
【1月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録
             記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会

※2014年から1月は基本的に活動休止期間としている。

2018年 2017年 2013年 2012年

第
1
週

活動休止期間 活動休止期間 お休み お休み

第
２
週

【春国岱】晴れ無風-5℃　ウミア
イサ、オオハクチョウ、スズガモ、
タンチョウ（2羽）、トビ、ホオジ
ロガモ、ユリカモメ　キタキツネの
足跡　木道分岐点まで散策。湖内9
割が結氷。オオハクチョウ、タン
チョウが残っている。　地図有り

活動休止期間

【学習林】晴れ　アカゲラ、オオ
セグロカモメ、オオワシ、カワア
イサ、コゲラ、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、シメ、トビ、ハシブ
トガラ　　エゾシカ　　倒木が増
えていると感じた。

【学習林】晴れ　アカゲラ、オオワ
シ、コゲラ、ゴジュウカラ、シジュ
ウカラ、トビ、ハシブトガラ

第
３
週

【学習林】晴れ無風-2℃　アカゲ
ラ、オオセグロカモメ、オジロワ
シ、ゴジュウカラ、シジュウカラ、
シロカモメ、タンチョウ、ツグミ、
トビ、ハシブトガラ、ミソサザイ
エゾシカ、エゾリス　　ミズバショ
ウ(芽)　地図有り

【学習林】晴れ-1℃スノーシュー
散策　　アカゲラ、オジロワシ、
ハシブトガラ
イイズナ（足跡）、エゾシカ（足
跡）、エゾヤチネズミ（足跡）
地図有り

【学習林】晴れ積雪20cm　オオ
ワシ、ゴジュウカラ、シジュウカ
ラ、ハシブトガラ、ハシブトガラ
ス、ミヤマカケス
エゾシカ、エゾリス　　東梅岬か
ら沿岸氷が広がっておるのが見え
た。

【春国岱】曇りのち晴れ　アカゲラ、
オオアカゲラ、オオハクチョウ、オオ
ワシ、オジロワシ　エゾシカ　第3砂
丘まで散策
【学習林】オオワシ（100羽程）、カ
ラ類、ミソサザイ　　エゾリス　　東
梅岬から海岸線にオオワシが多数見ら
れた。川口からエサを求めてやってき
たと思われる。

第
４
週

活動休止期間 活動休止期間 お休み

【学習林】
アカゲラ、オオワシ、カワアイサ、シ
ジュウカラ、ハシブトガラ

種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順



【 参　考　画　像 】
2012年第２週　春国岱               2012年第３週　春国岱

2013年第2週　春国岱 　　　　　　2013年第3週　東梅自然学習林

　2017年第３週　東梅自然学習林 　　　　　　　2018年第２週　春国岱

　　　　



【2月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　

　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

第
1
週

【春国岱】晴れ無風-2℃
オオハクチョウ、オオワ
シ、クロガモ、タンチョ
ウ、ツグミ、ハシブトガ
ラス、キタキツネ　湖内
の氷が厚くなっていま
す。　　　地図有り

【春国岱】晴れ-5℃
ツグミ、トビ、ヒヨド
リ、ユキホオジロ
（10羽程）　エゾシ
カ（多数）　　　　ユ
キホオジロ観察できて
感激！　　地図有り

【学習林】晴れ　ス
ノーシュー散策　アカ
ゲラ、オオセグロカモ
メ、キンクロハジロ、
コゲラ、シジュウカ
ラ、シロカモメ、ト
ビ、ハシブトガラ

【学習林】曇りスノー
シュー散策　オオアカゲ
ラ、オオワシ、カワアイ
サ、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、シメ、ト
ビ、ハシブトガラ、ハシ
ブトガラス、ハシボソガ
ラス　　　エサ台にエゾ
リス

