
第121号　2000年９月21日第121号　2000年９月21日第121号　2000年９月21日第121号　2000年９月21日

表紙：クマゲラ　 後藤義民

探鳥地紹介「雁の渡来地・長都沼」　 佐藤ひろみ

ミヤマガラスが北海道の冬鳥に 広報部

北海道における繁殖期のカケスの分布 藤巻裕蔵

仮想体験と実体験 久野裕之

キマユツメナガセキレイについて 広報部

鳥の正しい呼び方 佐藤正秀

第122号　2000年12月21日第122号　2000年12月21日第122号　2000年12月21日第122号　2000年12月21日

表紙：アオアシシギ　 関口健一

私の探鳥地（38）　北村幌達布（空知郡）　 佐藤幸典

傷病鳥 小野宏治

バンディング（鳥類標識調査）とバンダー（鳥類標識調査者） 田子元樹

北海道レッドリスト（鳥類） ―北海道の絶滅のおそれのある野生生物リスト― 広報部

サロベツ原野・ベニヤ原生花園一泊特別探鳥会雑感 井上公雄

野口正男さんを偲んで 羽田恭子

不明鳥とsp.について 広報部

松山資郎への追憶 竹越俊文

谷口会長がフクロウの画集を作成

第123号　2001年３月21日第123号　2001年３月21日第123号　2001年３月21日第123号　2001年３月21日

表紙：コアカゲラ　 石橋孝継

探鳥地紹介　『道民の森』　 広報部

シラミバエとの出会い 佐藤雅彦

北海道における繁殖期のハシブトガラスの分布 藤巻裕蔵

北海道における海鳥繁殖地の現状 綿貫　豊

測量山のホーク・ウォッチング 本多　進

鵡川町～浜厚真を採餌利用する雁たち　～2000年　春の観察記録～ 佐藤ひろみ

セアカジョウビタキ Phoenicurus erythronotus の観察記録（速報） 小杉和樹

第124号　2001年６月21日第124号　2001年６月21日第124号　2001年６月21日第124号　2001年６月21日

表紙：クロトウゾクカモメ　 遠藤美浩

私の探鳥地（39）　百合が原公園　 道場　優

花の湿原　霧多布 長岡滋雄

北海道における繁殖期のハシボソガラスの分布 藤巻裕蔵

マナヅル観察記録 佐藤幸典

十勝地方での鳥見 高橋良直

探鳥の思い出 大村正道

与那国島探鳥旅行にて 片山　實・慶子

第125号　2001年９月21日第125号　2001年９月21日第125号　2001年９月21日第125号　2001年９月21日

表紙：シメ　 佐藤　勇

私の探鳥地（40）　砥石山登山道・八垂別の滝コース　 白澤昌彦

浦幌・トイトッキの空の下 久保清司

クッチャロ湖の観察シーズン紹介 小西　敢

シベリアオオハシシギ観察報告 山田良造

北海道における繁殖期のニュウナイスズメの分布 藤巻裕蔵

第126号　2001年12月21日第126号　2001年12月21日第126号　2001年12月21日第126号　2001年12月21日

表紙：オナガガモ　 猪口　卓

私の探鳥地（41）　「豊平川」　ミュンヘン大橋からＪＲ苗穂鉄橋まで 戸津高保

春採湖の野鳥 橋本正雄

昭和初期の野幌国有林の野鳥 ―１冊の調査報告書から― 樋口孝城

野鳥愛護会のホームページについて 高橋良直

会員の札幌市集中化傾向について 広報部

第127号　2002年３月21日第127号　2002年３月21日第127号　2002年３月21日第127号　2002年３月21日

表紙：ホウロクシギ　 高橋良直

私の探鳥地（42）　十五島公園　 小堀煌治

室蘭近郊の野鳥たち（自然愛好グループ　ヨシキリの会） 伴野俊夫

北海道における繁殖期のスズメの分布 藤巻裕蔵

南西オーストラリアのパースへの旅 木村与吉

大館和広さんのコムケ湖シギ・チドリの講演から 広報部

小さなコアジサシ 岸谷美恵子

第128号　2002年６月21日第128号　2002年６月21日第128号　2002年６月21日第128号　2002年６月21日

表紙：クマタカ　 中島宏章

