
※　01 スズメ

※　02 カワラヒワ

※　03 シジュウカラ

※　04 メジロ

　　05 ウグイス

※　06 ホオジロ

　　07 モズ

※　08 ハクセキレイ

※　09 コゲラ

　　10 アカゲラ

　　11 アオゲラ

※　12 ムクドリ

※　13 ヒヨドリ

※　14 キジバト

※　15 ヤマガラ

　　16 コガラ

※　17 ヒガラ

※　18 エナガ

　　19 ミソサザイ

　　20 トラツグミ

　　21 カケス

※　22 ハシブトガラス

※　23 ハシボソガラス

　　24 オオタカ

　　キセキレイ

　　セグロセキレイ

　　イカル

　　カワセミ

　　チヨウゲシボウ

　　ノスリ

　　ウソ

　　キクイダタキ

　　フクロウ

  ◆ 留鳥 ◆ 渡り /冬◆ 渡り /夏

※　01 キビタキ

※　02 コサメビタキ

※　03 オオルリ

※　04 センダイムシクイ

※　05 コルリ

※　06 サンショウクイ

※　07 カッコウ

※　08 ツツドリ

※　09 ホトトギス

※　10 ヒバリ

　　11 サンコウチョウ

※　12 イワツバメ

※　ツバメ

　　オオヨシキリ

　　ヤブサメ

　　エゾムシクイ

　　ビンズイ

　　コムクドリ

　　クロツグミ

　　ジュウイチ

　　13 アオジ

※　14 ジョウビタキ

※　15 ツグミ

※　16 シロハラ

※　17 ノジコ

※　18 カシラダカ

※　19 ミヤマホオジロ

※　20 マヒワ

※　21 アトリ

※　22 ベニマシコ

※　23 シメ

　　24 カヤクグリ

　　オオマシコ

　　ハギマシコ

　　レンジャク

【写真・解説　出典】

　・日本野鳥の会ホームページ

　　　http://www.birdfan.net/

　・ウィキペディア

　　　https://ja.wikipedia.org/

【監修】　遠藤常夫さん

公民館 滝沢分館

     野鳥観察会

番号をつけた鳥・・・写真・解説あり。
※印の鳥・・・比較的よく目にする種。

4 月の終わりから 5 月はじ

め連休頃までは冬鳥と夏鳥

の両方が見られる。

りゅうちょう わた

滝沢で観察される野鳥
たきざわ かんさつ やちょう



01．スズメ

人家付近でのみ見られる。ほ
おに黒い斑。全長：14.5cm　
翼開長：22.5cm 歩く時は両足
を揃（そろ）えて跳ねる

02．カワラヒワ

肌色で太めのくちばし、翼と
尾に黄色の斑。全長：14cm
高い声でキリリリと鳴く。
ビィーンと濁った声も出す。

03．シジュウカラ

白いほお、胸から腹にネクタ
イ模様（太い方が雄）。全長：
14cm。チッチーなどの細い声
（シジュウカラ科に共通）、ジュ
クジュクと濁った声は独特。

04．メジロ

スズメより小さく、上面が
緑っぽい。目のまわりが白い。
全長：12cm。チィーとシジュ
ウカラ科より甘い感じの声。

滝沢で観察される野鳥　〈留鳥〉

05．ウグイス

低いやぶの中で、ジャッ、
ジャッと鳴く（地鳴き）。
全長：♂16cm、♀14cm。ホー
ホケキョのほか、ケキョケ
キョを繰り返すこともある。

06．ホオジロ

腹が茶色、チチチッと短く続
けて鳴く。全長：16cm。ス
ズメより長めの尾、顔に黒白
の模様。早口にチョッピーチ
リーチョチーツクなど。

07．モズ

黒い過眼線（雌は褐色）、長
めの尾を回すように振る。
