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近年バードウォッチングが盛んになってきた．それにともない観察者の目が噌え，貴重な記録

も多く報告されるようになった．これらの記録の中には日本で初めて，あるいはたいへん少ない

鳥，新しい繁殖地や越冬地，交雑種，カゴヌケの飼烏，白化個体などの発見，珍しい行動の観察

など，野鳥に興味のあるものにとっては魅力ある記録が少なくない．

また，これらの記録は単に趣味的な興味を櫛足させる以上に学術的に貴亜な記録でもある．さ

らに，将来においては自然保護にとっても重要なデータとなりうるものである．

日本野鳥の会では会員から寄せられた記録を「野鳥記録委員会」において，検討を行ない機関

誌の「野鳥」を通じて発表している．しかし，誌面の都合で発表できる記録は限られている．ま

た，短期間の記録をまとめて発表するために全体を通して見る機会がなかった．さらに，記録の

なかの参考記録は誌面の都合上発表されないままにある．

これらの問題が少しでも緩和されればと考え，1984,1985,1986年分の報告をまとめて発表する

次第である．なお，記録は認定記録と参考記録にわけて掲載し，保留記録の掲赦は今回は見送っ

た．また，記録は分類順に並べてあり，カゴヌケ，交雑極はその後に続けた．記録は，種名，記

録された年月日，地名，報告者または観察者，そして簡単なコメントとなっている．また，日本

初記録のものについては欄外に学名を記した。さらに，地名は報告者の希望により保護のため，

明確にしていないものもある．

なお，野鳥記録委員会では次の基準に従い判断している．

(1)認定記録

認定記録は標本，写真などの再現できる証拠があり，委員会が認定したものを言う．

特に日本初記録，またはそれに類するものについては，原則として再現できる証拠としての確

認しうる標本，写真等が必要であり野鳥記録委員会ではその標本，写真等と観察記録をもって認

定を行う．なお，スケッチとフィールドノートの記録だけでも状況や種類によっては委員会の判

断により認定記録となる場合もある．

(2)参考記録

参考記録は再現できる証拠としての写真はないがスケッチ，フィールドノートなどから，ほぼ

その種であるとして間違いないものを言う．

(3)保留記録

保留記録は写真やスケッチ，記録があっても，それが不鮮明であったり不備であるために断定

できない記録，非常によく似た近縁種がある場合それとの区別点が明らかになっていないもの，

また，現在の知識で同定が不可能な種類のものも含まれている．

(4)その他

すでに公表されている記録，今後認定した記録についても誤りが認められれば訂正を行う．
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さて，今回のまとめを見ると，いくつか興味深いことに気が付く．たとえば，セグロカッコウ

が報告されるのは山陰地方と九州北部に限られている．また，アカガシラサギは東京都八丈島で

1985年10月９日，福井県久々 湖で同10月10日に記録されており，かなり距離が離れているのに関

わらずほぼ同時期に記録されている．このような例はカラシラサギ，ナベコウ，ムナジロチュウ

上，ミヤコドリ，アメリカウズラシギ，ボナパルトカモメ，ヤツガシラ，ズグロチャキンチョウ

などで同様な傾向の記録となっている．ひとつには同一個体の可能性のものもある．たとえば，

ナベコウはその可能性が高い．しかしまた，セグロカッコウ，クロジョウビタキ，クロウタドリ

は，年が異なっているのにかかわらず，記録した日がきわめて近い．

このような事例が何を意味するのか，わずかの記録から結論付けるのは早急であろう．今後，

長期にわたりこのような記録が蓄祇されることにより，解明されることを期待したい．

この資料が，多くの研究者ならびにバードウォッチャーの参考になれば幸いである．また，こ

のような記録を委員会まで多数寄せられるようお願いするしだいである．

なお，まとめにあたっては(財)日本野鳥の会保護部研究センターの花輪伸一，森下英美子が行

い，松田道生，沖本浩二が手伝った．また，このデータはコンピュータに記録されており，それ

ぞれの項目による検索が可能である．

日本野鳥の会野鳥記録委員会・委員長：中村一恵，委員：尾崎清明，叶内拓哉，塩田猛，

英雄，園部浩一郎，塚本洋三．野鳥情報部会：臼井俊二，花輪伸一，日比彰，森下英美子．

バイザー：木村力，森岡照明．協力：松田道生，沖本浩二．

野鳥情報・認定記録

種名年月日 地名・報告者・メモ

志村

アド

ﾊジﾛｶｲｯブリ1986728鱗八郎潟船越水道･佐藤公生.１羽夏羽8/18.19は2羽.写典,記
ｺｱﾎｳドﾘｌ９８５ａ９需臓謹謝町.佐藤広己.他8/9目撃,8/12保腫,8/17ﾘﾝｸ゙

