
 

里山の鳥 
里山フィールドガイドシリーズ２ 

特定非営利活動法人 越の里山倶楽部 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

里山フィールドガイドシリーズ 

１．里山の哺乳類 

２．里山の鳥 

３．木の実・草の実 

４．雑木林の木々 

５．里山のきのこ 

    ６．里山のカエルとヘビ 

表紙写真：ホオジロ 



はじめに 

 ｢里山｣とは、集落や人里周辺の丘陵山地のことをいい、新潟県の中

越地方では、コナラなどの落葉広葉樹を主とした雑木林が、多く見受

けられます。また、木材生産の場としてのスギ林も広い面積を占めて

います。この里山は、かつて、炭焼きやたき木拾い、落ち葉による堆

肥づくり、山菜、きのこなどの生活資源の供給源として、山村の人々

の生活には不可欠のものでした。また、その母なる自然は、人々の畏

敬の対象でもあり、郷土の文化を育み、伝説や民話を生み出し、子ど

もたちの遊びや学びの場でもありました。里山は、計画的に繰り返し

人の手が加わることで、環境が維持され、さまざまな生きものたちの

ゆりかごにもなっていました。しかし、昭和３０年代以降、燃料の石

油エネルギーへの変換などにより、里山と人々との関係は薄れ、人の

手が入らなくなった里山が多くなり、そこを生活の場としていた生き

ものも、大変な影響を受けてしまいました。また、人々の心の中から

も豊かな里山の自然は薄れていきました。 

 そのような憂慮すべき時代の流れの中、近年、里山の自然の重要性

が見直され、各地で保全と活用の動きが出始めてきました。かつての

ような、生活に密着した里山の利用とはいきませんが、整備の人手が

入るようになってきました。しかし、その動きはこれからが本番で、

新たな地域住民の参画と、末ながい取り組みが必要不可欠です。 

 この里山フィールドガイドシリーズは、新潟県中越地方の里山をフ

ィールドとした６テーマからなり、皆さんに里山に興味を持っていた

だくために作成しました。詳しい知識を得るには、他のすぐれた参考

書が数多く出版されていますが、本書は、郷土の里山という自然の案

内役です。皆さんが本書を手に里山に出かけ、里山の自然の魅力に気

づかれることを望んでやみません。 
編者 
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１．里山と野鳥たち 

誰もが「鳥」と言う言葉から連想することに、「翼を持ち、大空を

自由自在に飛び回る動物」があるのでなかろうか。これは、四季折々

に様々な場所で多くの種類の鳥達を目にすることからも実感できる。 
それでは、鳥はどんな環境でも生活できるのだろうか。確かに、動

くことのできない植物や移動が限られている他の動物と比べると飛

ぶことの出来る鳥は、その活動範囲が無限に広がっているようにも見

えるが、それぞれの種類が生息できる環境は意外にも限定されている。

そのため、多くの種類の鳥が生息していることは、それぞれの鳥の特

性に合った『多様な環境』が整っている証でもある。 
いわゆる「里山」は、そこに暮らしている人々が、生活に必要なも

のを得るために、自分たちの出来る範囲で、自然に手を加え作り上げ

た人工と自然の合い半ばする環境である。 
これら里山での継続的な人の営みが培った「二次的で多様な環境」

が、多くの種類の鳥を迎え入れることのできる理由である。 
日本の原風景と言われる農山村とそれを囲む里山は、鳥にとって大

切な生活の場（日常生活、採餌、繁殖、渡りの中継、越冬等）となっ

ている。 
 

２．鳥のライフスタイル（季節的移動による区分） 

現在、生存する鳥の種類は世界中で約９，０００種と言われている。

そして日本ではこれまで約６００種近く、新潟県内全域（海上も含め）

で３８８種（日本野鳥の会新潟県支部とりまとめ）が確認されている。 
それでは、皆さんの身近ではどんな鳥が見られるだろうか。 

多くの種類の鳥は、季節によって も適した環境を求め移動（渡り）

し、その季節的移動の違いによって、次のように区分している。 
【留鳥】同じ地域に一年中生息し、季節的移動をしない鳥。但し、一

年中同じ種類がそこにいても、個体が入れ替わったり、季節的に移動
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してきた個体を含む場合もある。 
〔スズメ、カラス、トビ、シジュウカラ、キジ、ヒヨドリ等〕 
【漂鳥】国内を季節的移動する鳥。 
・ 夏は北海道などの北の地域で繁殖し、冬は南へ移動するもの。 
〔アカハラ、オオジュリン等〕 
・ 夏は高山や山地で繁殖し、冬は平地や海岸部へ移動するもの。 
〔ウソ、ヒガラ、ルリビタキ、アカゲラ等〕 
【夏鳥】春に南の地域（東南アジア、中国南部等）から渡ってきて日

