
目 科 和名 学名 観察頻度 記録出展
キジ目 キジ科 ウズラ Coturnix japonica 少ない

キジ Phasianus colchicus 普通

カモ目 カモ科 サカツラガン Anser cygnoides まれ 山階鳥類研究所（1995）

ヒシクイ Anser fabalis 少ない

マガン Anser albifrons 少ない

カリガネ Anser erythropus まれ 山階鳥類研究所（1995）

ハクガン Anser caerulescens まれ 山階鳥類研究所（1995）

ハイイロガン Anser anser まれ 山階鳥類研究所（1995）

コクガン Branta bernicla まれ 山階鳥類研究所（1995）

シジュウカラガン Branta hutchinsii まれ 山階鳥類研究所（1995）

コハクチョウ Cygnus columbianus 少ない

オオハクチョウ Cygnus cygnus 少ない

アカツクシガモ Tadorna ferruginea まれ 山階鳥類研究所（1995）

ツクシガモ Tadorna tadorna まれ 山階鳥類研究所（1995）

オシドリ Aix galericulata 少ない

オカヨシガモ Anas strepera 普通

ヨシガモ Anas falcata 普通

ヒドリガモ Anas penelope 普通

アメリカヒドリ Anas americana 少ない

マガモ Anas platyrhynchos 多い

カルガモ Anas zonorhyncha 多い

ハシビロガモ Anas clypeata 少ない

オナガガモ Anas acuta 多い

シマアジ Anas querquedula 少ない

トモエガモ Anas formosa 少ない

コガモ Anas crecca 多い

ホシハジロ Aythya ferina 普通

オオホシハジロ Aythya valisineria まれ 山階鳥類研究所（1995）

アカハジロ Aythya baeri まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

メジロガモ Aythya nyroca まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

キンクロハジロ Aythya fuligula 普通

スズガモ Aythya marila 少ない

クロガモ Melanitta americana まれ 山階鳥類研究所（1995）

ビロードキンクロ Melanitta fusca まれ 山階鳥類研究所（1995）

コオリガモ Clangula hyemalis まれ 山階鳥類研究所（1995）

ホオジロガモ Bucephala clangula 普通

ミコアイサ Mergellus albellus 普通

カワアイサ Mergus merganser 少ない

ウミアイサ Mergus serrator 少ない

カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ Tachybaptus ruficollis 多い

カンムリカイツブリ Podiceps cristatus 普通

アカエリカイツブリ Podiceps grisegena まれ 山階鳥類研究所（1995）

ミミカイツブリ Podiceps auritus 少ない

ハジロカイツブリ Podiceps nigricollis 普通

ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis 多い

シラコバト Streptopelia decaocto 少ない 山階鳥類研究所（1995）

アオバト Treron sieboldii 少ない

ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 シロハラミズナギドリ Pterodroma hypoleuca まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

オオミズナギドリ Calonectris leucomelas まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

ハシボソミズナギドリ Puffinus tenuirostris まれ

ウミツバメ科 コシジロウミツバメ Oceanodroma leucorhoa まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

