
第151号 2008年３月21日
表紙：ウミガラス　 早坂 泰夫
北海道でノジコは繁殖しているか？ 梶田　学
2006年に利尻島で観察された希少種等の記録 小杉 和樹
北海道におけるオオルリの繁殖期の分布 藤巻 裕蔵
千歳市でジョウビタキ越冬 広報部
ヤブサメの声と私の聴力 樋口 孝城
鳥好きの文学散歩９　井上　靖 「海峡」 高橋 良直

第152号 2008年６月21日
表紙：クイナ　 吉中 宏太郎
札幌市豊平区でホシムクドリ 品川 睦生
キバシリのねぐら 松岡　茂
[閑話] 野鳥あれこれ　「野鳥と詩吟」 中正 弘子
幌加内町のダケカンバ林における暖候期の鳥類相 山田 雅仁

第153号 2008年９月21日
表紙：コミミズク　 門村 徳男
私の探鳥地（55）　茨戸川緑地 たなか よう
―新聞情報から― コムクドリがアカゲラ雛に給餌 広報部
“水と生きものの郷・トウ・ペッ” 辻井 達一
夏羽のエリマキシギとの出逢い 前沢　卓
支笏湖の鳥 富川　徹
鳥好きの文学散歩１０　宮沢賢治 「よだかの星」 高橋 良直

第154号 2008年12月21日
表紙：ウミアイサ　 田中　洋
小堀師匠のこと、鳥のこと 中島 祥一
北海道におけるカワウの分布拡大 加藤 ななえ
絶滅危惧種シマアオジをどう守るか（１）　減少の実態 玉田 克巳
北海道におけるキジバトの繁殖期の分布 藤巻 裕蔵
鳴き声で北海道の野鳥を識別する試み 田辺　至
山階鳥類研究所紹介 平岡　考

第155号 2009年３月21日
表紙：ツミ　 中正 憲佶
八戸航路の魅力 臼田　正
[閑話] 野鳥あれこれ　「野鳥の北海道方言名」 道場　優
勇払原野の保全について 原田　修
日本鳥類保護連盟 ―活動のご紹介― 日鳥連事務局
シマアオジをどう守るか（２）　ガングロ、チャパツの黄色い鳥 玉田 克巳
アカアシカツオドリの保護 加藤 智子
北海道におけるアオバトの繁殖期の分布 藤巻 裕蔵

第156号 2009年６月21日
表紙：タゲリ　 坂井 伍一
私の探鳥地（56）　エルフィンロード（札幌市・北広島市境界） 畑　正輔
北海道大学構内で観察されたコベニヒワ 南波 興之
札幌市豊平公園でナキイスカ 広報部
ウトウという名の鳥 武沢 和義
シマアオジをどう守るか（３）　鳥の棲む風景とは？ 玉田 克巳
探鳥地紹介　いしかり調整池 広報部

第157号 2009年９月21日
表紙：ヤマセミ　 蓮井　肇
シマアオジをどう守るか（４）　なぜ減ったのか？　本当に・・・ 玉田 克巳
美唄にマミジロキビタキ 藤巻 裕蔵
永山新川のハクチョウ・カモ類について 高野　正
羽幌にやってきた鳥たち ―シロハラクイナ、キガシラセキレイなど― 石郷岡 卓哉
伊達市長流川でのメジロガモの観察報告 篠原 盛雄
カワガラスの子育て拝見 白澤 昌彦

第158号 2009年12月21日
表紙：オグロシギ　 山本 和昭
私の探鳥地（57）　室蘭市測量山とその周辺 北山 政人
シマアオジをどう守るか（５）　絶滅危惧IA類であるということ 玉田 克巳
[閑話] 野鳥あれこれ　「里ツバメ」 樋口 孝城
シマアオジ恋し 大橋　晃
苫小牧でのマミジロキビタキ　付：北海道の記録紹介 広報部
１０年間の宿泊探鳥会の思い出 蒲澤 鉄太郎
野幌森林公園『自然ふれあい交流館』で写真展示会 広報部
北海道におけるアカハラの繁殖期の分布 藤巻 裕蔵

