
第61号　1985年９月21日第61号　1985年９月21日第61号　1985年９月21日第61号　1985年９月21日

表紙：オオヨシキリ 富川　徹

私の探鳥地（２）　千歳 道川冨美子

久遠地方の鳥 小山政弘

野幌原始林の思い出 門崎和子

我がフィールドは今 土田光子

北海道のメボソムシクイ 藤巻裕蔵

第62号　1985年12月21日第62号　1985年12月21日第62号　1985年12月21日第62号　1985年12月21日

表紙：ゴジュウカラ 和田　淳

私の探鳥地（３）　長流川 福岡研也

札幌市月寒公園の野鳥 三浦和郎

野鳥との日々を 小野寺ハル

コウライウグイスを発見 太丸リツ

第63号　1986年３月21日第63号　1986年３月21日第63号　1986年３月21日第63号　1986年３月21日

表紙：コオリガモ 萩　千賀

私の探鳥地（４）　名寄公園 松本光二

鵡川の野鳥　1985（S.60）秋 羽田恭子

萩　千賀さんを偲ぶ 土屋文男

さよなら萩さん 羽田恭子

ガラス越しの鳥の記 大坊幸七

聞きなしの民話（1）　カラ類 武沢和義

真冬のアカハラ 竹内　強

第64号　1986年６月21日第64号　1986年６月21日第64号　1986年６月21日第64号　1986年６月21日

表紙：フクロウ 佐藤康雄

私の探鳥地（５）　石狩浜、わが家をブラインドにして　 黒田晶子

イスカによるカラマツ種子の食痕 斎藤新一郎

鳥声録音の奨め 小山政弘

北海道のオオジシギの分布 藤巻裕蔵

聞きなしの民話（2）　人里と草原の鳥 武沢和義

第65号　1986年９月21日第65号　1986年９月21日第65号　1986年９月21日第65号　1986年９月21日

表紙：カラフトアオアシシギ 速水藤二郎

私の探鳥地（６）　豊滝から砥山ダムまで　 塚原英代

倶知安町で観られる小鳥たち 石井正司

珍鳥２種　―ツクシガモとヒメウズラシギ― 井上公雄

樽前鳥もよう 三浦二郎

第66号　1986年12月21日第66号　1986年12月21日第66号　1986年12月21日第66号　1986年12月21日

表紙：シロハヤブサ 山田良造

私の探鳥地（７）　美唄泥炭地試験場　 田辺　至

庭園内でヒガラの巣立ちを成功させた体験例 北口盛

庭に来る鳥たち 田中礼子

餌台我家の場合 矢野玲子

冬の餌台 土屋文男

ベランダの鳥 木内恵美

紅色の尾 臼井とし子

我庭の野鳥 泉屋宜志

我が家の給餌台 大坊幸七

給餌台 山本　一

初めての試み―夜の野幌森林公園 戸津高保

第67号　1987年３月21日第67号　1987年３月21日第67号　1987年３月21日第67号　1987年３月21日

表紙：ハギマシコ 若林信男

私の探鳥地（８）　神楽岡公園　 富川　徹

小樽市の鳥〝アオバト〟について 渡辺俊夫

聞きなしの民話（3）　ハト類 武沢和義

近況報告 泉屋恵津子

「ベランダに来る小鳥たち」―高橋さんの遺稿を読んで― 高崎一夫

小樽港にコクガン渡来 富川　徹

第68号　1987年６月21日第68号　1987年６月21日第68号　1987年６月21日第68号　1987年６月21日

表紙：ツクシガモ 福岡研也

野幌の花から 大坊幸七

ポロト湖の鳥類 佐藤辰夫

長生きできる鳥 渡辺紀久雄

珍鳥ニュース 井上公雄

第69号　1987年９月21日第69号　1987年９月21日第69号　1987年９月21日第69号　1987年９月21日

表紙：ツルシギ 畠山佳幸

宮島沼の水鳥 草野貞弘

マガンに餌場を

「十勝と釧路の野鳥」の発刊と今後 藤巻裕蔵

聞きなしの民話（4）　ホトトギス４種 武沢和義

誌上写真展

珍鳥ニュース 井上公雄

第70号　1987年12月21日第70号　1987年12月21日第70号　1987年12月21日第70号　1987年12月21日

表紙：オシドリ 佐藤幸典

愚想庵日誌 大坊幸七

帯広畜産大学構内と付属農場の野鳥 藤巻裕蔵

ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽのﾍﾟﾘｯﾄに見られたｼｳﾘｻﾞｸﾗとﾂﾀｳﾙｼの核果 斉藤新一郎

