
 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〕 

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

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

10/11（木）一日中、雨。冬鳥も珍鳥もほ

とんどいない。 

 

・ムジセッカ１（おばこ前） 

・マキノセンニュウ１（山グランド） 

・シロハラ多数（島中） 

・コマドリ１（コマドリ坂） 

・ジョウビタキ複数（島中） 

 

情報 10/9 チフチャフ１（２の畑）、

10/10 アナドリ１（航路） 

※山形県および飛島初記録 

10/12（金）欠航。８時ころまで雨、その

後晴れ。相変わらず少ない。 

 

・サンショウクイ１、キマユムシクイ１、オ

オルリ♂若１（２の畑） 

・ミヤマガラス１（ごどいも畑） 

・カラフトムジセッカ１（学校上の法面） 

・コマドリ３（コマドリ坂他） 

 

情報 シベリアジュリン、コホオアカ（ヘリ

ポート）、ムジセッカ、シロハラホオジロ 

（２の畑）、オジロビタキ（校庭）、ニシオ

ジロビタキ（オジロビタキの森） 
 

飛島の野鳥観察情報 

10/13（土）一段と抜け、かなりいたシロ

ハラがあまりいない。冬鳥がかなり少ない。 

 

・ヤブサメ１、サンショウクイ１、オオムシ

クイ１（１の畑） 

・ミヤマガラス１（ごどいも畑） 

・カラフトムジセッカ１（法木の畑） 

・コマドリ３（コマドリ坂） 

・オジロビタキ１、コホオアカ２、シラガホ

オジロ♀１（校庭） 

 

情報 コウラウグイス１（法木の畑） 
 

Ｈ30 秋 第１号 
平成３０年10月13日現在 

マキノセンニュウ1011 

カラフトムジセッカ1012 

シラガホオジロ1013 
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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〕 

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

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

10/14（日）風もなく穏やかな一日。個体

数は少なく、鳥がいないが、ウグイス、アオ

ジ、アトリ、オオルリ、キビタキなどは増え

た。カラフトムジセッカも複数いるようだ。 

・キマユムシクイ１、ムギマキ５（２の畑） 

・コホオアカ２、オジロビタキ１（校庭） 

・カラスバト幼鳥（巨木の森入口）※幼鳥の

確認は飛島初。 

 

情報 ヨタカ１（２の畑）、カラフトムジ

セッカ（法木の畑他） 

10/15（月）風もなく穏やかな一日。個体

数は少なく、鳥がいない。ウグイスは一気に

抜けた。クロツグミなどが入ってきた。 

・オオタカ１、オオムシクイ複数（１の畑）

※オオタカは稀 

・ヤマシギ１、アオバト１、ムギマキ２、フ

クロウ１、カラフトムジセッカ１、シロハ 

ラホオジロ♂１（２の畑）※フクロウは日没

後、鳴いていた 

・カラフトムジセッカ１（法木の畑） 

・チゴハヤブサ１、シベリアジュリン１（土

捨て場） 

・キアシシギ２（荒崎） 

 

情報 クイナ（土捨て場）、オジロビタキ１

（校庭） 
 

飛島の野鳥観察情報 

10/16（火）７：３０～８：３０、結構な雨

が降った。雨が上がったらジョウビタキ激増。 

・アオバト１、ムギマキ２、シロハラホオジ

ロ♂１（２の畑） 

・シベリアジュリン１（土捨て場） 

・カラフトムジセッカ１（法木の畑） 

 

情報 オジロビタキ１、コホオアカ（校庭）、

コホオアカ（３の畑） 

Ｈ30 秋 第２号 
平成３０年10月16日現在 

ムギマキ1014 

シロハラホオジロ1015 

シベリアジュリン1015 
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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〕 

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

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

 

10/17（水）久々に風のある一日。 

 北風で寒くなった。ジョウビタキはかなり抜

けた。ミヤマホオジ 

ロは増えた。 

・コマドリ♂１、ムギマキ♂１♀１（１の畑） 

・キマユムシクイ１（２の畑） 

・カラフトムジセッカ１（法木の畑） 

・オジロビタキ１（校庭） 

 

情報 シロハラホオジロ１（２の畑） 

10/18（木）依然として個体数は少ない。 

・ミヤマガラス２＋、ヒレンジャク１(１の畑) 

・アオバト１、ムギマキ♀１、オオルリ♂若１、

コホオアカ１（２の畑） 

・シラガホオジロ♂１♀１（土捨て場） 

・亜種カラアカモズ１、オジロビタキ１(校庭) 