本で繁殖し、秋に南の地域に戻って越冬する鳥。 
〔ツバメ、オオヨシキリ、カッコウ、オオルリ等〕 
【冬鳥】秋に北の地域（シベリヤ、カラフト、朝鮮半島等）から渡っ

てきて日本で越冬し、春に北の地域に戻って繁殖するもの。 
〔多くのカモ・ガン・ハクチョウ類、マナヅル、ツグミ等〕 
【旅鳥】一般に日本より北の繁殖地と日本より南の越冬地を往復し、

春と秋の渡りの途中で日本に立ち寄る鳥。 
〔多くのシギ・チドリ類等〕 
【迷鳥】台風や他の鳥の群れに混じる等して、本来の生息地域でない

地域に迷行した鳥。 
〔モモイロペリカン、ハクガン等〕 
 

３．鳴き声 

ほとんどの鳥が鳴き声を出すが、その声は大きく二種類に分けられ

る。 
（１）さえずり〔ソング〕 

 主に小鳥類の雄が、繁殖期に雌に求愛するときや縄張り（テリトリ

ー）を宣言するときの鳴き声で、特徴のあるリズミカルな声。 
 なお、さえずりを人の言葉に置き換えたものを「聞きなし」と言う。 
・ 土食って、虫食って、渋～い（ツバメ） 
・ 一筆啓上仕り候（ホオジロ） 
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・ 長兵衛、忠兵衛、長忠兵衛（メジロ） 
・ ぼろ着て奉公（フクロウ） 
（２）地鳴き〔コール〕 

 さえずり以外の声で、近くの仲間との呼び合い、遠くの仲間への呼

びかけ、驚いたときの警戒の声など。さえずりより単調で短い。 
・ ウグイス（チャッ、チャッ） 
・ ホオジロ（チチッ、チチッ） 
なお、鳴き声ではないが、繁殖期にさえずりと同じ効果を発揮する

