飛島の野鳥観察情報

Ｈ30 春 第１号
平成３０年４月２３日現在

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〕

4/22（日） 風もなく、晴れて穏やかな一
日。
鳥は少なく、亜種オオカワラヒワ、ツグミ、
アオジが目立つ。
・オオミズナギドリ５０±（航路）
・ウトウ４（学校沖）
・オオジシギ１（ドコモの畑）
・コノハズク１（声のみ。２の畑）
・アオバズク１（声のみ。３の畑）
・ヤブサメ、エゾムシクイ、コムクドリ、
アカハラ、コマドリ複数（随所）
・カラアカハラ♂２（農免道路路肩）
・イスカ３０±（山グランド）
・情報 キマユホオジロ（校庭）

4/23（月） 曇り。夕方から小雨。
少し減り、目立つ変化なし。依然として鳥
は少ない。オオルリ、キビタキは4/10頃、
すでに多く渡った情報あり。
・オオジシギ１、ウトウ１０±、
亜種シベリアアオジ♂１（荒崎）
・ミヤマガラス３、サンショウクイ１
（２の畑）
・ヤブサメ、エゾムシクイ、コムクドリ、
アカハラ、コマドリ複数（随所）
・ニシオジロビタキ♂１♀１
（荒崎に降りる坂道）
・イスカ３０±（ヘリポート）
・コホオアカ１（１の畑）

4/24（火）８時くらいから雨。寒い一日。
更に減り、ツグミ、アオジも減った。アト
リの群れが増えた。
・ツツドリ１、ヤマシギ２（３の畑付近）
・キレンジャク１、ベニヒワ４（２の畑）

ニシオジロビタキ♀ 0423
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飛島の野鳥観察情報
4/25（水） ほぼ一日、雨。遅だち、早だち。
依然として鳥は少なく、雨のわりには減った。
・イスカ３０±の群れ程度（農免道路沿い）

Ｈ30 春 第２号
平成３０年４月３０日現在

4/29(日)
穏やかで暖かい一日。
相変わらず鳥は少ないが、午後からオオルリ、
ムシクイ類が増えた。コルリが入ってきた。
･ヤマシギ1(ヘリポ)
･コウライウグイス1(ヘリポ付近)
･カラフトムシクイ1(ゴミ焼却場付近)
･ニュウナイスズメ4(2の畑)
･イスカ3(農免道路沿い)
情報 ムギマキ♂1、チュウシャクシギ1

4/26（木） 冷たい西風が強い一日。
相変わらず少ない。
・カラフトムシクイ♂１（四谷ダム）
・イスカ３０±の群れ程度（農免道路沿い）
・キビタキ♂若が少し入ったか？
・情報 ベニヒワ
4/27（金）
ルリビタキやオオルリが少し増えた感じだが、
依然として鳥が少ない。
・ニシオジロビタキ♂１♀１（荒崎に降りる坂
道）
・イスカ３０±の群れ程度（農免道路沿い）

4/30(月)
穏やかで暖かい一日。
相変わらず鳥は少ないが、ムシクイ類は多い。
ヤブサメが増えた。午後からツグミ類がかな
り抜けた。
･オオジシギ1(山グランド)
･カワセミ1(四谷ダム)
･カラフトムシクイ1、キマユホオジロ1(ヘ
リポ付近)
･キレンジャク3、ヒレンジャク1、マミジロ
キビタキ♀1(法木の畑)
･サメビタキ1(ドコモの畑付近)
･イスカ10±(山グランド)
･ノジコ1(校庭)
･亜種シベリアアオジ♀1(3の畑)
情報 カラフトムジセッカ1、キマユムシク

4/28(土) 西の風ややあり。
相変わらず鳥は少ないが、キヅタの実にツグ
ミ類はたくさんいる。
･ミゾゴイ1(学校上の坂道)
･セグロカモメ3(勝浦港)
･ウミスズメ2、カンムリウミスズメ2(柏木山
沖)
･ベニヒワ4＋
･イスカ10±(農免道路沿い)

イスカ
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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。
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飛島の野鳥観察情報
5/1（火） 一日中もやがかかり、すっきりし
ない。やや肌寒い。
相変わらず、鳥は少ない。
・カルガモのヒナ１、キマユムシクイ１
（白瀬沢ダム）
・クサシギ１（四谷ダム）
・イスカ１０＋（農免道路沿い）
情報

Ｈ30 春 第３号
平成３０年５月２日現在

5/2（水） 夜明け前から９時くらいまで濃霧。
一段と鳥が減ったが、マミチャジナイが少し増
えた感じ。
・カルガモのヒナ１、キマユムシクイ１
（白瀬沢ダム）
・イスカ３０＋（農免道路沿い）
・亜種ツメナガセキレイ１、ムネアカタヒバリ１
（荒崎）

