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野鳥情報・観察記録

1994. 8 - 1995. 7

日本野鳥の会 野鳥記録検討会

日本野鳥の会では，会員からよせられた野鳥に関する記録を「野鳥記録検討会」で検討

し，まず「野鳥」誌をとおして発表している．「野鳥」誌では，よせられた記録のうち下記

のカテゴリーに合致するものを掲載し，そのうち本検討会として公認した記録を「公式記

録」として，S t r i x に発表するとともに，写真などの資料を保存している．記録のカテゴリ

ーと記録の判断基準は以下のとおりである．

記録のカテゴリー

1. 希少種

Ａ. 日本では記録の少ない種

ａ. 数例しか記録がない（ハリモモチュウシャク，モリツバメなど）

ｂ. 渡来しているはずだが記録は少ない（シマクイナなど）

ｃ. ある程度記録はある（オガワコマドリ，アカガシラサギなど）

Ｂ. 地域によって記録の少ない種（南西諸島におけるトビの記録など）

Ｃ. 局地的に生息する種（オオセッカ，オオジシギ，コジュリンなど）

2. 識別困難な種

（ジシギ類，チュウヒ類，カモメ類など近縁種間で識別がむずかしい種について，知識を

蓄積し，野外識別ができるように記録を集める）

3. 一般的な種

（個体変異，行動，分布などで新知見が得られた場合）

4. その他，興味深い種

記録の判断基準

1. 公式記録

写真，標本，スケッチ，記載などにより種の同定が可能で，分布上の問題がないと判断

されるもの．ただし，種の同定には問題がないが，その時点でその場所に出現したことに現

段階では問題を残すものについては，参考記録または保留記録とすることがある．

2. 参考記録

記載，スケッチなどにより種の同定が可能であるが，分布の問題やかごぬけの問題のある

もの．また，記載が十分でない，スケッチが図鑑などを参考に描かれている，写真がないな

ど公式記録よりも客観性が不足しているもの．



3. 観察記録

年月日，場所，観察者，種名のみの記録

4. 保留記録

公式記録または参考記録となりえるが，現在の知識のレベルでは種の同定が困難なもの．

5. 判断不可能

よせられた記録では種の同定ができないもの．

以下に，1 9 9 4 年 8月から 1 9 9 5 年 7月までのあいだによせられた記録のうち，野鳥記録検討

会が公式記録としたものを示した．

野鳥記録検討会委員：笹川昭雄（委員長），氏原道昭，金井裕，古南幸弘（五十音順）

事務局：大石麻美，金子利子，釜田美穂
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野鳥情報・公式記録

種　　名 観 察 日 記　　載

カイツブリ 1994.11.28 東京都千代田区市ヶ谷見附飯田橋外堀, 浅野俊雄, １羽, 白変個体, 写真あ
り

カイツブリ 1994.12.12 東京都市ヶ谷外堀, 山口不二雄, 山口亜紀, １羽, 白変個体, 写真あり

カンムリカイツブリ 1995. 1. 7 福島県猪苗代湖白鳥浜, 満田信也, ３羽, 写真あり

シラオネッタイチョウ 1994. 9.30 石川県石川郡尾口村女原, 竹田伸一, １羽, 写真あり

ヨシゴイ 1994. 9.25 山口県岩国市尾津町, 渡辺美郎, 幼鳥１羽, 写真あり

アカガシラサギ 1994.11.19 北海道函館市内松倉川, 松本守平, 土屋浩夫, 土屋恵美子, 函館大典, 函館佳
子, 小林明, 坂口千代, 木村武広, 松本ミエ, 冬羽１羽, 22日まで, 写真あり