【学習林】晴れ　エゾフ
クロウ、オオワシ、カワ
アイサ、クロガモ、コゲ
ラ、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、シロカモ
メ、トビ、ヒドリガモ、
ホオジロガモ　　　エゾ
シカ

【春国岱】小雨　湖
は全面結氷、海は海
岸線の一部に沿岸氷
がある程度

【学習林】曇り　ア
カゲラ、コゲラ、ゴ
ジュウカラ、シジュ
ウカラ、トビ、ハシ
ブトガラ、ミヤマカ
ケス

第
２
週

【春国岱】曇り　オオハ
クチョウ、オオワシ、キ
ンクロハジロ、シロカモ
メ、タンチョウ、ツグ
ミ、ハシブトガラス、ハ
マシギ(8)　タンチョウ
の求愛行動を間近で観察
できました。　地図有り

【春国岱】曇り　エゾシ
カ　　　　　キタキツネ
コースまで散策。アカエ
ゾマツコース7ｍほど木
道修復されていた。　地
図有り

お休み お休み

【学習林】晴れのち曇
り　アカゲラ、エゾフ
クロウ、オオワシ、コ
ゲラ、ゴジュウカラ、
シジュウカラ、トビ、
ハシブトガラ、ヒヨド
リ、ミヤマカケス
エゾリス

お休み

【春国岱】晴れ　オオ
セグロカモメ、シロカ
モメ、スズガモ、ヒド
リガモ　　海岸線の一
部、流氷が動き水路が
できていた。

第
３
週

お休み

【学習林】晴れスノー
シュー散策　 アカゲラ、
ウミアイサ、オオセグロカ
モメ、オオワシ、コゲラ
（声）、ゴジュウカラ、シ
ロカモメ、トビ、ハシブト
ガラ、ホオジロガモ　　前
日目撃情報あったシマエナ
ガは見れなかった。　地図
有り

【学習林】曇り　アカゲ
ラ、ウミアイサ、オオセグ
ロカモメ、オオワシ、キバ
シリ、キンクロハジロ、コ
ゲラ、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、シロカモメ、
トビ、ハシブトガラ、ハシ
ブトガラス、ハシボソガラ
ス　　　　　　　　エゾシ
カ、エゾリス（2匹）、キ
タキツネ

【学習林】晴れ
オオセグロカモメ、
カモメ、シジュウカ
ラ、シロカモメ、ハ
シブトガラ　　　エ
ゾリス

【学習林】晴れ　積
雪深い　オオワシ、
オジロワシ、ゴジュ
ウカラ、シジュウカ
ラ、ミヤマカケス
エゾリス

【屋内から観察】雪強
風　アカゲラ、オオワ
シ、オジロワシ、ゴ
ジュウカラ、スズメ、
ヒヨドリ

【学習林】晴れ 粉雪舞う
アカゲラ（２羽）、オオ
ワシ、コゲラ、ゴジュウ
カラ、シジュウカラ、ヒ
ガラ、ミソサザイ　キノ
コ類　東梅岬から沿岸氷
が一面みられた。

第
４
週

【学習林】晴れ　アカゲラ、
ウミアイサ、オオセグロカモ
メ、オオハクチョウ、オジロ
ワシ、ゴジュウカラ、シジュ
ウカラ、シマエナガ(10+)、ツ
グミ、ミヤマカケス　　シマ
エナガじっくり観察　　地図
有り

【学習林】晴れ微風-5℃ス
ノーシュー散策　 ウミア
イサ、オオセグロカモメ、
オオワシ、クロガモ、コゲ
ラ、ゴジュウカラ、トビ、
ヒヨドリ、ホオジロガモ
エゾシカ　地図有り

【学習林】曇り　アカゲ
ラ、ウミアイサ、オオセグ
ロカモメ、オオワシ、コゲ
ラ、ゴジュウカラ、シジュ
ウカラ、シロカモメ、ト
ビ、ハシブトガラ、ヒドリ
ガモ、ホオジロガモ、
エゾシカ、エゾリス、キタ
キツネ

