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もはやお忘れかも
しれませんが今年は
わたしが干支
なんでございます

遅れてごめんね
ゆっくりしてた

・ 大雪でしたねぇ
・ TORI TOPICS Dec.→Jan.
・ 鴨池のいきもの ふゆ
・ うら面はある日の鴨池

TORI TOPICS Dec.→Jan. ＊１２月から１月の鴨池にいた鳥、来た鳥をダイジェストでご紹介します！
December

January

◯ヒシクイ・マガモ・コガモ鴨池たんぼに入る （８日）
◯オオタカ、オオバン捕食 （１１日）
◯クマタカ、アオサギ捕食 （２１日）

◯タシギ初認 ・ キクイタダキ確認 （９日）

年明けた！雪降った！どかんと
積もった！！気がついたら春っ
ぽいぞ！どういうことだ！？？

カタカナ見て 「こんな猛禽いたっけ？」と思った人ー！
はい、
残念！わたしタカじゃないんですねぇ。ホオジロの
なかまの
んです。

カシラダカ

頭高

かしら

たか

っていいます。頭が高いから頭高な
ず

たか

あっ、だめですよっ頭が高いって読

んじゃ。控えおろう！って流れになりますから。それにい
つも高いわけじゃないんです。緊張したり警戒したりした
ときに頭の羽、あこれ冠羽って言うんですけどね、ここが
もりっと高くなるんです。頭が高くなってるときはピリピ
リしてるとご理解くださいね。
これは軽めに
もりっとなってるとこ
↓
顔の模様は茶系の
濃淡。
過眼線を
はさんだ２つの
白っぽい帯状の
模様が目立つ

Emberiza rustica
スズメ目ホオジロ科
ホオジロ属
Rustic Bunting

サイズはみんな
スズメとおなじくらい。
混群になることも
多いので、
見かけたら
チェックしてみてね！

見た目が似てる③
ミヤマホオジロ。
顔に黄色いところがあるの
が見分けるポイント。

うろこみたいな
点々もようが
見分けるポイント！

見た目が似てる①
ホオジロ。
顔の白黒が
はっきりしていて、
お腹は
茶色っぽいのが
見分けるポイント。

見た目が似てる②
スズメ。
ほっぺたの黒点と
くちばしの黒、
のど元の黒
を見るとわかりやすいよ
！

カシラダカ、どーれだ？

2021.01.11.

カシラダカ
じゃないぞ

カイツブリ カンムリカイツブリ キジバト コウノトリ
↑実は来てました…ハクガン！たごレンジャーがコハクチョウ
のカウント中に発見。鴨池では２０１６年以来５年ぶりの飛来
です （当時市内のたんぼでも確認されて大騒ぎになり、コハ
クチョウも巻き込んで追い回すカメラマンが続出。短期間で移
動してしまった苦い経験もあったため、ないしょにしていまし
た）。ここを覚えてまた来年も来てほしいー！！

2021.01.20.

←これ、すべてトモエガモです。怖がりな
性質のトモエガモは何かに驚いたりすると
集団で飛び回ります。６８００羽が一斉に
乱舞するさまは圧巻を通り越してこわっ！と
さえ感じるほど。ここまでたくさんのトモエ
ガモを見たのはレンジャーも初めてです。そ
れとカウントが大変でした （密集するんだ
もん、トモエガモ…）。

わたしでーす！！
2021.01.23.

わたしたち冬鳥ってことで秋から冬の間日本で暮らしてるわけなんですけどね、冬
たないというか、枯れ木や枯れ草に紛れてしまうというか。おまけに似た見た目の
鳥がいくつかいるので判別に迷うらしいんですね。そんなに似てないと思うんです
けどねぇ…。とりあえず似てると言われるみなさん集めておきましたのでよろし
かったら見比べてみてくださいね。春に近くなるとオスの顔に黒っぽい部分出てく
るのでだいぶわかりやすくなるんじゃないかと思います。それくらいまではわたし
たち日本にいますので、ぜひ探してみてくださいねー！

←

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 コブハクチョウ コハクチョウ アメリカコハクチョウ
オシドリ 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 ミコアイサ カワアイサ

