
ロ トビ         ★ ロアヽチクマ     ★★★ ロサンバ成鳥     ★★★

尾羽がバチ形。死肉を食べることが 夏鳥。ハチの幼虫や蛹、クロスズメ 夏鳥。里山のカエルやヘビなどを
多い。翼開長 150-160 cm。     バチなどのジバチを好んで食べる。 食べる。秋にタカ柱をつくり渡る。

ロサンバ幼鳥    ★★★

サシバは成鳥も幼鳥も白いのどの
中央に¶本の縦斑があるのが特徴。

ロオオタカ成鳥♂  ★★★

体上面の青みのある灰色から「蒼
鷹」。翼開長♂106 cm、 ♀131 cm。

ロオオタカ幼鳥   ★★★

成鳥の腹は白く見える。幼鳥は腹
に茶色い縦斑がある。

ロハンボソガラス    ★

「ガー」と濁つた声で頭を上下に
振つて鳴く。

ロハシブ トガラス    ★

「カー」と澄んだ声で鳴く。上く
ちばしの湾曲が強めで太い。

ロハイタカ成鳥♂  ★★★

♂はハトくらいの大きさ。翼開長
♂60-64 cm、 ♀71-79 cm。

ロハイタカ幼鳥   ★★★

♂成鳥は喉から胸は橙褐色の横斑、
幼鳥は頭と胸の横斑が茶色。

ロカケス       ☆☆

カラスの仲間。どんぐりを貯食す
る。青い羽を森で拾うことがある。

外来種とは、人為的に他の地域から持ち込まれ

た生き物のことです。なかでも生態系や人命、

農林水産業への被害を及ぼすもの、またその懸

念のあるものは国が定める「外来生物法」によ

り「特定外来生物」に指定されています。特定

外来生物は、飼育・栽培。保管・運搬、輸入、販売、

議渡、放出などが原則禁止されています。森林

公園でも右記の鳥類が確認されています。

本号制作にあたり、太田辰美氏 lTA)奥野恒士氏 (TU)、

大川佳英氏 (Y)よ り貴重な写真のご提供を頂きました。

ここに深く感謝申し上げます。

参考文献 :

「原色日本野鳥生態図鑑<陸鳥編 >」 中村登流 中村雅彦 著 (保育社)、 「日本の野鳥 650」 真木広造 大西敏― 五

百澤日丸 著 (平凡社)、「山渓ハンディ図鑑 7新版日本の野鳥」叶内拓哉 安部直哉 上田秀雄 著 (山 と渓谷社)、「日

本のワシタカ類」森岡照明 叶内拓哉 川田隆 山形則男 著 (文―総合出版)

「日本の外来種対策 (環境省)」 hips"柄山venv gojp/nature/ntro/index htmi

外来種

r宝暫

ロコジュケイ ★★

中国南部に分布。大正時代
に狩猟用として放鳥された。
「チョットコイ !」 と鳴く。

特定外来生物

囲 ガ ビチ ョウ  ★

中国南部～東南アジアに分

布。ペツト輸入されたもの

が野生化した。

特定外来生物

ロソウンチ ョウ ★

インド北訳 中国南部など
に分布。ペツト輸入された
ものが野生化した。

外来種つて ?

自然情報の発信、自然体験プログラムなどを通 じ静岡県立森林公

園の自然の魅力を発信しています。

■入館料無料  ■開館時間 9ЮO～1630
■休館日毎週水曜 (祝 日の場合は翌日)、 12/29～ 1/3

■問合せ 奮053-583-0443

気軽に木工作を楽 しむことができます。工具はそろつているので、

手ぶらでどうぞ !

■木工作 :金・土・日  ■開館時間 :900～la30
初めて利用になる方は「初心者利用講習」受講が必要です。

■休館日 :月 。火・水、12/29～ 1/3

■問合せ 8053-583-1559

ムササビだより23号 発行日2022年 5月 1日  発行部数 i1700部 発行所 静岡県立森林公園バー ドピア浜北

執筆・編集・制作 瀬下 亜希
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春 夏 の森 の鳥
春から夏にア)｀ けて、森は新緑に包まれますごその

若葉を食べて虫などが育ち、さらにそれらをエサ

にして野鳥たちは子育てに奮闘します。

今年もまたこの森で無数の冷が輝きます.
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春から夏の

静岡県立森林公園内

で見 られる頻度

☆  よく見られる
★★ たまに見られる
☆☆☆ まれにしか

見られない

一

ロサ ン コウチ ョウ    ★★

夏鳥。カササギヒタキ科。 4月下旬
～ 5月 初旬に渡来。♂の尾羽は 30
cmに なるものもいる。長いほど♀に
モテると考えられている。目の周り
の青色のアイリングも特徴的。「ギュ

イギュイ ホイホイホイ」と鳴 く。

聞きな しの「ツキ ヒホシ (月 日星)

ホイホイ」から三光鳥との名がある。
♂♀とも同じように鳴く。
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静囁当
当転犠!ゃ