アカガシラサギ 1995. 1. 8 山口県岩国市通津, 岡久繁雄, 岡久雄二, １羽, 写真あり

アマサギ 1994.10.15 北海道川上郡標茶町栄, 北村善春, 北村貴子, １羽, 写真あり

アマサギ 1995. 1.16 熊本県熊本市下江津湖, 上益城郡嘉島町三郎無田, 井上賢三郎, ５羽, 越冬
記録, 写真あり

アマサギ 1995. 1.29 熊本県玉名郡横島町, 井上賢三郎, 本田和彦, 椎葉雪春, 皆吉悦夫, ２羽, 越
冬記録, 写真あり

アマサギ 1995. 4.21 岩手県北上市相去町, 村瀬美江, 村瀬正夫, １羽, 写真あり

カラシラサギ 1994. 6.26 秋田県秋田市川尻新川町, 三浦憲悦, １羽, 7月22日も, 写真あり

カラシラサギ 1995. 2. 9 大分県杵築市片野納屋港, 木舩敏郎, １羽, 11日も, 写真あり

カラシラサギ 1995. 5. 9 岡山県倉敷市鶴の浦高梁川河口, 栗岡武史, 秋山登, 写真あり

ムラサキサギ 1995. 4.29 東京都練馬区石神井公園, 小泉義信, 山浦善樹, 竜川恵美子, 斉藤豊広, 雄１
羽, 写真あり

ヘラサギ 1994.11.10 福岡県福岡市西区今津干潟, 浅野康雄, ２羽, ビデオあり

ヘラサギ 1995. 2. 4 福岡県福岡市西区今津干潟, 浅野康雄, ３羽, ビデオあり

クロツラヘラサギ 1994.11.10 福岡県福岡市西区今津干潟, 浅野康雄, ２羽, ビデオあり

クロツラヘラサギ 1995. 2. 4 福岡県福岡市西区今津干潟, 浅野康雄, 10羽, ビデオあり

クロツラヘラサギ 1995. 3.13 沖縄県那覇市漫湖南岸, 春日清一, １羽, 15日も, 写真あり

マガン 1994.11.23 岩手県北上市相去町, 村瀬美江, 村瀬正夫, 高橋いさむ, 高橋八四男, ２羽,
26日まで, 写真あり

マガン 1995. 1. 3 石川県羽咋市邑知潟, 浅野康雄,  71羽, ビデオあり

マガン 1995. 2. 2 大分県大分市下判田, 志賀信幸, ２羽, 写真あり

ヒシクイ 1994.12.15 福岡県遠賀郡遠賀町, 浅野康雄, ６羽, ビデオあり

ヒシクイ 1995. 1. 7 福島県猪苗代湖白鳥浜, 満田信也, １羽, 写真あり

ハクガン 1994.11.14 北海道十勝郡浦幌町豊北, 田口萬穂, 野呂一則, 幼鳥２羽, 15, 16, 18日も, 写
真あり

オオハクチョウ 1995. 1. 9 岡山県総社市富原, 栗岡武史, 秋山登, 幼鳥１羽, 写真あり

コハクチョウ 1994. 8.12 石川県羽咋市邑潟, 浅野康雄, １羽, ビデオあり

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1994.10.18 岩手県北上市相去町新境池, 村瀬美江, 村瀬正夫, 高橋八四男, 高橋いさむ,
３羽, 亜種間交雑個体, 写真あり

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1994.10.24 岩手県北上市相去町新境池, 村瀬美江, 村瀬正夫, １羽, 亜種間交雑個体, 写
真あり

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1994.11. 2 岩手県北上市相去町新境池, 村瀬美江, 村瀬正夫, 高橋八四男, 高橋いさむ,
４羽, 亜種間交雑個体, 写真あり

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1994.11.16 岩手県北上市相去町新境池, 村瀬美江, 村瀬正夫, ４羽, 亜種間交雑個体, 写
真あり

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1994.11.20 岩手県北上市相去町新境池, 村瀬美江, 村瀬正夫, ２羽, 亜種間交雑個体, 写
真あり

コハクチョウ
（ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ)

1994.11.21 岩手県北上市相去町新境池, 村瀬美江, 村瀬正夫, １羽, 写真あり

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1994.11.22 岩手県北上市相去町新境池, 村瀬美江, 村瀬正夫, 成鳥１, 亜種間交雑個体,
写真あり

コハクチョウ
（ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ)

1994.12. 8 岩手県北上市相去町新堤池, 村瀬美江, 村瀬正夫, 成鳥２羽, 写真あり

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1994.12.14 岩手県北上市相去町新堤池, 村瀬美江, 村瀬正夫, 高橋八四男, 高橋いさむ,
成鳥１羽, 亜種間交雑個体, 写真あり

コハクチョウ
（ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ)

1994.12.14 岩手県北上市相去町新堤池, 村瀬美江, 村瀬正夫, 高橋八四男, 高橋いさむ,
成鳥１羽, 写真あり

コハクチョウ
（ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ)