私の探鳥地（43）　円山周辺　 武沢和義

鳥好きの文学散歩１　森　鴎外「雁」 高橋良直

コムケ湖のシギ・チドリ 大館和広

檜山北部地域の気になる野生生物と野鳥 山下　茂

新会長挨拶 小堀煌治

コウライアイサ観察記　付：五稜郭公園紹介 鈴木　実

第129号　2002年９月21日第129号　2002年９月21日第129号　2002年９月21日第129号　2002年９月21日

表紙：ウミネコ　 荒木良一

標識を付けたウミネコの情報募集中

雁の中継地「長都沼」をとりまく諸問題 佐藤ひろみ

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 森田　徹

札幌のクマタカ（札幌クマタカ友の会） 諸橋　淳

霧多布の思い出 北山政人

カワウ営巣　道内初確認 ―新聞情報から― 広報部

第130号　2002年12月21日第130号　2002年12月21日第130号　2002年12月21日第130号　2002年12月21日

表紙：エリマキシギ　 片山　實

私の探鳥地（44）　王子ワッカナイ水源地　 成澤里美

石狩川下流の小形舟艇による水上からの鳥類調査 石川信夫



北大構内の野鳥四季 山田雅仁

北海道における繁殖期のコムクドリの分布 藤巻裕蔵

長万部でツクシガモを観察 新城　久

フルマカモメは冷凍サンマがお好き 島田芳郎

藤巻裕蔵氏から　お手伝いします。調査・研究のまとめ 藤巻裕蔵

第131号　2003年３月21日第131号　2003年３月21日第131号　2003年３月21日第131号　2003年３月21日

表紙：ベニバラウソ　 山田甚一

私の探鳥地（45）　モエレ沼公園と中沼町　 片山　實・慶子

サロベツ原野の繁殖期の鳥類相 山田雅仁

ミユビゲラの復活を願って 川辺百樹

「その後のウミネコ」 小杉和樹

北海道における繁殖期のムクドリの分布 藤巻裕蔵

鳥好きの文学散歩２　藤沢周平『玄鳥』 高橋良直

根室地方の自然と野鳥 ―新年講演会から― 川崎慎二

第132号　2003年６月21日第132号　2003年６月21日第132号　2003年６月21日第132号　2003年６月21日

表紙：ムナグロ　 村上トヨ

コヒバリの観察記録 道川冨美子

私の長流川発見（地域生態系の発見） 篠原盛雄

鳥獣保護法の改正について 岡田幹夫

北広島市若葉町周辺を利用する野鳥について 先崎啓究

第133号　2003年９月21日第133号　2003年９月21日第133号　2003年９月21日第133号　2003年９月21日

表紙：ズグロカモメ　 岸谷美恵子

私の探鳥地（46）　札幌市北区あいの里地区とその周辺　 岩﨑孝博

石狩市の海岸で拾得されたシマクイナの斃死体について 平岡　考

胆振幌別川におけるシノリガモの繁殖例について 伴野・伴野・星川

狩猟と社会貢献と責務と 佐藤春駅

前田一歩園賞と北海道野鳥愛護会

鳥民だより：ダイシャクシギ、ブッポウソウ

第134号　2003年12月21日第134号　2003年12月21日第134号　2003年12月21日第134号　2003年12月21日

表紙：メダイチドリとトウネン　 佐伯武美

鳥好きの文学散歩３　清少納言「枕草子」 高橋良直

私の探鳥地（47）　利根別原生林（岩見沢市）　 大荒田忠良

「おっ鳥クラブ」栗山の里山づくり 中井　惶

野鳥情報と新聞報道　―カササギを例として― 樋口孝城

江別市にもカササギ飛来 広報部

鳥獣保護員制度について 村井公裕

道内における「市町村の鳥」の指定状況について 広報部

第135号　2004年３月21日第135号　2004年３月21日第135号　2004年３月21日第135号　2004年３月21日

表紙：アメリカイソシギ　 野呂一則

江別市大麻でシロハラクイナ　付：北海道でのこれまでの記録　 広報部

白老町ポロト湖の野鳥 中野嘉陽

八戸航路ゴキゲン船旅 臼田　正

アメリカイソシギ・カナダヅル観察記 野呂一則

