
目　名 科　名 種　名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
キジ目 キジ科 ウズラ

キジ目 キジ科 キジ 10月
カモ目 カモ科 サカツラガン

カモ目 カモ科 ヒシクイ 12月 1月
カモ目 カモ科 マガン 10月 11月 1月
カモ目 カモ科 ハクガン 1月
カモ目 カモ科 シジュウカラガン

カモ目 カモ科 コハクチョウ（亜種コハクチョウ） 10月 11月 12月 1月 2月 3月
カモ目 カモ科 コハクチョウ（亜種アメリカコハクチョウ） 1月
カモ目 カモ科 オオハクチョウ 10月 11月 1月 2月 3月
カモ目 カモ科 ツクシガモ

カモ目 カモ科 アカツクシガモ

カモ目 カモ科 オシドリ

カモ目 カモ科 オカヨシガモ

カモ目 カモ科 ヨシガモ 5月
カモ目 カモ科 ヒドリガモ 4月 3月
カモ目 カモ科 アメリカヒドリ 11月
カモ目 カモ科 マガモ 5月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
カモ目 カモ科 カルガモ 5月 6月 7月 8月 9月 10月 3月
カモ目 カモ科 ハシビロガモ 4月 5月 9月 3月
カモ目 カモ科 オナガガモ 11月 12月 1月 2月
カモ目 カモ科 シマアジ 5月
カモ目 カモ科 トモエガモ 11月 1月 2月
カモ目 カモ科 コガモ（亜種コガモ） 4月 5月 10月 11月 12月 2月 3月
カモ目 カモ科 ホシハジロ 5月 10月 11月
カモ目 カモ科 アカハジロ

カモ目 カモ科 キンクロハジロ 10月 11月
カモ目 カモ科 スズガモ 5月 10月
カモ目 カモ科 ホオジロガモ

カモ目 カモ科 ミコアイサ 12月 1月 2月 3月
カモ目 カモ科 カワアイサ 1月
カモ目 カモ科 ウミアイサ

カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ 

カイツブリ目 カイツブリ科 アカエリカイツブリ

カイツブリ目 カイツブリ科 カンムリカイツブリ 4月 5月 6月 8月 11月 12月 3月
カイツブリ目 カイツブリ科 ミミカイツブリ

カイツブリ目 カイツブリ科 ハジロカイツブリ 5月 9月 10月 11月 12月
ハト目 ハト科 キジバト 6月
ハト目 ハト科 アオバト

アビ目 アビ科 アビ

アビ目 アビ科 オオハム

アビ目 アビ科 シロエリオオハム

コウノトリ目 コウノトリ科 コウノトリ

カツオドリ目 ウ科 カワウ 4月 6月 8月 10月 11月 12月 2月 3月
カツオドリ目 ウ科 ウミウ

ペリカン目 サギ科 サンカノゴイ

ペリカン目 サギ科 ヨシゴイ

ペリカン目 サギ科 オオヨシゴイ

ペリカン目 サギ科 ゴイサギ 7月 9月 10月 2月
ペリカン目 サギ科 ササゴイ

ペリカン目 サギ科 アカガシラサギ

ペリカン目 サギ科 アマサギ

ペリカン目 サギ科 アオサギ 4月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ペリカン目 サギ科 ダイサギ 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ペリカン目 サギ科 チュウサギ