1986.6.28埼玉県熊谷市別府．今井明巨．１羽．７/9現在保護飼育中．写真のみ

コグンカンドリ１９８４．８．７青森県陸奥市関根浜．今兼四郎．１５日まで．写真あり

1985』0｣3雛潮l河口沖･宮本正銭若鳥1羽その後10/23.10/27も.写
サンカノゴイ1984.8.15滋賀草津市下物町．堀尾正三郎．繁殖記録．写真あり

１９８５．４．８長崎県北高来郡森山町．村山和聡．擬態．写真あり

l98aa16ザ賀県草津市下物町･堀尾岳行.他･巣とふ化後の幼鳥の記録，写真あ

ﾐゾゴｲl98a620難繍訓蝋了懸餅村井敏郎･繁殖確認観2羽,雛3羽．
ｱｶｶｼﾗｻキ19856』1讃擬需潔標雛町字古多糠･潟田尚子･幼鳥1羽･古多糠小学校で保

1985.10.9束京都八丈島三根(鴨川)．高木真一・他．冬羽１羽．写真，記録あり
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種名年 月日 地名・報告者・メモ

アカガシラサギ1985.10.１０福井県三方町久々湖畔．上木泰男．１羽．写真，記録あり

l98a46W児島県大島郡与論島･上野悪也.他４羽4/３０まで･写真･記録あ
１９８６．５．９高知県宿毛市二ノ宮．有田稔・他．５/10も．写真，記録あり

198‘６１評撫W市平荘町池尻･前田崇雄.他加古川の河川敷.6/2も.写
アマサギ１９８６．５.１０神奈川県海老名市中野．新倉三佐雄．スズメを捕食．写真，記録あり

1986.5.25北海道登別市．松原王．当種は北海道では稀．写真，記録あり

カラシラサギ１９８５．７．９和歌山県御坊市日高川河口．黒田隆司．写真あり

1986.4.23熊本県本渡市下浦町平床．島崎正秀．成鳥１羽．写真，記録あり

1986.4.27山口県岩国市南岩国．西本悟郎・他，４羽．写真，記録あり

１９８６．５．５長崎県峰町三根川河口(対馬)．大沢夕志・他．１羽．写真，記録あり

ﾑﾗｻｷサギ19865』7蕊需毛市小筑紫町馬路有田修大.他，若駒1羽･5/25まで･写典，
コウノトリ1984.9.18北海道留萌市内遠別町．笹野孝志．１羽．写真あり

1985.12.3O佐賀県佐賀市東与賀町．長野時彦・他．１羽．写真，記録あり

1986.3.17長崎県佐世保市相浦川河口．川内野義治．１羽．写真，記録あり

ナベコウ1985.11.17島根県平田市斐伊川河口．松尾善博・他．若鳥１羽．写真，記録あり

1985.11.28高知県高知市東皐．田中正哨．１羽．１１/30まで．写真，記録あり

１９８６．２．２静岡県磐田市桶ケ谷沼．武田由紀夫．１羽上空通過．写真，記録あり

ヘラサギ1984｣027製濡瀬町国市池.豊鴎立身.他,着烏1羽.1960/1/26まで.写典，
1985.11福岡県北九州市江川河口．吉川亨伸．１羽．写真，報告あり

クロツラヘラサギ１９８５．１１．１９徳島県阿南市那賀川河口．吉田和人．若鳥１羽．写真，記録あり

クロトキ1985.6.22長崎県上県郡佐渡湊(対馬)．１羽．山村辰美．写真あり

1985.10.24愛媛県南宇和郡城辺町久保．梅田喜業．１羽．愛媛県初記録．記録のみ

コクガン1982.1.23沖蝿県読谷村長浜．池長裕史．１羽．写真，記録あり

１９８６．４．１３北海道美唄市宮島沼．星子廉彰．１羽．５/4まで．写真，記録あり

ハイイロガン１９８５．６．９北海道野付郡海町野付崎．早川嘉彦．写真あり．６/27まで．成鳥２羽

ハクガン１９８６．４.ｌ２北海道美唄市宮島沼．星子廉彰．１羽．５/5まで．写真，記録あり

サカツラカン1985』２５犠購雛師蕊;川･今村克行･１羽･写典，記録あり．くちば
１９８６．４．６北海道美唄市宮島沼．星子廉彰．１羽．写真，記録あり．４/15まで