日の中は

黄緑色

♀は背中が

茶色で尾羽
は短い

ロキビタキ                ★★

夏鳥。ヒタキ科。写真下が♂、上が♀。森林公園では 4月 に

渡来。♂がブンブンという音をさせながら縄張 り争いする姿
が見られる。「ポッピビリ」など軽快な節回しで鳴く。コジュ

ケイなど他の鳥の声も真似する。♂は黒と黄色だが♀は茶色。
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氏 国オオルリ       ★★

夏鳥。ヒタキ科。 4月 初旬に渡来c♂

の美 しい瑠璃色が目を惹 く。澄んだ

声は、日本三鳴鳥のひとつに数えら

れる。木の梢などで♂は「ヒー リー

リー ジジッ」とさえずるG♀ も同 じ

ような節回 しで鳴 くがその声はやや

か細く、♂のさえずりとは違い、巣ヘ

近づ く敵への警戒の声。写真の左は

♂、右は♀。
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ロヤブサメ      斎黄

夏鳥。ウグイス不北 「シシシ」と
と鳴く。尾が短く眉斑が明瞭。

□エ ゾムシクイ    ☆☆波

夏鳥。澄んだ声で「ヒーツーキー」
と鳴く。二本の翼帯がある①

ロセンダイムンクイ ☆☆☆

夏鳥。さえずり「チヨチヨビー」
頭の中央吉町こ白線、下嘴は黄色。

ロコサメビタキ   ★☆☆

夏鳥。明るい林を好む。昆虫をフ
ライキャッチで獲る。

ロウグィス      ☆ 田メジロ        ☆

♂はさえずりで縄張りを主張する。「チョイチョイチューチュルル」
縄張り内で複数の♀が子育てする。など複雑にさえずる。

田クロツグミ    ☆☆☆

夏鳥。「キョロンキョロン」など美
しく大きな声で複雑にさえずる。

¬鼈マ   (1-

ロツバメ        士

夏鳥。スズメロツバメ科。飛翔中
に昆虫などを捕食する。

ロイワツバメ     ン☆

夏鳥。腰が自くてずんぐりした印
象。スズメくらいの大きさ。

ロコンアカツバメ   ■★

夏鳥。腰が赤褐色で尾羽が長い。
とっくり型の巣をつくる。

田アマツバメ     i共
夏鳥。アマツバメロアマツバメ科。
足指が4本 とも前向きにつく。
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ロヒヨドリ ★

ロサンシ ョウクイ    ☆

夏鳥。「ヒリリッヒリリッ」と鳴
きながら飛ぶ姿は十文字に見える。

ロホ トトギス      ☆

夏鳥。ウグイスに托卵。昼夜問わ
ず「テッペンカケタカ」と鳴く。

渋居害房記を萱尭景a戸牢百乳Fごロヤマガラ
腹のオレンジ色と頭と喉の黒が目 鳴く。ほおの赤い模様と頭のボサボ

立つ。「ツーツーピー」と鳴く。  サヘアーが特徴。波状を描いて飛ぶ。

Elキジバ ト       贅 団ァォバ ト♂    ★☆☆ ロキセキ レイ      ■ ロモズ♂       ■★

「デデーポー」と鳴く。繁殖期は  「オーアオー」と独特の節回しで鳴く。腹側の黄色がよく目立つ。長い尾 先がカギ状のくちばしで昆虫や 卜
3～ 11月。ピジョンミルクで育雛。 海水を飲み塩分を補給する。     羽を上下に振つて歩く。      カゲなどを獲る。

ロシジュウカラ          ☆ 口エナガ              ★

「ツッピンツッピン」「ジャージャー」などさま  「ジュリリ」「シシシシ」など声の種類は豊富。
ざまな声で仲間とコミュニケーションをとる。  尾羽が長い。樹間を群れで移動する姿をよく見る。

ロコゲラ        ☆ ロゴイサギ      ☆☆

「ギー キッキッ」と鳴く。後  頭が紺色、目の虹彩が赤い。夜行
頭部付近に赤い斑があるのは♂。 性のサギ。「グワッ」と鳴き飛ぶ。

ロアオサギ       ■

全長 93 cm。 サギの中で最大。高木
の林の上に集団で営巣する。

日本オジロ       ☆

ほおが白い。「チョッピ チチュ
チユ」などとさえずる。

ロカワラヒワ      渋

ピンク色の太いくちばし、羽の黄
色模様、尾羽の凹型が特徴。

■イカル        ★☆ 函アオゲラ                        十■ ロァヵゲラ      ☆女

「キ～コキ～」と独特の節回しで 日本固有種①緑色のケラ (きつつき)の意。繁殖期は「ピョーピョービョー」、 「ケッケッケ」はアオゲラの声と
鳴く。群れでいることが多い。  通年「ケッケッケ」と鳴く。巣穴は生木に掘る。写真は右が巣立ち雛。     似る。枯れ木に巣穴を掘る。

ロカワセミ♂     ★■ ■カワセミ♀     ~
長いくちばしで魚などを捕らえる。下のくちばしが朱色。♂♀とも光
♂は下のくちばしが黒色。    の加減で羽が緑にも青にも見える。
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