシクイ１、コホオアカ  

１（以上、２の畑） 

・コウライウグイス３（法木の畑） 

・ヒメコウテンシ１、マミジロツメナガ

セキレイ１（以上、荒崎） 

・キマユムシクイ多数 

・シマゴマ複数 

・マミジロキビタキ♂１（校庭） 

・ムギマキ１（南灯台入口） 

・オジロビタキ♂１（法木の畑） 

・キマユホオジロ、シロハラホオジロ、

イワミセキレイ、ハシグロヒタキ情報あ

り 

 

5/13（土） ほぼ一日中小雨模様 

・カラフトムジセッカ２、ヒレンジャク

８、シマゴマ３＋、ツメナガセキレイの  

一亜種１、コイカル５＋、コホオアカ２

＋、シマアオジ♀１（以上、２の畑） 

・チョウセンメジロ、イワミセキレイ、

コウライウグイス情報あり 

5/9 オジロビタキ 

5/9 マミジロキビタキ 

5/8 チャキンチョウ? 

5/10 カラアカモズ 5/14（日） 東風が強い一日 

・センダイムシクイ、ビンズイ、ノジコ

などが増えた 

・アカハラダカ♂１（ヘリポート） 

・コウライウグイス♂１、ムジセッカ♂

１、カラフトムジセッカ♂３、シマゴマ  

２＋、コホオアカ４＋（以上、２の畑） 

・アムールムシクイ♂１（白瀬沢ダム） 

・イワミセキレイ♂１（四谷ダム） 

・マミジロキビタキ♂１（校庭）♀１

（法木の畑） 

Ｈ２９春 第４号 
平成２９年５月１４日現在 
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 この情報は、バード・コンシェルジュ 簗川堅治さん（日本野鳥の会山形県支部支部長 ）から、飛

島滞在中の観察記録を情報提供して頂いているものです。 

5/15（月） かなり抜けた。キマユムシクイが

ほとんどいない。シメは増えた。 

 

・コウライウグイス、シマゴマ、ムジセッカ、 

 カラフトムジセッカ、コイカル、  

 コホオアカ（以上、２の畑） 

・イワミセキレイ（法木へ降りる坂道） 

・アカハラダカ♂、チゴモズ、 

 ブッポウソウ情報あり 

5/16（火） 一段と減った 

・アカハラダカ♂、コウライウグイス、 

 ムジセッカ、キマユムシクイ、シマゴマ、 

 ツメナガセキレイの一亜種（以上、２の畑） 

・ムギマキ複数 

・チゴモズ、ブッポウソウ情報あり 

 

5/18（木） 

 日本初記録のド珍鳥、中国中部に生息

するムナグロノゴマが出ました！ 
・ムナグロノゴマ♂（日本初記録）、 

 コウライウグイス２、ブッポウソウ１、 

 ニシイワツバメ１、キマユムシクイ２＋、 

 ムギマキ１、コホオアカ複数、シマノジコ♂１、 

 コイカル♂若１（以上、２の畑） 

・イワミセキレイ１（四谷ダム） 

・シマアカモズ１（ヘリポート） 

 

 飛島の野鳥観察情報 

5/17（水）少し新たに入ってきたようだ 

・アカハラダカ♂、コウライウグイス、 

 ニシイワツバメ、ムジセッカ、キマユムシクイ、 

 シマゴマ、ムギマキ、コイカル、コホオアカ、 

 シマアオジ♀、シマノジコ♂、オジロビタキ♀ 

 （以上、２の畑） 

・イワミセキレイ（四谷ダム） 

・ツメナガセキレイの一亜種、 

 ムネアカタヒバリ（以上、荒崎） 

・チゴモズ情報あり 

 情報提供をしていただいた簗川さ

んは、５月１９日に飛島を離れまし

た。この号をもって、平成２９年春

の情報提供を終了します。ご覧いた

だき、ありがとうございました。 

5/18 ムナグロノゴマ♂ 

（日本初記録） 

バード・コンシェルジュ簗川堅治氏 

HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/ 

Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-nifty.com/blog/ 

Ｈ２９春 第５号 
平成２９年５月１９日現在 
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