1994.12.19 岩手県北上市相去町新堤池, 村瀬美江, 村瀬正夫, 成鳥１羽, 写真あり

コハクチョウ 1994.12.28 和歌山県日高郡南部川村南部川, 黒田隆司, 津村真由美, 成鳥１羽, 若鳥２
羽, 写真あり
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種　　名 観 察 日 記　　載

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1995. 2.24 岩手県北上市立花珊瑚橋下流, 村瀬美江, 村瀬正夫, ２羽, 亜種間交雑個体,
写真あり

ｱﾒﾘｶｺﾊｸﾁｮｳ×ｺﾊｸﾁｮｳ 1995. 3. 6 岩手県北上市立花珊瑚橋下流, 村瀬美江, 村瀬正夫, １羽, 亜種間交雑個体,
写真あり

ツクシガモ 1994.12.22 滋賀県大津市月輪大池, 吉田修, 雌１羽, 写真あり

ﾄﾓｴｶﾞﾓ×ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ 1994.11.22 山口県山口市大内御堀地先問出川, 安達利之, １羽, 交雑個体, 1995年1月21
日も, 写真あり

ヒドリガモ 1994. 7.21 山口県山口市大字矢原, 安達利之, ７羽, 越夏記録, 写真あり

ヒドリガモ 1994.11.27 山口県山口市大字矢原椹野川, 安達利之, １羽, 部分白化個体記録, 12月11
日も, 写真あり

アメリカヒドリ 1995. 1. 4 大分県佐伯市堅田川, 上野信一郎, 工藤美苗, 梶川廣巳, １羽, 写真あり

アメリカヒドリ 1995. 4.15 北海道帯広市帯広川札内川合流点付近, 加藤克博, 加藤満代, 雄１羽, 17日
まで, 写真あり

ｱﾒﾘｶﾋﾄﾞﾘ×ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ 1995. 1. 8 大分県佐伯市堅田川, 上野信一郎, １羽, 交雑個体, 写真あり

