
春来るの早くてガンもカモも渡
るの早めでした。毎年のことだ
けれどやっぱりさみしい…

No.313/2021.3-4

か
も
い
け
つ
う
し
ん

TORI TOPICS Feb.→Mar.     
＊２月から３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！
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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！！

指や紙などで
片方を隠すと
読みとり
やすいよ！

鴨池の
いきもの
はる

 ◯ヒシクイ・コハクチョウ捕食される （５日）
 ◯コウノトリ J0078、J0161飛来 （１４日）
 ◯オオタカ、オオバン捕食 （２１日）
 ◯イワツバメ初認 （２８日）

ヒシクイ マガン シジュウカラガン コハクチョウ 
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
 
カイツブリ キジバト コウノトリ カワウ アオサギ ダイサギ  

バン オオバン コチドリ ヤマシギ タシギ
 
ミサゴ トビ チュウヒ オオタカ ノスリ カワセミ コゲラ ハヤブサ 

モズ カケス ハシブトガラス ヤマガラ シジュウカラ ヒヨドリ ツバメ  
 イワツバメ ウグイス メジロ ヒレンジャク ジョウビタキ 
   ハクセキレイ セグロセキレイ マヒワ カシラダカ アオジ
                                                 （以上５１種） 

２月から３月の鴨池で確認された鳥たちは↓↓こちら↓↓

ハシブトガラス、スズメ、アオサギ、カルガモなど、そこらへんでもよく見かける鳥を 「普通種」
と呼ぶことがあります。そこらへんでもよく見かけるのでスルーされたり 「なんだ〇〇か」みた
いな言われ方をされたりもします。
でもね、一度じーっくり何やってるか見てみてください。
すごくおもしろいです。
意外なところがきれいだったりします。
めちゃめちゃかっこよかったりします。
「希少種」とか 「珍鳥」とか言われる鳥も
もちろん見てみたいし見たらわくわくしますが、
そこらへんにいる鳥もなかなかどうして魅力的です。
近すぎて見えてなかったすごいとこを再発見する
かもしれません。暖かくなって鳥たちの動きも
活発になってくる春、ちょっとお試しで観察して
みてはいかがですか？ついでにその生態なども
調べてみるとかなーり奥が深かったりして、
そこらへんにいる鳥を見る目が変わってくるかも
しれません。以上、ゆきRからのご提案でした！

普通種もおもしろいぞはーい、今年もやってまいりました　　　　　　でっす！

ツバメさんとよく似てるけど、「イワ」がつくよ！岩場に

いる燕だかららしいよ！シンプルだね！ツバメさんと同じ

くらいの大きさだけど頭や喉は赤くないよ。尾羽の切れ込

みも浅くて飛んでる時は台形に見えるよ。あと腰に注目だ
よ！ツバメさんは背中側全体が黒っぽく見えるけど、ぼく

らは腰のところが白いんだよ。飛んでてもここははっきり

わかるからチェックしてみてね！それとね、ぼくらは脚に

羽毛が生えてるんだよ。あんまり地面に降りてこないけ

ど、チャンスがあったらもふもふの脚見てね！

Delichon dasypus
スズメ目ツバメ科
イワツバメ属
Asian House martin

岩燕

違うのは見た目だけじゃないよ。まずひとつめ、ぼくらは人が住んでる建物じゃな

くても巣を作るよ。崖とか洞穴とか、岩のあるとこがベスト。イワツバメっていう

くらいだからね。でもコンクリートでもオッケーだよ。橋の下側がコンクリート

だったら全然アリ。コンクリートの建物の軒下なんかも余裕でイケるよね。それか

らふたつめ、ぼくらは集団で子育てするよ。同じ場所にいくつもの巣があることが

多いよ。ツバメさんたちより高いところを集団で飛び回ってたりもするよ。意外と

身近なとこにいるかもだから、気が向いたら空見上げてみてね！

←鴨池にちょくちょくやってくる
J0078。2019年に福井県坂井市内の
電柱で４羽のヒナを育て上げたお母さ
んです。当時つがいだったJ0098が
2020年の春に死んでしまって以来、
単独で鴨池にも姿を見せていました
が、バレンタインデーの日に２羽で
やってきました。足環を調べると
J0161とのこと。聞くところによると
「元カレ」らしいです。しばらく餌を
採ったあと、２羽でクラッタリング。
求愛のときにも取るこの行動、今後の
展開に期待が持てそう？？