ｵｵﾊｸﾁｮｳ198‘Ｌ17蝋W都留郷山中湖石田健･越冬記録･12羽･３年前より･写真・
アメリカ

１９８６．３．１８岩手県北上川大堤公園．沢田雪野．４/１３まで．写真，記録ありコハクチョウ
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穂名年 月Ⅲ 地名・報告者・メモ

アメリカ

コハクチョウ

カルガモ

アメリカヒドリ1983.12.7

アカハジロ1986.2.10

ミコアイサ1985.12.21

コウライアイサ・１９８６．２．２

198ａａｌ蕊需鯛勢沼･晶子廉彰･６羽･ｺﾊｸﾁﾖｳの亜種.写真,妃
1985526叫力畷笥鵜鼎筆･築田賛司.他，樹上営巣･抱卵は未確認7／
1983.12.7高知県宿毛市松田川河口．田中佳．1984/1/22まで．写真，記録あり

1986.2.10降岡県浜松市佐鳴湖．北川捷康．２/16まで．写真，記録あり

1985』221鎮餅松浦郡佐々町小浦川内野善治･雌1羽･当地では稀・写真’

１９８６２２瞬蕊WIl島町小綱伊藤恭博･雄1羽，雌1羽･日本初記録･写
１９８６．２．４神奈川県茅ケ崎市西久保．臼井貴彦・他．１羽．写真，記録あり

1983｣212想嬬倣那阿知須町干拓地石井鶴三・１羽･1984/4/1まで写真，
1986330W児島膿大島郡与論島･上野恵也.他87羽.春の渡り.写真,記録あ
1985.1.27静岡県榛原郡川根町．孝森優秀．大井川上流の写真あり．幼鳥１羽

1985.3.24岐阜県安八郡輪之内町，沢島武徳・他，揖斐川の河川敷，写真あり，幼
烏１羽．

1986.4.27栃木県下都賀郡渡良瀬遊水地．岡部悟・他．雄１羽．写真，記録あり

198‘7｣3謬灘郷桜村浮凪速水有人.他雄成鳥1羽7/12にも記録.写
198鼠Ｌ３ｆ密嬬蕊石蝋小沢重雄.他･著鳥1羽･写真，記録あり･1/４
１９８５．６．２北海道根室市ヤリムカシ付近．高田尚子・他．雄成鳥１羽．写真あり

１９８６．１石川県金沢市普正寺町．中鳴賢治．白化個体．

１９８６３９群馬膿伊努崎市利根坂東大橋･竹内寛･１羽の雄が泳ぐ．写真'記録あ
1985.12.5北海道広尾郡大樹町美成地区．飯鳴良朗．１２/11まで．写真，記録あり

1985｣121噺諜挙日製講町･黒田隆司･他.２羽１１/26まで記録.発見者.鳥
１９８６．２．９長崎県諌早市小野干拓地．川内野善治．３羽．報告のみ

１９８５．６．２北海道野付郡別海町野付崎．高田尚子・他．成’鳥１羽．写真あり

1985』0』3噺国頭村本部町伊豆味･繊原健二成鳥1羽本島では初記録写
198‘Ｌ２譲餅悩保市母ケ浦町･川内野善治･１羽･越冬の初紀録・1/5まで，
1986.1.11長崎県佐世保市仲原町．川内野善治．１羽．ｌ/22まで．稀な越冬記録

198ａＬ１２荊府宇治市巨椋干拓地･門閥明･雌1羽･その後'越冬を確認･報告
1985.6.16沖蝿県金武町．又吉勇．１羽．写真あり

1985｣027雲児島県名瀬市名瀬勝･三輪節生･冬羽2羽･写典,記録あり．10/31ま
1985.9.23兵庫県加古川市尾上町(加古川河口)．木下文生・他．写真，記録あり

