
第1号　1970年２月第1号　1970年２月第1号　1970年２月第1号　1970年２月

表紙写真：タンチョウ（挿入写真）

野鳥は人類の文化財 犬飼哲夫

尾岱沼に白鳥保護センター

道民の鳥「タンチョウ」

雀 苣野寿衛吉

エゾヒヨドリ 土屋文男

給餌台の早春―冬来たりなば春遠からじ― 小沢広起

趣味から保護活動へ 百武　充

ヨーロッパの野鳥保護 井上元則

野鳥雑唱 平井さち子

野鳥保護雑感―本道野鳥保護運動のあゆみ― 斎藤春雄

鳥の会誕生 藤巻裕蔵

北海道の鳥

北海道野鳥愛護会を結成

第2号　1970年5月　第2号　1970年5月　第2号　1970年5月　第2号　1970年5月　

表紙：オオハクチョウ 近藤映二

春のオオハクチョウ（表紙短文）

窓（雑記４題）

アパートに住んでいても 衛藤たみ子

私が救った野鳥のこと 脇田勝之進

わが国の自然保護対策を考える 小山政弘

カナダヅル 正富宏之

私の給餌台 加藤郁夫

カッコウ 平林道夫

私とアオサギ 西川半次郎

庭のコウライキジ 沖田兵蔵

道南のオジロワシとオオワシ 佐藤昌蔵

ウソによる桜の被害と駆除 隅田重義

鳥だより　根室の野鳥 岡　清松

鷺の森吟行 工藤紫蘇

野鳥愛護教育 高橋淳根

旅と野鳥と―階楽園の水鳥― 野村梧郎

北海道の鳥　日ソ渡り鳥調査

愛護会の設立総会

第3号　1970年８月第3号　1970年８月第3号　1970年８月第3号　1970年８月

表紙：ウトナイ湖探鳥風景

ウトナイ湖の草原に自然の野鳥を求めて（表紙短文）

窓（雑記４題）

野幌のアオサギ発見記 井上元則

光珠内のバン 野村紀雄

身辺野鳥雑記 竹越俊文

ヒヨドリとエゾヒヨドリ―種と亜種のこと（１）― 百武　充

わが家のシジュウカラ 土屋文男

巣箱は樹幹に放置しないこと 北口　盛

シラルトロ湖の野鳥 衛藤たみ子

野幌原始林探鳥の記 中川照子

私たちの探鳥会 藤巻裕蔵

野鳥愛護の輪を広げよう 柳沢信雄

北海道の鳥　コウライキジ

第4号　1970年11月第4号　1970年11月第4号　1970年11月第4号　1970年11月

表紙：ヒシクイ 野村梧郎

減少する渡り鳥　マガン・ヒシクイを保護鳥に（表紙短文）

窓　自然を返せ！　生きものとしての主張

愛鳥モデル校の歩み 岩見沢市立孫別小学校

野幌森林公園のカケス 井上元則

砂崎灯台の渡り鳥 隅田重義

石狩河口のシギ 萩　千賀

濤沸湖に残留した白鳥 玉田　誠

身近かな小鳥 土屋文男

道東の野鳥保護に50年　岡さんに勲六等瑞宝章

白鳥殺して６年の刑

第5号　1971年２月第5号　1971年２月第5号　1971年２月第5号　1971年２月

表紙：キジ（コウライキジ）　 萩　千賀

冬の給餌台　野鳥を身近かに（表紙短文）

窓　追われゆく野鳥類　トンボよお前もか

キツツキ 苣野寿衛吉

函館山の野鳥 隅田重義

札幌のキツツキ 土屋文男

ヒバリはいつ帰ってくるでしょうか？

連雀 井上元則

白鳥で結ぶ友情

野鳥の観察記録をつけよう 藤巻裕蔵

白鳥６態 玉田　誠

巣箱の話

第6号　1971年５月第6号　1971年５月第6号　1971年５月第6号　1971年５月

表紙：ビンズイ　 渡辺俊夫

愛鳥週間の起源―野鳥保護とは何か―（表紙短文）

窓　緑の自然で野鳥に親しむ―自然の恩恵に応えよう―



白鳥の助走についての調査 玉田　誠

早春のウトナイ湖で探鳥会 小笠原照子

ミスター・キュウイ―ウエスター・スコープ氏の来道 野村梧郎

野鳥雑感 羽田恭子

探鳥会のノートから 百武千恵子

給餌台と野鳥たち 吉村健次郎