お休み お休み

【学習林】晴れ　アカゲ
ラ、オオワシ、ゴジュウ
カラ、シマエナガ（４
羽）、ハシブトガラ
エサ台・・アカゲラ、オ
オアカゲラ、コゲラ、ゴ
ジュウカラ、シジュウカ
ラ、スズメ、ハシブトガ
ラ、ヒヨドリ

【学習林】晴れ 粉雪舞う
アカゲラ、オオワシ、オ
ジロワシ、クロガモ、コ
ゲラ、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、スズガモ、
スズメ、ハシブトガラ、
ホオジロガモ、ミソサザ
イ



【 参　考　画　像 】

　　　2012年第1週 　東梅自然学習林

　　　2015年第3週　東梅自然学習林 　2016年第1週　東梅自然学習林

　　2017年第1週　春国岱   2018年第２週　春国岱

　2013年第4週　東梅自然学習林



【3月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　
　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

第
1
週

【春国岱】晴れ　オオセグロ
カモメ、オオハクチョウ、オ
オワシ、オジロワシ、カワア
イサ、シロカモメ、ホオジロ
ガモ　翌日からｷﾀｷﾂﾈｺｰｽ、ｱｶｴ
ｿﾞﾏﾂｺｰｽが開通。下見を行う。

【春国岱】曇り　オオ
ハクチョウ（100羽
程）　　　最近目撃情
報あるハマヒバリは見
られなかった。 お休み

【春国岱】曇り　アトリ、
オオセグロカモメ、オオハ
クチョウ、ゴジュウカラ、
シジュウカラ、シロカモ
メ、ハシブトガラ　春国岱
木道の破損状況、エゾシカ
による植物の食害が深刻と
感じた。

【学習林】晴れ　アカゲ
ラ、エゾフクロウ、オオ
アカゲラ、ゴジュウカ
ラ、シジュウカラ、ト
ビ、ハシブトガラ、ヒヨ
ドリ、ミヤマカケス
エゾシカ、エゾリス

お休み

【学習林】晴れ　アカゲ
ラ、オオセグロカモメ、
オオワシ、コゲラ
（声）、シジュウカラ、
ツグミ、トビ、ハシブト
ガラ　　　　エゾシカ、
エゾリス
エサ台にもエゾシカ

第
２
週

【学習林】曇り0℃　アカゲ
ラ、オオアカゲラ(2)、オオセ
グロカモメ、オオハクチョ
ウ、オジロワシ、コゲラ、ゴ
ジュウカラ、トビ、ハシブト
ガラ　　フキノトウ、ミズバ
ショウ(芽)　　林内は足元滑り
やすい。オオアカゲラは24番
付近で確認。　地図有り

【春国岱】晴れ-1℃　オオ
セグロカモメ、オオハク
チョウ、オジロワシ、シロ
カモメ、タンチョウ（２
羽）　　エゾシカ足跡、キ
タキツネ足跡　　地図有り

お休み

【学習林】晴れスノー
シュー散策　 アカゲラ、
ゴジュウカラ、シジュウカ
ラ、シマエナガ、ツグミ、
ハシブトガラ、ヒヨドリ

【学習林】晴れ　オオセ
グロカモメ、ゴジュウカ
ラ、シジュウカラ、シロ
カモメ、トビ、ハシブト
ガラ、ヒヨドリ、ミヤマ
カケス

【春国岱】曇り強風　ウ
ミネコ、オオセグロカモ
メ、オオハクチョウ、オ
ジロワシ、オナガガモ、
シノリガモ、シロカモメ
木道の一部が盛り上がっ
ていた。

【学習林】曇り　アカゲ
ラ（メス）、オオワシ、
オジロワシ、コガラ、ゴ
ジュウカラ、シジュウカ
ラ、スズメ、トビ、ハシ
ブトガラ
エゾシカ

第
３
週

【春国岱】晴れ2℃　オオハク
チョウ、オオワシ、オジロワ
シ、タンチョウ、トビ、ワシ
カモメ　エゾシカ　ハマニン
ニク　お客様とアカエゾマツ
コースまで散策。タンチョウ
が頻繁に見られました。　地
図有り