シマアジ 1995. 4. 9 山口県岩国市尾津町ハス田, 渡辺美郎, 夏羽１羽, 15, 16日も, 写真あり

アカハシハジロ 1995. 1. 8 福岡県前原市伏龍池, 浅野康雄, 若鳥１羽, ビデオあり

アカハシハジロ 1995. 6.18 島根県宍道湖, 北脇英雄, １羽, 冬から観察されていたもよう, 写真あり

ホシハジロ 1995. 1. 2 石川県羽咋市邑知潟, 浅野康雄,  １羽, 白変個体記録, ビデオあり

ホシハジロ 1995. 3.27 東京都台東区上野公園, 加藤逸人, 雌１羽, 部分白化個体記録, 写真あり

クビワキンクロ 1994. 3. 8 北海道斜里郡斜里町港町斜里川河口, 謝花栄昭, １羽, 写真あり

クビワキンクロ 1994.12.18 北海道斜里郡斜里町港町斜里川, 中川元, 雄１羽, 写真あり

アカハジロ 1994.10.19 福岡県福岡市西区田尻, 浅野康雄, 雄１羽, ビデオあり

アカハジロ 1994.11.20 兵庫県姫路市網干区興浜埋立地, 村上博, 村上あさ子, 雄１羽, 写真あり

アカハジロ 1995. 1.25 岡山県総社市久代藤原池, 栗岡武史, 秋山登, １羽, 写真あり

アラナミキンクロ 1995. 2.26 北海道網走市網走川河口, 齋藤喜一郎, 齋藤裕子, 雄１羽, 3月1日まで, 写真
あり

ホオジロガモ 1995. 2.14 広島県東広島市西条町御薗宇勝谷池, 宗近敬止, ２羽, 写真あり

ヒメハジロ 1995. 1.15 茨城県東茨城郡茨城町海老沢地内涸沼川河口, 山口万寿美, 雄１羽, 写真あ
り

ヒメハジロ 1995. 2.26 茨城県涸沼, 植竹孝, 植竹静江, 雄１羽, 写真あり

ヒメハジロ 1995. 2.28 茨城県旭村涸沼, 池長裕史, 雄１羽, 写真あり

コウライアイサ 1995. 3.12 滋賀県高島郡マキノ町琵琶湖, 西田勇, 雄若鳥１羽, 4月24日も, 写真あり

ハチクマ 1994.10. 1 福岡県前原市雷山, 浅野康雄, 1日に213羽, 2日に162羽, 渡り記録, ビデオあ
り

オオワシ 1993.12.20 茨城県稲敷郡美浦村木原霞ヶ浦南岸, 春日清一, 幼鳥１羽, 写真あり

オオワシ 1995. 2.25 茨城県涸沼, 金子紀子, 秋山玲美, 鹿島保, 金子東生, 権守和彦, 鈴木正男, 竹
内紀夫, 徳久辰雄, 徳久友江, １羽, ビデオあり

オオタカ 1994.11.19 熊本県熊本市秋津町, 井上賢三郎, 本田和彦, １羽, 写真あり

ツミ 1994. 3.10 静岡県静岡市市街, 栗田信吾, 伴野正志, 小池正明, 成鳥２羽, 雛４羽, 市街
営巣記録, 8月15日まで, 写真あり

ノスリ 1994. 6.15 熊本県阿蘇郡一の宮町, 井上賢三郎, 本田和彦, ４羽, 崖地繁殖記録, 写真あ
り

サシバ 1994. 4.10 熊本県熊本市金峰山山系, 井上賢三郎, 5月1日まで, 写真あり

カタシロワシ 1995. 4.25 島根県隠岐郡西ノ島町イザナギ浦, 野津幸夫, 幼鳥１羽, 写真あり

マダラチュウヒ 1995. 6. 4 新潟県中頚城郡頚城村浮島新田, 中川直剛, 雄１羽, 写真あり

ハヤブサ（ｱﾒﾘｶﾊﾔﾌﾞｻ） 1992. 2. 7 静岡県富士市浮島沼, 漆畑英樹, １羽, 写真あり

コチョウゲンボウ 1994.10.23 兵庫県神戸市西区大鳥喰池, 丹羽弘, 丹羽周子, １羽, 写真あり

コチョウゲンボウ 1994.11.20 熊本県上益城郡嘉島町, 井上賢三郎, 本田和彦, 工藤栄介, 雌１羽, 越冬記録,
1995年1月29日まで, 写真あり

コチョウゲンボウ 1995. 2.12 熊本県八代郡竜北町不知火干拓, 井上賢三郎, 白木憲昭, 雌１羽, 越冬記録,
写真あり

ナベヅル 1994.11.20 静岡県磐田郡浅羽町梅山弁財天川付近の田, 漆畑英樹, 漆畑麻実, ４羽, 写
真あり

ナベヅル 1995. 1. 2 石川県鹿島郡鹿西町, 浅野康雄,  成鳥２羽, 幼鳥１羽, ビデオあり

アネハヅル 1995. 5.20 北海道川上郡標茶町多和, 北村善春, 北村貴子, １羽, 写真あり

クイナ 1994.10.30 山口県岩国市尾津町クリーク内, 渡辺美郎, １羽, 写真あり

ヒクイナ 1994.11. 8 山口県岩国市尾津町クリーク内, 渡辺美郎, １羽, 写真あり

シマクイナ 1994.11. 4 和歌山県御坊市名田町楠中ビニールハウス内, 黒田隆司, 沼野正博, １羽,
渡り記録, 写真あり

ツルクイナ 1995. 6.11 愛知県大府市北崎町地内水田, 浜島吉孝, 雄１羽, 写真あり
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種　　名 観 察 日 記　　載

レンカク 1995. 5.31 東京港野鳥公園東淡水池, 牛山靖夫, 東京港野鳥公園スタッフ, 写真あり

ミヤコドリ 1992.10. 8 三重県三重郡川越町朝明川河口, 尾畑玲子, 13～15日も, 写真あり

ミヤコドリ 1994.10. 6 広島県福山市高西町中新涯, 石井昭義, 市川昭二, １羽, 写真あり

ミヤコドリ 1995. 4.24 三重県一志郡雲出川河口, 多田弘一, 多田和美, ４羽, 25, 29, 30日も, 写真あ
り

ハジロコチドリ 1994.10. 8 千葉県銚子市川口町, 福田篤徳, １羽, 写真あり

ハジロコチドリ 1994.11.10 山口県吉敷郡阿知須町阿知須干拓, 安達利之, 山本尚佳, １羽, 30日も, 写真
あり

ニシトウネン 1994. 9.15 滋賀県琵琶湖岸草津市志那町, 守山市杉江町, 田儀周久, 川崎振一郎, 川野
紀夫, 羽谷良和, 松尾節子, 幼鳥２羽, 写真あり

