
第31号　1978年３月第31号　1978年３月第31号　1978年３月第31号　1978年３月

表紙：オグロシギ 小山政弘

羅臼の野鳥―ラウス温泉周辺の４年間の記録 広野孝男

旭川のワシタカ類（上） 山田良造

野鳥分布調査の実施に当たって 編集幹事会

ソデグロヅル 梅木賢俊

第32号　1978年６月第32号　1978年６月第32号　1978年６月第32号　1978年６月

表紙：キジバト 先名征司

キジバト（表紙短文） 先名征司

千歳・恵庭地方の鳥類 金山哲夫・小山政弘

旭川のワシタカ類（下） 山田良造

セキレイのこと 川辺百樹

日高山脈のハギマシコとギンザンマシコ 戸田敦文・吉田真二

オオジュリンのアルビノについて 三浦二郎

美唄でメジロの巣を確認 中田・東浦・菊沢

第33号　1978年９月第33号　1978年９月第33号　1978年９月第33号　1978年９月

表紙：ロウバシガン　 萩　千賀

探鳥地案内　新得山 藤巻裕蔵

旭川周辺の野鳥 山田良造

鳥を観る時のスタイル 飯山五玖子

さえずり

・コクガンの飛来と霧多布湿原の水鳥たち 諏訪良夫

・美唄でハチジョウツグミを確認 中田圭亮

・もどってきた首輪白鳥とユキホオジロ 三浦二郎

・雁の大群観察（サロベツ） 佐賀耕一

・網走地方の鳥２題（コブハクチョウ、ヒシクイ） 林　倫子、林　秀明

第34号　1978年12月第34号　1978年12月第34号　1978年12月第34号　1978年12月

表紙：コオリガモ 猪口　卓

探鳥地案内　函館山 森口和明

鵡川におけるシギ・チドリ類の分布状況 小林清勇

動物園内の野生ガモ 金田寿夫

コウミスズメの救助と自然復帰の方法 風間辰夫

首輪をつけたガンをさがして下さい 編集部

さえずり

・アメリカコガモの記録 野村梧郎

・保護されたセグロアジサシ 長尾　康

・北海道探鳥の印象 田沢道広

・トンボをとらえたハクセキレイ 伊藤正清

・オオモズがいました 鈴木悌司

1978年　夏鳥の初認記録 新妻　博

第35号　1979年３月第35号　1979年３月第35号　1979年３月第35号　1979年３月

表紙：オナガガモ 長井　博

探鳥地案内　北村の鏡沼 白澤昌彦

濤沸湖周辺の野鳥 城殿　博

中国見聞報告 長井　博

果実を食べる鳥と多肉果をつける樹木との関係 斎藤新一郎

道東の鳥のノートから 百武　充

さえずり

・カワセミの写真展をみて 谷口一芳

・多摩川から 森　拓人

・ひなを呑むヘビ 藤林忠雄

・標識をつけたオオハクチョウについて 長尾　康

・青い鳥よこい 伊藤正清

後志・檜山地方の鳥相：夏と秋の小記録から 小川　巌

第36号　1979年７月第36号　1979年７月第36号　1979年７月第36号　1979年７月

表紙：フクロウ 村野紀雄

探鳥地案内　帯広市農業高校 藤巻裕蔵

釧路市〝春採湖〟の野鳥 橋本正雄

えぞ鳥獣夜話-1-　鳥獣調査のはじまり 安田鎮雄

ハイイロガンの発見 藤原直人

ノドグロツグミの確認状況 木内　栄

<抄訳>ドングリゲラと貯蔵木 斎藤新一郎

天売島のアカゲラと天売・焼尻の鳥類観察記録 鈴木禎司

〝市町村の鳥〟の制定運動を 三浦二郎

第37号　1979年10月第37号　1979年10月第37号　1979年10月第37号　1979年10月

表紙：キビタキ 薄井五郎

探鳥地案内　千歳川（さけます孵化場周辺）

真駒内保健保安林及びその周辺の野鳥について 新妻　博

<抄訳>立枯れ木の除去と鳥の反応 斎藤新一郎

えりものチシマシギ 佐藤辰夫

えぞ鳥獣夜話-2-　古記録の中の鳥獣 安田鎮雄

札幌市内でチゴハヤブサが営巣

第38号　1979年12月第38号　1979年12月第38号　1979年12月第38号　1979年12月

表紙：カナダヅルとオオハクチョウ 萩　千賀

探鳥地案内　稚内市森林公園 先名征司

糠平を中心とする東大雪の鳥 川辺百樹

鵡川でオオチドリを観察 羽田恭子