オオハクチョウ雑感 三品忠太郎

会員だより 玉田　誠、大西重利

第7号　1971年８月第7号　1971年８月第7号　1971年８月第7号　1971年８月

表紙：フクロウ　 船造淳一

フクロウ（表紙短文）

窓　環境庁の発足と狩猟規制の強化

野鳥と共に 船造淳一

コムクドリの観察 高橋明雄

第25回愛鳥週間、全国野鳥保護のつどいに出席して 井上元則

旭川の野鳥愛護活動 畠山周治

野鳥の観察記録をつけよう（２） 藤巻裕蔵

珍鳥の記録・・・ハジロクロハラアジサシ・・・ 野村梧郎、萩　千賀

夏鳥のはつだより

厚沢部のハクチョウ 脇田勝之進

第8号　1971年11月第8号　1971年11月第8号　1971年11月第8号　1971年11月

表紙：アカエリヒレアシシギ 

アカエリヒレアシシギ（表紙短文）

窓　東と北と　自然保護三題

ヨーロッパの鳥たち 土屋文男

エゾアカゲラ 小堀煌治

カルガモの潜水採餌行動を観察して 森口和明

ムクドリの観察 沢田智明

江差の野鳥 小森俊夫

無法ハンターをにくむ 三品忠太郎

秋の鵡川探鳥会にて 見藤トシ子

第9号　1972年２月第9号　1972年２月第9号　1972年２月第9号　1972年２月

表紙：シマフクロウ 野村梧郎

シマフクロウ（表紙短文）

窓　自然保護への輪を広めよう

ナイチンゲールを聞く 土屋文男

ヒヨドリの曲芸 小堀煌治

野鳥の日記 さとう　実

コヨシキリを見て 小泉三雄

鳥語（１） 三浦五郎

根室で考えたこと 山本永人

片野の鴨池 四十万谷吉郎

第10号　1972年５月第10号　1972年５月第10号　1972年５月第10号　1972年５月

表紙：アカモズ　 柳沢紀夫

アカモズ（表紙短文）

窓　日米間での鳥類保護条約

増毛の樹園地にみる冬の鳥 高橋明雄

鳥の旅―冬の道東― 藤巻裕蔵

鳥語（２） 三浦五郎

道南のオジロワシなど 山田佑平

餌付け 平沢清一

キレンジャク 新宮康生

屠殺場の野鳥 入江義智　

〝北国の自然と野鳥〟―井上副会長が記念出版―

第11号　1972年８月第11号　1972年８月第11号　1972年８月第11号　1972年８月

表紙：イソシギ　 柳沢紀夫

イソシギ（表紙短文）

窓　自然保護を考える

鳥のノート（１） 土屋文男

濤沸湖のハクガン 玉田　誠

コヨシキリ 小堀煌治

トラフズクの一営巣例 入江義智

シロチドリの繁殖を観察して 萩　千賀

鳥のこえ人のこころ 勝　玄夫

鳥の記録　珍鳥

夏鳥の初認

十勝岳探鳥会に初めて参加して 梅木充子

第12号　1972年12月第12号　1972年12月第12号　1972年12月第12号　1972年12月

表紙：キレンジャクの群 新宮康生

窓　タンチョウの保護問題に思う

鳥のノート（２） 土屋文男

ヤマセミ撮影記 入江智一

哀れだったイワツバメ 山田良造

思い出の野鳥 門崎和子

鳥語（３） 三浦五郎

稚内でコシアカツバメ繁殖 百武　充

歩く道具―冬の探鳥会のために― 藤巻裕蔵

ブラインドの作り方、使い方 小川　巌

この白鳥を探して下さい 玉田　誠



クロコシジロウミツバメ

第13号　1973年２月第13号　1973年２月第13号　1973年２月第13号　1973年２月

表紙：ギンザンマシコ  小堀煌治

窓　ガンにとってウトナイ湖の重み

鳥のノート（３） 土屋文男

「風連湖を守る会」の発足にあたって 三浦二郎

イスカの来訪 新宮康生

給餌の誘い～団地住まいの方へ～ 中畑　勉

鳥語（４） 三浦五郎

続・ヤマセミの観察 入江智一