全長：20cm。キチキチと続けた
り、ジュン、ジュンなど。秋に
はキーィキーィと甲高く鳴く。

08．ハクセキレイ

白いほお、澄んだ声。
全長：21cm。広い河川、農
耕地、市街地の空き地など開
けた環境を好む。チュチュン、
チュチュンと鳴く。

09．コゲラ

スズメ大で、ギーと戸がきし
むような声。全長：15cm。ギー
という声の後にキッキッキッ
と続けて鳴くこともある。

10．アカゲラ

ムクドリ大で、尻が赤い。
全長：24cm。黒い背に白い
しま模様があり、左右の白い
大きな班が目立つ。
キョッ、キョッと鳴く。

11．アオゲラ

屋久島から本州にすむ緑のキ
ツツキ。全長：29cm。
強い声でキョッ、キョッと鳴
く他、ケラララと続けて大声
を出す。

12．ムクドリ

黄色っぽい足とくちばし、短
い尾。全長：24cm、翼開長：
40cm。飛ぶと腰の白が目立
つ。キュルキュル、ジェー、
ツィッなどとさまざまな声。
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13．ヒヨドリ

全体が灰色に見える。ピーヨ
またはキーヨと甲高く、伸ば
す声。全長：27cm。興奮する
と頭の羽毛を逆立てる。花の蜜
や果実が大好物。これは熱帯が
主生息地であった祖先の名残。

14．キジバト

翼や背に茶色のうろこ模様、
首にしま模様。全長：33cm、
翼開長：55cm。雌雄２羽で
見ることが多い。雄はデッデ、
ポッポーと低い声で繰り返し
鳴く。

15．ヤマガラ

胸から腹が赤味のある茶色。
全長：14cm。シジュウカラ
より尾が短い。スィー、スィー
とシジュウカラよりかすれた
声やビービーと鼻にかかった
声を出す。

16．コガラ

頭に黒いベレー帽のような模
様。全長：12cm。ツツ、ジャー
ジャーと鼻にかかったような
声。さえずりは澄んだ声でヒ
チーなどを繰り返す。

17．ヒガラ

シジュウカラより小さく、ネク
タイ模様がない。全長 11cm。
尾は短い。チィーとシジュウ
カラより甘い声。さえずりは
ツピまたはツツピを早口で。

18．エナガ

白っぽい小さな体に長い尾。
全長：14cm。チーという細
い声はシジュウカラ科に似て
いるが、ツリュリュという声
は独特。

19．ミソサザイ

小さな体に似合わない大きな
美声で、長くさえずる。全長
10cm。さえずりは、チョツィツィ
ツィツィツーペチルルルなど、ヒ
バリやビンズイに似た早口。

20．トラツグミ

夜に笛の音のような声で
ヒー、ヒョー（さえずり）と
鳴く。全長：30cm。飛ぶと
翼の裏に白い帯。

21．カケス

ジャーッとしわがれ声、ふわ
ふ わ し た 飛 び 方。全 長
33cm。他の鳥の声もまねる。

22．ハシブトガラス

カー、カーと澄んだ声で鳴く
ことが多い。全長：56cm。
翼開長：105cm。ハシボソガ
ラスよりやや大きく、額が
出っぱって見える。

23．ハシボソガラス

ガー、ガーと濁った声で鳴く。
全長：50cm　翼開長：99cm。
農耕地や河川敷のような開け
た環境を好む。ハシブトガラ
スよりくちばしが細い。

24．オオタカ

カラス大。全長：50～ 56cm。
翼開長 110 ～ 130cm。小鳥
からハト大の鳥や小動物を捕
る。繁殖期にはキッキッキな
どと鳴く。
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01．キビタキ

