
伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2021/12/27

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,ハクガン,シジュウカラガン,コハクチョウ,オオハクチョ
ウ,キジ,オカヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,オナガガモ,トモエガモ,コ
ガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,ミコアイサ,カワアイサ,カンムリカイツブリ,ハ
ジロカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,ヘラサギ,オオバン,タゲリ,タシギ,クサシギ,ト
ビ,チュウヒ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,ハヤブサ,キジバト,ハシボ
ソガラス,ハシブトガラス,カケス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,ギンムクドリ,ムク
ドリ,シジュウカラ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,タヒバリ,カワラヒワ,シメ,ホオジロ,
カシラダカ,アオジ,コジュケイ,オオジュリン，計63種

2021/12/24

ガン類 　　　　        78,456羽
ハクチョウ類            3,651羽
カモ類                  3,874羽
合　計                 85,981羽

2021/12/10

ガン類 　　　　        88,440羽
ハクチョウ類            3,398羽
カモ類                  2,830羽
合　計                 94,668羽

2021/11/27

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,カリガネ,ハクガン,シジュウカラガン,コハクチョウ,オオ
ハクチョウ,キジ,オカヨシガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,オナガ
ガモ,トモエガモ,コガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,ミコアイサ,カワアイサ,カン
ムリカイツブリ,ハジロカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサギ,クイナ,オ
オバン,タゲリ,タシギ,クサシギ,トビ,オジロワシ,オオワシ,チュウヒ,ハイイロチュウヒ,ノス
リ,オオタカ,コミミズク,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,コチョウゲンボウ,ハヤブサ,キジ
バト,ハシボソガラス,ハシブトガラス,カケス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ウグイス,エナガ,メジ
ロ,ムクドリ,アカハラ,ツグミ,ジョウビタキ,シジュウカラ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレ
イ,タヒバリ,カワラヒワ,ベニマシコ,ホオジロ,カシラダカ,アオジ,コジュケイ,オオジュリン，
計75種

2021/11/26

ガン類 　　　　        90,971羽
ハクチョウ類            3,187羽
カモ類                  1,443羽
合　計                 95,601羽

2021/11/11

ガン類 　　　　        95,141羽
ハクチョウ類            2,307羽
カモ類                    739羽
合　計                 98,187羽

2021/10/24

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,カリガネ,ハクガン,シジュウカラガン,コハクチョウ,オオ
ハクチョウ,キジ,オカヨシガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,オナガ
ガモ,シマアジ,トモエガモ,コガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,ミコアイサ,カイツ
ブリ,カンムリカイツブリ,ハジロカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサギ,
クイナ,オオバン,ムナグロ,タシギ,ツルシギ,コキアシシギ,クサシギ,タカブシギ,ウズラシ
ギ,ハマシギ,トビ,チュウヒ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,キジバト,ハ
シボソガラス,ハシブトガラス,ミサゴ,カケス,モズ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ヒバリ,ウグイス,エナ
ガ,メジロ,ムクドリ,ジョウビタキ,シジュウカラ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,タヒバ
リ,カワラヒワ,ホオジロ,カシラダカ,アオジ,コジュケイ,オオジュリン，計74種

2021/10/22

ガン類 　　　　        69,478羽
ハクチョウ類              325羽
カモ類                  1,116羽
合　計                 70,969羽
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伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2021/10/8

ガン類 　　　　        49,202羽
ハクチョウ類                3羽
カモ類                    892羽
合　計                 50,097羽

2021/9/25

オオヒシクイ,亜種ヒシクイ,マガン,カリガネ,シジュウカラガン,キジ,オカヨシガモ,ヨシガモ,
ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,ハシビロガモ,オナガガモ,シマアジ,トモエガモ,コガモ,キンク
ロハジロ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサギ,オ
オバン,コチドリ,タシギ,ツルシギ,クサシギ,トビ,チュウヒ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,コゲラ,
アカゲラ,アオゲラ,チョウゲンボウ,キジバト,ハシボソガラス,ハシブトガラス,カケス,モズ,
ショウドウツバメ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ヒバリ,ウグイス,エナガ,メジロ,ムクドリ,シジュ
ウカラ,ノビタキ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,タヒバリ,カワラヒワ,ホオジロ,コホオ
アカ,アオジ,コジュケイ,アマサギ,オオジュリン，計65種