特徴ある音を出す鳥もいる。 
・ オオジシギ（急降下しながら尾羽を開いて風切り音を出す。ザザ

ザザ・・・） 
・ ヤマドリ（両翼を打ち羽ばたく。ドドドド・・・） 
・ キツツキ類（嘴で木を激しく叩く。ドロロロ・・・） 
 

４．さぁ、バードウォッチングに出かけよう！ 

長岡市立科学博物館と長岡野鳥の会では、毎年長岡市内のある地域

を定めて、野鳥の生息状況を調べるため、月１回の市民参加の探鳥会

（４月から１１月までの８ヶ月間）を開催している。その結果、里山

環境では年間６０種前後の鳥が確認されている。皆さんも、この鳥た

ちとの出会いを楽しんでほしい。 
その前に、野外での鳥の識別のポイント。 

草花や昆虫でもそうだが、名前と実物が一致すると楽しみも好奇心も

倍増する。まずは図鑑を持って出かけよう。 
（１）羽の色 

鳥の識別の第一ポイントは羽の色彩や模様である。鳥は種類によっ

て特徴ある羽色をしていることが多い。オオルリのほぼ全身の青、ク

ロツグミの黒、シジュウカラの胸から下腹への黒い縦帯、カワセミの

ヒスイ色・・・、これらはその羽色をしっかりと見ることができれば、

ほぼその種類を当てることが出来る。 
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（２）大きさ 

大きさも重要な識別ポイントである。まずはスズメ、ムクドリ、ハ

ト、カラス等の大きさを目安に、例えば「いまの鳥は、ハトより大き

いがカラスよりは小さいから・・・」と図鑑に書いてある「全長」や

「翼開長」と比べて見てみよう。 
（３）体形や動作 

サンコウチョウの長い尾、セキレイのスマートな体形と上下させる

長い尾、ヒバリやカシラダカの立てた頭の羽、水面上のカモやカイツ

ブリ類のシルエット、・・。それらも識別の手がかりとなる。 
（４）鳴き声 

姿が見えなくとも、鳴き声で識別できる種類も多い。カッコウやウ

グイスのように簡単なものもあるが、一般に小鳥類の声は 初はどれ

も同じように聞こえる。まずは、良く見かける身近な種類の鳴き声（主

にさえずり）から徐々に覚えよう。先輩ウォッチャーから教えてもら

ったり、CD や録音テープを聞いて確かめるとより早く覚えることが

出来る。 
（５）季節 

その鳥が、留鳥、漂鳥、夏鳥、冬鳥、旅鳥のどの区分に入るかを確

かめる。留鳥ならほぼ一年中見ることが出来るが、漂鳥ならその場所

により、夏鳥なら４月から９月頃まで、冬鳥なら９月から翌４月頃ま

で、と出現する季節が限定される。 
（６）環境 

その鳥のいるところは、どんな環境だろうか。水辺や山野か。もう

少し詳しく、水辺でも、海岸、川、湿原、水田、渓流等、また山野で

も、高山、低山、森林、草地、畑、市街地等の環境の違いにより生息

する種類はかなり絞り込むことが出来る。 
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５．四季の鳥たち 

（１）春・夏の鳥（夏鳥・留鳥） 
１）水辺の鳥 

①渓流・川・溜め池で見られる鳥 

＊L は全長で、仰向けにして嘴の先から尾の先までの長さ 
＊「 」内は鳴き声（主にさえずり） 
 
カイツブリ（留鳥）L26cm 
体全体は丸く淡黒褐色で、冬は淡

色となる。水面に水草で巣を作り、

孵ったばかりのヒナも直ぐに泳

ぐことができる。雌雄同色。 「キ

ュリリリ・・・」 
 

 
カルガモ（留鳥）L61cm 
全体が黒褐色で白い眉斑、嘴の先

端の黄色、赤い脚が目立つ。カモ

類の中で、日本の平地で普通に繁

殖する唯一のカモ。雌雄同色。  
「ゲェ、ゲェ、ゲェ」 
 
 
オシドリ（留鳥）L45cm 
冬から繁殖期にかけてのオスは、羽

色が複雑で鮮やか。メスは全体が地

味で灰褐色。昼は休息し、夜に木の

実等を食べる。渓流や池に近い大木

の樹洞に巣を作る。 
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カワセミ（留鳥）L17cm 
頭部から背にかけて光沢のある

ヒスイ色、胸・腹は赤褐色。ダイ

ビングして水中の小魚を捕らえ

る。土崖等の穴に巣を作る。雌雄

ほぼ同色。 
「ツピィー」 
 
ヤマセミ（留鳥）L38cm 
山地の渓流から河川の上流、溜池

などに生息。全体が鹿の子模様で、

頭部は冠羽となる。ダイビングし

て魚を捕らえる。雌雄ほぼ同色。 
「キャラッ、キャラッ、キャラッ」 
 
キセキレイ（留鳥・漂鳥） L20cm 
胸・腹が黄色く 雌雄ほぼ同色だ

が、ノドはオスの方が黒い。高山

から平地まで分布するが、河川上

流部に多い。飛び立つときの「チ

チン、チチン」はハクセキレイに

似る。 
 
ハクセキレイ（留鳥）L21cm 
近年繁殖地が南下する傾向にあ

り、本県でも沿岸、平野部から内

陸部まで分布を広げている。白い

顔面に黒い過眼線。秋冬にかけて、

街路樹や電柱、橋、建物等を集団

ネグラとする。雌雄ほぼ同色。 
「チチン、チチン」 
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セグロセキレイ（留鳥）L21cm 
日本固有種、黒い顔面に白い眉斑。

ハクセキレイより中流域の水辺

を好む。セキレイ類はどれも尾を

上下に振りながら歩く。雌雄ほぼ

同色。「ジュッ、ジュッ」と濁る。 
 
 