第159号 2010年３月21日
表紙：ハイイロチュウヒ　 道川 富美子
津軽海峡を渡る鳥たちについての独り言 佐藤 理夫
ベニヒワとコベニヒワ 藤巻 裕蔵
野幌森林公園 ―フクロウとクマゲラ― 松原 寛直
風車と野鳥 白木 彩子
シマアオジをどう守るか（６）　IUCNのレッドリストに掲載されたこと 玉田 克巳
デジカメ今昔 小堀 煌治



第160号 2010年６月21日
表紙：ズグロカモメ　 高橋 良直
ナキハクチョウ観察記 佐藤 ひろみ
北海道野鳥愛護会に環境省自然環境局長賞
苫小牧沖海鳥クルーズ 南波 興之
千歳市にコクマルガラスの群れ 島崎 康広
奥尻島・繁殖期の鳥類相 藤巻 裕蔵
シマアオジをどう守るか（７）　本当に中国で食べられているのか？ 玉田 克巳
NPO法人エトピリカ基金を設立しました 片岡 義廣
北海道初記録ハシブトアジサシ（天塩町鏡沼） 泊　和幸
ズグロカモメの記録（千歳市長都沼） 広報部
ツクシガモとナベヅルの飛来 広報部

第161号 2010年９月21日
表紙：アカエリカイツブリ　 内山 純一
道民の森お泊り探鳥会 岩崎 孝博
シマアオジをどう守るか（８）　最終回　鳥をみて、鳥を守る 玉田 克巳
北海道大学構内の鳥類センサス ―増えた鳥　減った鳥― 南波 興之
春の寿都湾の鳥たち ―夏羽の海鳥― 白澤 昌彦
ズグロカモメ　長都沼・鵡川河口往復？ 広報部
札幌市南区でサシバを目撃 北山 政人

第162号 2010年12月21日
表紙：コサギ　 浜野 チヱ子
馬放牧場の水溜まりにシギ・チドリ類が飛来 道川 富美子
野鳥の感染症を調べるのは人間のため？それとも鳥自身のため 浅川 満彦
COP10の話題と最近の野鳥保護事情 柳川　久
鳥を見始めて 吉中 宏太郎
ヒグマによる人身事故防止について 幌村 幸司
ヨーロッパトウネン観察記 高橋 良直
[閑話] 野鳥あれこれ　ヨーロッパトウネンの呼称について 広報部

第163号 2011年３月21日
表紙：サシバ　 新城　久
私の探鳥地（58）　堀株川河口とその周辺（共和町） 蓮井　肇
札幌市中心部の豊平川バードウォッチング 戸津 髙保
絶滅が危惧されている天売島の海鳥 ―ウミガラス、ウミスズメ、ケイマフリ― 長谷部　真
北海道におけるクロツグミの繁殖期の分布 藤巻 裕蔵
アポイ岳高山帯におけるウズラの観察報告 丹羽 真一
コアカゲラの分布と生息環境 玉田 克巳

第164号 2011年６月21日
表紙：クマタカ　 篠原 盛雄
私の探鳥地（59）　軽川・前田公園周辺（札幌市手稲区前田） 坂井 伍一
図鑑の間違い 藤巻 裕蔵
最近の長流川周辺の野鳥報告 篠原 盛雄
野鳥お勉強会と人と鳥と 富川　徹
ワキアカツグミの観察記録 渡邉 智子

第165号 2011年9月21日
表紙：チゴハヤブサ 辻　雅司
イメージとしてのアオサギ 松長 克利
飛ぶものたち 中島 宏章
ムネアカタヒバリ 大橋　晃
恵庭市でアカアシチョウゲンボウ 広報部

第166号 2011年12月21日
表紙：アオアシシギ 川東 保憲
営巣中のオオタカに配慮すること 松岡 和樹ほか
人と野生生物の関わりから考える一つの地球、一つの健康 福井 大祐
口無沼の野鳥 鷲田 善幸
仙台での鳥見 田中 哲郎
観察環境について感じたこと 蓮井　肇
蒲澤鉄太郎さんを悼む 小堀 煌治