2021/8/26

キジ,マガモ,カルガモ,オナガガモ,コガモ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,ゴイサギ,
ササゴイ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサギ,オオバン,ケリ,オオジシギ,アオアシシ
ギ,クサシギ,トビ,ミサゴ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,アカゲラ,コゲラ,キジバト,ハシボソガラ
ス,ハシブトガラス,カケス,モズ,ツツドリ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ヒバリ,ウグイス,エナガ,
セッカ,メジロ,シジュウカラ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,ホオ
ジロ,コホオアカ,アオジ,コジュケイ,アマサギ，計51種

2021/7/25

キジ,カルガモ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,ゴイサギ,ササゴイ,アオサギ,ダイサ
ギ,チュウサギ,コサギ,オオバン,ケリ,セイタカシギ,オオジシギ,クサシギ,トビ,ミサゴ,ノス
リ,オオタカ,カワセミ,アカゲラ,コゲラ,キジバト,ハシボソガラス,ハシブトガラス,カケス,モ
ズ,ツツドリ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ヒバリ,ウグイス,ヤブサメ,エナガ,セッカ,メジロ,シジュ
ウカラ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,ホオジロ,コホオアカ,アオ
ジ,コジュケイ,アマサギ,ヨシゴイ，計50種

2021/6/25

カルガモ, オオバン, カンムリカイツブリ, クサシギ, カイツブリ, ムクドリ, キジバト, ハシ
ボソガラス, ハシブトガラス, ウグイス, カワラヒワ, ヒヨドリ, シジュウカラ, エナガ, ヤマガ
ラ, ハクセキレイ, セグロセキレイ, キジ, スズメ, コジュケイ, ホオジロ, ホオアカ, セッカ,
モズ, メジロ, カワセミ, カケス, アカゲラ, コゲラ, カワウ, トビ, オオタカ, ノスリ, ミサゴ, ダ
イサギ, アオサギ,  チュウサギ, コサギ,  アマサギ, ゴイサギ, ササゴイ, ヨシゴイ, ツバ
メ, アマツバメ, ケリ, アオジ, ヒバリ, タカブシギ, セイタカシギ, オグロシギ, チュウシャク
シギ, ツツドリ, カッコウ, クロハラアジサシ, アジサシ
計種55種

2021/5/22

キジ,マガモ,オナガガモ,カルガモ,コガモ,ヒドリガモ,ハシビロガモ,キンクロハジロ,カイツ
ブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,ゴイサギ,ササゴイ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサ
ギ,オオバン,ケリ,アマツバメ,コチドリ,アオアシシギ,キアシシギ,クサシギ,タカブシギ,トビ,
ミサゴ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,アカゲラ,アオゲラ,コゲラ,キジバト,ハシボソガラス,ハシ
ブトガラス,カケス,モズ,ツツドリ,カッコウ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ヒバリ,ウグイス,エナガ,
セッカ,メジロ,シジュウカラ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,ホオ
ジロ,コホオアカ,アオジ,コジュケイ，計58種

2021/4/25

キジ,マガモ,オナガガモ,カルガモ,コガモ,ヒドリガモ,ハシビロガモ,キンクロハジロ,カイツ
ブリ,カンムリカイツブリ,カワウ,ゴイサギ,ササゴイ,アオサギ,ダイサギ,チュウサギ,コサ
ギ,オオバン,ケリ,アマツバメ,コチドリ,チュウシャクシギ,アオアシシギ,キアシシギ,クサシ
ギ,タカブシギ,トビ,ミサゴ,ノスリ,オオタカ,カワセミ,アカゲラ,アオゲラ,コゲラ,キジバト,ハ
シボソガラス,ハシブトガラス,カケス,モズ,ツツドリ,カッコウ,ツバメ,ヒヨドリ,ヤマガラ,ヒバ
リ,ウグイス,エナガ,セッカ,メジロ,シジュウカラ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレ
イ,カワラヒワ,マヒワ,オオジュリン,ホオジロ,コホオアカ,アオジ,カシラダカ,コジュケイ，計
62種
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伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2021/3/31