オオワシ

オオノスリ

サシバ

カタシロワシ

マダラチュウヒ

ムナジロ
チュウ上・、

アカアシ
チョウケンボウ

キジ

クロヅル

ナベヅル

ソデグロヅル

オオクイナ

ヒクイナ

ツルクイナ

レンカク

ミヤコドリ

＊

＊＊

/ME煙心Ｓ〃"α柳α〃ｓ

α”焔加αc”"婚(和名をウスハイイロチュウヒと言うこともある）
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種名年月日 地名・報告者・メモ

ﾐﾔｺドﾘ198…6蕊蝋蛎ムケ湖干潟大館和宏･'8羽の群内1羽幼烏らしい．
l98a3L21榊県中津市新大嫁海岸･桑島哲.他１羽･4/13まで･写真，記録あ
1985.8.18秋田県南秋田郡天王町海岸．佐渡公生．１羽．写真，記録あり

l9851ql4副鼎河北郡七壕町白尾海康川口稚登他７羽.10/21.10/22も.写
1985.10.20大分県中津市東浜見自川河口．桑島哲・他，２羽・写真，記録あり

1985.10.26秋田県南秋田郡天王町海岸．佐藤公生．４羽．写真，記録あり

オオチドリ１９８６．４．６新潟県中頚城郡大潟町潟．古川弘．１羽．写真，記録あり

ムナグロ１９８６．２．１沖蝿県豊見城村漫湖．慶田城健二．白化個体１羽．写真，記録あり

タケリ1986.2.11岐阜県大垣市船付鳥獣保謹区．多和田宏．脚振るわせ、記録のみ

ヒメウズラシギ１９８４．３．１７沖蝿県竹富町石垣島平田原．前田崇雄・他．記録のみ

1984.9.16筋岡県大井川町養鰻池．孝森優秀．幼烏１羽．写真あり

l98a920溌濡毛市111奈町芳奈.岡本雄二郎.9/１５発見.9/20確認9/15飛去．
アメリカ

ウズラシギ

1985.9.29愛媛県松山市正信川河口．秋山頚三・他．写真，記録あり

ｻﾙﾊﾏｼキ19865』5製蝋瀦郡那智勝浦町(太田川河!｣)･黒田瞳司･冬夏中間羽2羽
ｴﾘﾏｷｼキ1985』030蕊勝本市下江津湖今村京一郎.1986/3/18まで｡越冬記録.写典，
ｺﾓﾝシギ1985916職W台市荒井(大沼)･溺橋彦之･他･１羽･9/22まで記録“・
シベリア

1985.4.29鹿児島県出水市東干拓地．安部淳一．写真ありオオハシギ

コキアシシギ１９８５．９．１５宮城県仙台市荒井(南蒲生)．宮城県支部．幼烏１羽．９/17まで

コアオアシシギ1986.5.15和歌山県．湊哲史・他．１４羽．写真，記録あり

オオキアシシギ1983.10.3O愛知県渥美郡田原町汐川河口．鈴木章弘．写真あり

ｵｵｿﾘﾊｼシギ198a4｣4茜撫観蝋溺記罵川勉･淡色個体1羽･写真あり同個体ら
ﾎｳﾛｸｼキ19859｣6鮮駿宵溌亭藤原寛治.他４羽･埼玉県初記録･荒川の河川
コシャクシギ1985.4.29鹿児島県大島郡与論町(与論島)．上野恵也．１羽．写真あり

タシギ1985.9.16鹿児島県都城市上長飯町．鈴木直孝．尾を開く行動．写真あり

セイタカシギ1985.8.29束京都大田区大井埋立地．小梅義明．２７羽の群．写真あり

198‘415W森県上北郡百石町明神沼･菅野直方･１羽･4/17まで.写真･記録あ

1985昼11瀞#濡郡一色町･榛蕊忠雄.他･１羽日本初記錐･写真・紀織あ
アメリカ

ヒレアシシギ・

ﾂパﾒﾁドﾘ1985429％繍録本庄市(利根川)･小茂田英彦･交尾１回大播下流の利根川・
’985.4.29鹿児島県大島郡与論町(与論島)．上野恵他．写真あり

＊侭伽zjamp砥〃寸とりんγ
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種名年月日 地名・報告者・メモ