第167号 2012年3月21日
表紙：イカル 小松 正幸
私の探鳥地（60）　伏古公園 栗林 宏三
利尻島姫沼でササゴイ、アカガシラサギを確認 富川　徹
建物窓へ衝突死したシロハラの一例 吉野 智生 ほか
旭川近郊の越冬期オジロワシ・オオワシの移動 柳田 和美
オオワシ・オジロワシとの共存を目指して 齊藤 慶輔
渡り鳥が繋ぐ野幌森林公園と新潟県 玉田 克巳

第168号 2012年6月21日
表紙：ケイマフリ 大橋　晃
札幌市真駒内公園の冬鳥 品川 睦生
サンカノゴイ　十勝管内初記録 池田 亨嘉
長都沼でアネハヅルとサンカノゴイ 広報部
[閑話] TVや映画の中の双眼鏡画面 樋口 孝城



鳥類標識調査：標識される鳥の負担について 仲村　昇
鳥達の奇妙な分布～北海道の鳥は北の鳥？～ 梶田　学

第169号 2012年9月21日
表紙：カワウ 樋口 孝城
ケリ観察記（浜頓別町） 辻　雅司
日本雁を保護する会の活動と今後の課題 佐場野　裕
札幌市北区篠路にカナダヅル 広報部
ハシグロアビの記録（稚内市抜海港） 佐藤　圭
[閑話]日本鳥類目録の改訂 広報部
双眼鏡をちょこっと置いて 浜野 チヱ子
置戸町鹿ノ子ダムでチョウゲンボウを観察 中森　達
野付半島のワタリガラス 中田 千佳夫
来年の年賀状 道川 富美子

第170号 2012年12月21日
表紙：ツメナガホオジロ 小堀 煌治
いしかり調整池―コモンシギ― 坂井 伍一
アカツクシガモ観察記録 島崎　敦
十勝沖の海鳥と海獣―地域の団体が連携して取り組む調査― 千嶋　淳
アカハラダカ観察記 芝田　翼
―新聞情報から― 　ヤイロチョウとベニバト（天売島・利尻島） 広報部
鳥見の初めは、宮島沼 原　美保
建設コンサルタントにおける環境調査と野鳥愛護 小本 智幸
ミゾゴイを見ました（室蘭測量山） 森田 孝子

第171号 2013年3月21日
表紙：ギンザンマシコ 石神 直登
私の探鳥地（61）　天神山界隈（札幌市豊平区） 佐伯 武美
寒いときの鳥類の姿勢 藤巻 裕蔵
標識の付いていない標識鳥 正富 宏之
北海道と東京での探鳥 安　真一郎
ワキアカツグミの記録（札幌市豊平区） 広報部
日本鳥類目録改訂第7版と北海道の鳥 樋口 孝城
―新聞情報から―八雲町海岸にクロヅル 広報部

第172号 2013年6月21日
表紙：クマタカ 北山 政人
注目されるホオジロハクセキレイの動向 川辺 百樹
カモメ復権への道～厄介？なカモメ類の楽しみ方 先崎 理之
赤い卵を産む北海道のツツドリ 森　さやか
廃棄物による鳥たちの受難 小堀煌治
2012年度　北海道野鳥愛護会探鳥会記録（2012.4～2013.3） 北海道野鳥愛護会

第173号 2013年9月21日
表紙：シジュウカラガン 高橋 良直
ナベコウ観察記 中島 和治
宿泊探鳥会・天売島での稀少3種　―カラフトムシクイ、ムジセッカ、ヒメコウテンシ―道川 富美子
北海道大学構内におけるキマユムシクイの記録 三ツ橋　圭
落石ネイチャークルーズ ―アメリカウミスズメ― 坂井 伍一
ねむろバードランドフェスティバル2013のご報告 高木 佑基
旭岳温泉におけるジョウビタキのさえずり 川路 則友
谷口一芳・前会長を悼む 小堀 煌治