アメリカウズラシギ 1994. 9.20 宮崎県都城市乙房町田園, 鈴木直孝, 29日も, 写真あり

アメリカウズラシギ 1994.10. 7 福岡県福岡市田尻, 浅野康雄, 7日に1羽, 18日に2羽, ビデオあり

コオバシギ 1995. 4.16 山口県岩国市尾津町ハス田, 渡辺美郎, 安堂圭一, 夏羽１羽, 写真あり

ヘラシギ 1994. 9. 6 福岡県福岡市西区田尻今津干潟, 浅野康雄, １羽, ビデオあり

オオハシシギ 1994.10.14 北海道十勝川河口, 野呂一則, 幼鳥１羽, 写真あり

オオハシシギ 1994.10.30 滋賀県びわ町早崎南浦内湖, 川野紀夫, 田儀周久, 大島一郎, １羽, 写真あり

オオハシシギ 1994.11.10 山口県吉敷郡阿知須町阿知須干拓, 安達利之, 山本尚佳, １羽, 越冬記録,
1995年1月21日も, 写真あり

アカアシシギ 1994.12.29 高知県幡多郡大方町早咲, 田中佳, 有田修大, １羽, 31日まで, 写真あり

コキアシシギ 1994. 9.11 茨城県波崎町矢田部, 福田篤徳, １羽, 写真あり

コアオアシシギ 1995. 3.19 沖縄県石垣島浦田原水田, 笹岡秀朗, 10羽, 写真あり

カラフトアオアシシギ 1994. 4.17 宮城県仙台市蒲生干潟, 沼畑保, １羽, 写真・ビデオあり

タカブシギ 1995. 3.20 沖縄県石垣島平田原, 笹岡秀朗, １羽, 部分白化個体記録, 写真あり

タカブシギ 1995. 5. 4 茨城県霞ヶ浦, 曲渕憲介, 頭部白化個体記録, 写真あり

コシャクシギ 1990. 4. 8 石川県鳳至郡穴水町藤原, 大門久之, １羽, 写真あり

コシャクシギ 1995. 4.14 茨城県阿見町大室, 春日清一, １羽, 写真あり

コシャクシギ 1995. 4.26 石川県輪島市舳倉島, 鈴木重雄, 写真あり

ハリオシギ 1994. 9.20 神奈川県海老名市, 今井宗丸, 浅子明, １羽, 22日も, 写真あり

アオシギ 1994.11.26 兵庫県川西市若宮芋生川, 田儀周久, 谷川智一, 羽谷良和, 大島一郎, 川野紀
夫, 杭田俊彦, ２羽, 12月3, 4, 11, 17日も, 写真あり