10/19（金）午前中、北東の風。 

依然として個体数は少なく、大きな変化はなし。 

・アオバト１（２の畑） 

・シラガホオジロ♂２？、♀１（土捨て場） 

・カラフトムジセッカ１（法木の畑） 

・コマドリ１（コマドリ坂） 

・オジロビタキ１（校庭） 

飛島の野鳥観察情報 Ｈ30 秋 第３号 
平成３０年10月23日現在 

10/20（土）昨晩から今朝にかけて雨。多く

の種類で個体数が増えた。 

・オオコノハズク１（１の畑） 

・アオバト複数（２の畑） 

・シラガホオジロ♂１♀１（土捨て場） 

・カラフトムジセッカ１、ヒレンジャク１、

ムクドリ５（法木の畑） 

・ノゴマ１（ヘリポート） 

・キビタキ１、ムギマキ３（鼻戸崎） 

・ミヤマガラス３、オジロビタキ１（校庭） 

 

情報 コホオアカ（２の畑、土捨て場） 

10/21（日）風もなく穏やかな一日。再び個

体数が少なくなった。 

・コマドリ１（１の畑） 

・オオコノハズク４＋、コミミズクまたはトラ

フズク１、ヤマシギ２、亜種ハチジョウ 

ツグミ（２の畑） 

・シラガホオジロ♂１♀１（土捨て場） 

・コホオアカ１（ヘリポート） 

・オジロビタキ１（校庭） 

10/22（月）暖かい。個体数は少ない。 

・オオコノハズク１、ヤマシギ１（２の畑） 

・オオモズ１（山グランド） 

・コホオアカ１（ヘリポート） 

・オジロビタキ１、ニシオジロビタキ１(校庭) 
 

10/23（火）暖かい。個体数は少ない。 

・ツメナガホオジロ１（ヘリポート） 

・オジロビタキ１（校庭） 
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オオモズ1022 

カラフトムジセッカ1020 

オジロビタキ1021 

シラガホオジロ♂1020 

ツメナガホオジロ1023 

ニシオジロビタキ1022 

飛島の野鳥観察情報 Ｈ30 秋 第３号  平成３０年10月23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。                     〔酒田市定期航路事業所〕 
 

【簗川堅治】HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/          Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-nifty.com/blog/ 

【酒田観光物産協会】http://sakata-kankou.com/course/tobishima/ship/ 

【酒田市】http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/kotsu/teikisen/index.html 

10/26（金）東の風。早だち。 カシラダカ、

ベニマシコ増。 

 

・ヤマシギ２、トラフズク１（２の畑） 

 

情報 ルビーキクイタダキ１（３の畑） 

 

10/27（土）西の風、強い。欠航。午前中、雨。 

日本初記録のルビーキクイタダキ確認。 

 

・ルビーキクイタダキ１、ムジセッカ１ 

飛島の野鳥観察情報 Ｈ30 秋 第４号 
平成３０年10月27日現在 

 日本初記録が出ました。「ルビーキクイタ

ダキ」で北米に生息する種類です。 

 アラスカにも分布していることから、その

辺りから来たと思われます。 

 発見撮影されたのは10月26日で、その晩

に怪しいとなり、昨日10月27日、私自身が

観察撮影し同定しました。 

ルビーキクイタダキ1027_03 

ルビーキクイタダキ1027_02 

ルビーキクイタダキ1027_01 

日本初記録!! 「ルビーキクイタダキ」!! 

１0/25（木）風もなく穏やかな一日。再び個

体数が少なくなった。 

 

・ヤマシギ２、オオコノハズク１（２の畑） 

・ムジセッカ１（３の畑） 

 

情報 イスカ、アカマシコ 
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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〕 
 

【簗川堅治】HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/          Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-nifty.com/blog/ 

【酒田観光物産協会】http://sakata-kankou.com/course/tobishima/ship/ 

【酒田市】http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/kotsu/teikisen/index.html 

10/29（月） 西の風、強い。欠航。 

 少し寒くなった。 

・ルビーキクイタダキ１、ムジセッカ２、オオ

マシコ１（３の畑） 

 

情報 タゲリ１ 

 
※ルビーキクイタダキ観察のため、ほとんど他の場所に行ってない。 

10/30（火） 西の風、強い。欠航。 

 ８時まで雨。昨日より寒くなった。 

・タゲリ１（ごどいも畑） 

・コクマルガラス幼鳥１、ミヤマガラス５０±、

ムジセッカ１（３の畑） 

 