ペリカン目 サギ科 コサギ 9月
ペリカン目 トキ科 ヘラサギ

ペリカン目 トキ科 クロツラヘラサギ

ツル目 クイナ科 クイナ

ツル目 クイナ科 シロハラクイナ

ツル目 クイナ科 ヒメクイナ

ツル目 クイナ科 ヒクイナ

ツル目 クイナ科 バン 5月
ツル目 クイナ科 オオバン 4月 5月 10月 11月 12月 2月 3月
カッコウ目 カッコウ科 ジュウイチ

カッコウ目 カッコウ科 ホトトギス

カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ

カッコウ目 カッコウ科 カッコウ 5月
ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ

アマツバメ目 アマツバメ科 ハリオアマツバメ

アマツバメ目 アマツバメ科 アマツバメ

チドリ目 チドリ科 タゲリ 1月 3月
チドリ目 チドリ科 ケリ 

チドリ目 チドリ科 ムナグロ 

チドリ目 チドリ科 ダイゼン 

チドリ目 チドリ科 イカルチドリ 

チドリ目 チドリ科 コチドリ 

チドリ目 チドリ科 シロチドリ 

チドリ目 チドリ科 メダイチドリ 

チドリ目 ミヤコドリ科 ミヤコドリ 

チドリ目 セイタカシギ科 セイタカシギ 

チドリ目 シギ科 ヤマシギ 

チドリ目 シギ科 オオジシギ 

チドリ目 シギ科 タシギ 

チドリ目 シギ科 オグロシギ 

チドリ目 シギ科 ツルシギ 

チドリ目 シギ科 アオアシシギ 

チドリ目 シギ科 クサシギ 

チドリ目 シギ科 タカブシギ 

チドリ目 シギ科 キアシシギ 

チドリ目 シギ科 ソリハシシギ 

チドリ目 シギ科 イソシギ 4月
チドリ目 シギ科 トウネン 

チドリ目 シギ科 ヒバリシギ 

チドリ目 シギ科 ハマシギ 

チドリ目 シギ科 エリマキシギ 

チドリ目 シギ科 アカエリヒレアシシギ 

チドリ目 カモメ科 ユリカモメ 9月 10月
チドリ目 カモメ科 ウミネコ

チドリ目 カモメ科 カモメ

チドリ目 カモメ科 セグロカモメ 2月
チドリ目 カモメ科 オオセグロカモメ

チドリ目 カモメ科 コアジサシ

チドリ目 カモメ科 アジサシ

チドリ目 カモメ科 クロハラアジサシ 10月 11月
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チドリ目 カモメ科 ハジロクロハラアジサシ

タカ目 ミサゴ科 ミサゴ

タカ目 タカ科 ハチクマ

タカ目 タカ科 トビ 4月 5月 10月 11月 1月 2月 3月
タカ目 タカ科 オジロワシ

タカ目 タカ科 オオワシ

タカ目 タカ科 チュウヒ

タカ目 タカ科 ハイイロチュウヒ

タカ目 タカ科 ツミ

タカ目 タカ科 ハイタカ

タカ目 タカ科 オオタカ

タカ目 タカ科 サシバ

タカ目 タカ科 ノスリ 1月 2月
タカ目 タカ科 ケアシノスリ

タカ目 タカ科 カタシロワシ

フクロウ目 フクロウ科 フクロウ 

フクロウ目 フクロウ科 コミミズク 

サイチョウ目 ヤツガシラ科 ヤツガシラ 

ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ 4月 5月 6月 7月 9月 2月
キツツキ目 キツツキ科 アリスイ 4月
キツツキ目 キツツキ科 コゲラ 9月
キツツキ目 キツツキ科 オオアカゲラ

キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ 9月
キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ

ハヤブサ目 ハヤブサ科 チョウゲンボウ 

ハヤブサ目 ハヤブサ科 コチョウゲンボウ 

ハヤブサ目 ハヤブサ科 ハヤブサ

スズメ目 サンショウクイ科 サンショウクイ 

スズメ目 モズ科 モズ 5月 10月 1月 2月
スズメ目 モズ科 アカモズ

スズメ目 カラス科 カケス

スズメ目 カラス科 オナガ

スズメ目 カラス科 ミヤマガラス 

スズメ目 カラス科 ハシボソガラス

スズメ目 カラス科 ハシブトガラス 6月 11月
スズメ目 キクイタダキ科 キクイタダキ 

スズメ目 シジュウカラ科 コガラ 

スズメ目 シジュウカラ科 ヤマガラ 

スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ 

スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ 4月 5月 11月 2月 3月
スズメ目 ヒバリ科 ヒバリ 5月 1月
スズメ目 ツバメ科 ショウドウツバメ 