トウゾクカモメ1986.5.16神奈川県平塚市相模川河口．桑原健次．成鳥１羽．写真，記録あり

ｵｵズグﾛカモメｌ９８ａａ５呼錐jml鵜評之瀬川･山浦拓男.１羽.鹿児島県初記録.3/6ま
１９８６．２．３熊本県本渡市大屋崎．松下一弘．１羽．３/16も確認．写真，記録あり

ﾕﾘカモメ1985821§W県築上郡(山国川)･有角駿二郎６羽,夏期の記録は少ない.写真
ｼﾛｶﾓﾒl98aL31蕊f松浦市志佐川河口･川内野善治･長崎県初記録１羽･写真,記

1985』214課淵瀬湊市磯崎岬，榛葉忠雄.他･若鳥冬羽1羽･写真，記録あり．
ボナパルト
カモメ牟、

1985』2』9濡都大田区多摩川河口･氏原巨雄.1羽.1986/2/27まで.写典,記録
アイスランド

1986.3.25北海道別海町尾岱沼港．青木則幸．若鳥１羽．写真，記録あり
カモメ

ﾊジﾛｸﾛﾊﾗ19856.2蕊県佐原市大倉新田･中川懇~･１羽･写典あり，第一発見着，鈴木アジサン

1986.5.22北海道広尾郡大樹町歴舟川．飯璃良朗．５/23も，写真，記録あり

クロハラアジサシ１９８５．５．７新潟県中頚城郡大潟町．古川弘．１羽．夏羽．写真あり

l986527jf海道紋別市渚滑川河口･大塚恭司.他.夏羽1羽.5/29まで.記録の
オニアジサシ1985.12.23束京都大田区多摩川河口．氏原巨雄・他．１羽．記録のみ

1986420識撫誹弥富野鳥園前大沢剛義.１羽5/7まで｡また5/20も．
コシジロアジサシ1985.8.30千葉県習志野市谷津干潟．田畑巧・他．写真あり．台風の後の記録

ｾグﾛｱジｻｼ198…鶴瀦郷畷景り伊穂孝子.衰弱個体を1羽保謹1986/1/7安
ｾグﾛｶﾂｺｳ1983529蕊濡島市平谷金名ケ岳平野正徳.6/19も記録.1984/6/2も記録．

1985.6.16広島・島根県境天狗石山．小島規嗣．録音あり

19866』3箪F1職iii九千部山付近冨永識.他･２羽'･写真,録音,ｽｹﾂ

ﾔﾏｼ雪ｳビ〉198‘622鱗梼原町下折漉宮脇義明.他１羽･サワカニを捕食･写真,記
ナンヨウ

1985.3.23沖蝿県竹富町西表島．斉藤龍・他，写真あり
ショウピン

カワセミ1985.6.23束京都葛飾区．津村由和．雄１羽，雌１羽．写真，報告あり．

ヤツガシラ1985.4.22新潟県柏崎市安政町．末崎興助．１羽．写真，記録あり

1986.4.12茨城県高萩市君田小学校．山口万寿美．１羽．４/13も．写真，記録あり

1986.3.21長崎県南松浦郡奈良尾町．江頭哨司．１羽，写真，記録あり

198…2呼蝋§郡与購町(与請烏１.上野悪也.他.１羽.3/23,3/27も.写
ｸピﾜｺｳﾃﾝシ1985」L19W細繍驚洗J1需総.醤’１羽．Ｕ/28頃まで.写典,紀録あ
ヒメコウテンシ1985.4.29香川県三豊郡三翌干拓地．豊鯛立身・他．写真あり

コヒバリ１９８６．３．４備岡県富士市浮島．市川竹虎．１羽．写真，記録あり

＊＊Ｌα〃ｓｐｈ池｡e肋ね
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種名年 月日 地名・報告者・メモ

