
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/

４/２７（火）

まだ夏鳥は少ない。

・亜種シベリアアオジ多数（随所）

・コノハズク1、ヤツガシラ１（校庭）

4/28（水）

南の風、ややあり。午後、寒くなり、夕方、一時

雨。定期船、早だち。

・全体的（特にツグミ、シロハラ、アトリ、シベ

リアアオジ）に結構、減った。

・オオルリ、キビタキ、サンショウクイ、センダ

イムシクイ、エゾムシクイなど

は増えた。

・キマユムシクイ1（2の畑付近）

・ノゴマ♂1（2の畑）

・ムジセッカ1、亜種シベリアアオジ複数（セン

ター裏）

飛島の野鳥観察情報 R0３春 第1号
令和３年５月1日現在

4/29（木）

北の風、ややあり。午後から雨。2便、欠航。

・全体的に少ないが、ムシクイやキビタキは増え

た。

・亜種シベリアアオジ複数（随所）

・ノゴマ♂1、コホオアカ2（2の畑）

4/３０（金）

西の風、ややあり。肌寒い一日。1便欠航。

・全体的に少ないが、コマドリ、アカハラ、キビ

タキは増えた。

・亜種シベリアアオジ複数（随所）

・ノゴマ♂1（2の畑）

・カラアカハラ1（四谷ダム）

・キマユホオジロ♂1（法木の畑）

アオジ（亜種シベリアアオジ）0429

キマユホオジロ0430

ムジセッカ0429

ヤツガシラ0427
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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/

