
 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。 〔酒田市定期航路事業所〕 

10/13 （金曜日） 

 

 アトリ、シロハラ、マヒワが多く、どこ

にでもいる感じ。 

 

・ムネアカタヒバリ１ 校庭 

・シラガホオジロ１ 山グランド 

・マガン幼鳥１ ヘリポート 

・イスカ数羽から２０羽程度の群れ 島内

を飛び回る 

・ビンズイ、メボソムシクイ、コヨシキリ

複数 

・アオジ、メジロ、ウグイス少ない 

・コホオアカ情報あり 

10/15 （日曜日） 

 

９時過ぎから北の風になり鳥が少し入った。 

 

・ジョウビタキ、ミヤマホオジロ、メボソ

ムシクイ系増。 

・シラガホオジロ♂２（校庭） 

・ムギマキ♂若１（２の畑） 

・コホオアカ１、ハマシギ１、ノビタキ１

（荒崎） 

・イスカ数羽から２０羽程度の群れ（島内

を飛び回る） 

・アオバト数羽から２０羽程度の群れ（島

内を飛び回る） 

・オオコノハズク１（１の畑） 

・ビンズイ、メボソムシクイ系複数 

・アオジ、メジロ、ウグイス少ない 

【情報】 

・ハイイロオウチュウ１（農免道路八幡崎

への分岐点）飛島初記録、アカモズ（亜種

ウスアカモズ？）１中村集会所付近、ノゴ

マ１（校庭） 10/14 （土曜日） 

 

 かなり抜けた。アトリ、シロハラ、マヒ

ワほとんどない。午後はさらに抜けた。 

 

・ムネアカタヒバリ１、シラガホオジロ１

（校庭） 

・マガン幼鳥１ （ヘリポート） 

・イスカ数羽から２０羽程度の群れ 島内

を飛び回る 

・ビンズイ、メボソムシクイ、オオムシク

イ、コヨシキリ複数 

・アオジ、メジロ、ウグイス少ない 
 

 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/ 

10/16 （月曜日） 

 全体にかなり抜けたが猛禽が多い。 

 

・シラガホジロ♂２不明１（校庭） 

・ツミ複数、ハイタカ複数、ノスリ２０＋、 

 チゴハヤブサ１ 

・コマドリ１（ヘリポート） 

・カモメ幼鳥１（勝浦港）飛島では珍しい 

【情報】 ・ムジセッカ（２の畑） 
 

10/15 ムギマキ 

10/15 シラガホオジロ 

10/13 マガン 
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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。         〔酒田市定期航路事業所〕 

10/20 コホオアカ 

10/18 イスカ 

10/17 （火曜日） 

さらに減った。 

・ムジセッカ２（飛島大橋付近１、２の畑１） 

・ムギマキ２（ヘリポート１、１の畑１） 

・シラガホオジロ♂２（校庭） 

・ハマシギ１、ノビタキ１（荒崎） 

・アオジ、メジロ、ウグイス少ない 

・情報 シロハラホオジロ（土捨て場） 

10/19 （木曜日） 

東の風。ウグイスが非常に増えた。 

クロジ、アオジも増えた。 

・シラガホオジロ♂１♀１（校庭） 

・ムジセッカ（２の畑） 

・ムギマキ♂２（山グランド） 

・イスカ数羽から５０羽程度の群れ 

  （島内を飛び回る） 

・アオジ、ウグイス多い。 

 メジロ少ない 
10/18 （水曜日） 

北の風、寒い一日。一段と減った。 

・ムジセッカ１、ベニヒワ４、キレンジャク６、

ヒレンジャク１（２の畑） 

・シラガホジロ３＋(校庭♂２♀１、中村不明１) 

・イスカ数羽から５０羽程度の群れ 

 （島内を飛び回る） 

・アオジ、メジロ、ウグイス少ない 

・情報 コホオアカ（土捨て場）、 

            オオモズ（ドコモのアンテナ畑） 

 飛島の野鳥観察情報 

10/21 （土曜日） 

朝まで雨。 

・シベリアジュリン１（おばこ前） 

・ムジセッカ１（２の畑） 

・ムギマキ♂１（山グランド） 

・イスカ数羽から３０羽程度の群れ 

 （島内を飛び回る） 

・アオジ、ウグイス多い。メジロ少ない 

・情報 ムジセッカ１（おばこ前） 

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/ 

10/18 ムジセッカ 

10/20 （金曜日） 

東の風。ウグイスはだいぶ減った。 

・シラガホオジロ♂１♀１、 

 コホオアカ１ （校庭） 

・ムジセッカ１（２の畑） 

・ムギマキ♂２（山グランド） 

・イスカ数羽から３０羽程度の群れ 

 （島内を飛び回る） 

・カモメ１（勝浦）飛島では珍しい 

・アオジ、ウグイス多い。メジロ少ない 

・情報 ムネアカタヒバリ１（荒崎） 

Ｈ２９秋 第２号 
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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。         〔酒田市定期航路事業所〕 