198aa21瀞誕環庫蕊回悪蔚木住野泰鴫.白化個体.幼鳥１羽親鳥ツバメ

イワミセキレイ1986.1.14福岡県糸島郡前原町伏竜池．柳川久．写真，記録あり

1986.2.21沖蝿県東村慶佐次．溌原健二．２羽．写真，記録あり

－198‘6｣8鱗江津市二宮町･大畑純二・２羽(雄雌)江津市で初記録写真.記
ツメナガセキレイ1983.10.17高知県中村市実崎．田中佳．若鳥１羽．写真あり

1985.11.23宮城県登米郡迫町(伊豆沼)．山本祥二・幼鳥１羽．写真あり

キガシラセキレイ1985.1.19沖縄県国頭村安田．比嘉邦昭．雄冬羽．１羽．写真あり

ホオジロ
ハクセキレイ１９８５．５．４茨城県鹿島郡波崎町砂山．中川憲一．亜種，１羽。写真あり

ハクセキレイ1985.9.27神奈川県(相模川中流)．笹川哲郎．白化個体．１羽．写真あり

セグロセキレイ1984.10.23栃木県上都賀郡粟野町．渡辺智義．白化個体，１羽．写真あり

－1985.4.22局根県八束郡鹿島町．井上有三・白化個体，１羽．写真あり

－１９８６．６．２局根県簸川郡大社町．佐藤仁志．白化個体，写真あり

－1985.1.15大阪府池田市中河原町．吉川克己．部分白化．写真あり

－198鼠417帯崎県宮崎市桓久.中島義人.ｺﾝｸﾘーﾄﾐｷｻー車に営巣，写真あ
タカサゴモズ1985.3.23沖樋県竹富町(西表島)．前田崇雄・他．写真あり

－1985.3.24沖蝿県竹富町(西表島)．斉藤龍・他．写真あり，上記と同一個体

ｱカヒケ198…2職骨謹市嘉津字岳.比潟邦昭.奄美の亜種の本島で記隷は初めで
l98a926鯉蕊噸崎埋立地比嘉邦昭.雄の若鳥保護後放鳥恋美の亜

オガワコマドリ１９８５．２．２束京都八王子市小宮町(多摩川)．福田明．雄の若鳥１羽．写真あり

クロジョウピタキ・１９８４．４．１５石川県輪島市(紬倉島)．関幸良・他．雌１羽．日本初記録

1985.4.29山口県萩市(見島観音崎)．岡本恭治．写真，記録あり

－1985429雛県萩市(見鰯).竹中敏.他，雄１羽.写真，記録あり．上記と同一
クロウタドリ1986.3.2O長崎県南松浦郡奈良尾町．江頭晴司．１羽．３/24まで．写真，記録あり

ツグミ1984.3.24備岡県富士市浮島．市川竹虎．パフ変個体１羽．写真，記録あり

１，８…幡撫蝋螺畷淡…‘"…典…
マミジロキピタキ１９８６．６．７束京都文京区本駒込(六義園)．松田道生・他ず雄１羽．記録・録音あり

－l98a623嫌罷雛簿潔並美丘北川雅之.他雄幼烏１羽.バンデｲ〉
ムギマキ１９８６．５.１０兵庫県神戸市垂水区塩谷町．渡辺美郎．若鳥雄１羽．写真，記録あり

オジロビタキ1985.1.１０福岡県中間市垣生公園．福原研治．１羽．４/3まで記録．写真，記録あり

＊復hoe〃わ"脚ｓｏ鋤〃ｍｓ
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種名年月日 地名・報告者・メモ

オジロビタキ1985.1.15福岡県飯塚市立岩施忠公園．高橋和元．１羽．記録のみ

1985.1.29北海道苫小牧市北大演習林．中村聡・他．雌１羽．写真，記録あり

１９８５．５．７長野県北佐久郡軽井沢町．宮崎朝雄・他．雄型１羽，雌型１羽

コサメビタキ1985.12沖縄県石川市．又吉勇．１羽．越冬1986.1まで．写真あり

ヒガラ１９８５．３．３山梨県南都留郡山中湖村．石田健．メジロの古巣をねぐらとして利用

ﾒジﾛ1986728蕊f北松浦郡国見山･川内野善治･ｵｵﾙﾘの声を典似る．写真'記
キマユホオジロ1984.12.31沖蝿県与那国町(与那国島)．比嘉邦昭．１羽．写真あり

ズグロ

チャキンチョウ1985.11.16束京都八丈島．高木真一．１羽．写真，記録あり

ノジコ１９８５．１．５奈良県生駒市小明．興名正三．冬期の記録は稀

1985昼23潔驚酎卿Wる石田健･雌で傷害あるいは奇形でｲｽｶのくちば
クロジ1985.10.26束京都八丈島．高木真一．雌１羽．写真あり

ﾂﾒﾅガﾎｵジ。１９８５４１鴇県開醗保農耕地･土橋信夫.１日は5羽,３日に雄1羽と雌
ﾊギﾏｼｺ1985』220聴卑蝋W蘇町.井上賛三郎30羽1986/1/2は20羽,1/3は50,20.4
ギンムクドリ1986.3.30鹿児島県大島郡与請島．上野恵也・他．１羽．写真，記録あり

