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ワイルドバードカレンダー、
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ガンもカモも増えてきました…
が、トモエガモ！君たちはどう
した！？姿を見せてくれ…！！

しあわせことりカレンダー

はかりがねやこかりがね、ひめがんなどと呼ばれるようになり、
昭和になってようやく 「カリガネ」一本に絞られました。奈良時代
から続く呼び名に落ち着いたってわけですね。
漢字は
と表記されていることが多いです。
雁ひと文字でもかりがねと読むこと

雁金

もご用意。月替わりで日本の野鳥を
愛でてみてはいかがですか？

モたちはみんな茶色です。図鑑などで見かけるきれいな色をしたカモはいません。メス
しかいないんじゃないかという気さえしてきます。このころのオスのカモたちはエクリ
プスとよばれる地味な色の羽で、メスと似たような姿をしているからです。これから寒
くなるまでの間に色あざやかな、図鑑に載っているような姿へと再び羽が生えかわって
いきます。この中途半端な感じがまた 「気合いを入れて仕込み中」みたいでよいので、
ぜひカモ男子たちのメイキングライブを堪能していただきたいと思います！

こうなって

マガンよりもくちばしは小さくてマゼンタに近いくらいの濃いピン
ク色をしています。
風切羽が長いので、
翼をたたむと羽先が尾羽
よりも先に出ます。
アイリングよりもこちらを見た方が確実かも。

くちばし濃桃色なり

↑左のメスと比べるとくちばし以外はよく似た姿
をしています。くちばしもくすんだ黄色で、なん
とかこのくちばしでマガモ♂とわかります。

これはまさしく
アイリング！

マガンとともに、昔から我々は
みなさんにもよく見かけられ、秋の風物詩

↑
こっちがエクリプスの
マガモ♂

↑
こっちはマガモ♀

風切羽は尾羽より長し

カリガネは

←初認から５日後の２９日にはマガンが
３４羽に。この時期海の方から何度も旋回し
ながら降りてくる群れはおそらく新規到着
組。夕方帰ってくるマガンを数えると昨日よ
りも増えている…なんてこともよくありま
す。１０月１７日の時点でマガンは３０４羽
まで増えています。どんどん来ーい！

てください。雁より小なり 目ぶち黄なり のほかにも見分けるポイントをお教えしておきま

すね。古来より我々は幸運を運ぶ鳥と言われたり、戦国武将にとって縁起のよい鳥とされてい
ますので、見つけた方もきっと幸せになれると思います。ガンばってくださいねー！！

マガン オシドリ 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 コガモ ホシハジロ キンクロハジロ
キジバト アオバト
コウノトリ カワウ ゴイサギ アオサギ 亜種チュウダイサギ コサギ
バン オオバン
コチドリ セイタカシギ タシギ アオアシシギ クサシギ イソシギ
トウネン
ミサゴ トビ チュウヒ ツミ オオタカ ノスリ
カワセミ ハヤブサ
モズ ハシブトガラス ヤマガラ ツバメ コシアカツバメ ヒヨドリ
ウグイス エナガ メボソムシクイ メジロ ノビタキ イソヒヨドリ
キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ シメ （以上５３種）
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戻ってくることもあります。もしそんな場面に居合わせたときはぜひ我々がいないか探してみ

９月の鴨池で確認された鳥たちは↓↓こちら↓↓

こうしてできた（うそです）

鴨池には昨年３羽がひと冬を過ごしていました。１０年ほど前には７羽の家族が滞在していた
記録もあります。今年も来るかどうかは定かではありませんが、大抵はマガンの群れと行動を
共にしていますので、昼間は外のたんぼへ出かけてしまいます。ですからどうしても観察館が
開いている時間帯にお会いできる機会が減ってしまうのですが、１０月から１１月初め頃のお
天気のよい日はたんぼのお仕事をされる農家の方などに驚いたりして、昼間のうちに鴨池に

こうじゃ！

え
なになに？

として親しまれていましたが、今では絶滅危惧種です。
マガンやヒシクイの群れに混じっていることが多いのですが、
マガン１０００羽の中に１羽いるくらいの確率とさえ言われるほどレア度は高いですね。

おまけ

だんだんと
色が入って参りました

これが

↑
マガン

↑昨年と同じ９月２４日に初認のマガン。
たった１羽で鴨池に降り立ち、１０分ほど
で飛び立っていきました。

数に限りがありますので、
ご購入はお早めに…！

いつの間にやら日本では仮装大会と化して年中行事のようになっているハロウィン。
ちょっとそこに引っかけて、今まさに仮装か正装かどっちかは定かでない （いやどちら
でもない）変身途中なのがオスのカモたちです。秋の初めころに渡ってきたばかりのカ

があります。ちなみに雁が音は我々の
鳴き声または玉露の茎茶を指します。

雁金紋のバリエーション
「結び雁金」
→→→→→→→→→
「真田の六文銭」
で有名な
真田幸村は普段こちらを
使っていたそうです。

◯オナガガモ初認 （２日）
◯コウノトリ J0126 飛来 （１１日）
◯ヒドリガモ初認 （１３日）
◯セイタカシギ確認 （１５日）
◯マガモ初認 （２１日）
◯キンクロハジロ初認 （２３日）
◯マガン・オオバン初認 （２４日）
◯ヨシガモ初認 （２６日）

コスプレ祭り

…と江戸時代の書物、「大和本草」で我々はマガンと区別されていま
す。それまではマガンも我々カリガネも 「かり」あるいは 「かりがね」
とひとくくりにされていたようです。大和本草が書かれた頃から、我々

Anser erythropus
カモ目カモ科マガン属
Lesser white-fronted goose

＊９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！

仮装？正装？変身中！

ネ

カリカ子
雁より小なり 目ぶち黄なり
其の外は雁の如く はらまだらなり
やまとほんぞう

カリガネと言えば
「目ぶち黄なり」
のアイリングですが、
マガンにも
たまにアイリングがあるものが
いるので要注意。

TORI TOPICS Sep.