キジ,マガン,マガモ,オナガガモ,カルガモ,コガモ,ヒドリガモ,ハシビロガモ,トモエガモ,ヨシ
ガモ,オカヨシガモ,キンクロハジロ,ホシハジロ,ミコアイサ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,
カワウ,アオサギ,ダイサギ,オオバン,クイナ,ケリ,クサシギ,トビ,ミサゴ,ノスリ,チュウヒ,オ
オタカ,オジロワシ,ハイタカ,ハヤブサ,カワセミ,アカゲラ,アオゲラ,コゲラ,キジバト,ハシボ
ソガラス,ハシブトガラス,カケス,モズ,ツバメ,キクイタダキ,ジョウビタキ,ツグミ,ヒヨドリ,ヤ
マガラ,タヒバリ,ヒバリ,ウグイス,エナガ,メジロ,シジュウカラ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,
セグロセキレイ,カワラヒワ,ベニマシコ,オオジュリン,ホオジロ,コホオアカ,アオジ,カシラ
ダカ,コジュケイ，計64種

2021/3/19

ガン類 　　　　           12羽
ハクチョウ類               6羽
カモ類                   270羽
合　計                   288羽

2021/3/12

ガン類 　　　　            2羽
ハクチョウ類              30羽
カモ類                   616羽
合　計                   648羽

2021/3/4

ガン類 　　　　        6,032羽
ハクチョウ類              83羽
カモ類                 1,268羽
合　計                 7,383羽

2021/2/28

キジ,ヒシクイ（亜種オオヒシクイ）,マガン,シジュウカラガン,ハクガン,オオハクチョウ,マガ
モ,オナガガモ,カルガモ,コガモ,ヒドリガモ,ハシビロガモ,トモエガモ,ヨシガモ,オカヨシガ
モ,キンクロハジロ,ホシハジロ,ミコアイサ,カワアイサ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,カワ
ウ,アオサギ,ダイサギ,ゴイサギ,オオバン,クイナ,タシギ,クサシギ,ユリカモメ,トビ,ノスリ,
チュウヒ,ハイイロチュウヒ,オオタカ,オオワシ,オジロワシ,ハヤブサ,カワセミ,アカゲラ,ア
オゲラ,コゲラ,キジバト,ハシボソガラス,ハシブトガラス,ミヤマガラス,カケス,モズ,キクイ
タダキ,アカハラ,シロハラ,ジョウビタキ,ツグミ,ヒヨドリ,ヤマガラ,タヒバリ,ウグイス,エナガ,
シジュウカラ,ムクドリ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,ベニマシコ,オオ
ジュリン,ホオジロ,コホオアカ,カシラダカ,コジュケイ,計70種

2021/2/26

ガン類 　　　　       38,615羽
ハクチョウ類             110羽
カモ類                 3,112羽
合　計                41,837羽

2021/2/11

ガン類 　　　　       73,539羽
ハクチョウ類             416羽
カモ類                 3,561羽
合　計                77,516羽

2021/1/24

キジ,ヒシクイ（亜種オオヒシクイ）,マガン,シジュウカラガン,カリガネ,ハクガン,オオハク
チョウ,コハクチョウ,マガモ,オナガガモ,カルガモ,コガモ,ヒドリガモ,ハシビロガモ,トモエガ
モ,ヨシガモ,オカヨシガモ,ホオジロガモ,スズガモ,キンクロハジロ,ホシハジロ,ミコアイサ,
カワアイサ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,ハジロカイツブリ,カワウ,アオサギ,ダイサギ,ゴ
イサギ,オオバン,クイナ,タシギ,クサシギ,ユリカモメ,トビ,ノスリ,チュウヒ,オオタカ,オジロ
ワシ,ハヤブサ,コチョウゲンボウ,コミミズク,カワセミ,アカゲラ,アオゲラ,コゲラ,キジバト,
ハシボソガラス,ハシブトガラス,ミヤマガラス,カケス,モズ,キクイタダキ,アカハラ,シロハ
ラ,ジョウビタキ,ツグミ,ヒヨドリ,ヤマガラ,タヒバリ,ウグイス,エナガ,シジュウカラ,ヒガラ,ム
クドリ,スズメ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,カワラヒワ,シメ,ベニマシコ,オオジュリン,ホオ
ジロ,コホオアカ,カシラダカ,コジュケイ,計77種
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伊豆沼・内沼周辺の鳥情報

年 / 月 / 日 種 / 羽数

2021/1/22

ガン類 　　　　       63,115羽
ハクチョウ類             557羽
カモ類                 2,936羽
合　計                66,608羽

2021/1/8

ガン類 　　　　       46,493羽
ハクチョウ類             784羽
カモ類                 3,592羽
合　計                50,869羽
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