
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/

10/13（水）

曇り。南東の風。早だち。

・鳥は少ない。アトリ、ジョウビタキ、シロハラ、

ウグイスが目立つ。

・マミジロタヒバリ1（2の畑）

情報 ハイイロオウチュウ、コホオアカ

10/14（木）

晴れ。暑い一日。

・鳥は少ない。アトリ、ジョウビタキ、シロハラ、

ウグイスが目立つ。

・マミジロタヒバリ1、コホオアカ1（2の畑）

・シロハラホオジロ♂1♀1（土捨て場）

・ハイイロオウチュウ1（山グランド）

・シラガホオジロ♂1（ヘリポ）

飛島の野鳥観察情報 R0３秋 第1号
令和３年１０月１７日現在

10/15（金）

曇りのち雨。西の風。早だち。

・鳥はかなり減った。

・シロハラホオジロ3＋（土捨て場）

10/16（土）

雨時々曇り。北東の風。早だち。

・急に寒くなり、ウグイス、カシラダカが増えた。

・コホオアカ1（2の畑）

・シロハラホオジロ3＋（土捨て場）

・コノドジロムシクイ1（勝浦集落）

情報 ムジセッカ

シラガホオジロ♂1014

マミジロタヒバリ1014

コノドジロムシクイ1016

コホオアカ1016

1



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/

10/17（日）

曇り。北西の風強い。欠航。

・ウグイス、シロハラ、アトリ、カシラダ

カが結構増えた。

・キマユムシクイ1（1の畑）

・シロハラホオジロ4（土捨て場3、鳥海

荘の畑1)

・コホオアカ1（ドコモの畑の隣の畑）

・オオミズナギドリ300＋（学校沖）

・コノドジロムシクイ1（勝浦集落）

情報 マミジロタヒバリ

10/18（月）

曇りのち晴れ一時雨。北東の風。

・ウグイスが減り、ジョウビタキが増えた。

・アオバズク1、コノハズク2、ヤマシギ1、

マミジロタヒバリ1（2の畑）

・シロハラホオジロ3（土捨て場）

・オシドリ2、キマユムシクイ1（四谷ダ

ム）

・コノドジロムシクイ1（勝浦集落）

情報 ムジセッカ

飛島の野鳥観察情報 R0３秋 第２号
令和３年１０月２０日現在

10/19（火）

曇りのち晴れ。南の風強い。

・全体的に減った。

・シロハラホオジロ6（土捨て場4、鳥海

荘の畑1、ヘリポの脇の畑1）

・オシドリ2（四谷ダム）

・コノドジロムシクイ1（勝浦集落）

オオミズナギドリ1017

オシドリ1018

コノドジロムシクイ1017

シロハラホオジロ1019
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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/

10/20（水）

雨のち曇り。北西の風ものすごく強い。代

船初日。欠航。

・ツグミ、マヒワ、ルリビタキ、ミヤマガ

ラスが少し増えた。

・アオシギ1（1の畑）

・ヒレンジャク1＋（2の畑）

・シロハラホオジロ1（土捨て場)

・コノドジロムシクイ1（勝浦集落）

情報 ムギマキ、コホオアカ

10/21（木）

曇りのち晴れ。北西の風強い。欠航。

・全体的に少し減ったが、ようやく珍鳥系

が増えた。ツグミは多い。

・ツメナガホオジロ1（舘岩付近）

・カラフトムシクイ1（秘密の花園）

・ベニヒワ20＋（2の畑4、鼻戸崎20±）

・シロハラホオジロ3＋（土捨て場）

・ムギマキ♀2（ヘリポ1、学校付近1）

・ホシムクドリ1（校庭）

・ムジセッカ1（中村集落）

・ハイイロオウチュウ1（テキ穴）

・コノドジロムシクイ1（勝浦集落）

情報 コクマルガラス

飛島の野鳥観察情報 R０３秋 第３号
令和３年１０月２３日現在

10/22（金）

晴れ。

また少し減った。

・コクマルガラス1（ごどいも畑）

・シロハラホオジロ１＋（土捨て場）

・ニシオジロビタキ1（山グランド）

・ハイイロオウチュウ1（テキ穴）

・コノドジロムシクイ1（勝浦集落）

・ホシムクドリ1（おばこ前）

情報 コホオアカ

カラフトムシクイ1021

ツメナガホオジロ1021

ニシオジロビタキ1022

ハイイロオウチュウ1021

ハイイロオウチュウ1022

ホシムクドリ1021
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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/

10/23（土）

雨のち曇り。北西の風。欠航。

・ニシオジロビタキ1（1の畑）

・ムジセッカ1、ベニヒワ5＋（3の畑）

・シロハラホオジロ2（土捨て場)