セイタカシギ 1994.10.18 福岡県福岡市西区今津干潟, 浅野康雄, １羽, ビデオあり

セイタカシギ 1995. 3. 7 福岡県福岡市東区和白干潟, 宮田寿文, １羽, 写真あり

セイタカシギ 1995. 3.22 沖縄県石垣島宮良川口, 笹岡秀朗, ９羽, 写真あり

ソリハシセイタカシギ 1994. 5.28 北海道苫小牧弁天, 佐藤幸典, １羽, 6月2日まで, 写真あり

ソリハシセイタカシギ 1995. 3. 8 奈良県奈良市池田町, 菊野肇, 写真あり

ソリハシセイタカシギ 1995. 3.22 沖縄県石垣島野底ダム, 笹岡秀朗, １羽, 写真あり

ソリハシセイタカシギ 1995. 4. 4 東京都八丈島底土海岸, 神湊港, 古瀬浩史, １羽, 6日も, 写真あり

シロカモメ 1995. 1. 9 大分県佐伯市堅田川中流, 上野信一郎, 工藤美苗, １羽, 10日まで, 写真あり

ウミネコ 1994.10. 8 秋田県男鹿市浜間口, 菊池直基, １羽, 白化個体記録, 写真あり

ズグロカモメ 1995. 3.13 沖縄県那覇市漫湖, 春日清一, ６羽, 写真あり

ハジロクロハラアジサシ 1994. 8.27 北海道伊達市オサル川, 伴野美江, 伴野俊夫, 幼鳥１羽, 写真あり

クロハラアジサシ 1994. 9. 2 福岡県福岡市西区田尻今津干潟, 浅野康雄, 夏冬中間羽１羽, ビデオあり

クロハラアジサシ 1994. 9.10 香川県丸亀市桝池, 大野勝治, 幼鳥１羽, 写真あり

クロハラアジサシ 1994.10.30 福岡県福岡市西区田尻, 浅野康雄, 幼鳥１羽, ビデオあり

クロハラアジサシ 1994.11. 5 愛媛県東予市円海寺, 山野敬二, １羽, 写真あり

クロハラアジサシ 1994.12.19 宮崎県都城市沖水川, 鈴木直孝, 瀬口三樹弘, １羽, 1995年1月23日まで, 写
真あり

クロハラアジサシ 1995. 5.27 兵庫県神戸市西区神出大鳥喰池, 丹羽弘, 丹羽周子, 夏羽３羽, 写真あり

オニアジサシ 1994.11.16 和歌山県和歌山市和歌浦の観海閣付近, 熊代先, 黒田隆司, １羽, 写真あり

オニアジサシ 1995. 4.15 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川河口, 永友清太, 緒方佳寿恵, 野中成龍, 夏羽
１羽, 16, 20～24日まで, 写真あり

オニアジサシ 1995. 4.29 宮崎県延岡市方財町大瀬川河口, 天江良一, 30日も, 写真あり

オニアジサシ 1995. 5. 7 千葉県船橋市船橋海浜公園, 三間久豊

オニアジサシ 1995. 5. 7 千葉県船橋市船橋海浜公園, 川原章, 川原光子, 写真・ビデオあり

アジサシ 1994. 9. 2 福島県北会津郡北会津村大字蟹川・阿賀川, 木須武, ３羽, 写真あり

ズアカアオバト 1995. 3. ? 沖縄県石垣島底地ビーチ, 笹岡秀朗, １羽, 頭部赤味個体, 写真あり

アカショウビン 1994. 6. 8 群馬県榛名山, 松本紀男, １羽, 写真あり

アカショウビン 1994. 9.11 静岡県焼津市石津港町, 水口寛之, 仁藤武雄, 幼鳥１羽, 渡り記録, 写真あり

ヤツガシラ 1995. 4. 6 岡山県岡山市郊外, 國方春行, １羽, 写真あり
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ヤツガシラ 1995. 4. 6 山口県山口市山口大学附属養護学校内, 舛谷晃, 古田千鶴江, 倉重由美, 中
谷雪生, １羽, 写真あり