シジュウカラ黒化個体の観察 高橋良直

檜山支庁管内の５つの河川の水鳥類 富沢昌章

第136号　2004年６月21日第136号　2004年６月21日第136号　2004年６月21日第136号　2004年６月21日

表紙：オオマシコ 稲村勇一

私の探鳥地（48）　平岡公園（札幌市清田区）　 川東保憲・知子

北海道におけるヒヨドリの繁殖期の分布 藤巻裕蔵

霧多布鳥案内 片岡義廣

コムクドリ脚環付けのこと 早瀬廣司

「野鳥だより」正式誌名について

第137号　2004年９月21日第137号　2004年９月21日第137号　2004年９月21日第137号　2004年９月21日

表紙：クロツラヘラサギ　 北山政人

美唄市和田公園とその周辺の鳥 藤巻裕蔵

苫小牧地方の野鳥 佐藤辰夫

クイナの由来 武沢和義

鳥好きの文学散歩４　小樽の文学碑 高橋良直

クロツラヘラサギ道内移動 広報部

第138号　2004年12月21日第138号　2004年12月21日第138号　2004年12月21日第138号　2004年12月21日

表紙：ツメナガホオジロ　 山田良造

私の探鳥地（49）　野幌周辺　 松原寛直

砂川袋地沼のカワウ 広報部

浦河の野鳥　浦河探鳥クラブ代表 春田清美

Ｂird Watchingの楽しい思い出 犬飼　弘

ヒメウズラシギとヨーロッパトウネンの観察報告 篠原盛雄

山階芳麿氏の「北海道紀行」 樋口孝城

第139号　2005年３月21日第139号　2005年３月21日第139号　2005年３月21日第139号　2005年３月21日

表紙：キジ（亜種コウライキジ）　 志田博明

探鳥地紹介　宮城の沢（札幌市西区） 氏家正毅

北海道におけるウズラの現状を探る 奥山正樹

マリーン・オーサカ号事故による野鳥被害 武田忠義

身近な鳥の調査 藤巻裕蔵

シラガホオジロ群れでの飛来報告 篠原盛雄

鳥好きの文学散歩５　吉村　昭「漂流」 高橋良直

第140号　2005年６月21日第140号　2005年６月21日第140号　2005年６月21日第140号　2005年６月21日

表紙：コヨシキリ　 石田典也

冬山で出会ったエゾライチョウ 白澤昌彦

中空知地方の野鳥たち 越後　弘



伊達市におけるコクマルガラスの観察記録 篠原盛雄

亜種ノドアカツグミとの遭遇 越後　弘

レンジャク類渡来確認なし、夏鳥の越冬 ―ちょっと変わった04-05冬― 広報部

営巣ブロックとカワセミの繁殖 工藤　昇

鳥の呼称について 佐藤幸典

第141号　2005年９月21日第141号　2005年９月21日第141号　2005年９月21日第141号　2005年９月21日

表紙：クイナ　 小堀煌治

野幌森林公園大沢の池にアカガシラサギ 広報部

北の涯から鳥だより 疋田英子

[閑話] 野鳥あれこれ　「長い名前、短い名前」 広報部

オーストラリア探鳥雑記　　　札幌市西区 蒲澤鉄太郎

童謡の中の鳥・二題　　　　　札幌市中央区 武沢和義

鳥好きの文学散歩６　石川啄木「一握の砂」から 高橋良直

野鳥とインフルエンザウイルス 岡崎克則

―新聞情報から― 天売島でコウテンシ国内初確認 広報部

第142号　2005年12月21日第142号　2005年12月21日第142号　2005年12月21日第142号　2005年12月21日

表紙：ハチクマ　 島田芳郎

岡田幹夫探鳥幹事代表を悼む 小堀煌治

礼文島におけるブッポウソウの観察 富川　徹

余市海岸線の野鳥 神田健男

なんでだろう！札幌市中心部・豊平川にオオセグロカモメ 戸津高保

鳥が”くすり“に 道川冨美子

私の鳥見ライフ 安真一郎

―新聞情報から― 帯広川にナキハクチョウ 広報部

第143号　2006年３月21日第143号　2006年３月21日第143号　2006年３月21日第143号　2006年３月21日

表紙：ケアシノスリ　 品川睦生

私の探鳥地（50）　小樽市銭函　 高橋良直