第174号 2013年12月21日
表紙：ノスリ 中田 勝義
私の探鳥地（62）　札幌市北区屯田防風林 辻　雅司
落石ネイチャークルーズでヒメウミスズメを確認 伊丹 英生
ジョウビタキの日本列島への進出が本格化か 川辺 百樹
冬のクサシギ（恵庭市） 広報部
私から見た北海道と本州 中田 達哉
シルバ通信①　モビングコールに魅せられて 島崎　敦
100年を迎えた藤の沢小学校と小鳥の村 早坂 泰夫
共和町でタンチョウ・カナダヅルに遭遇 蓮井　肇

第175号 2014年3月21日
表紙：シロフクロウ 泊　和幸
－新聞報道から－　カラムクドリの記録 広報部
札幌におけるオシドリの繁殖 新田　啓子
庭にやってきたヤマヒバリの報告 寺山　聡
北の大地のアカゲラと、南の島のノグチゲラ

(1)北大キャンパスのアカゲラ研究 小高　信彦
シマアオジの危機状況、さらに深刻に！ 玉田　克巳
探鳥地紹介　石狩川下流自然再生地区　 樋口　孝城
シラガホオジロ・オオモズ観察記 大坪　和憲
シルバ通信②　雪どけを待つ河原の鳥たち 薮原　祐樹
シロフクロウとの出会い 泊　和幸

第176号 2014年6月21日
表紙：ホシガラス 北川　博一
石狩湾新港にコケワタガモ 樋口　孝城



珍客カワビタキ、札幌の川に現る 渡部　昌樹
石狩地方の水田を利用するアオサギの生態 玉田　克己
北の大地のアカゲラと、南の島のノグチゲラ

(2)亜熱帯の森の希少なキツツキ 小高　信彦
札幌市および江別市におけるノハラツグミの観察記録 木村　耕
2013年度北海道野鳥愛護会探鳥会記録
平成26年度　総会報告

第177号 2014年9月21日
表紙：ツツドリ（赤色型） 品川　睦生
鳥類学者、秋の夜長に恐竜を語る 川上　和人
長万部におけるナベヅル亜成鳥の記録 川辺　百樹
釧路でサンコウチョウを撮影 青砥　好夫
シルバ通信③　野鳥の保全と林業を両立させる森づくりとは 吉井　千晶
岩崎孝博さんを悼む 樋口　孝城
滝川市でコマツグミを観察（国内２例目） 岸谷　美恵子

第178号 2014年12月21日
表紙：アカアシチョウゲンボウ 石田　卓也

長谷部　真
池上　滴

シルバ通信④　ワシタカ類保全至上主義の是非 先崎　理之
矢部　志朗
道川　富美子

第179号 2015年3月21日
表紙：コミミズク 佐藤　ひろみ
ミユビゲラは生きていた 川辺　百樹
シルバ通信⑤　ヨタカがいる場所、いない場所 河村　和洋
北海道における野鳥観察を振り返って 田中　冬彦
ヨーロッパトウネンをみつけましょう 樋口　孝城
鳥の名前の話　－その１－ 川路　則友
コウノトリの記録－12月に苫小牧市、根室市－ 広　報　部
山田良造さんを偲ぶ 小堀　煌治

第180号 2015年6月21日
中村　隆
橘　利器

長都沼周辺でタゲリが越冬 若松　久仁男
シルバ通信⑥　耕作放棄地の価値を再考する 埴岡　雅史
鳥の名前の話　－その２－ 川路　則友
道内各地でノハラツグミの観察記録 広　報　部
2014年度北海道野鳥愛護会探鳥会記録
平成27年度　総会報告

天売島だけで繁殖する幻の海鳥　－ウミスズメ－
ほぴすけの鳥撮り日記　－亜種シベリアツメナガセキレイの観察など－

音更の森に生きるエゾリスとカワアイサたちの物語
石狩市にマナヅル

表紙：ジョウビタキ
北海道初記録！ヤドリギツグミ