誌上写真展

ウトナイ湖探鳥会でコウノトリ 井上公雄

第71号　1988年３月21日第71号　1988年３月21日第71号　1988年３月21日第71号　1988年３月21日

表紙：ギンザンマシコ 柳沢千代子



私の探鳥地（９）　北大苫小牧演習林　 竹内　強

琴似発寒川周辺の野鳥 三浦和郎

珍鳥ニュース　

・サンカノゴイ保護される 掛川岩太

・紋別港に飛来したヒメクビワカモメ 大館和広

・えりも岬でコケワタガモを観察 井上公雄

第72号　1988年６月21日第72号　1988年６月21日第72号　1988年６月21日第72号　1988年６月21日

表紙：クロツラヘラサギ 笹浪甲衛

野鳥メモリアル 泉屋恵津子

ヤチダモ防風林へ鳥散布された樹種について 斎藤新一郎

クロツラヘラサギの本道初記録について 三浦二郎

訪れる野鳥による自然の保存状態判定の試み 田辺　至

札幌市内でイソヒヨドリ観察 白澤昌彦

第73号1988年９月21日第73号1988年９月21日第73号1988年９月21日第73号1988年９月21日

表紙：ヒクイナ 見延誠一

私たちの探鳥会、十七年の記録を拝見して 溝部泰子

チョウゲンボウ営巣記録 山田良造

天然記念物　クマゲラ　コクガン報告 隅田重義・越田幹男

珍鳥ニュース　キマユツメナガセキレイが石狩に 竹内　強

第74号　1988年12月21日第74号　1988年12月21日第74号　1988年12月21日第74号　1988年12月21日

表紙：クロガモ 山田良造

私の探鳥地（11）　豊平公園緑のセンター　 戸津以知子

探鳥旅行 羽田恭子

バードテーブルづくり 白澤昌彦

給餌台に関するアンケート調査結果

クロツラヘラサギの初記録の訂正とカラフトムシクイのバンディング 三浦二郎

誌上写真展　　　－昭和６３年度野鳥写真展から－

第75号　1989年３月21日第75号　1989年３月21日第75号　1989年３月21日第75号　1989年３月21日

表紙：コシアカツバメ 佐藤幸典

日高路・静内の野鳥 谷岡　隆

沖縄の探鳥旅行 矢野玲子

野鳥のくちばし 佐藤　勇

ブレゼブロの市街地の給餌台 斉藤新一郎

冬鳥の話題 井上公雄

第76号　1989年６月21日第76号　1989年６月21日第76号　1989年６月21日第76号　1989年６月21日

表紙：エリマキシギ 竹内　強

私の探鳥地（11）　知内川下流　 見延　誠一

北海道に舞い降りた迷鳥たち 山田良造

聞きなしの民話（5）　夜鳴く鳥 武沢和義

第77号　1989年９月21日第77号　1989年９月21日第77号　1989年９月21日第77号　1989年９月21日

表紙：ハイタカ 佐々木武巳

私の探鳥地（12）　千歳市街地　 遠藤　茂

追悼　犬飼哲夫先生 野村梧郎

北海道に舞い降りた迷鳥たち（２） 山田良造

ぶらり　上高地　だより 高梨敏子

ニセコ自然日記より 宗澤美佐子

第78号　1989年12月21日第78号　1989年12月21日第78号　1989年12月21日第78号　1989年12月21日

表紙：オオマシコ 小堀煌治

私の探鳥地（13）　茨戸（湖）川周辺　 泉　勝統

北海道に舞い降りた迷鳥たち（３） 山田良造

エトピリカ 星子廉彰

自然保護係は忙しいが……楽しい 隅田重義

多摩川河口・東京港野鳥公園探鳥記 佐藤　勇

誌上写真展　　　－平成元年度－

第79号　1990年３月21日第79号　1990年３月21日第79号　1990年３月21日第79号　1990年３月21日

表紙：オオハム 志田博明

私の探鳥地（14）　厚沢部町土橋自然教育林　 林　吉彦

北海道に舞い降りた迷鳥たち（４） 山田良造

サハリンバードウオッチングの旅（１） 柳沢信雄

チゴハヤブサの巣立ち 三船幸子

第80号　1990年６月21日第80号　1990年６月21日第80号　1990年６月21日第80号　1990年６月21日

表紙：カワセミ . 千葉　広

８０号を記念して 柳沢信雄

北海道野鳥愛護会２０周年に寄せて 百武　充

いままでとこれからの２０年 野村梧郎

提言・意見・随想