アリスイ 1994.10.10 岡山県倉敷市浅原, 栗岡武史, １羽, 写真あり

アリスイ 1995. 1. 5 大阪府大阪鶴見公園, 河内利明, １羽, 写真あり

ヤイロチョウ 1980îNç† 宮崎県御池野鳥の森, 脇元公一, 写真あり

ヒメコウテンシ 1995. 5. 6 青森県三厩村, 安藤一次, １羽, 写真あり

ハマヒバリ 1993.12. 5 石川県羽咋市邑知潟, 大門久之, 前田春雄, １羽, 写真あり

ツメナガセキレイ 1994.10.10 愛媛県西条市蛭子, 山野敬二, 山野哲嗣, 10日に2羽, 12日に3羽, 写真あり

ツメナガセキレイ
（ﾏﾐｼﾞﾛﾂﾒﾅｶﾞｾｷﾚｲ）

1994. 9.25 三重県久居市野村町, 高橋松人, 成鳥２, 幼鳥１, ビデオあり

ツメナガセキレイ
（ﾏﾐｼﾞﾛﾂﾒﾅｶﾞｾｷﾚｲ）

1994.10.17 山口県防府市西ノ浦干拓, 川本美千夫, ２羽, 写真あり

ツメナガセキレイ
（ｷﾏﾕﾂﾒﾅｶﾞｾｷﾚｲ）

1994. 9.24 山口県岩国市尾津町ハス田, 渡辺美郎, １羽, 写真あり

キガシラセキレイ 1995. 4.23 大分県大分市国分大分川, 木舩敏郎, 雄１羽, 24日も, 写真あり

キガシラセキレイ 1995. 5. 6 新潟県粟島, 熊谷章, 雌１羽, 写真あり

キガシラセキレイ 1995. 5. 6 新潟県粟島, 志賀陽一, 戸畑伝治, 雌１羽, 写真あり

ハクセキレイ 1995. 3.26 秋田県大潟村A3地区, 菊地直基, １羽, 部分白化個体記録, 写真あり

ハクセキレイ
（ﾎｵｼﾞﾛﾊｸｾｷﾚｲ）

1994.12. 8 秋田県秋田市仁井田河川敷, 高橋則子, １羽, 写真あり

マミジロタヒバリ 1994.10.14 山口県防府市西ノ浦干拓, 川本美千夫, １羽, 写真あり

ムネアカタヒバリ 1995. 4.15 山口県岩国市尾津町ハス田, 渡辺美郎, 夏羽１羽, 写真あり

サンショウクイ
（ﾘｭｳｷｭｳｻﾝｼｮｳｸｲ）

1994.12.18 大分県大分市八幡上八幡柞原八幡宮, 木舩敏郎, １羽, 27, 28, 30, 31日, 1995
年1月8日も, 写真あり

アカモズ 1995. 5.14 大分県佐伯市女島, 志賀信幸, １羽, 写真あり

アカモズ（ｼﾏｱｶﾓｽﾞ） 1995. 3.19 宮崎県延岡市二ツ島, 高橋浩晴, 天江良一, １羽, 写真あり

オオモズ 1994.11. 2 秋田県由利郡西仙北町強首, 針生倖吉, 石沢知雄, １羽, 写真あり

ヒレンジャク 1995. 3. 2 福岡県福岡市西区徳永, 浅野康雄, 榎本和夫, １羽, 部分白変個体記録, ビデ
オあり

ヤマヒバリ 1994. 4. 9 青森県東津軽郡三厩村大字宇鉄字下平, 成田徹, １羽, 写真あり

ヨーロッパコマドリ 1995. 5. 4 山形県酒田市飛島, 佐々木均, 佐々木あさ子, １羽, 写真あり

ノゴマ 1994.10.22 東京都立川市中央線鉄橋上流河原, 田中俵造, 雌１羽, ビデオあり

ジョウビタキ 1995. 5. 7 長野県根羽村茶臼山, 権田茂, 雄１羽, さえずり記録, 13日も, カセット・写
真あり

ジョウビタキ 1995. 6. 3 長野県富士見町三里ケ原付近, 香川淳, 雌１羽, 越夏・営巣記録, 写真あり

ノビタキ 1995. 1. 8 東京都八王子市浅川萩原橋下流, 登坂久雄, 田中英吉, 本島てるみ, １羽, 冬
季記録, 写真あり

ハシグロヒタキ 1994. 9.12 山形県鶴岡市七窪海岸, 堀仁, 大沢八州男, 斎藤一男, 簗川堅治, 田口純一朗,
池野浩, 網谷由美子, 高橋恵子, １羽, 17日まで, 写真あり

サバクヒタキ 1995. 2.12 東京都足立区足立荒川, 河辺拓也, 一倉行雄, 大平満, 雄１羽, 写真あり

クロウタドリ 1995. 4.14 鹿児島県奄美大島名瀬市小湊, 恵沢岩生, 高美喜男, 上野信一郎, 雄１羽, 15,
17日も, 写真あり

ツグミ
(ﾊﾁｼﾞｮｳﾂｸﾞﾐとの中間型)

1995. 2. 7 熊本県熊本市本町熊本城公園, 光永汪, １羽, 写真あり

ツグミ
(ﾊﾁｼﾞｮｳﾂｸﾞﾐとの中間型)

1995. 3.20 山口県岩国市尾津町ハス田, 渡辺美郎, １羽, 写真あり

ツグミ（ﾊﾁｼﾞｮｳﾂｸﾞﾐ） 1995. 2.19 鹿児島県出水市荘出水市ツル観察センター, 高橋満彦, 中村啓二, 中村美弥
子, １羽, 20日も, 写真あり