※色つきの種名はこの期間注目！！だった鳥です
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ショウドウツバメ イワツバメ ツバメ リュウキュウツバメ コシアカツバメ

　３-４月号 CONTENTS
・普通種もおもしろいぞ
・TORI TOPICS Feb.→Mar.
・鴨池のいきもの　はる
・イベントあるよ
・うら面は鳥撮ってみた

イベントあるよ！

どべちょご しよっさ

※事前のお申し込みが必要です。２日前までにご予約を。
※定員があります。１組につき最大４名まで、４組限定です。
※来館時はマスクをご着用ください。
※捨ててもいい運動靴をご準備ください。
　足のサイズが22.5cm以上の方は長靴レンタルできます。
　お申し込み時にサイズをお知らせください。
※参加費は無料(別途入館券をお買い求めください。
  大人３５０円・７５歳以上１７０円・高校生以下は
　無料です)。
※今後の感染拡大状況によって中止とする場合があります。

４月１１日（日）
9:30〜11:00

４月１７日（土）
押し花レジンストラップ

※①10:00〜 ②13:00〜 ③15:00〜の３回開催
　各回とも１組最大４名、３組まで参加できます。
※材料費としておひとり３００円必要です。
※当日参加はできません。
　→こちらのQRコードから
　事前予約をお願いします。
　お電話・メールでもOKです。
　

１年間のお休みを経て４月からまたやります土曜研！
スタンプカードもそのまま使えるよ！！

帰って
きたよ！

春ごろのサギはかなりお
もしろいです。婚姻色と
よばれるおめかしをして
いたり、「なにしとん！？」と
言いたくなるような体勢
でいたり。なんだサギかと
言わせない魅力がたっぷ
りです！

ほ
っ
っ
そ
！

君もぺたっと座るんだな

そして何だその顔は

そのふわっと
した飾り羽、
抜けたらほしいです

J0078→ ←J0161

→コウノトリの飛来と同じ頃からモズの
オスとメスがそろって鴨池たんぼ周辺に
姿を見せるように。ほかの鳥たちよりひ
と足早く繁殖期を迎えたようです。順調
にいけば４月には子モズを連れて鴨池た
んぼを行き来する姿が見られるはず。春
が楽しみ！ （右がオス、左がメスです）

↓こちらはゆきRの自宅玄関に
今年来たツバメさんです。
先日相方ができたようです。
「燕尾」な尾羽がイケメンです。

飛ぶのも速いのでなかなかじっくり
見るのが大変だけど、日本海側の島や
海岸近くにはニシイワツバメというほぼ
そっくりなイワツバメがいることも。動体
視力を養え！

ニシイワツバメ→ イワツバメ→ ツバメ→

上尾筒まで白い
　　　 　↓

白くない
  　↓

←街中の橋の下は結構狙い目。
　頭や翼などの黒いところは
　　ツバメに比べると青みがない
　　かんじに見えます。

こちらイワツバメ

こちらツバメ

白い
 ↓

ビーチコーミング
５月２３日（日）
9:00〜10:30

たんぼクラブ再開＆とびだせ鴨池企画スタートします！
それぞれの注意事項をご確認の上お申し込みをー

どちらのイベントも
お申し込みは→こちらの
QRコードから。お電話や
メールでもOKです。

※４月２３日（金）より予約開始です。
※定員があります。
　１組につき最大４名まで、４組限定です。
※ご参加の際はマスクの着用をお願いします。
※集合場所は片野海岸駐車場です。
※１名につき３００円の参加料をいただきます。
※当日雨天・荒天の場合は中止します。

※４月２５日開催分
は予約いっぱいの
ため、次回の予告
です

 ◯コウノトリ J0078、J0161飛来 （８日）
 ◯ツバメ初認 （１０日）
 ◯ウグイス初鳴き （１２日）

 Feb.

 Mar.