オオヨシキリ（夏鳥）L18cm 
里山では耕作されずヨシ原とな

った水田に多い。雌雄同色、全体

が灰褐色でヨシや潅木の頂きで

頭の羽を立て騒がしく「ギョギョ

シ、・・」と一日中鳴く。 
 
②水田でみられる鳥 

アオサギ（留鳥）L93cm 
日本で 大のサギ。全身が青灰色。

後頭と胸に飾り羽。ダイサギ、コサ

ギ、ゴイサギ、アマサギ等と山地や

河川敷の林に集団繁殖地（コロニ

ー）を作る。雌雄同色。 
 
 
ダイサギ（留鳥）L90cm 
日本の白サギ類の中で 大。全身

白色で繁殖期は嘴が黒く、背から

尾にかけて飾り羽が覆う。繁殖期

以外は嘴が黄色。雌雄同色。希に

「ガァ、ガァ」。 
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コサギ（留鳥）L61cm 
小型の白サギで後頭に２本の冠

羽、胸と背にレースのような飾り

羽がある。足の指は黄色。嘴は一

年中黒い。雌雄同色。 
 
 
ゴイサギ（留鳥）L57cm 
頭から後頭及び背中は紺色で他

は灰色。後頭から白い２本の冠羽

がある。幼鳥・若鳥は全体が褐色

の地に白斑が入る。夜に「ゴア、

ゴア」と鳴いて飛ぶことから「夜

ガラス」の俗称がある。雌雄同色。 
 
アマサギ（夏鳥）L50cm 
近年繁殖地を北に広げる傾向に

ある。繁殖期には頭から首・胸に

かけて美しい亜麻色になるが、秋

には全身ほぼ白色に戻る。水田の

中より畦道で見かける。雌雄同色。 
 
２）山野の鳥 
①林で見られる鳥 

サシバ（夏鳥）L49cm 
ハチクマとともに渡りをする代

表的な猛禽類、全体が褐色で腹部

に横斑、ノドに１本の縦斑がある。

秋の晴天時には上昇気流を利用

し群れで南下する。「ピッウイー」

と特徴ある声で鳴く。 
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アオバズク（夏鳥）L29cm 
全体が黒褐色で胸・腹は縦斑とな

り、黄色の目の虹彩が目立つ。社

寺林の大木の樹洞でよく営巣す

る。名は青葉の頃に渡ってくるこ

とに由来、雌雄ほぼ同色。夜間に

「ホッホゥ、ホッホゥ」と鳴く。 
 
フクロウ（留鳥）L50cm 
日中は暗い林で休息し、夕暮れか

ら活動することが多い。羽音を立

てずに飛び、主に小鳥やネズミを

食べる。社寺林の大木の樹洞でよ

く営巣する。雌雄同色。夜間に 
「ゴロッケ、ゴゥホウ」と鳴く。 
 
ヨタカ（夏鳥）L29cm 
全体が黒褐色で枯葉模様の保護

色で、昼は木の枝に沿って止まり、

夜に活動する。近年渡来数の減少

が著しい。雌雄ほぼ同色。夜間に

「キョキョキョ・・」と連続して

長く鳴く。 
 
アオゲラ（留鳥）L29cm 
日本固有種。翼と背は灰緑色で腹

部に黒褐色の横斑がある。アカゲ

ラと同じ「キョッ、キョッ」の他

に、繁殖期に「ピョー」と大きく

鳴く。雌雄ほぼ同色。 
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コゲラ（留鳥）L15cm 
日本のキツツキ類では 小。全体