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

5/4（火）

1便欠航。一昨日から鳥が増えたらしい。

・アカハラが多い。

・コホオアカ、キマユホオジロ、亜種シベリアア

オジ複数（随所）

・コノハズク1、キマユムシクイ1（山グランド奥

の畑）

情報 ムギマキ複数、マミジロキビタキ♂、ヒメ

イソヒヨ♂1、キバラガラ

飛島の野鳥観察情報 R0３春 第２号
令和３年５月７日現在

5/5（水）

全便欠航。午後から雨。

・依然としてアカハラが多い。

・シマゴマ♂1（2の畑）

・ムギマキ♂1（秘密の花園）

・ムジセッカ3（四谷ダム、学校）

・キマユムシクイ複数（山グランド奥の畑他）

・シロハラホオジロ♂1（山グランド奥の畑）

・コホオアカ、亜種シベリアアオジ複数（校庭

他）

・セグロサバクヒタキ♀1（郵便局付近）

情報 コウライウグイス1（2の畑）、シマノジコ

♂1（校庭）

5/6（木）

西の風、ややあり。全体的に少し減った。

・シマゴマ、ムギマキ、キマユムシクイ、コホオ

アカ複数（随所）

・マミジロキビタキ♂1（1の畑）

・カラフトムシクイ♂2（1の畑、2の畑）

・コウライウグイス1（2の畑）

・シマノジコ♂1（山グランド奥の畑）

・ムジセッカ1、キマユホオジロ1、（中村）

・セグロサバクヒタキ♀1（沢口旅館付近）

情報 シマノジコ♂（校庭）

カラフトムシクイ♂0506

シマノジコ♂0506

セグロサバクヒタキ♀0505

ムギマキ♂0505

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/

5/20（木）

午後から北の風。

・鳥は少ない。

・ヤイロチョウ3（1の畑、2の畑）

・ムギマキ♂複数、チゴモズ複数（2の畑など）

・ブッポウソウ3（2の畑、山グランド、法木の

畑）

・コイカル（2の畑）

・アカガシラサギ夏羽1（四谷ダム）

・カラアカハラ♂2（鼻戸崎）

・シマゴマ♂1（巨木の森）

飛島の野鳥観察情報 R０３春 最終号
令和３年５月２５日現在

5/21（金）

ほぼ一日中、雨。欠航。

・ヤイロチョウ1、カラアカハラ1（1の畑）

・亜種カラアカモズ1（2の畑）

情報 ブッポウソウ（3の畑）

5/22（土）

すっきりしない天気。南の風。全便欠航。

・ヤイロチョウ3、カラアカハラ2、ムギマキ

♂2（1の畑、2の畑）

・チゴモズ♂2（2の畑）

5/24（月）

久々に暖かくなった。

・ムギマキ複数、キマユムシクイ複数（随所）

・ヤイロチョウ2、コウライウグイス1、亜種カ

ラアカモズ1、チゴモズ♂2（2の畑）

情報 ベニバト♂1（1の畑）

5/23（日）

ほぼ一日中、霧雨。1便、早だち。2便、欠航。

・ヤイロチョウ2、チゴモズ♂2（2の畑）

・コウライウグイス1（秘密の花園）

・アカガシラサギ夏羽1（四谷ダム）

情報 シラコバト1（ドコモの畑）

アカガシラサギ夏羽0523

ヤイロチョウ0524

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/

5/17（月）

朝まで雨。西の風、強い。

欠航。

・鳥は少ない。

・コホオアカ2（3の畑、ヘリポート）

・ムギマキ♂2（四谷ダム、ヘリポート）

・シラコバト1（ドコモの畑）※昨年秋に続き、

飛島2度目の記録

・チゴモズ♀1（ヘリポート）

情報 アカガシラサギ（4の畑付近）、ブッポウ

ソウ1（ヘリポート）

飛島の野鳥観察情報 R０３春 第６号
令和３年５月２０日現在

5/18（火）

穏やかな一日。

・鳥は少ない。

・ヤイロチョウ2（2の畑）

・チゴモズ♂1♀1（2の畑、ヘリポート）

・コホオアカ2（3の畑、ヘリポート）

・ツルクイナ♂1（荒崎）※1980年代以来、2

度目の記録

・アカガシラサギ夏羽1（四谷ダム）

・ムギマキ♂2（ドコモの畑付近、ヘリポート）

・シラコバト1（ドコモの畑）

・ツメナガセキレイ1（亜種不明）（ヘリポー

ト）

情報 オジロビタキ1（四谷ダム）、コウライウ

グイス1（法木の畑）、ブッポウソウ1（ヘリ

ポート）
5/19（水）

涼しげな一日。午後から一時雨。

・ヤイロチョウ2、亜種カラアカモズ1、アカマ

シコ1、コムシクイ1（2の畑）

・シロハラホオジロ♂2（2の畑、鼻戸崎）

・チゴモズ♂4（2の畑、中村の畑、ドコモの隣

の畑）

・ムギマキ♂2（2の畑、ヘリポート）

・オジロビタキ（四谷ダム）

・コウライウグイス♂1（ヘリポート）

・シマゴマ♂1（巨木の森）

情報 ブッポウソウ、ヤイロチョウ（複数）、

ミゾゴイ、シラコバト

シラコバト0517

シラコバト0518

コムシクイ0519

シロハラホオジロ♂0519

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/

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

5/7（金）

穏やかで暖かい一日。

・シマゴマ、コルリが増えた。

・シマゴマ、キマユムシクイ複数（随所）

・カラフトムシクイ♂2（1の畑、2の畑）

・コホオアカ1、キマユホオジロ1（山グランド奥

の畑）

情報 ムギマキ複数、マミジロキビタキ♂

飛島の野鳥観察情報 R0３春 第３号
令和３年５月1０日現在

5/9（日）

西風が強い一日。全便欠航。黄砂なのか、海上は

もやってる。

・全体的にだいぶ減った。

・ムギマキは依然として好調で、随所に複数。

・シマゴマ、キマユムシクイ複数（随所）

・キマユホオジロ1（2の畑）

・オジロビタキ♂1（四谷ダム）

・カラフトムジセッカ2（法木の畑、ヘリポート）

情報 シロハラホオジロ（巨木の森）

5/8（土）

午前中、西の風強い。1便欠航。黄砂なのか、海上

はもやってる。

・ムギマキ、シマゴマ、キマユムシクイ複数（随

所）

・コホオアカ1（校庭）

情報 オジロビタキ♂1（四谷ダム）

オジロビタキ♂0509

カラフトムジセッカ0509

ムギマキ♂0508

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/

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

5/10（月）

西の風強い。全便欠航。

・一段と減った。

・ムギマキ、シマゴマ、キマユムシクイ複数（随

所）

・コホオアカ1（2の畑）

・コウライウグイス1、チゴモズ♂1、カラフトム

ジセッカ1（ヘリポート）

情報 アカガシラサギ

飛島の野鳥観察情報 R0３春 第４号
令和３年５月13日現在

5/11（火）

午後から西の風ややあり。

・個体数はかなり少ない。

・ムギマキ、シマゴマ、キマユムシクイ複数（随

所）

・カラフトムシクイ1（1の畑）

・コホオアカ1（2の畑）

・オジロビタキ♂4（2の畑、四谷ダム、鼻戸崎）

・ムジセッカ1（荒崎）

・アカガシラサギ夏羽1（四谷ダム）

・コウライウグイス1、チゴモズ♂1、カラフトム

ジセッカ1（ヘリポート）

情報 アカガシラサギ若1、コウライウグイス（2

の畑）、オジロビタキ♂1（校庭）、アカモズ（亜

種カラアカモズ、または亜種ウスアカモズ）（山

グランド）

5/12（水）

暖かな一日。

・個体数はかなり少ない。普通種が少ない。

・ムギマキ、シマゴマ、キマユムシクイ複数（随

所）

・亜種カラアカモズ1、ムジセッカ1、コホオアカ

2、キマユホオジロ2（2の畑）

・オジロビタキ♂1、アカガシラサギ夏羽1（四谷

ダム）

・チゴモズ♂1（ヘリポート）

アカガシラサギ夏羽0511

チゴモズ♂0510

亜種カラアカモズ0512

コウライウグイス0511

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/

5/13（木）

暖かな一日。

・一段と減った。

・ムギマキ、シマゴマ、キマユムシクイ複数（随

所）

・アカガシラサギ若1（1の畑）

・コホオアカ1（2の畑）

・コウライウグイス♂1、カラフトムジセッカ1

（3の畑）

・ツメナガセキレイ（亜種不明）1、ムジセッカ

1（荒崎）

・チゴモズ♂1（ヘリポート）

情報 アオゲラ、亜種カラアカモズ（2の畑）、

シロハラホオジロ（山グランド奥の畑）

5/16（日）

東風がやや強い。午後から雨。

・一段と減った。

・コホオアカ1（2の畑）

情報 コウライウグイス1（ヘリポート）

飛島の野鳥観察情報 R０３春 第５号
令和３年５月１７日現在

5/14（金）

暖かな一日。

・マミジロ、マミチャジナイが増えた。

・ムギマキ、シマゴマ、キマユムシクイ複数（随

所）

・カラフトムジセッカ4（鼻戸崎）

・チゴモズ♂1♀1、カラフトムジセッカ1（ヘリ

ポート）

情報 亜種カラアカモズ（2の畑）

5/15（土）

暖かく、東風がやや強い。

・一段と減った。

・オオルリ、センダイムシクイが少し増えた。

・ムギマキ、シマゴマ、キマユムシクイ複数（随

所）

・カラフトムジセッカ1（ドコモの畑）

・コウライウグイス1（ヘリポート）

亜種カラアカモズ0512

コウライウグイス0511

チゴモズ♀0514

アカガシラサギ若0513

1