黄色い胸と腰（雄）。全長 14cm。
ヒッ、ヒッ、時にクリリッ。さ
えずりは明るい声で、短い前
奏の後にピヨピ、ピッピキピ
ピッピキピと早口で繰り返す。

02．コサメビタキ

スズメより小さく、上面が灰色。
全長：13cm。目のまわりが白
い。雌雄同色。さえずりは小
さく細い声でチ、チーチチヂョ
チーチジョなど複雑に鳴く。

03．オオルリ

白い腹に黒い胸（雄）。全長
16cm。雄は高い木のこずえな
どの目立つところに。雌は褐色。
ピールーリーリージジッなど
と、ゆるやかで次第に下がる声。

04．センダイムシクイ

林の上部を好む。頭上部に淡
い線。チヨチヨビーィと、最
後が濁るさえずり。全長
12cm。

滝沢で観察される野鳥　〈渡り /夏〉

05．コルリ

コマドリに似たさえずりだが
前奏がある。全長：14cm。
暗い林の下部を好む。小声で
チッ、チッと続けて、チンチ
チュルルなど。

06．サンショウクイ

ヒリヒリン、ヒリヒリンと鳴
く。全長：20cm。セキレイ
に似た体型。高いところを飛
ぶこと、体を立ててとまるこ
と（セキレイは横）が違う。

07．カッコウ

春遅くに飛来し、カッコウと
いうのどかな声（雄）。全長
35cm。ノビタキ、モズ科、ホ
オジロ科、オナガなどに托卵。

08．ツツドリ

ポポ、ポポと筒を叩くような
声（雄）全 長：33cm。主 に
センダイムシクイに托卵す
る。

09．ホトトギス

キョッキョッキョキョキョ
キョという鋭い声（雄）。全
長 28cm。雄の声は「テッペ
ンカケタカ」「特許許可局」
などと聞かれる。

10．ヒバリ

足を交互に出して歩く。時々
冠羽が立って見える。全長：
17cm。飛び立つときにビルッ
と鳴く。上空でピーチュル
ピーチュルなどと長く鳴く。

11．サンコウチョウ

くちばしや目のまわりが青
い。全長：♂45cm、♀17cm。
ギッギッと鳴く。さえずりは
「ピヨロピ、ホイホイホイ」。
名前は「三つの光の鳥」から。

12．イワツバメ

ツバメより翼や尾が短く、腰
が白い。全長：14cm　翼開長：
30cm。ジュルッ、チュビッな
どと濁った声。飛びながら濁っ
た声を交えて早口で長く続ける。
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13．アオジ

スズメ目・ホオジロ科。胸から
腹が黄色にまだら模様。全長：
16cm。藪の中でツッ、ツッと鳴
き、細い声で、チョッピーチョッ、
チチクイチリリなどとさえずる。

14．ジョウビタキ

翼に白い斑、雄は胸から腹が橙
色。全長：15cm。時々ピョコ
ンとおじぎをして尾を震わせ
る。澄んだ声でヒッ、ヒッ、時
にカッカッと低く鳴く。

15．ツグミ

ムクドリよりスマートで、眉斑、
胸にまだら模様。全長：24cm。
走りに移動しては立ち止まる。
クィクィまたはキュッキューと
２声で鳴くことが多い。

16．シロハラ

ツグミ類らしく嘴と脚がよく
発達。腹が白っぽい。全長
24cm。飛ぶと尾の先の白が
目 立 つ。た ま に「キ ョ ッ 
キョッ」と鳴く程度。

滝沢で観察される野鳥　〈渡り /冬〉

17．ノジコ

形はアオジに似ているが、胸
のまだら模様が少ない。全長：
14cm。目のまわりが白い。
チッと鳴く。ホオジロに似た
さえずり。

18．カシラダカ

ホオジロより短い尾、胸が白
く胸にまだら模様。全長：
15cm。時々冠羽が立って見
えるのが名前の由来。チッと
鳴く。

19．ミヤマホオジロ

ホオジロに似た長めの尾、冠
羽。全長：16cm林に飛来。
チッ、チッと小声で鳴く。

20．マヒワ

スズメより小さく、顔や胸が黄
色（雌は薄い）。全長 12cm。
Ｍ型の尾。ビュイーン、チュ
ウイーンなどと鳴き交わす

21．アトリ

橙色の肩や胸。全長：16cm。
Ｍ尾。飛ぶと腰の白が目立つ。
飛びながらキョッ、キョッと
鳴く。

22．ベニマシコ

長めの尾、翼に白い帯。全長：
15cm。北海道で繁殖し、秋
冬は本州以南に移動。尾の両
側が白い。澄んだ声でピッま
たはフィッとかピッポー、ピッ
ポッポーと鳴く。

23．シメ

太いくちばし、短い尾。全長
19cm。春夏に北海道の林で
繁殖、秋冬は本州以南の林の
周辺に移動。くちばしは冬は
白っぽく、夏は黒っぽい。ピ
チッ、シーッなどと鋭く鳴く。

24．カヤクグリ

チリリッと鈴を振るような声
を出す。全長：14cm。全身
こげ茶色に見える、模様や色
に目立つところがない鳥。日
本特産種。
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