愛護会のあゆみ

北海道野鳥だより総目録（５０号～７９号）

北海道に舞い降りた迷鳥たち（５） 山田良造

自然保護係は忙しいが……楽しい（２） 隅田重義

第81号　1990年９月21日第81号　1990年９月21日第81号　1990年９月21日第81号　1990年９月21日

表紙：ホウロクシギ 小堀煌治

ヨーロッパクロマツとドバトとイスカ 斉藤新一郎

「水辺の鳥」の初心者用識別表 田辺　至

話題の鳥たち 井上公雄

第82号　1990年12月21日第82号　1990年12月21日第82号　1990年12月21日第82号　1990年12月21日

表紙：ハシビロガモ 難波茂雄

私の探鳥地（15）　屯田防風林と創成川　 矢野玲子

サハリンバードウオッチングの旅（２） 柳沢信雄



話題の鳥たち（２） 井上公雄

誌上写真展　　

第83号　1991年３月21日第83号　1991年３月21日第83号　1991年３月21日第83号　1991年３月21日

表紙：オオワシ 石橋孝継

私の探鳥地（16）　ノスリが渡って来た―砂崎海岸にて― 石谷義一

吉野ｹ里のカササギ 武沢和義

堀株川河口及びその付近の鳥類―春の水鳥を中心として― 富川　徹

話題の鳥たち（３） 井上公雄

第84号　1991年６月21日第84号　1991年６月21日第84号　1991年６月21日第84号　1991年６月21日

表紙：ノゴマ 遠藤　茂

私の探鳥地（17）　栗山町「御大師山」　 中井　惺

北海道に舞い降りた迷鳥たち（６） 山田良造

錦大沼の野鳥 鷲田善幸

自然保護係は忙しいが楽しい（３）―学ぶべき事実は実に多い― 隅田重義

第85号　1991年９月21日第85号　1991年９月21日第85号　1991年９月21日第85号　1991年９月21日

表紙：キリアイ 柳沢信雄

私の探鳥地（18）　えりも岬付近　 井上公雄

北海道に舞い降りた迷鳥たち（７） 山田良造

栗山町の鳥類 沼野正博

誌上写真展（１）　平成３年度　　

第86号　1991年12月21日第86号　1991年12月21日第86号　1991年12月21日第86号　1991年12月21日

表紙：ヤマセミ 赤石誠二

野村梧郎さんを悼む 小堀煌治

松本光二さんを悼む 山田良造

利尻島における野鳥観察リスト 小杉和樹

北海道に舞い降りた迷鳥たち（８） 山田良造

自然環境部をよろしくー北海道環境科学研究センター 村野紀雄

鳥見人からの便り①　浦幌のハクガン 武藤満雄

鳥見人からの便り②　アネハヅルの飛来 掛川岩太

誌上写真展（２）　平成３年度　　

第87号1992年３月21日第87号1992年３月21日第87号1992年３月21日第87号1992年３月21日

表紙：オオホシハジロ 新城　久

私の探鳥地（20）　余市川　 赤石誠二

北海道に舞い降りた迷鳥たち（９） 山田良造

鳥見人からの便り（３）　偽闘 和田　淳

石狩川水系 生振・茨戸川流域の野鳥 泉　勝統

第88号　1992年６月21日第88号　1992年６月21日第88号　1992年６月21日第88号　1992年６月21日

表紙：ウトウ 遠藤幸子

私の探鳥地（21）　野幌森林公園　久しぶりの春探鳥会　 芹沢裕二

北海道に舞い降りた迷鳥たち（１０） 山田良造

バードヒアリングの楽しみ 田辺　至

生振・茨戸川の野鳥（補説） 泉　勝統

第89号　1992年９月21日第89号　1992年９月21日第89号　1992年９月21日第89号　1992年９月21日

表紙：ルリビタキ 野坂英三

私の探鳥地（22）　恵庭　 富田寿一

香港探鳥の記 矢野玲子

フィールド・マナー 柳沢信雄

鳥見人からの便り（３）　思い出の人「野村さん」 隅田重義

誌上写真展

第90号　1992年12月21日第90号　1992年12月21日第90号　1992年12月21日第90号　1992年12月21日

表紙：ケイマフリ 佐藤幸典

私の探鳥地（23）　札幌市福井周辺　 渋谷弘子

大沼公園の野鳥たち 田中正彦

クイナについて思うこと 武澤和義

「雀の同居人から…・・」 高崎一夫

野鳥の俳句（前編） 斎藤新一郎