えぞ鳥獣夜話-3-　開拓使の保護施策 安田鎮雄

マナヅル発見 大西重利



さえずり

・阿寒湖畔のオジロワシ・クマゲラ 山田清二

・カナダヅルを確認 羽田恭子

・函館湾のコクガン 長尾　康

第39号　1980年４月第39号　1980年４月第39号　1980年４月第39号　1980年４月

表紙：チゴハヤブサ 山本　一

探鳥地案内　藤の沢小鳥の村 小堀煌治

新得山とその周辺の野鳥 藤巻裕蔵

チゴハヤブサの観察記録 山本　一

バードテーブルを作りましょう

ウトナイ裏話 小山政弘

第40号　1980年８月第40号　1980年８月第40号　1980年８月第40号　1980年８月

表紙：コヨシキリ 小堀煌治

探鳥地案内　嵐山北邦野草園 山田良造

野幌森林公園の鳥 柳沢信雄

シベリアオオハシシギ 羽田恭子

第41号　1980年11月第41号　1980年11月第41号　1980年11月第41号　1980年11月

表紙：コキアシシギ　 萩　千賀

探鳥地案内　冬の小樽港 中野高明

ウトナイ湖とその周辺の鳥類 佐藤辰夫

イスカの求愛給餌 北尾　諭

コキアシシギの観察―日本で２回目の記録― 羽田恭子

第42号　1981年１月第42号　1981年１月第42号　1981年１月第42号　1981年１月

表紙：ハチジョウツグミ 　 山田良造

探鳥地案内　津軽海峡のコクガン 森口和明

道東一帯で行われたオジロワシ・オオワシの一斉調査について 中川　元

ビルの谷間の小鳥の村 木内　栄

裏庭の小鳥 苣野寿衛吉

やぶにらみ野鳥撮影論 小山政弘

第43号　1981年３月第43号　1981年３月第43号　1981年３月第43号　1981年３月

表紙：コミミズク 平井さち子

探鳥地案内　湧洞沼 平沼　裕

わが家をめぐる鳥―根室市東梅― 高田　勝

松前町と野鳥 熊谷芳昭

イカルチドリの繁殖記録―観察日記から― 小野登志和

やぶにらみ野鳥撮影論（３） 小山政弘

第44号　1981年６月第44号　1981年６月第44号　1981年６月第44号　1981年６月

表紙：ノビタキ 猪口　卓

探鳥地案内　大麻中央公園 村野紀雄

門別町の野鳥 鷲田善幸

北海道野鳥分布図をつくろう 藤巻裕蔵

チェックリスト体制の建て直しを目指して 小川　巌

第45号　1981年９月第45号　1981年９月第45号　1981年９月第45号　1981年９月

表紙：ヨタカ　 村野紀雄

探鳥地案内　恵庭公園 竹田義明

二風谷の鳥類 長井　博

奥尻島探鳥記 小山政弘・小山弘昭

チェックリストのこれまでとこれから 小川　巌

ウトナイ湖サンクチュアリから 安西英明

第46号　1981年12月第46号　1981年12月第46号　1981年12月第46号　1981年12月

表紙：アカゲラ 斎藤正彦

探鳥地案内　福移 羽田恭子

石狩川河口の鳥 島田明英

朝里川のアジサシ 山田清二

藤の沢のオシドリ 野村梧郎

“北ぐにの鳥”うらばなし 斎藤春雄

野鳥の生活、行動について児童書のリスト 早瀬広司

第47号　1982年３月第47号　1982年３月第47号　1982年３月第47号　1982年３月

表紙：コクガン 長尾　康

探鳥地案内　浜頓別周辺 編集委員会

羽幌町周辺の野鳥 小山哲生

６年目を迎えた大沼のコブハクチョウ 隅田重義・吉沢貞一

第48号　1982年６月第48号　1982年６月第48号　1982年６月第48号　1982年６月

表紙：ヤマセミ 梅本正照

緑と野鳥（１） 藤巻裕蔵

カワラヒワのふるさと 新妻　博

ネイチャーセンターからの便り 安西英明

探鳥地案内　羊蹄山麓半月湖周辺 和田　淳

第49号　1982年９月21日第49号　1982年９月21日第49号　1982年９月21日第49号　1982年９月21日

　表紙：コモンシギ 梅木賢俊

探鳥地案内　西岡水源池 山田三夫

緑と野鳥（２） 藤巻裕蔵

校庭の鳥をみながら 高橋明雄

野幌交流会報告 柳沢信雄