情報 カイツブリ１（飛島では珍しい） 

※ルビーキクイタダキはいなくなったようだ。 

飛島の野鳥観察情報 Ｈ30 秋 第５号 
平成３０年10月３１日現在 

10/28（日） 西の風、強い。欠航。 

 

・ニシオジロビタキ１、コホオアカ１(２の畑) 

・ルビーキクイタダキ１、ムジセッカ２(３の畑) 

 

 
※ルビーキクイタダキ観察のため、ほとんど他の場所に行ってない。 

10/31（水） 西の風、強い。欠航。 

 晴れたが、時々雨。 

・タゲリ１（ごどいも畑） 

・ムジセッカ１（３の畑） 

・ヤマヒバリ１（４の畑） 

・アオシギ１、コホオアカ１（土捨て場） 

日本初記録!! ルビーキクイタダキ1029 
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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〕 
【簗川堅治】HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/          Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-nifty.com/blog/ 

【酒田観光物産協会】http://sakata-kankou.com/course/tobishima/ship/ 

【酒田市】http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/kotsu/teikisen/index.html 

11/2（金）７日ぶりに船が来た。ウグイス、

ルリビタキ、ミヤマホオジロ多い。 

・オオコノハズク１、ノゴマ１、ニシオジロビ

タキ１、キマユムシクイ１（２の畑） 

・ヤマヒバリ１（４の畑） 

・コホオアカ１（中村） 

11/3（祝・土）暖かく穏やかな一日。 

・オオコノハズク１、ニシオジロビタキ１、ヤ

マヒバリ１（２の畑） 

・ヤマヒバリ１（４の畑） 

・ムネアカタヒバリ１（おばこ前） 

【情報】 ツメナガホオジロ、シベリアジュリン 

飛島の野鳥観察情報 Ｈ30 秋 第６号 
平成３０年１１月４日現在 

11/1（木）西の風。欠航。ウグイスがかなり

増えた。 

・タゲリ１（ごどいも畑） 

・コマドリ♂３、オオルリ♀１（１の畑） 

・ギンムクドリ１（２の畑） 

・ヤマヒバリ１（４の畑） 

【情報】 キレンジャク 

11/4（日）暖かく穏やかな一日。鳥は少なく

なった。 

・ニシオジロビタキ１（２の畑） 

【情報】 ヤマヒバリ２、キマユムシクイ１ 

ヤマヒバリ1031 

ギンムクドリ1101 

コホオアカ1102 シラガホオジロ1101 
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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。平成３０年秋はこの号で終了します。来春号に乞うご期待。    〔酒田市定期航路事業所〕 
【簗川堅治】HP  :   http://tobishimantyu87.jimdo.com/          Blog:   http://tobishimantyu87.cocolog-nifty.com/blog/ 

【酒田観光物産協会】http://sakata-kankou.com/course/tobishima/ship/ 

【酒田市】http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/kotsu/teikisen/index.html 

飛島の野鳥観察情報 Ｈ30 秋 第7号 
平成３０年１１月８日現在 

11/6（火）午前中、北の風。さらに減った。 

・ヤマヒバリ１、ニシオジロビタキ１、コジュ

リン１（２の畑） 

・ムネアカタヒバリ１（３の畑） 

・ムジセッカ１（勝浦港） 

【情報】 コムシクイ 

11/7（水）夜明け前、少し雨が降ったが、変

化なし。 

・ヤマシギ１、ニシオジロビタキ１、コジュリ

ン１（２の畑） 

・ヤマヒバリ１、ヨーロッパシジュウカラ？１、

ムネアカタヒバリ１（３の畑） 

※ヨーロッパシジュウカラと思われる個体は、

黄緑色の背と黄色い腹、黒いネクタイ模様を確

認したが、顔を見ていない。 

11/５（月）暖かく穏やかな一日。鳥は減った。 

・ヤマシギ１、コマドリ１、ニシオジロビタキ

１（２の畑） 

・ヤマヒバリ１（４の畑） 

【情報】 ヨーロッパシジュウカラ？（勝浦地

区で腹の黄色いシジュウカラが観察された） 

11/8（木）暖かい。変化なし。 

・オオコノハズク２、コジュリン１（２の畑） 

・ムネアカタヒバリ１（３の畑） 

【情報】 ヤマヒバリ コジュリン1107 

ニシオジロビタキ1105 

ムネアカタヒバリとジョウビタキ 

ヤマヒバリ1107 
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