・ハイイロオウチュウ1（テキ穴）

・シラガホオジロ♂1（おばこ前）

情報 ヤマヒバリ、コノドジロムシクイ、

コホオアカ

10/24（日）

曇りのち晴れ。西の風。

・シロハラホオジロ3（土捨て場）

・ニシオジロビタキ1（鼻戸崎）

・コクマルガラス1（中村自治会館前）

・ハイイロオウチュウ1（テキ穴）

・シラガホオジロ1（おばこ前）

情報 シベリアジュリン、ヤマヒバリ、コ

ノドジロムシクイ

飛島の野鳥観察情報 R0３秋 第４号
令和３年１０月２６日現在

10/25（月）

晴れのち曇り。東の風。

・全体的に結構減った。

・シベリアジュリン1（勝浦港）

・ヤマヒバリ1（中村集落）

・ハイイロオウチュウ1（テキ穴）

情報 シロハラホオジロ3

シラガホオジロ♂1023

シベリアジュリン1025

コクマルガラス1024

ハイイロオウチュウ1024

ヤマヒバリ1025

1



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/

10/26（火）

雨のち曇り。北東の風。早だち。

・ウグイスがかなり増えた。コマドリ、ア

オジも少し増えた。

・ヤマシギ1、ベニヒワ2（2の畑）

・ハイイロオウチュウ1（勝浦集落）

・シベリアジュリン1（勝浦港）

情報 ムギマキ

10/27（水）

曇り一時雨。西の風。早だち。暖かい一日。

・ウグイスは少し減った。アオジが少し増

えた。

・オオコノハズク1、ベニヒワ8（2の畑）

・シロハラホオジロ1（土捨て場）

・ハイイロオウチュウ1、コホオアカ1、シ

ベリアジュリン1（勝浦集落）

情報 ヤマヒバリ、シラガホオジロ

飛島の野鳥観察情報 R０３秋 第5号
令和３年１０月２９日現在

10/28（木）

晴れ。西の風強い。欠航。

・ほとんどの種がかなり減った。

・キマユムシクイ1、ベニヒワ1（2の畑）

・ムジセッカ1（3の畑）

・シロハラホオジロ1（土捨て場）

・ニシオジロビタキ1（校庭）

・ハイイロオウチュウ1、コホオアカ1、シ

ベリアジュリン1（勝浦集落）

情報 シラガホオジロ

コホオアカ1028

シベリアジュリン1027

ニシオジロビタキ1028

ハイイロオウチュウ1026

ハイイロオウチュウ1028

ベニヒワ♀1027

1



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/

10/29（金）

晴れ時々曇り。北の風。欠航。

・一段と減った。

・ベニヒワ1＋（2の畑）

・ムジセッカ1（3の畑）

・ヤマヒバリ1、シロハラホオジロ1（土

捨て場）

・コクマルガラス1（中村集落）

・コホオアカ1、シベリアジュリン1（勝

浦集落）

情報 ニシオジロビタキ

10/30（土）

晴れ。

・ウグイスが増えた。

・ムジセッカ1（3の畑）

・ニシオジロビタキ1（法木の畑）

情報 ヤマヒバリ、ベニヒワ、シベリア

ジュリン

飛島の野鳥観察情報 R0３秋 第６号
令和３年１１月２日現在

10/31（日）

曇りのち晴れ。

・一気にかなり減った。

・ベニヒワ4（2の畑）

・ニシオジロビタキ1（法木の畑）

・ムクドリ4（中村集落）※飛島でムクド

リの群れは珍しい

11/1（月）

晴れ。

・さらに減った。

・ベニヒワ2＋（2の畑）

情報 チョウセンメジロ

コクマルガラス1029

ニシオジロビタキ1030

ムクドリ1031

1



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/

11/2（火）

晴れ。暖かい一日。

・鳥はほとんどいない。

・ヤマシギ1、オオコノハズク2、コイカル

1、ベニヒワ1＋（2の畑）

11/3（水）

曇り。時雨模様で暖かい一日。北西の風。

欠航。

・鳥はほとんどいない。特筆すべき鳥なし。

飛島の野鳥観察情報 R0３秋 最終号
令和３年１１月７日現在

11/4（木）

晴れ。暖かい一日。

・鳥はほとんどいない。

・ムクドリ21（2の畑）※過去最多羽数

11/5（金）

朝のうち雨のち晴れ。暖かい一日。

・鳥はほとんどいない。

・オオコノハズク2（1の畑付近）

・ヤマヒバリ1、ニシオジロビタキ1（2の

畑）

・コガモ11（四谷ダム）※過去最多羽数

11/6（土）

朝のうち雨のち晴れ。暖かい一日。

・鳥はほとんどいない。

・オオコノハズク1、カヤクグリ1（2の畑

付近）

ムクドリ1104

ミソサザイ1106

1