コウノトリ目 コウノトリ科 コウノトリ Ciconia boyciana まれ

カツオドリ目 グンカンドリ科 コグンカンドリ Fregata ariel まれ 鳥の博物館への情報提供

ウ科 カワウ Phalacrocorax carbo 多い

ウミウ Phalacrocorax capillatus 少ない 小田谷（2014）

ペリカン目 サギ科 サンカノゴイ Botaurus stellaris 少ない 山階鳥類研究所（1995）

ヨシゴイ Ixobrychus sinensis 普通

ミゾゴイ Gorsachius goisagi まれ

ゴイサギ Nycticorax nycticorax 普通

ササゴイ Butorides striata 少ない

アカガシラサギ Ardeola bacchus 少ない

アマサギ Bubulcus ibis 普通

アオサギ Ardea cinerea 多い

ダイサギ Ardea alba 多い

チュウサギ Egretta intermedia 普通

コサギ Egretta garzetta 多い

カラシラサギ Egretta eulophotes まれ 山階鳥類研究所（1995）



目 科 和名 学名 観察頻度 記録出展
ペリカン目 トキ科 トキ Nipponia nippon 絶滅 山階鳥類研究所（1995）

ヘラサギ Platalea leucorodia まれ 山階鳥類研究所（1995）

クロツラヘラサギ Platalea minor まれ 山階鳥類研究所（1995）

ツル目 ツル科 タンチョウ Grus japonensis まれ 山階鳥類研究所（1995）

クロヅル Grus grus まれ 我孫子野鳥を守る会（2012）

クイナ科 シロハラクイナ Amaurornis phoenicurus まれ 我孫子野鳥を守る会（2012）

クイナ Rallus aquaticus 普通

ヒクイナ Porzana fusca 普通

ツルクイナ Gallicrex cinerea まれ 山階鳥類研究所（1995）

バン Gallinula chloropus 普通

オオバン Fulica atra 多い

カッコウ目 カッコウ科 ホトトギス Cuculus poliocephalus 普通

ツツドリ Cuculus optatus 普通

カッコウ Cuculus canorus 少ない

ジュウイチ Hierococcyx hyperythrus まれ 我孫子野鳥を守る会（2012）

ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus 少ない

アマツバメ目 アマツバメ科 アマツバメ Apus pacificus 普通

ハリオアマツバメ Hirundapus caudacutus まれ 山階鳥類研究所（1995）

ヒメアマツバメ Apus nipalensis まれ 我孫子野鳥を守る会（2012）

チドリ目 チドリ科 タゲリ Vanellus vanellus 普通

ケリ Vanellus cinereus 少ない

ダイゼン Pluvialis squatarola 少ない

ムナグロ Pluvialis fulva 普通

ハジロコチドリ Charadrius hiaticula まれ 山階鳥類研究所（1995）

イカルチドリ Charadrius placidus 普通

コチドリ Charadrius dubius 普通

シロチドリ Charadrius alexandrinus 少ない

メダイチドリ Charadrius mongolus 少ない

セイタカシギ科 セイタカシギ Himantopus himantopus 少ない

シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola 普通

オオジシギ Gallinago hardwickii 普通

ハリオシギ Gallinago stenura 少ない 鳥の博物館への情報提供

チュウジシギ Gallinago megala 普通

タシギ Gallinago gallinago 普通

コシギ Lymnocryptes minimus まれ 山階鳥類研究所（1995）

オグロシギ Limosa limosa 少ない

オオソリハシシギ Limosa lapponica 少ない

チュウシャクシギ Numenius phaeopus 普通

ダイシャクシギ Numenius arquata 少ない

ホウロクシギ Numenius madagascariensis 少ない 山階鳥類研究所（1995）

ツルシギ Tringa erythropus 少ない

オオハシシギ Limnodromus scolopaceus 少ない 我孫子野鳥を守る会

アカアシシギ Tringa totanus 少ない

アオアシシギ Tringa nebularia 少ない

コアオアシシギ Tringa stagnatilis 少ない

クサシギ Tringa ochropus 普通

タカブシギ Tringa glareola 少ない

キアシシギ Heteroscelus brevipes 普通

ソリハシシギ Xenus cinereus 少ない

イソシギ Actitis hypoleucos 普通

キョウジョシギ Arenaria interpres 普通

オバシギ Calidris tenuirostris 少ない

オジロトウネン Calidris temminckii 少ない

ヒバリシギ Calidris subminuta 少ない

トウネン Calidris ruficollis 普通

アメリカウズラシギ Calidris melanotos 少ない

ウズラシギ Calidris acuminata 普通

サルハマシギ Calidris ferruginea 少ない

ヘラシギ Eurynorhynchus pygmeus 少ない 我孫子野鳥を守る会（2004）

キリアイ Limicola falcinellus 少ない

ハマシギ Calidris alpina 普通

エリマキシギ Philomachus pugnax 少ない

アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus 少ない

ハイイロヒレアシシギ Phalaropus fulicarius 少ない 我孫子野鳥を守る会（2012）

タマシギ科 タマシギ Rostratula benghalensis 少ない

ツバメチドリ科 ツバメチドリ Glareola maldivarum 少ない

カモメ科 ミツユビカモメ Rissa tridactyla 少ない

ユリカモメ Larus ridibundus 多い

ウミネコ Larus crassirostris 少ない

カモメ Larus canus 普通
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チドリ目 カモメ科 シロカモメ Larus hyperboreus まれ 我孫子野鳥を守る会（2012）