2005年夏ヘラサギ鵡川河口に長期滞在 広報部

冬のホオジロ 広報部

宮島沼、最新情報!! 牛山克巳

[閑話] 野鳥あれこれ　「ヨタカ、カワセミ、ハチドリは兄弟か」 武沢和義

ケワタガモ観察記 岸谷美恵子

余市町におけるコバシチドリの観察記録 梅木賢俊

第144号　2006年６月21日第144号　2006年６月21日第144号　2006年６月21日第144号　2006年６月21日

表紙：サンショウクイ　 荒木良一

伊達市にてサンカノゴイ 篠原盛雄

保護した鳥達が教えてくれたこと（１） 宮本誠一郎

北海道におけるヒバリの繁殖期の分布 藤巻裕蔵

庭の野鳥のこと 小堀煌治

釧路市にミヤマガラス 広報部

第145号　2006年９月21日第145号　2006年９月21日第145号　2006年９月21日第145号　2006年９月21日

表紙：タンチョウ　 笹森繁明

「私の探鳥地」連載５０回を重ねて 白澤昌彦

保護した鳥達が教えてくれたこと（２） 宮本誠一郎

鳥好きの文学散歩７　稲見一良「ダック・コール」 高橋良直

コクガンが野付湾で越冬している 中田千佳夫

[閑話] 野鳥あれこれ　カタカナで聞く鳥の声 広報部

第146号　2006年12月21日第146号　2006年12月21日第146号　2006年12月21日第146号　2006年12月21日

表紙：ヒメウズラシギ　 高橋良直

私の探鳥地（51）　札幌市篠路周辺 横山加奈子

エゾライチョウ笛 藤巻裕蔵

スズメの大量死と雪の降り方の関係 阿部　永

[閑話] 野鳥あれこれ　シギ・チドリもそろそろ終わりかな 白澤昌彦

礼文島におけるギンムクドリとチゴモズの記録 宮本誠一郎

新聞情報から　マナヅル 広報部

皆さんへのメッセージ 佐藤　謙

江戸時代中期の松前の鳥 ―学術報告書から― 広報部

石狩浜でヒメウズラシギ 高橋良直

室蘭・登別近郊のスズメの生息状況について 伴野俊夫

探鳥会開催地の検討について 中正憲佶

山口和夫探鳥幹事を悼む 小堀煌治

第147号　2007年３月21日第147号　2007年３月21日第147号　2007年３月21日第147号　2007年３月21日

表紙：ミヤコドリ　 島田さやか

私の探鳥地（52）　青葉公園（千歳市）　 島崎康広

シマフクロウの近況 早矢仕有子

「ヤ」のつく鳥に魅せられて 川路則友

白化キレンジャク　 村上トヨ

鵡川河口で希少３種 広報部

環境調査における“耐震偽装” 藤巻裕蔵

第148号　2007年６月21日第148号　2007年６月21日第148号　2007年６月21日第148号　2007年６月21日

表紙：ギンザンマシコ　 品川睦生

私の探鳥地（53）　道立真駒内公園とその周辺　 品川睦生

餌付け・餌やりについて考える 池田亨嘉

北海道におけるキバシリの繁殖期の分布 藤巻裕蔵

幌加内母子里における暖候期の鳥類相 山田雅仁

第149号　2007年９月21日第149号　2007年９月21日第149号　2007年９月21日第149号　2007年９月21日

表紙：カリガネ　 岩﨑孝博

ハクガン青色型の記録 広報部

ヘラサギ（長都沼）とクロツラヘラサギ（石狩河口） 広報部



サロベツ原野のタンチョウ 富士元寿彦

誰も知らない北海道マガン越冬12年 谷岡　隆

北海道におけるキビタキの繁殖期の分布 藤巻裕蔵

鳥好きの文学散歩８　道東の文学碑 高橋良直

[閑話] 野鳥あれこれ　ヤンバルの森 戸津高保

第150号　2007年12月21日第150号　2007年12月21日第150号　2007年12月21日第150号　2007年12月21日

表紙：アカショウビン　 安　真一郎

私の探鳥地（54）　野津幌川下流域（札幌市厚別区）　 早坂泰夫

2006年スズメの大量死と市民にできたこと 黒沢令子

野付半島野付崎の野鳥 中田千佳夫

手塩川中流域におけるカワウの記録 磯　清志

ワキアカツグミの観察 柳澤紀夫