が薄茶色に細かい白斑が入る。冬

はカラ類の群れに１～２羽で入

ることが多い。近年市街地の公園

等でも増えている。雌雄ほぼ同色。

「ギィ」、「キッキキ」など。 
 
サンショウクイ（夏鳥）L20cm 
雌雄ほぼ同色、頭部から背・翼

は灰黒色、ノド、胸、腹は白色。

繁殖期に上空を「ヒリリリ、ヒ

リリリ」と鳴きながら波状に飛

ぶ姿が見られる。近年渡来数が

減少している。 
 

クロツグミ（夏鳥）Ｌ22cm 
比較的明るい林を好み、地上を歩

き回り、ミミズや昆虫の幼虫を採

食する。オスは腹部以外が黒色で、

嘴と足は橙色。メスは淡い黒褐色

の背に、腹部は白色の地に黒い斑

がある。遠くまで響くリズミカル

な声でさえずる。 
ウグイス（留鳥）L♂16cm 
低木やヤブの中にいることが多

く、さえずりが聞えても姿を見る

ことは少ない。いわゆる谷渡り

「キョ、キョ、・・・」は主に警

戒の場合が多い。雌雄同色だがメ

スのほうが小さい。 
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キビタキ（夏鳥）L14cm  
林の中にいることが多く、明るい

林外には余り出ない。オスは眉、

ノド、腰の鮮やかな黄色が目立ち、

メスは全体が淡褐色。さえずりは

リズムがあり、様々なバリエーシ

ョンを持っている。 
 

オオルリ（夏鳥）L16cm 
オスは白い腹部を除き全体が光

沢のある瑠璃色、メスは全体が淡

褐色。沢沿いの高木の頂きで、伸

びのある声でさえずり、 後に

「ジジ」とつけ加える。 
 

サンコウチョウ（夏鳥） 
L♂45cm、♀18cm 
薄暗い林を好み、オスは 30cm を

超える長い尾が特徴で、頭から胸

までは紫黒色。雌雄ともアイリン

グ（目の周りの輪）と嘴の空色が

目立つ。 
「フィ、チィ、ホイホイホイ」 
 
エナガ（留鳥）L14cm  
眉から背まで黒く、肩羽は淡いブ

ドウ色で、長い尾が特徴。コケ類

で袋状の巣を作る。繁殖期以外は

群れとなる。雌雄同色。  
「ジュリ、ジュリ」 
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ヤマガラ（留鳥）L14cm 
雌雄同色、頭とノドの黒色、胸・

腹のレンガ色が目立つ。エゴノキ

等の硬い木の実も食べる。繁殖期

以外は他のカラ類の群れに混じ

る。「ズズピー、ズズピー」 
 
シジュウカラ（留鳥）L15cm 
林から庭にまで飛来する。胸から

腹にかけての黒い帯が目立つ。繁

殖期以外は群れでいることが多

い。餌台に良くやって来る。雌雄

ほぼ同色。  
「ツピツピツピ・・」 
 
メジロ（留鳥・漂鳥）L12cm 
上半身と背・翼のウグイス色と白

いアイリングが目立つ。繁殖期以

外は群れでいることが多く、鳴き

交わしながら忙しく移動する。雌

雄ほぼ同色。早口で複雑に「チィ

チョイ・・」。 
 
イカル（留鳥）L23cm 
ズングリした体形、大きな黄色の

嘴が特徴で、飛翔時には翼の白帯

が目立つ。冬でもさえずることが

ある。雄雌同色で、ともにさえず

る。大きな声で「キ キョ キィ」。 
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カケス（留鳥）L33cm 
カラスの仲間だが、翼の青・白・

黒の斑模様や飛翔時の白い腰が

目立つ。他の鳥の声をまねること

がある。主食のドングリを木の隙

間や地中に隠す。雌雄同色。 
「ジャー、ジャー」 
 
②林の周辺で見られる鳥 
ヒヨドリ（留鳥）L28cm 
市街地から農村部や林の中まで

生息範囲が広い。花の蜜から昆虫、

小動物、 近は畑の作物まで食べ

る。波状に飛ぶ。雌雄同色、「ヒ

ーヨ、ヒーヨ」と目立つ声で鳴く。 
 
 
モズ（留鳥）L20cm 
鋭い嘴で昆虫やカエル等を捕ら

えて食べたり、木の枝等に刺して

「はやにえ」とする。他の鳥の声

をまねることもする。雌雄ほぼ同

色だが、雄には翼に小さな白斑が

ある。 
 
ホオジロ（留鳥・漂鳥）L17cm 
里山を代表する種。顔面の白黒模

様が目立つ。木の頂で胸を反らせ、

良く響く声でさえずることが多

い。メスはオスより全体に淡色で

ある。 
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ノジコ（夏鳥）L14cm 
日本のみで繁殖し、国内での分布