オオセグロカモメ Larus schistisagus 少ない

セグロカモメ Larus argentatus 普通

ニシセグロカモメ Larus fuscus 普通

コアジサシ Sterna albifrons 普通

アジサシ Sterna hirundo 少ない

クロハラアジサシ Chlidonias hybrida 少ない

ハジロクロハラアジサシ Chlidonias leucopterus 少ない

ベニアジサシ Sterna dougallii まれ 鳥の博物館への情報提供

ウミスズメ科 ウミスズメ Synthliboramphus antiquus まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

タカ目 ミサゴ科 ミサゴ Pandion haliaetus 普通

タカ科 ハチクマ Pernis ptilorhynchus 少ない

トビ Milvus migrans 普通

オジロワシ Haliaeetus albicilla まれ

オオワシ Haliaeetus pelagicus まれ

チュウヒ Circus spilonotus 普通

ハイイロチュウヒ Circus cyaneus 少ない

ウスハイイロチュウヒ Circus macrourus まれ 我孫子野鳥を守る会（2012）

ツミ Accipiter gularis 普通

ハイタカ Accipiter nisus 普通

オオタカ Accipiter gentilis 普通

サシバ Butastur indicus 普通

ノスリ Buteo buteo 普通

ケアシノスリ Buteo lagopus 少ない 我孫子野鳥を守る会（2012）

クマタカ Nisaetus nipalensis まれ 山階鳥類研究所（1995）

フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji 少ない

コノハズク Otus sunia 少ない

フクロウ Strix uralensis 普通

アオバズク Ninox scutulata 少ない

トラフズク Asio otus 少ない

コミミズク Asio flammeus 少ない

ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis 普通

ヤマセミ Megaceryle lugubris まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

キツツキ目 キツツキ科 アリスイ Jynx torquilla 少ない

コゲラ Dendrocopos kizuki 多い

アカゲラ Dendrocopos major 普通

アオゲラ Picus awokera 少ない

ハヤブサ目 ハヤブサ科 チョウゲンボウ Falco tinnunculus 普通

アカアシチョウゲンボウ Falco amurensis まれ 鳥の博物館への情報提供

コチョウゲンボウ Falco columbarius 少ない

チゴハヤブサ Falco subbuteo 少ない

ハヤブサ Falco peregrinus 普通

スズメ目 サンショウクイ科 サンショウクイ Pericrocotus divaricatus 少ない

カササギビタキ科 サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata 少ない

モズ科 モズ Lanius bucephalus 多い

カラス科 カケス Garrulus glandarius 普通

オナガ Cyanopica cyanus 多い

コクマルガラス Corvus dauuricus 普通

ミヤマガラス Corvus frugilegus 普通

ホシガラス Nucifraga caryocatactes まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

ハシボソガラス Corvus corone 多い

ハシブトガラス Corvus macrorhynchos 多い

キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus 普通

ツリスガラ科 ツリスガラ Remiz pendulinus 少ない 我孫子野鳥を守る会（2004）

シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus 少ない

ヤマガラ Poecile varius 普通

ヒガラ Periparus ater 普通

シジュウカラ Parus minor 多い

オウチュウ科 オウチュウ Dicrurus macrocercus まれ 鳥の博物館への情報提供

ヒバリ科 ヒバリ Alauda arvensis 多い

ツバメ科 ツバメ Hirundo rustica 多い

コシアカツバメ Hirundo daurica 少ない

イワツバメ Delichon dasypus 少ない

ショウドウツバメ Riparia riparia 普通

ヒヨドリ科 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis 多い

ウグイス科 ウグイス Cettia diphone 多い

ヤブサメ Urosphena squameiceps 少ない

エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus 多い

ムシクイ科 オオムシクイ Phylloscopus examinandus 少ない 鳥の博物館への情報提供

メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas 少ない 鳥の博物館標本
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スズメ目 ムシクイ科 エゾムシクイ Phylloscopus borealoides 普通