第50号　1983年２月21日第50号　1983年２月21日第50号　1983年２月21日第50号　1983年２月21日

表紙：フクロウ 林　大作

野鳥だより50号を記念して 井上元則

会報50号記念を祝う 佐々木　勇

会報50号の発刊に寄せて 安田鎮雄



創世紀のころ 百武　充

北海道野鳥愛護会と私 羽田恭子

愛護会のあゆみ

記念特集号に寄せて 隅田重義

野鳥だよりを手にして 谷口登志

今考えていること 森　拓人

50号記念によせて 紅林幸子

５０号の重みから 小山政弘

愛護会に期待します 長岡宏幸

北海道野鳥だより総目録（第１号～第49号）

これからのチェックリスト 小川　巌

第51号　1983年３月21日第51号　1983年３月21日第51号　1983年３月21日第51号　1983年３月21日

表紙：ミツユビカモメ　 小山政弘

探鳥地案内　西野幌 藤林忠雄

標識されたオオハクチョウについて 玉田　誠

草原のカワラヒワ 小林清勇

私は鵡川へ通う 天童雅俊

トドマツ種子の風散布と鳥散布 斉藤新一郎

風連町忠烈布湖のダイサギ 松本光二

韓国縦・横断白鳥観察ツアー参加記 三浦二郎

ハギマシコ４００羽 藤巻裕蔵

第52号　1983年６月21日第52号　1983年６月21日第52号　1983年６月21日第52号　1983年６月21日

表紙：アカショウビン 紅林雅文

探鳥地案内　植苗 紅林雅文

小樽海岸及びその周辺の野鳥 中野高明

国後島・野鳥の四季 藤巻裕蔵

第53号　1983年９月21日第53号　1983年９月21日第53号　1983年９月21日第53号　1983年９月21日

表紙：アメリカウズラシギ 柳沢千代子

探鳥地案内　下沼 富士元寿彦

天売島の鳥 寺沢孝毅

国後島・野鳥の四季 (2) 夏 藤巻裕蔵

感動 新宅正太郎

第54号　1983年12月21日第54号　1983年12月21日第54号　1983年12月21日第54号　1983年12月21日

表紙：ケアシノスリ 富士元寿彦

探鳥地案内　利根別自然休養林 長岡宏幸

岩見沢周辺の野鳥 山田良造

ホシガラスによるミネカエデの翼果の散布 斉藤新一郎

第55号　1984年３月21日第55号　1984年３月21日第55号　1984年３月21日第55号　1984年３月21日

表紙：アオサギ 速水藤二郎

探鳥地案内　測量山 本多　進

大樹町の鳥 飯嶋良朗

新年懇談会報告 編集部

マガモの交尾行動 小山政弘

第56号　1984年６月21日第56号　1984年６月21日第56号　1984年６月21日第56号　1984年６月21日

表紙：サカツラガン 松本光二

探鳥地案内　ウトナイ湖サンクチュアリ

鳥の書票 土屋文男

クマゲラ発見 和田　淳

国後島・野鳥の四季 (3) 秋 藤巻裕蔵

第57号　1984年９月21日第57号　1984年９月21日第57号　1984年９月21日第57号　1984年９月21日

表紙：ハシブトガラ　 霜村耕一

探鳥地案内　東米里 霜村耕一

名寄周辺の鳥 松本光二

国後島・野鳥の四季 (4) 冬 藤巻裕蔵

保護鳥４題 隅田重義

第58号　1984年12月21日第58号　1984年12月21日第58号　1984年12月21日第58号　1984年12月21日

表紙：シメ　 白澤昌彦

探鳥地案内　宮島沼 田辺　至

国定公園大沼・蒪菜沼の鳥 森口和明

北海道のオシドリ分布 藤巻裕蔵

エゾヤマザクラとカラス 斎藤新一郎

第59号　1985年３月21日第59号　1985年３月21日第59号　1985年３月21日第59号　1985年３月21日

表紙：キレンジャク 中尾弘志

探鳥地案内　鰔沼 猪口　卓

長沼町の鳥 中尾弘志

室蘭の渡り 福岡研也

給餌台拝見

第60号　1985年６月21日第60号　1985年６月21日第60号　1985年６月21日第60号　1985年６月21日

表紙：キビタキ 関口健一

私の探鳥地（１）　円山 白澤昌彦

全国野鳥保護のつどいについて

藻岩山→武蔵野 平井さち子