は局所的だが、県内では沢筋の斜

面でさえずる姿をよく見かける。

全体に黄緑色で、メスはオスより

やや淡色である。 
 
カワラヒワ（留鳥・漂鳥）L15cm 
繁殖期以外は群れで行動し、明る

い林を好み、庭にも良く姿を見せ

る。飛翔時に翼の黄色の帯が目立

つ。ヒマワリの種をよく食べる。

雌雄ほぼ同色。 
「コロコロ、キリキリ、ビーン」 
 
③草地・畑・集落周辺で見られる

鳥 
トビ（留鳥）L60cm 
身近で見られる猛禽類で雌雄同

色、全体が茶褐色。飛翔中に広げ

た尾羽は、三味線のバチのような

形をした角尾で、翼下面の白斑も

目立つ。「ピーヒョロロ」 
 
キジ（留鳥） L♂81cm 
日本の国鳥。オスの体下面は金属

光沢のある緑色。繁殖期に顔面の

赤い皮膚（肉垂）は一層鮮やかに

なる。メスは全体に淡い黄白色で

黒褐色の斑が密に入る。一夫多妻

で雄は「ケーン、ケーン」。 
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キジバト（留鳥）L33cm 
雌雄同色、一年を通してつがいで

生活し、林から庭木・街路樹にま

で巣を作り、年に数回繁殖する。

山鳩の名で親しまれ「デデッポー

ポ、デデッポーポ」と鳴く。 
 
カッコウ（夏鳥）L35cm 
林や草地、河川敷に渡来する。全

体が青灰色で腹部に細かい横斑

があり、尾は長い。オオヨシキリ、

オナガ等の巣に卵を産み、ヒナを

育ててもらう（托卵）。雌雄同色。

「カッコウ、カッコウ」 
 
ヒバリ（留鳥・漂鳥）L17cm 
全体やや薄い茶褐色。繁殖期に空

中高く舞い上がり縄張り宣言し、

畑や草原の地上に巣を作る。オス

は頭部の羽を良く立てる。雌雄同

色。「ピーチル、ピーチル・・・」 
 
 
ツバメ（夏鳥）L17cm 
雌雄同色、オスはメスより尾羽が

長い。本県には三月中下旬に渡来

し、まず河川等で見られる。繁殖

は春・初夏と２回することが多い。 
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ムクドリ（留鳥）L24cm 
農耕地や市街地で普通に見られ

る。白い顔、黄色の嘴と足、飛翔

時の白い腰が目立つ。大きな群れ

を作り、河川敷や公園・街路樹等

を集団ネグラとする。メスはオス

より淡色である。 
 
オナガ（留鳥）L37cm 
カラスの仲間だが、黒い頭、青い

翼と尾、名前のとおり長い尾が特

徴で、ゆっくりとした飛び方をす

る。河川敷や集落・住宅地にも良

く姿を見せる。雌雄同色。 
「ギュイ、キュキュキュ」 
 
ハシボソガラス（留鳥）L50cm 
水田や畑、農村集落に多い。繁殖

期以外は、群れで行動し、集団ネ

グラを持つ。ハシブトガラスに比

べ嘴が細い。雌雄同色。しわがれ

た声で「ガー、ガー」 
 
ハシブトガラス（留鳥）L57cm 
元々は森林性だが、近年は市街地

に多く、雑食性で生ゴミをあさる。

ハシボソガラス同様に集団ネグ

ラを持つ。ハシボソガラスに比べ

嘴が太く、体もやや大きい。雌雄

同色。ハシボソガラスより澄んだ

声で「カア、カア」 
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（２）秋・冬の鳥（冬鳥・漂鳥） 
１）山野の鳥 