センダイムシクイ Phylloscopus coronatus 普通

メジロ科 メジロ Zosterops japonicus 多い

センニュウ科 マキノセンニュウ Locustella lanceolata 少ない 鳥の博物館調査

オオセッカ Locustella pryeri 少ない 鳥の博物館調査

エゾセンニュウ Locustella fasciolata 少ない

ヨシキリ科 オオヨシキリ Acrocephalus orientalis 多い

コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps 普通

セッカ科 セッカ Cisticola juncidis 普通

レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus 少ない

ヒレンジャク Bombycilla japonica 普通

ミソサザイ科 ミソサザイ Troglodytes troglodytes 少ない

ムクドリ科 ムクドリ Spodiopsar cineraceus 多い

コムクドリ Agropsar philippensis 普通

ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma 普通

クロツグミ Turdus cardis 少ない

マミチャジナイ Turdus obscurus 少ない 鳥の博物館標本

シロハラ Turdus pallidus 普通

アカハラ Turdus chrysolaus 普通

ツグミ Turdus naumanni 普通

コマドリ Luscinia akahige 少ない 我孫子野鳥を守る会（2004）

オガワコマドリ Luscinia svecica まれ 鳥の博物館標本

ノゴマ Luscinia calliope 普通

コルリ Luscinia cyane 少ない 我孫子野鳥を守る会（2004）

ルリビタキ Tarsiger cyanurus 普通

ジョウビタキ Phoenicurus auroreus 普通

ノビタキ Saxicola torquatus 普通

イソヒヨドリ Monticola solitarius 少ない

エゾビタキ Muscicapa griseisticta 普通

サメビタキ Muscicapa sibirica 少ない

コサメビタキ Muscicapa dauurica 少ない

キビタキ Ficedula narcissina 普通

ムギマキ Ficedula mugimaki まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

オオルリ Cyanoptila cyanomelana 普通

イワヒバリ科 カヤクグリ Prunella rubida 少ない 我孫子野鳥を守る会（2004）

スズメ科 スズメ Passer montanus 多い

ニュウナイスズメ Passer rutilans まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

セキレイ科 ツメナガセキレイ Motacilla flava 少ない

キガシラセキレイ Motacilla citreola まれ 木村・平岡（1992）

キセキレイ Motacilla cinerea 普通

ハクセキレイ Motacilla alba 多い

セグロセキレイ Motacilla grandis 普通

ビンズイ Anthus hodgsoni 普通

ムネアカタヒバリ Anthus cervinus まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

タヒバリ Anthus rubescens 多い

アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla 少ない

カワラヒワ Chloris sinica 多い

マヒワ Carduelis spinus 普通

ベニヒワ Carduelis flammea まれ 我孫子野鳥を守る会（2004）

ベニマシコ Uragus sibiricus 普通

オオマシコ Carpodacus roseus まれ 我孫子野鳥を守る会（2012）

イスカ Loxia curvirostra 少ない

ウソ Pyrrhula pyrrhula 普通

シメ Coccothraustes coccothraustes 普通

コイカル Eophona migratoria 少ない

イカル Eophona personata 少ない

ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides 多い

ホオアカ Emberiza fucata 普通

カシラダカ Emberiza rustica 普通

ミヤマホオジロ Emberiza elegans 少ない

アオジ Emberiza spodocephala 多い

ズグロチャキンチョウ Emberiza melanocephala まれ 我孫子野鳥を守る会（2012）

クロジ Emberiza variabilis 普通

コジュリン Emberiza yessoensis 普通

オオジュリン Emberiza schoeniclus 普通

シベリアジュリン Emberiza pallasi まれ 鳥の博物館への情報提供

サバンナシトド Passerculus sandwichensis まれ 鳥の博物館への情報提供