スズメ目 ツバメ科 ツバメ 4月 5月 6月 7月 8月
スズメ目 ツバメ科 コシアカツバメ 

スズメ目 ツバメ科 イワツバメ 

スズメ目 ヒヨドリ科 ヒヨドリ 4月 5月 11月 1月
スズメ目 ウグイス科 ウグイス 4月
スズメ目 ウグイス科 ヤブサメ

スズメ目 エナガ科 エナガ 11月
スズメ目 ムシクイ科 オオムシクイ　

スズメ目 ムシクイ科 メボソムシクイ

スズメ目 ムシクイ科 エゾムシクイ

スズメ目 ムシクイ科 センダイムシクイ

スズメ目 メジロ科 メジロ 4月 1月
スズメ目 センニュウ科 シマセンニュウ 

スズメ目 センニュウ科 オオセッカ 

スズメ目 センニュウ科 エゾセンニュウ 

スズメ目 ヨシキリ科 オオヨシキリ 5月 6月
スズメ目 ヨシキリ科 コヨシキリ

スズメ目 セッカ科 セッカ 

スズメ目 レンジャク科 キレンジャク 

スズメ目 レンジャク科 ヒレンジャク 

スズメ目 ミソサザイ科 ミソサザイ 

スズメ目 ムクドリ科 ムクドリ 4月 5月 6月 12月 3月
スズメ目 ムクドリ科 コムクドリ 5月
スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ 

スズメ目 ヒタキ科 クロツグミ 

スズメ目 ヒタキ科 マミチャジナイ 5月
スズメ目 ヒタキ科 シロハラ 

スズメ目 ヒタキ科 アカハラ 5月
スズメ目 ヒタキ科 ツグミ 4月 1月 2月 3月
スズメ目 ヒタキ科 コマドリ 

スズメ目 ヒタキ科 ノゴマ 4月
スズメ目 ヒタキ科 ルリビタキ 4月
スズメ目 ヒタキ科 ジョウビタキ 4月 12月 3月
スズメ目 ヒタキ科 ノビタキ

スズメ目 ヒタキ科 エゾビタキ 

スズメ目 ヒタキ科 コサメビタキ 

スズメ目 ヒタキ科 キビタキ

スズメ目 ヒタキ科 オオルリ 4月
スズメ目 スズメ科 ニュウナイスズメ 

スズメ目 スズメ科 スズメ 5月 12月 3月
スズメ目 セキレイ科 キセキレイ

スズメ目 セキレイ科 ハクセキレイ 4月 5月 6月 7月 11月
スズメ目 セキレイ科 セグロセキレイ 5月 7月 11月
スズメ目 セキレイ科 ビンズイ 5月
スズメ目 セキレイ科 タヒバリ 

スズメ目 アトリ科 アトリ 1月
スズメ目 アトリ科 カワラヒワ 6月
スズメ目 アトリ科 マヒワ

スズメ目 アトリ科 ベニヒワ

スズメ目 アトリ科 ベニマシコ 4月
スズメ目 アトリ科 アカマシコ

スズメ目 アトリ科 イスカ

スズメ目 アトリ科 ウソ

スズメ目 アトリ科 シメ 5月
スズメ目 アトリ科 イカル

スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ 4月 5月 6月 7月 3月
スズメ目 ホオジロ科 ホオアカ

スズメ目 ホオジロ科 コホオアカ

スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ

スズメ目 ホオジロ科 ミヤマホオジロ

スズメ目 ホオジロ科 シマノジコ

スズメ目 ホオジロ科 ノジコ

スズメ目 ホオジロ科 アオジ 4月 11月
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スズメ目 ホオジロ科 クロジ

スズメ目 ホオジロ科 シベリアジュリン

スズメ目 ホオジロ科 コジュリン

スズメ目 ホオジロ科 オオジュリン 4月 1月 2月 3月

25 31 12 9 7 12 20 25 15 23 20 22
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