①林で見られる鳥 

アカゲラ（漂鳥）L24cm 
雌雄ほぼ同色、背の黒と翼の白黒

模様、下腹部の赤色が目立つ。ア

オゲラ同様に大きな波状で飛び、

嘴で木を叩くドラミングで「ドロ

ロ・・」と音を出す。 
ジョウビタキ（冬鳥）L14cm 
雌雄とも翼の白斑が目立ち、紋付

鳥とも呼ばれる。尾羽を細かく震

わせ、「ヒッ、ヒッ」もしくは「カ

ッ、カッ」と鳴きながら、地上近

くで短い距離を飛び移動する。 
 
ヒガラ（漂鳥）L11cm 
秋から春に平地に降りて来て、他

のカラ類と群れでいることが多

い。頭とノドの黒色が目立つ。マ

ツやスギ等の針葉樹の枝葉で餌

を取る。速いテンポで「チョピチ

ョピ・・」。 
 
ウソ（冬鳥・漂鳥） L16cm 
冬に平地の林で少数の群れで見

られる。ややズングリ太った体形

で、頭が黒い他は全体に灰色だが、

オスのノドは赤く目立つ。口笛の

ような鳴き声で「フィー、フィー」。 
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②草地・畑・集落周辺で見られ

る鳥 
ツグミ（冬鳥）L24cm 
秋から春まで、林、農耕地で普通

に見られる。群れでいることが多

く、地上を跳ね歩きミミズや昆虫

を採食する。春には羽色がやや濃

くなる。雌雄同色。地鳴きは「キ

ョッ、キョッ」。 
カシラダカ（冬鳥）L15cm 
畑や林縁に群れをなし、近づく

と一斉に近くの木に移る。立て

た頭の羽が目立つ。メスはオス

より全体に淡い。春先に早口で

複雑なさえずりをする。地鳴き

は「チッ、チッ」。 
マヒワ（冬鳥）Ｌ12cm 
山林に大群で飛来し、とりわけ

スギ林を好む。オスは顔や胸が

黄色で、頭とノドが黒く、メス

は全体に淡黄色で胸や腹部に縦

斑が多い。地鳴きは「チュイン、

チュイン」。 
ベニマシコ（冬鳥）L15cm 
林の周辺やススキ、ヨシ原に数

羽の群れで生活する。オスの冬

羽は、全体に紅色味があって、

特に顔や胸は濃い。翼は黒く二

本の白帯がある。メスは紅色が

薄い。地鳴きは細く「フィッ」。 
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特定非営利活動法人 越の里山倶楽部は、人と里山のよき関係

を深めるため、｢雪国の里山｣の自然を守り育て、次代を担う子供

たちに里山の大切さと魅力を伝えていくために、さまざまな活動

を行っています。 
当会は、会員の会費や助成金、環境教育事業の受託などによっ

て運営する非営利団体です。会の趣旨に賛同し、ご支援いただけ

る会員を随時募集しております。お力添えいただければ幸いに存

じます。会員の皆様には、四季折々の自然情報や、催しのご連絡

を差し上げます。 
詳細については、お気軽に事務局までお問い合わせください。

 
越の里山倶楽部事務局 

〒940-2042 新潟県長岡市宮本町 1 丁目 468-1 
TEL・FAX：0258-47-8050 

Mail：satoyamaclub@rhythm.ocn.ne.jp 
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里山フィールドガイドシリーズ編集委員・執筆者 

編集委員     

西山 拓 （越の里山倶楽部事務局長） 
河合佳代子（越の里山倶楽部専務理事） 
執筆者 

・里山の哺乳類    井上信夫（生物多様性保全ネットワーク新潟） 

・里山のカエルとヘビ         〃 
・里山の鳥      古川英夫（長岡野鳥の会）     
・木の実・草の実   櫻井幸枝（植物同好じねんじょ会） 
・雑木林の木々    中澤英正（津南町自然に親しむ会）     

・里山のきのこ    西山 拓（越の里山倶楽部事務局長） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

里山フィールドガイドシリーズ２ 里山の鳥 
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野鳥写真を提供いただいた方々（アイウエオ順・敬称略） 

五十嵐伸吾 
井上信夫 
小林茂樹 
坂井三夫 
澤村 恵 
高綱 勉 
立川昌一 
渡辺 央 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アトリ♀（冬鳥） 

オオタカ（留鳥） 

コサメビタキ（夏鳥）

シメ（冬鳥） 

 
チョウゲンボウ（留鳥）

 
ヒレンジャク（冬鳥）

ミソサザイ（漂鳥）

 
ミヤマホウジロ（冬鳥）

 
ルリビタキ（漂鳥） 
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