亜種ツメナガセキレイ、
ムネアカタヒバリ

情報

ムギマキ

カルガモのヒナ0501

マミジロキビタキ♀0430

ツメナガセキレイ（亜種ツメナガセキレイ）0502

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 ）
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飛島の野鳥観察情報
5/7（月）鳥が多い。特に珍鳥が多く、忙しい。
特にマミジロキビタキ、オジロビタキが５、６
羽
いるようで、、このようなことは非常に稀。
・亜種カラアカモズ若１（秘密の花園）
・ムジセッカ２（ヘリポ他）
・キマユムシクイ多数（島中）
・マミジロキビタキ♂２＋
（校庭。他にも数羽いる情報）
・ムギマキ♂若１、シロハラホオジロ♂１♀１
（巨木の森）
・オジロビタキ♂１
（２の畑。他にも数羽いる情報）
・マミジロタヒバリ１（おばこ前）
・コホオアカ複数、キマユホオジロ複数（校庭
他）
・シマノジコ♂１（中村）
情報 シマノジコ♀、シマアオジ、マミジロキ
ビタキ♀、ニシジロビタキ、ヤツガシラ

Ｈ30 春 第４号
平成３０年５月９日現在

5/9（水）ほぼ一日中寒い。午前中、風がやや
強い。遅だち。案の定、減ったが、それでもま
だ十分楽しめた。
・タカブシギ１、アムールムシクイ？１
（四谷ダム）
・ブッポウソウ１（３の畑）
・亜種カラアカモズ若１（ごどいも畑）
・ムジセッカ２、シマゴマ１、コホオアカ複数、
キマユホオジロ１（２の畑他）
・キマユムシクイ多数、亜種シベリアアオジ多
数（島中）
・マミジロキビタキ♂複数（３の畑他）
・ムギマキ♂若複数（山グランド他）
・オジロビタキ♂複数（４の畑他）
・マミジロタヒバリ１（おばこ前）
・ムネアカタヒバリ１（荒崎）
・シロハラホオジロ♀１（山グランド裏）
情報 ヤツガシラ、ジュウイチ

5/8（火）依然として絶好調。回り切れないほ
ど、鳥がいる。
・ヤマシギ２（林道）
・ブッポウソウ１（３の上の畑）
・ムジセッカ複数、コホオアカ複数、キマユホ
オジロ複数（２の畑他）
・キマユムシクイ多数、亜種シベリアアオジ多
数（島中）
・シマゴマ複数（２の畑）
・マミジロキビタキ複数♂（２の畑他）
・ムギマキ♂２（山グランド他）
・オジロビタキ複数（３の畑他）
・マミジロタヒバリ１（おばこ前）
・ムネアカタヒバリ１（荒崎）
・ベニヒワ♀１（鳥海荘の畑手前）
・イスカ１０＋（土捨て場付近）
・亜種シベリアアオジ多数（島中）
・シロハラホオジロ♂１♀１、シマノジコ♂１
（荒崎に降りる坂道）
・ヤツガシラ１（四谷ダム）
情報 シベリアジュリン、亜種タイワンハクセ
キレイ、アムールムシクイ？

シマノジコ♂0507
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マミジロキビタキ♂

0507

マミジロキビタキ♀

0430

アカモズ（亜種カラアカモズ）0509

ブッポウソウ

オジロビタキ♂0508

ヤツガシラ

0508
5
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飛島の野鳥観察情報

5/11（金）南西の風が強い一日。欠航。
少し減ったが、依然として楽しめる。
・チフチャフ１、マミジロキビタキ♀１
（四谷ダム）
・ムジセッカ２、シマゴマ１（２の畑）
・カラフトムジセッカ１。キレンジャク１、ヒ
レンジャク１（３の畑）
・キマユムシクイ多数、亜種シベリアアオジ複
数（島中）
・カラフトムシクイ１（鳥海荘の畑手前）
・マミジロキビタキ♂１（校庭）、♀１（四谷
ダム）
・ムギマキ♂若（山グランド付近他）
・マミジロタヒバリ、またはコマミジロタヒバ
リ（おばこ前）
・ベニヒワ１（巨木の森）
・コホオアカ複数（２の畑他）
・キマユホオジロ４、シマノジコ♂若
（山グランド奥の畑）
情報 アムールムシクイ、アカハラダカ