←③

場のわたしたち、頭の色が茶色っぽくなるんであんまり目立たないんですよ。目立

→１月の大雪以降、鴨池たんぼを
ご贔屓にしてくれているタシギの
みなさんです。右上に見えるオオ
バンと比べてもちっちゃかわいく
て、レンジャーもお客さんもほっ
こりさせてくれています。

１２月から１月の鴨池で確認された鳥たちは↓↓こちら↓↓

←①
←②

ミヤマホオジロ
なんだぞう

大雪でしたねぇ
雨にしろ雪にしろ、いざ降るとなったら極
端なくらいどかんと降ることが多くなった
ように感じるここ数年です。２０２１年
早々、日本列島に襲来した最強寒波 （今季
何度目なんだろう）。さすがにこの寒波は
強かった！加賀市内のたんぼも雪で埋ま
り、鴨池も手前や対岸に雪が溜まって水面
がふだんの３分の２ほどになってしまいま
した。２０１８年の豪雪ほどではなかった
にせよ、たんぼが雪で埋まるのはガンやカ
モたちにとって一大事。鴨池より北の方で
越冬していたガンたちも餌場を求めて南下
してきたのか、レンジャーもびっくりする
ほどのガンカモが鴨池にやってきました。

◯ハクガン・タゲリ・ミヤマホオジロ初認 （１１日）
◯カリガネ初認 （１９日）
◯シジュウカラガン初認
トモエガモ６８４２羽確認 （２０日）
◯コウノトリ J0078 確認 （５〜９•１１•１２日）

←枯れたヨシ原からいきなり現れたクマ
タカ。あっなんか持ってる！とよく見た
らアオサギの首でした…どうやら鴨池で
冬を過ごしていた個体のよう…。いつも
いたあの子があああ！とレンジャーも
ショックでしたが、こればかりは如何と
もし難いことですね。
※刺激強めの画像のため、小さめにして
います
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やけに
なじみのある
柄ですね

鴨池の
いきもの
ふゆ

１-２月号 CONTENTS

→同じ日の夕方まだ明るいうちに帰ってきたマガン
の群れの中にカリガネいないかなぁと探している
と、なんとシジュウカラガンが混じっていました！
市内のたんぼに飛来していたのは把握していました
が、鴨池にも来てくれてたんですねぇ！２月のはじ
めにはマガンも最大５０００羽、ヒシクイも最大１
０００羽近くに増え、カウントしまくる日々でし
た。写真はこの３日後、やはり日暮れ前に帰ってき
たときのものです。あ、カリガネも２羽いました！

※色つきの種名はこの期間
注目！
！だった鳥だよ
！

カワウ ゴイサギ アオサギ ダイサギ
バン オオバン タゲリ タシギ
ミサゴ トビ チュウヒ ツミ ハイタカ オオタカ ノスリ クマタカ
オオコノハズク カワセミ コゲラ アカゲラ ハヤブサ
モズ カケス ハシボソガラス ハシブトガラス キクイタダキ ヤマガラ
シジュウカラ ヒバリ ヒヨドリ ウグイス エナガ メジロ ムクドリ
トラツグミ マミチャジナイ シロハラ ツグミ ジョウビタキ スズメ
セグロセキレイ アトリ カワラヒワ マヒワ ベニマシコ ウソ イカル
ホオジロ ミヤマホオジロ カシラダカ アオジ
（以上７９種）
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Twitter・Facebookで
最新ニュースお届け中！
Facebookはアカウント
なしでも見られます
！
！

櫻井佳明 中野夕紀子

指や紙などで
〒９２２−０５６４
片方を隠すと
読みとり
石川県加賀市片野町子２−１
やすいよ！
TEL：０７６１−７２−２２００
FAX：０７６１−７２−２９３５
E-mail：kamoike@kagashi-ss.co.jp
URL：https://kamoike.kagashi-ss.com

Twitter

Facebook

かもいけつうしん

SIDE-B どこまで見えるかな

２０２１年 1 月２０日の鴨池です。 さく R が超高精細の画像にしちゃいました。 印刷でどこまで再現できるか
わかりませんが、 沖のあたりをよーく見ると６８００羽のトモエガモもいます。 もっと拡大して見てみたい方
は HP から鴨池通信をダウンロードしてくださいね （ファイルサイズがめちゃくちゃ大きいのでご注意を）。

