
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〕

バード・コンシェルジュ 簗川堅治さん

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

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

10/14（水）

暖かい一日。

・亜種ハチジョウツグミ１（２の畑）

・コホオアカ３（２の畑、校庭）

情報 ミヤマシトド（２の畑）

10/15（木）

・ジョウビタキ、シロハラ、ミヤマホオジロが多

い。

・キマユムシクイ２、亜種ハチジョウツグミ１

（２の畑）

・コホオアカ３（２の畑、校庭）

・シベリアジュリン１（３の畑）

情報 コノドジロムシクイ（ヘリポ）

飛島の野鳥観察情報 R02秋 第1号
令和2年10月17日現在

シベリアジュリン1015

10/16（金）

・ジョウビタキがほとんどいなくなった。シロハ

ラ、ウグイス増。

・亜種ハチジョウツグミ１（２の畑）

・コノドジロムシクイ１（ドコモの畑）

・ヨーロッパビンズイ１、カラフトムジセッカ１

（校庭）

・ムギマキ１（中村港）

コノドジロムシクイ1016

ヨーロッパビンズイ1016
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10/17（土）

・コホオアカ１（海水浴場）

・ムジセッカ１（３の畑）

情報 コノドジロムシクイ（ヘリポート）

10/18（日）

・ジョウビタキが増えた。

・ムギマキ２（１の畑）

・ムジセッカ１（３の畑）

・コホオアカ１（校庭）

情報 コノドジロムシクイ（ヘリポート）

飛島の野鳥観察情報 R02秋 第２号
令和2年10月21日現在

コホオアカ1017

10/19（月）

・シロハラが結構減った。メジロが増えた。

・オオコノハズク１（２の畑）

・ムジセッカ１（３の畑）

・シロハラホオジロ２（林道）

・コノドジロムシクイ１、ムギマキ１（ヘリポー

ト）

・コホオアカ２（校庭）

ムギマキ1018

コノドジロムシクイ1019

10/20（火）

暖かく穏やかな一日

・ジョウビタキが結構いなくなった。

・オオコノハズク２（１の畑、２の畑）

・ヤマシギ１（２の畑）

・ミヤマガラス４（ごどいも畑）

・ムジセッカ２（３の畑、おがも浜）

・ヨーロッパビンズイ１（ヘリポート）

・コホオアカ２（校庭）

ムジセッカ1020

ヨーロッパビンズイ1020
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10/21（水）

暖かいが、段々風が強くなった。代船運航開

始。早だち。

・アオジがとても増えた。クロジ、ヤブサメ、

イスカも増えた。

・イスカ１０～３０羽の群れ（各所）

・ムジセッカ１（３の畑）

・マガン９、アリスイ１（荒崎）

・コノドジロムシクイ（ヘリポート）

・オジロビタキ１（学校付近）

10/22（木）

南東の風が強い一日。欠航。

・前日よりやや少なくなったものの、アオジ、

クロジは多い。

・コノドジロムシクイ１、ヨーロッパビンズイ

１（ヘリポート）

飛島の野鳥観察情報 R02秋 第３号
令和2年10月25日現在

マガン1021

10/23（金）

南東の風が強く、雨の一日。欠航。

・オオハクチョウ２（勝浦集落）

10/24（土）

西の風が強く、午後から雨。欠航。

・ヨーロッパビンズイ１（ヘリポート）

・ヤマヒバリ１（勝浦集落）

・シベリアジュリン１、シラガホオジロ♂１

（おばこ前）

情報 ニシオジロビタキ２（２の畑、学校付

近）

シラガホオジロ♂1024
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10/25（日）

朝、一時的に雨。その後、曇り。西風が強い

一日。欠航。

・ベニヒワ群れ、イスカ群れ（各所）

・ツメナガホオジロ１、シラガホオジロ１

（中村集落）

・ヨーロッパビンズイ１（ヘリポート）

・ニシオジロビタキ♂１（法木）

・シベリアジュリン１（おばこ前）

情報 ヤマヒバリ（２の畑）

10/26（月）

段々と風が収まってきた。欠航。

・ベニヒワ群れ、イスカ群れ（各所）

・ヤマヒバリ１（マリンプラザ脇芝生）

・ムジセッカ１（３の畑）

・オオマシコウ♂２（法木の畑）

・ヨーロッパビンズイ１、コノドジロムシクイ

１（ヘリポート）

・シベリアジュリン１（おばこ前）

飛島の野鳥観察情報 R02秋 第４号
令和2年10月28日現在

10/27（火）

６日ぶりに船がきた。

・ベニヒワ群れ、イスカ群れ（各所）

・シラコバト１、ニシオジロビタキ１（２の