カラムクドリ1985.10.1Ｏ徳島県阿南市．吉田和人．２羽．１０/１１も．写真，記録あり

ホシムクドリ１９８５．１１．１４静岡県榛原郡吉田町川尻．福与義徳．１羽．写真，記録あり

1984』227潔需美郡田原町汐川･福井強志.他１羽愛知県初記録･写典，
ムクドリ1986.3.29山形県米沢市．榛伝吉．黒化個体１羽．写真あり

コウライウグイス１９８５．９．８北海道札幌市東区．大丸梅吉．９/20まで．写真あり

カササギ1986.12.26密山県新湊市越の潟．松木洋．１羽．写典，記録あり

コクマルガラス１９８５．１．１３福井県坂井郡三国町．林武雄３羽．暗色型か．写真あり

ﾐﾔﾏガﾗｽ1985｣Ｌ３鱗伊平屋烏我悪屋池長裕史.他･沖縄県での記録は輪･写真，記
ﾊｼポｿｶﾗｽ1985921雛零蛎W･吉田~郎・約700羽のﾈグﾗで電線と鉄塔を利用・
ｲﾝドガ〉ｌ９８ａ２８繍総聯奥村･菅野健夫・2/10まで･写真･記録あり．カゴヌ
エジプトガン１９８６．３．６岩手県北上市北上川珊瑚橋．征矢和宣．カゴヌケ．１羽．写真あり

交雑l98a5｣2職増雛繍神･古川弘稀な行軌ヨシカモ雄とﾏｶﾓ雌
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野鳥情報・参考記録

種名年 月日 地名・報告者・メモ

アカエリ
1985.7.28岡山県岡山市旭川．三木国弘・他．成鳥１羽．８/6まで．夏の記録は稀

カイツブリ

カラシラサギ1985.5.19青森県上北郡百石町字川口．菅野直方．スケッチあり

コウノトリ1985.12.3l長野県佐久市今岡千曲川．小林広幸．１羽．記録のみ

１９８６．２．９長崎県諌早市小野干拓地．川野善治．１羽

１９８６．５．４北海道紋別市コムケ沼．大塚恭司・他．１羽．６/1まで

ナベコウ1986.1.12島根県迩摩郡仁摩町．大畑純二・成鳥１羽

ヒシクイ１９８６．１．５長野県東彼杵郡波佐見町．門間明．３羽．報告のみ

サカツラガン1984.10.8北海道苫小牧市ウトナイ湖．菊田一郎．６羽

ツクシガモ1986.1.19山口県下関市千鳥浜．飯山昭美．雄雌４羽．報告のみ

1985.6.28福岡県若松区響灘．山本茂・他．１羽亜成鳥．６/29も．夏の記録は稀

1985.8.25大分県大分市６号埋立地．立川孝之．４羽．夏の記録は稀

マガモ１９８５．８．４岐阜県養老郡養老町．多和田宏．交雑種？、スケッチあり

ｺｻｷ゙19855』9諦屋市瑞穂区弥富町鍋田･長友逸郎･目先が赤紫色をした個体･写真

ｮｼカモ1985ふ28豊謝垣市船附保護区多和田新也部分白化目先に白斑がある・
アメリカヒドリ1985.3.24福井県鰯江市日野川．菅原健二郎．報告のみ

コスズガモ１９８６．２．９愛知県名古屋市庄内川河口．森井製久．写真，記録あり

１９８６５５３鱗畷多耀川河口･氏原巨雄.他1羽･スケッチ記録あり．
ムナジロチョウ上1985.1.24千葉県千葉市埋立地．小沢重雄若鳥１羽．記録あり．１/24まで

1978.12.2群馬県利根郡利根村．小沢重雄．雄成鳥１羽．記録のみ．１２/3も

ツミ1986.3.26長崎県天草郡五和町．井上賢三郎．４羽．春の渡り

1985』0』0雛南海部郡蒲前町轟峠･島岡章･8:10~9:10の閥に140羽通過写サシパ

1985｣0Ｊ0雛iii海部郡鶴見町鍾戸.鳥岡章.Ｕ:12-12:15の間に493羽通過．
ｶﾀｼﾛﾜｼ１９８６３９需鳴遠田郡田尻町蕊栗沼･儲谷啓樹.他･幼鳥1羽･スケッチ'記録