SIDE-B さくR好奇心の塊ですから
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さくRの「やってみた」オルニソグラフィ
鴨池観察館の来館者にはカメラを持って来られる方もよくいます。自分が見た生き物を自分で撮影して記録するのは
それだけで楽しいですよね。
生き物の撮影となると基本的に体の特徴や表情などを分かるように撮ることが多いと思います。あえて少し小さく
撮って、その生き物が生息している環境までわかるように写すというのもよくあるテクニックです。
今日はまたちょっと違う撮影方法を提案したいと思います。

Common House Martin

Asian House Martin

Burn Swallow

Pacific Swallow

Red-rumped Swallow

英語のなまえもついでに覚えてね！

Martin
Swallow

まず右の写真を見てみてください。空にぐるぐる
線が描かれています。
これはトビが旋回して上昇していく様子を写した
もので、この時は晴れていて上昇気流がよく吹い
ていたのでしょう。羽ばたくと軌跡がうねって見
えるのですが、全く羽ばたかずに風の力だけで上
昇しているのがわかります。

次→の写真はヒシクイが鴨池に帰ってくるときの
軌跡です。左奥から池に入り手前側をぐるりと
回ってから池に降りる様子がよくわかります。

次の写真はイワツバメが鴨池の上空を飛んでいる
時の写真です。小さくてスピードが速い鳥は間が
空いてしまいますが、羽ばたきで飛んだり滑空し
たりという様子がよくわかります。本当はツバメ
とイワツバメの飛び方の違いをこれで表せないか
なと思って粘ったのですが、残念ながらツバメの
大きな群れが来る前にこの原稿の締め切りが過ぎ
てしまいました。

次の写真は同じ間隔で写真をたく
さん撮り続けて、それを合成した
写真です。サギが歩くときに頭を
空中に固定する様子がよくわかり
ます。この写真はクロノフォトグ
ラフィと呼んだ方が良いかもしれ
ませんね。

これらの画像はその場でぱっと撮れるものではなく、動画やタイムラプスで撮影した写真
を合成することで作られます。合成するときは画像編集ソフトが要るので、若干ハードル
は高いかもしれません。紙面が足りないので簡単にしか説明できませんが、空の写真は合
成したい写真を「比較暗」という方法で合成しています。元が動画の場合は一度1コマず
つ画像として分割しています。サギのように地面にいる鳥はまた工夫が必要で、さくRは
「比較明」 「比較暗」 「差の絶対値」 「加算」 を組み合わせて合成しています。実はスマホで
「モーションショット」というアプリが出ており、8秒間までならその場で気軽に作ること
ができます。画像間隔も12段階で調整出来てなかなか手軽に面白い映像が撮れます。
この手法は野生の動物だけじゃなくて自分の家のペットなどで行っても面白いと思いま
す。数枚でスポーツなどの動きを表すこともできます。ちょっとの工夫で新しい世界が見
えてくるのでぜひチャレンジしてみてください。

このような写真はOrnithographies(オルニソグラフィ)と呼ばれ、スペインの写真家のシャビ・ボウが芸術作品として発表しま
した。技術自体は 1800年代からあり、クロノフォトグラフィという名前で生き物の動きを理解するために使われていました。
こちらは馬の脚が同時に地面からすべて離れる瞬間はあるのかという論争に決着をつけるために生まれたと言われています。

もっと広い視点で見ると鴨池にいるサギが
左右に曲がりながらくまなく餌を探してい
る動きがよくわかります。ただ眼で見てい
るだけだとランダムに動いているようにし
か見えませんが、こうして見ると人間が落
とし物などを探すときと同じようにどこを
探したのかある程度把握しながら餌を探し
ているのかもしれません。

羽ばたいているとこうなる

このへんも

左上から真ん中を通る大きめ
のシルエットは鴨池に帰って
きたカワウの軌跡。カワウは
突っ込むように鴨池に帰って
くるものが多いです。

↑「モーションショット」を使うとこんな画像
や動画が作れます。iPhone・Androidどち
らでもダウンロードできます。iPhone版と
Android版で動画作成や保存の面でそれぞ
れ制限があるのでご注意を。また、このアプ
リ、2021年9月で終了してしまうそうなので、
使ってみたい方はお早めに…！

←見える頭の数に対して体や脚の数が
とても多いのがわかりますか？矢印のと
ころで頭を固定しています。

→白く蛇行しているのがダイサギの
軌跡。その奥の茶色い小さめの点は
カルガモ。手前や右手にはアオサギ
もいます。アオサギは複数いて、短い
距離を飛んで移動しているものもい
るので軌跡がかなり複雑ですね。→ヒシクイはもう北へと旅立ってしまった

ので実際の動きと比べるのは秋までおあず
けですが、たんぼから帰ってくるとき大きく
旋回しながら水面に降りてきます。

←こちらはハト。ランダムな群れで飛ぶの
で入り乱れた軌跡になります。

固定してる 固定してる