野鳥保護閑話 小山政弘

札幌周辺鳥類相調査の呼びかけ 小川　巌

鳥の記録　1972～3

第14号　1973年５月第14号　1973年５月第14号　1973年５月第14号　1973年５月

表紙：ホオジロガモ 萩　千賀

カッコウの減少と生態系の破壊 井上元則

３羽の越冬隊員 宮崎政寛

鳥のノート（４） 土屋文男

自分のフィールドを持ちましょう 柳沢紀夫

続　キレンジャク 新宮康生

餌台の野鳥 入江義智

野鳥のまち作り 川村芳次

早春賦 高橋明雄

コクガンの観察 森口和明

冬の大沼公園の鳥たち 森口和明

第15号　1973年８月第15号　1973年８月第15号　1973年８月第15号　1973年８月

表紙：アジサシの群 萩　千賀

窓　活動をはじめた観測ステーション

伐り倒された朽木 小山政弘

トビ哀れ、ウトウ悲し 高橋明雄

続々・ヤマセミの観察 入江智一

カラス 平林道夫

野鳥のきびしさ 佐藤清左衛門

野鳥の日記から さとう　実

鳥の記録　珍しい鳥の記録　クロサギ、アネハヅル

夏鳥の初認

第16号　1973年11月第16号　1973年11月第16号　1973年11月第16号　1973年11月

表紙：キレンジャク 入江義智

窓　野鳥の森と野鳥公園

足環のついた野鳥はいませんか？ 正富宏之

野鳥の日記から（つづき） さとう　実

野鳥雑記―俳句の嘘― 新妻　博

天売島海鳥観察記 小山政弘・入江義智

冬季に増毛地方でみられる鳥 高橋明雄

愛山渓探鳥会に参加して 中内みどり

双眼鏡の雨よけについて 松岡　茂

第17号　1974年２月第17号　1974年２月第17号　1974年２月第17号　1974年２月

表紙：エゾライチョウ  小堀煌治

札幌周辺の鳥を記録する会（仮称）の活動報告と参加の呼びかけ 小川　巌

野鳥に関する意識調査 小山政弘

旭川野鳥の会だより 山田良造

鳥語（５） 三浦五郎

渡り鳥条約とはどんなものか 事務局

コオリガモとウミアイサ 成田良三

名寄市のムクドリのねぐら 山崎治行

鳥が来ないさびしい冬でした・・・

第18号　1974年５月第18号　1974年５月第18号　1974年５月第18号　1974年５月

表紙：トウネン 入江智一

窓　珍鳥の記録と鴨猟場

白鳥の偵察飛行について（その意味するもの） 玉田　誠

千歳のオジロワシ 金山哲夫

畑地のオオハクチョウ 小山政弘

続 野鳥のまち作り 川村芳次

夏鳥の初認

第19・20号　1974年11月第19・20号　1974年11月第19・20号　1974年11月第19・20号　1974年11月

表紙：アオアシシギ 野村梧郎

奇形のハクチョウとの再会 玉田　誠

続・天売島海鳥観察記 入江義智

鵡川河口にハイイロガンらしいガンがいます 佐藤辰夫

響灘埋立地の野鳥たち 武井修一

昭和49年春の鵡川川口での観察記録 羽田恭子

ホシガラスと高山林業との関係について 井上元則

チゴハヤブサの観察 入江智一

北大植物園 山田清二

第21号　1975年９月第21号　1975年９月第21号　1975年９月第21号　1975年９月

表紙：セイタカシギ　 萩　千賀

窓　鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改訂について

鳥のノート（５） 土屋文男

叙勲にあたって 井上元則



西野のキジバト 野村梧郎

セイタカシギ 萩　千賀

鵡川探鳥会 羽田恭子

夏鳥の初認

事務局の「曲り角」を読んで 玉田　誠

アメリカヒドリ 森口和明