ツグミ（ﾊﾁｼﾞｮｳﾂｸﾞﾐ） 1995. 2.25 福岡県福岡市西区今津, 浅野康雄, １羽, ビデオあり

ツグミ（ﾊﾁｼﾞｮｳﾂｸﾞﾐ） 1995. 4. 5 青森東津軽郡, 成田徹, １羽, 写真あり

ワキアカツグミ 1995. 2. 8 北海道札幌市豊平区羊ケ丘森林総研宿舎, 森純子, 森茂太, １羽, 10日も, 写
真あり

キマユムシクイ 1995. 5. 4 長崎県男女群島, 北脇英雄, １羽, 写真あり

キビタキ 1994.10.18 大阪府大阪鶴見公園, 河内利明, 雌幼鳥１羽, 29日も, 写真あり

ムギマキ 1994.10.18 大阪府大阪鶴見公園, 河内利明, １羽, 29日も, 写真あり

オジロビタキ 1994.12.25 千葉県松戸市八柱霊園(仲谷), 松戸市金ケ作公園(熊谷､酒井), 熊谷章, 仲谷
竜三, 酒井齋, 雌１羽, 八柱霊園で1995年4月10日まで, 金ヶ作公園で1995年
1月31日～3月21日まで

オジロビタキ 1995. 2.12 千葉県松戸市八柱霊園, 河辺拓也, 一倉行雄, 大平満, 雌１羽, 写真あり

シラガホオジロ 1994.11. 6 栃木県奥日光赤沼宇都宮大学演習林, 山口達夫, 雄１羽, 雌１羽, 写真あり
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チャキンチョウ 1995. 4.26 山形県酒田市飛島, 世良昭男, 雄１羽, 非繁殖個体, 写真あり

チャキンチョウ 1995. 5. 2 山形県酒田市飛島, 土方秀行, 大坂知子, 岩崎省吾, 金澤伸行, 保坂君子, 高
瀬久義, 高瀬民子, 石井かな子, 雄１羽, 非繁殖個体, 写真あり

チャキンチョウ 1996. 5. 3 山形県酒田市飛島, 佐々木均, 佐々木あさ子, 原島政巳, 原徹, 池野浩, 雄１
羽, 非繁殖個体, 4日も, 写真あり

キアオジ 1995. 5. 3 長崎県男女群島, 北脇英雄, 雄１羽, 写真あり

ツメナガホオジロ 1994.10. 5 石川県輪島市舳倉島, 鈴木重雄, １羽, 11日まで, 写真あり

サバンナシトド 1994. 4.23 石川県輪島市舳倉島, 國近　誠, 杭田俊彦, 松尾節子, 荒木意人, １羽, 写真
あり

カワラヒワ 1994.12.22 東京都杉並区阿佐ヶ谷, 皆川進, １羽, 頭部白変個体記録, 写真あり

オオマシコ 1995. 2. 2 長野県小県郡長門町, 斎藤柳子, 20羽, 4月20日まで, 写真あり

ウソ（ベニバラウソ） 1995. 2.18 宮崎県延岡市愛宕山, 天江良一, 高橋浩晴, 雄１羽, 3月11日まで, 写真あり

コイカル 1994. 4.10 熊本県熊本市東町, 井上賢三郎, 井上雄一朗, 井上裕加里, ６羽, 繁殖記録, 8
月1日まで, 写真あり

スズメ 1995. 4.21 東京都小金井市, 梅本禎子, １羽, 部分白化個体記録, 写真あり

ギンムクドリ 1995. 3.22 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里, 東定司, １羽, 写真あり

カラムクドリ 1995. 2.16 宮崎県北諸県郡三股町, 鈴木直孝, 瀬口三樹弘, １羽, 17日も, 写真あり

コクマルガラス 1995. 1.19 秋田県仙北郡角館町役場庁舎前, 高橋政宣, 中村清三郎, １羽, 写真あり

コクマルガラス 1995. 3. 8 北海道浜頓別町クッチャロ湖畔, 水野ミチ子, １羽, 写真あり

ミヤマガラス 1995. 1.19 秋田県仙北郡角館町役場庁舎前, 高橋政宣, 中村清三郎, １羽, 写真あり