ハヤブサ1985.7.18広島県佐伯郡宮島町室浜．熊谷美登・他．

ﾁﾖｳｹﾝポｳ１９８５６５謙県水戸市脅柳･渡久地豊･繁殖記録･営巣は市場の高架水槽･写真

ﾄｳﾈﾝl98a9』3鯛階騨誕珊簿緑武田由紀夫･標識鳥･右翼:黄色ﾀｯグ・
ヒメウズラシギ1985.8.29静岡県榛原郡御前崎．大石斉．１羽．

ヘラシギ1985.9.13静岡県榛原郡御前崎町御前崎．大石斉・他．２羽，９/21は６羽
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種名年月日 地名・報告者・メモ

カラフト
アオアシシギ １９８５．６．３北海道宗谷郡浜頓別町．黒沢信通・他．報告のみ

1985.9.15沖蝿県豊見村与根海岸．比認邦昭．報告のみ．１０/7も確認

1985.9.29鹿児島県加世田市万之瀬川．西信夫・他．５羽．写真なし

コシャクシギⅢ986.5.15和歌山県那智勝浦町(大田川河口)．黒田隆司．１羽．

ﾂバﾒﾁドﾘ1985‘４騨膿板野郡上板町高瀬･吉田和人･成鳥雌雄各１羽6/15まで･写真
ユリカモメ1985.8.21福岡県築上郡吉富町山国川．有角駿二郎．成鳥10羽．早い渡来

ハシブトアジサシ1985.10.7沖縄県豊見城村与根海岸．比嘉邦昭．報告のみ

アオバト 1985.7．７埼玉県北本市石戸宿．長野博行・他．１羽．

カッコウ１９８５．６．８愛媛県松山市正円寺．泉原ツヤ子．１羽．当地では稀

198鼠賦４韓総郵釧締最吉田利人.ｵｵﾖｼｷﾘの巣の中の雛膿
ヤマショウピン1985.9.30束京都八丈島三根(鶴川)．高木真一・他．写真なし

オオカラモズ1983.11山口県吉敷郡阿知須町干拓地．石井鶴三・記録のみ．1984/3まで記録

クロウタドリ1984.3.24沖縄県竹富町西表島星立．前田崇雄．記録のみ

エゾセンニュウ1986.1.24沖縄県平良市(宮古島)．菊田一朗・報告のみ

メボソムシクイ１９８５．６.１０愛媛県松山市会津町会津公園．石井健一．１羽．写典なし．当地では稀

エゾムシクイ１９８５．５．１７愛媛県石鎚山天狗岳北面．泉原益・他．１羽さえずる

マミジロキビタキ１９８５．５．５兵庫県六甲山森林植物園，西谷茂樹．成鳥雄１羽．写真なし

キビタキ１９８６．３．８長崎県天草郡苓北町志岐．井上賢三郎．成鳥雌１羽．冬期の記録は稀

ｱｵｼ゙ 198…2詣搬上蕊淵撫地武田勝彦.他.繁殖か．雄のさえずりと
ミヤマシトド1985.4.28山口県萩市(見島)．竹中敏・他．記録のみ．若鳥１羽

コムクドリ 1985.10．２広島県広島市万象園．太田裕美子．９３羽．写真なし

ホシガラス1985.10.１０徳島県阿南市．吉田和人．１羽．１０/１１も．当地では稀．写真なし

キバラガラ1985.2.13板橋区都立城北中央公園．土橋信夫．おそらくカゴヌケ．写真あり

ﾊﾂｶﾁﾖｳ198…9翻蝿雷鯉鋤･赤道宏.他カゴヌケ繁殖，育雛中・6／
交雑種１９８２蕊羅燕松田川'沢田佳長･オナカカモ×ﾋドﾘｶﾓ(?).l985ま

l98aL25需県大垣市船附保鱗区多和田宏･マカモ×ｵﾅｶｶﾓ?･スケッチ
1985.1.3ｌ兵庫県加古川市平荘湖．時沢良治．マガモ×？、写真あり

l985a31濡都大田区多膿川河口･土橋信夫.他･マカモ×ｵﾅｶｶﾓ?･写真