第22号　1976年１月第22号　1976年１月第22号　1976年１月第22号　1976年１月

表紙：ウミネコ 入江義智

北海道のモズ類（その１）　アンケートの集計結果 小川　巌

野付の夏鴨 三浦二郎

昭和50年秋の鵡川河口観察記録 小林・萩・羽田

鳥の紳士録　ユキホオジロ 百武　充

真夏の知床にヤツガシラ 広野孝男

カラーバンド 野村梧郎

樺太博物館の思い出 佐々木　勇

白キジ 平井百合子

第23号　1976年３月第23号　1976年３月第23号　1976年３月第23号　1976年３月

表紙：クマゲラ 梅木賢俊

サロベツの身近かな鳥たち 富士元寿彦

道東野鳥観察記 野村　聰

うちのお客さん さとう　実

給餌台の仲間たち 新宮康生

鳥の紳士録　シノリガモ 百武　充

アオシギ 羽田恭子

さらば勇払湖沼群 小山政弘

クマゲラの住める森に 柳沢信雄

第二次調査探鳥会の試み 小川　巌

第24号　1976年12月第24号　1976年12月第24号　1976年12月第24号　1976年12月

表紙：オオジシギ 野村梧郎

日高の鳥―様似町を中心に10年間の観察記録― 佐藤辰夫

鳥の紳士録　ハシブトガラ 百武　充

森林施業のあらまし　野幌自然休養林 松田忠雄

シマアジの歓迎　ヤマシギの擬傷　野幌探鳥会の記録 柳沢信雄

オオルリ１羽２万円　店頭に出ていた野鳥たち 編集部

第25号　1977年１月第25号　1977年１月第25号　1977年１月第25号　1977年１月

表紙：冬の大沼公園 梅木賢俊

羊ケ丘の鳥―開発進む中、96種確認― 四十万谷吉郎

カワセミの観察 榊原ほか

コクガン　41羽の発見と生息状況 隅田重義

本州の野鳥たち 入江智一

帯広の探鳥会 藤巻裕蔵

第26号　1977年２月第26号　1977年２月第26号　1977年２月第26号　1977年２月

表紙：シロフクロウ 萩　千賀

川湯周辺の鳥―２年半の記録― 百武　充

オロロン鳥 佐々木　勇

コウノトリ　函館に現るの記 隅田・吉澤

冬を越すモズ 柳沢信雄

鳥の食物を調べよう 藤巻裕蔵

シロフクロウ 野村梧郎

夏鳥の初認

第27号　1977年３月第27号　1977年３月第27号　1977年３月第27号　1977年３月

表紙：アトリ 森　拓人

円山周辺の鳥―５年間の記録― 羽田恭子

表紙のことば　アトリ 森　拓人

鳥の紳士録　コゲラ 百武　充

生花苗沼　ひとりだけの探鳥会 小野登志和

コウノトリ② 野村梧郎

さらば野幌自然休養林　ねぐらを奪われた天然記念物 編集部

夏鳥の初認

第28号　1977年６月第28号　1977年６月第28号　1977年６月第28号　1977年６月

表紙：ユリカモメ 小堀煌治

鷹栖町の野鳥―２年半の記録― 田嶋邦生

帯広畜産大学自然探査会鳥類研究グループの活動紹介 戸田敦夫

コウノトリ 野村梧郎

表紙のことば　ユリカモメ 小堀煌治

函館のクマゲラ 吉沢貞一

夏鳥の初認

第29号　1977年９月第29号　1977年９月第29号　1977年９月第29号　1977年９月

表紙：タシギ 小山政弘

尾岱沼原野の野鳥　昭和52年春～夏の生息記録 三浦二郎

表紙のことば　タシギ 小山政弘

コウノトリ③ 野村梧郎

鳥の記録 羽田恭子

北海道探鳥地案内　鳥を探しに行きましょう。石狩川河口、鵡川河口

第30号　1977年12月第30号　1977年12月第30号　1977年12月第30号　1977年12月

表紙：ソデグロヅル 梅木賢俊

ソデグロヅル（表紙短文）

北見市の野鳥―３年間の記録― 鷲田善幸

第１回　野鳥調査のまとめ 編集幹事会