↑ここまでくるともう図鑑でおなじみのマガモ♂！繁殖羽または生殖羽
といい、この姿でメスのカモたちに自分の強さと美しさをアピールしま
す。変わるタイミングには個体差があるようで、１０月早々に変身完了
している 「おませさん」もいれば、１１月になってもまだ茶色い羽が
残っている 「のんびりさん」もいます。１０月３１日までにみんな変身
するわけではありません （したらおもしろいですが）。

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

鴨池で見られるカモ♂♀あつめてみました
色とりどりで見分けやすいオ
スのカモたちですが、１０月
ごろはまだエクリプスとよば
れる、メスのような姿をして
います。寒くなるにつれてき
れいな羽に生え変わってきま
すよ〜！

マガモ

トモエガモ

コガモ

秋〜冬に鴨池で見られるカモたちをまとめてご紹介！
いつもみんないるとは限りませんが、 時期によっては
すべていることもあります。 運次第♪２０１８年にも
掲載しましたが、 大事なことなので２回めやります☆

オナガガモ

カモと言えば真っ先に思い浮かぶのがこのマガモ 日本国内でこのトモエガモが毎年１０００羽以上 子ガモではなく小ガモです。 名前の通りマガモの ぴーんと長い尾羽が名前の由来。 マガモより少し
かも？緑の頭と黄色のくちばしがトレードマーク！ やってくるのは鴨池だけ。 知る人ぞ知る絶滅危惧 ３分の２くらいの小さなカモ。 鴨池では秋の初め 小さくて、 すらりと長めの首とモノトーンの羽が
カルガモと並ぶ、 鴨池でいちばん大きなカモ。
種のレアなカモです （なかなか近く来ないけど）。ころと春先にたくさん見られます。
目印。 クールに見えて行動は意外と図太い…

カルガモ

ハシビロガモ

ミコアイサ

ホシハジロ

ヨシガモ

頭の形からナポレオンガモの異名を持つ気高き？
カモ。 頭頂部が赤銅色なのと黒いくちばしの付
け根に白い点があるのが決め手。

キンクロハジロ

ヒドリガモ

くちばしの先が広がっているからハシビロガモ。 明るめの茶色とクリーム色のモヒカンみたいな頭、 黒くて先だけ黄色いくちばしなのはこのカルガモ パンダみたいな顔と白い体がなんと言っても目立ち 赤茶色の頭に白っぽい灰色の体、 黒い胸とはっき 黒と白の体に金色の目、 そしてちょんまげみた
遠くにいても胸の白がかなり目立ちます。
体の真ん中に白い一文字の線がポイントです。
だけ。 １年中同じ色の羽なのもカルガモだけ！
ます。 魚を探してしょっちゅう潜ってます。
りした色あいが特徴。 このカモもよく潜ってます。 いな冠羽が魅力的。 とぼけた感じがいい！

どれも茶色で地味で同じに見
えると言うなかれ！体の大き
さやくちばし、翼鏡などの色
がそれぞれ違います。エクリ
プスのカモを見分ける手がか
りにもなるので、覚えておい
て損はなし！

マガモ

コガモ

オナガガモ ヨシガモ

トモエガモ
カルガモと間違えられることも多いですが、 くち
ばしがオレンジと黒のまだら模様、 茶色の色味の
違いなどで見分けられます。

ハシビロガモ

くちばしの付け根の白い◯がよく目立ちます。 エ マガモ♀とよく似てますが、 大きさが親子かと思 全体にこげ茶色っぽく、 首もすらりと長めです。 尾羽の上に伸びる黒い三列風切が目立つのと、
クリプスの♂にもあるので探すときはここを頼りに うくらい違います。 くちばしのオレンジ色がマガ くちばしは黒。♂は上半分が青みがかった灰色をし ほかの♀よりも顔が黒っぽく見えるのがポイント
です。
してみてね。
モ♀よりも少なめなかんじです。
ています。

カルガモ

ヒドリガモ
マガモ♀に似ていますが、 小さめの頭と大きくて 目のまわりが暗めで赤茶色っぽく見える顔と、 青
先の広がったくちばしで見分けがつきます。
みがかった灰色のくちばしが特徴です。

ミコアイサ

ホシハジロ

キンクロハジロ
♂も♀もほぼ同じ姿です。 細かいところに違いが
ありますが、 おいおい覚えれば OK。
.

カモの♀の中でも色や模様がくっきりしていて見分 赤みがかったこげ茶で三角おにぎりのような頭と、 黒い頭と金色の目、 暗めの灰色の体で背中側は
けやすいです。 赤茶の頭と白い頰を探せ！
暗めの灰色の体でよく潜っています。
黒。 黒っぽいけど真っ黒じゃないカモです。
.