畑）

※シラコバトは飛島初記録！

ベニヒワ♀1025

ヤマヒバリ1026

オオマシコ♂1026
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10/28（水）

早だち。夕方から風が出てきた。

・日中、鳥が結構抜けたようだ。

・ベニヒワ、イスカの群れ（各所）

・シラガホオジロ♂１（海水浴場）

・ムジセッカ１（３の畑）

・ヤマヒバリ１（マリンプラザ脇芝生）

情報 ツメナガホオジロ１（勝浦港）

10/29（木）

西の風が強い一日。欠航。

・ツメナガホオジロ１（勝浦港）

・オジロビタキ、またはニシオジロビタキ１

（２の畑）

・ヤマヒバリ１（マリンプラザ脇芝生）

飛島の野鳥観察情報 R02秋 第５号
令和2年10月31日現在

10/30（金）

西の風が強い一日。欠航。

・ニシオジロビタキ１（２の畑）

・ムジセッカ２（２の畑、中村集落）

・ヤマヒバリ１（マリンプラザ脇芝生）

情報 シラガホオジロ１（勝浦港）

ツメナガホオジロ1029

ニシオジロビタキ1030

ヤマヒバリ1030

1
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10/31（土）

穏やかな一日。欠航。

・ベニヒワ、イスカの群れ（各所）

・ツメナガホオジロ１（勝浦港）

・ヨタカ１、イオオコノハズク２、ニシオジ

ロビタキ１（２の畑）

・ムジセッカ２（２の畑、３の畑）

・オオマシコ♂１♀１（４の畑付近）

11/1（日）

南東の風が強い。欠航。

・鳥が少ない。

・ベニヒワ、イスカの群れ（各所）

・キマユムシクイ１（２の畑）

・ヤマシギ１（ごみ処理場付近）

飛島の野鳥観察情報 R02秋 第６号
令和2年11月4日現在

11/2（月）

南東の風が強い。雨の一日。

・鳥が少ない。

・ベニヒワ、イスカの群れ（各所）

・キマユムシクイ１（２の畑）

・ヤマシギ１（ごみ処理場付近）

ツメナガホオジロ1031

11/3（火）

西の風が強い。昼具ぎから雨。風も強まる。

・鳥が少ない。

・ベニヒワ、イスカの群れ（各所）

・ヤマシギ１（２の畑）

・コミミズク１（荒崎）

・オオマシコ１（法木の畑）

情報 ヤマヒバリ

コジュリン1102
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11/4（水）

西風が強い一日。午前中、時折、雨、あられ。

欠航。

・ニシオジロビタキ１（法木の畑）

・シラガホオジロ♀１（ヘリポート）

・ムジセッカ１（中村集落）

11/5（木）

西風が強い一日。欠航。

・ヤマヒバリ３（マリンプラザ脇芝生、ドコ

モの畑、法木の畑）

・キマユムシクイ１（中村の畑）

・ニシオジロビタキ１（法木の畑）

・シラガホオジロ♀１（ヘリポート）

情報 ヤツガシラ（四谷ダム）、オオモズ

（ヘリポート）

飛島の野鳥観察情報 R02秋 第７号
令和2年11月8日現在

11/6（金）

南の風。９日ぶりに船が来た。

・オオバン１（四谷ダム）

・ヤマヒバリ１（ドコモの畑の隣の畑）

・ニシオジロビタキ１（法木の畑）

・シラガホオジロ♀１（ヘリポート）

ニシオジロビタキ1104

11/7（土）

西の風が強い。午前中、雨。欠航。

・鳥は一段と減った。

・ヤマヒバリ１（ドコモの畑の隣の畑）

・ニシオジロビタキ１（法木の畑）

・シラガホオジロ♀１（ヘリポート）

シラガホオジロ♀1104

イスカ1105

1
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11/8（日）

晴れ。西の風が強い一日。欠航。

・ヤマヒバリ１（ドコモの畑の隣の畑）

・ニシオジロビタキ１（法木の畑）

11/9（月）

西の風が強く、時雨模様の一日。初雪が降った。

欠航。

・ヤマヒバリ１（２の畑）

・オオマシコ５（ドコモの畑、法木の畑）

・ニシオジロビタキ１（法木の畑）

飛島の野鳥観察情報 R02秋 最終号
令和2年11月13日現在

11/10（火）

西の風が強く、時雨模様の一日。一時、雪が

降った。欠航。

・ヤマヒバリ１、オオマシコ５＋（２の畑）

・シラガホオジロ♀１（ヘリポート）

・シベリアジュリン１（おばこ前）

11/11（水）

晴れ。北西の風。昼前からは穏やかになった。

欠航。

・ヒシクイ（亜種オオヒシクイ）１（四谷ダ

ム）

・ニシオジロビタキ１（法木の畑）

・シラガホオジロ♀１（ヘリポート）

11/12（木）

晴れ。東の風。６日ぶりに船が来た。

・鳥は変わり映えしないが、一段と減った。

（特筆すべき鳥なし）

オオマシコ♂1109

ヒシクイ1111

1