チフチャフ

0511

シマアオジ

0510

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

ハクセキレイ（亜種ホオジロハクセキレイ）0510
バード・コンシェルジュ簗川堅治氏

平成３０年５月１２日現在

5/12（土）ようやく暖かくなった。
かなり減ったが、依然として楽しめる。
・カルガモのヒナ連れ、クサシギ３
（四谷ダム）
・カッコウ２＋（ヘリポ付近）
・ホトトギス１（山グランド付近）
・カラフトムジセッカ１、ムネアカタヒバリ１
（荒崎）
・キレンジャク１、ヒレンジャク１（３の畑）
・キマユムシクイ多数、亜種シベリアアオジ複
数（島中）
・アムールムシクイ２（四谷ダム、巨木の森）
・ムジセッカ１（２の畑）
・シマゴマ３＋（四谷ダム他）
・マミジロキビタキ♂１（ドコモの畑）
・ムギマキ♂若（ヘリポ他）
・オジロビタキ♂１（法木の畑）
・ベニヒワ１（鳥海荘の畑付近）
・シロハラホオジロ♂１（巨木の森）
・コホオアカ複数（２の畑他）
・キマユホオジロ２＋（山グランド奥の畑他）
・シマアオジ♂若（ごどいも畑）
情報 ツバメチドリ、アカハラダカ、ヒメイソ
ヒヨ

5/10（木）寒い一日。9:30頃まで雨。
・亜種カラアカモズ若１、ミマユホオジロ１
（ごどいも畑）
・ムジセッカ１（ハヤブサ広場前）
・キマユムシクイ多数、亜種シベリアアオジ複
数（島中）
・マミジロキビタキ♂３＋（３の畑他）
・ムギマキ♂若３（山グランド付近他）
・マミジロタヒバリ、またはコマミジロタヒバ
リ（おばこ前）
・オジロビタキ♂１（２の畑）
・イスカ３０＋（３の上の畑）
・コホオアカ複数（２の畑他）
・シマアオジ♂若１、亜種ホオジロハクセキレ
イ１（校庭）
情報 コウライウグイス
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飛島の野鳥観察情報
5/13（日） かなり抜けたが、それでも珍鳥
がまだ数種類いる。
・ハリオシギ１（ごどいも畑）
・キマユムシクイ複数（随所）
・アムールムシクイ１（法木の畑）
・キレンジャク２＋、ヒレンジャク３０±
（３の畑付近）
・シマゴマ１（３の畑）
・マミジロキビタキ♂若１（ドコモ脇の畑）
・ムギマキ♂若１（ヘリポ）
・コホオアカ１（２の畑）
・亜種シベリアアオジ複数（随所）
情報 コウライウグイス

平成３０年５月１６日現在

5/15（火） やっと暖かくなった。
・シノリガモ♀３、カツオドリ１
（御積島付近）
・アオバト１（法木の畑）
・ヤマシギ１（２の畑）
・ハリオシギ１（３の畑）
・キマユムシクイ複数（随所）
・アムールムシクイ２（２の畑、四谷ダム）
・キレンジャク２＋、ヒレンジャク２０＋
（法木の畑）
・シマゴマ２（３の畑、ヘリポ）
・マミジロキビタキ♂１（１の畑付近）
・ムギマキ♂２（１の畑、４の畑付近）
・コホオアカ２＋、キマユホオジロ２＋
（２の畑）
・亜種シベリアアオジ複数（随所）
情報 コウライウグイス、チフチャフ、
アカマシコ

5/14（月） ９時頃まで、もやっていた。か
なり寒い一日。
・ハリオシギ１、シマゴマ１（３の畑）
・ヤツガシラ１（四谷ダム）
・ニシイワツバメ２（ヘリポ奥の畑）
・キマユムシクイ複数（随所）
・キレンジャク２＋、ヒレンジャク３０±
（３の畑付近）
・マミジロキビタキ♂若１（ドコモ脇の畑）
・ムギマキ♂若１（ヘリポ）
・シロハラホオジロ♂１（巨木の森）
・キマユホオジロ１、コホオアカ２＋
（２の畑）
・亜種シベリアアオジ複数（随所）
情報 コウライウグイス、アムールムシクイ

ハリオシギ

Ｈ30 春 第６号

5/16（水） 暑い一日。晴れて猛禽類などが
出た。
・ヤマシギ２（２の畑、ヘリポ）
・ハチクマ１、ツミ２（２の畑）
・ブッポウソウ１（法木の畑）
・コウライウグイス２（山グランド奥の畑）
・キマユムシクイ複数（随所）
・カラフトムジセッカ１、アムールムシクイ１
（２の畑）
・ムギマキ♂１（中村）
・コホオアカ２（ごどいも畑）
・亜種シベリアアオジ複数（随所）

0514
ブッポウソウ
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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〕
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