10/25 （水曜日） 

台風で葉が落ちて見やすくなった 

・ベニマシコが非常に多い 

・カキの実にクロツグミ、メジロが多い 

・アオジ、カシラダカも多い 

・イスカ数羽から５０羽程度の群れ 

 （島内を飛び回る） 

・情報 ムギマキ 

10/28 （土曜日） 

東の風。遅だち。 

目立つ変化なし。依然として鳥は少ない 

・イスカ数羽から５０羽程度の群れ 

 （島内を飛び回る） 

・キレンジャク７、ヒレンジャク１ 

 （ドコモのアンテナ畑） 

・情報 コホオアカ（校庭） 

10/26 （木曜日） 

朝から一日中暖かい 

・オオコノハズク２ 

 （１の畑と２の畑の間１、２の畑１） 

・シラガホオジロ♀１（マリンプラザ付近） 

・ムネアカタヒバリ１（荒崎） 

・ベニヒワ♀２、キレンジャク１ 

 （ヘリポート） 

・イスカ数羽から５０羽程度の群れ 

 （島内を飛び回る） 

・ツグミ類、ベニマシコはやや減った 

 飛島の野鳥観察情報 

10/30 （月曜日） 

北西の風非常に強い一日。欠航 

・ベニヒワ数羽から１０羽程度の群れ 

 （島内随所） 

・シベリアジュリン♂１、オオマシコ１ 

 （２の畑） 

・オジロビタキ幼鳥１（３の畑） 

・亜種ハチジョウツグミ１（１の畑） 

・イスカ数羽から３０羽程度の群れ 

 （島内を飛び回る） 

・アオジ、カシラダカ多い。ウグイス、メジロ、

ツグミ類などは減った 

・情報 キレンジャク２０＋（２の畑） 

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/ 

10/29 （日曜日） 

風はないが一日中雨で、午前２時間、午後２時

間程度の観察 

・アオジ、カシラダカ、マヒワ、ウソ、ベニマ

シコが目立つ程度 

・情報 イスカ、ヒレンジャク 
 

10/30 シベリアジュリン 10/30 ベニヒワ 

10/27 （金曜日） 

・オオコノハズク２（２の畑） 

・ベニヒワ１、オオマシコ１（ヘリポート） 

・イスカ数羽から５０羽程度の群れ 

 （島内を飛び回る） 

・全体的にやや減った感じ 

・情報 ムギマキ♂１（学校付近） 

Ｈ２９秋 第３号 
平成２９年１０月３０日現在 
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1１/１ ツメナガホオジロ  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。 

              〔酒田市定期航路事業所〕 

 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/ 

10/3１ ヤマヒバリ 

11/3 イスカ 

10/31 （火曜日） 西の風強い。欠航 

新たな種が入り、少し変化あり。 

・ヤマヒバリ３（２の畑１、ヘリポート脇の

畑１、マリンプラザ脇芝生１） 

・ユキホオジロ♂１（土捨て場） 

・シベリアジュリン♂１（２の畑） 

・シラガホオジロ♀１（マリンプラザ付近） 

・ムネアカタヒバリ１（ヘリポート） 

・ニシオジロビタキ幼鳥１（３の畑） 

・オオマシコ♀３（山グランド２、校庭１） 

・ベニヒワ、イスカ（数羽から５０羽程度の

群れ(島内を飛び回る)） 

・アオシギ１（２の畑） 

・情報 ツメナガホオジロ（山グランド）、 

  アカマシコ（校庭） 

11/1 （水曜日） 南西の風強い。欠航 

全体的にやや減った 

・ヤマヒバリ１（マリンプラザ脇芝生） 

・シベリアジュリン♂１（２の畑） 

・ツメナガホオジロ１（勝浦港） 

・ムネアカタヒバリ１（ヘリポート） 

・ニシオジロビタキ幼鳥１（３の畑） 

・オオマシコ♀１（山グランド） 

・ベニヒワ、イスカ（数羽から５０羽程度の群

れ(島内を飛び回る)） 

・オオコノハズク１（１の畑） 

・情報 ユキホオジロ♂１（土捨て場） 

11/3 （金曜日） とても暖かい一日。 

ツグミがだいぶ増えた 

・ニシオジロビタキ幼鳥 

  （１の畑。３の畑とは別個体） 

・ヤマシギ２＋（２の畑） 

・オオコノハズク３（２の畑） 

・ヤマヒバリ１（マリンプラザ脇芝生他） 

・カヤクグリ２＋（２の畑） 

・コイカル♀１、ムネアカタヒバリ１ 

  （ヘリポート） 

・ベニヒワ、イスカ（数羽から５０羽程度の群

れ(島内を飛び回る)） 

11/2 （木曜日） 暖かい一日 

・ヤマシギ１（２の畑） 

・オオコノハズク２（２の畑） 

・ヤマヒバリ２＋（マリンプラザ脇芝生他） 

・シベリアジュリン♂１（２の畑） 

・ツメナガホオジロ１（勝浦港） 

・コイカル♀１、ムネアカタヒバリ１ 

 （ヘリポート） 

・ベニヒワ、イスカ（数羽から５０羽程度の

群れ(島内を飛び回る)） 

10/3１ ユキホオジロ 

Ｈ２９秋 第４号 
平成２９年１１月３日現在 
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