【学習林】雪のち晴れ-1℃
スノーシュー散策　 アカゲ
ラ、オオハクチョウ、オオ
ワシ、コゲラ、シジュウカ
ラ、ミヤマカケス　エゾシ
カ（骨・足跡）、エゾモモ
ンガ（フン）、エゾリス、
キタキツネ（足跡）ネコ
（骨）　クルミ、ドングリ
資料館学芸員「春を探す観
察会」に同行　地図有り

【学習林】曇り　ウミネ
コ、オオハクチョウ、オオ
ワシ、オジロワシ、コゲ
ラ、トビ、ヒヨドリ、ミヤ
マカケス、ユリカモメ
フクジュソウ、ミズバショ
ウ（芽）

【学習林】曇り　アトリ
（群れ）、ウソ、ウミネ
コ、オオセグロカモメ、オ
オハクチョウ、オオワシ、
オジロワシ、ゴジュウカ
ラ、シジュウカラ、シロカ
モメ、スズメ、トビ、ハシ
ブトガラ、ハシブトガラ
ス、ミヤマカケス、ワシカ
モメ　　フクジュソウ、フ
キノトウ

【学習林】晴れ積雪深い
スノーシュー散策　アカ
ゲラ、オオハクチョウ、
オオワシ、オジロワシ、
オナガガモ、カワアイ
サ、クロガモ、コゲラ、
ゴジュウカラ、シジュウ
カラ、シマエナガ、ト
ビ、ハシブトガラ、ヒド
リガモ、ホオジロガモ
流氷　地図有り

【学習林】晴れ　オオセ
グロカモメ、オオハク
チョウ（多数）、オナガ
ガモ、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、スズメ、ト
ビ、ハシブトガラ、ハシ
ブトガラス、ハシボソガ
ラス、マガモ
春国岱木道工事中

【学習林】曇り積雪深
い　オオワシ、オジロ
ワシ、ゴジュウカラ、
トビ、ハシブトガラ、
ハシブトガラス、ヒガ
ラ　　　エゾシカ

第
４
週

【学習林】晴れ　オオセグロ
カモメ、オオハクチョウ(24
羽)、オジロワシ(幼鳥)、コゲ
ラ、ゴジュウカラ、シジュウ
カラ、ハシブトガラ、ハシブ
トガラス、ヒドリガモ、ホオ
ジロガモ　エンコウソウ、フ
クジュソウ、ミズバショウ
春の気配を感じさせる陽気で
小鳥のさえずりも盛んで楽し
めた。　地図有り

【学習林】晴れ2℃スノー
シュー散策　 オオセグロカ
モメ、オオハクチョウ、ゴ
ジュウカラ、シジュウカ
ラ、シノリガモ、トビ、ハ
シブトガラ　エゾシカ
フクジュソウ、ミズバショ
ウ（芽）、エンコウソウ
（芽）　流氷　　地図有り

【学習林】晴れ　アカゲ
ラ、ウミネコ、オオセグロ
カモメ、オオハクチョウ、
オオワシ、オジロワシ、オ
ナガガモ、キクイタダキ、
シロカモメ、タンチョウ、
ハクセキレイ、ハシブトガ
ラ、ヒドリガモ、ヒバリ
（声）　フクジュソウ
アカゲラのドラミング響
き、フクジュソウ咲き始め
春の息吹感じた。

【学習林】曇り　アトリ
（群れ）、オオセグロカモ
メ、オオハクチョウ、オオ
ワシ、キクイタダキ、コゲ
ラ、ゴジュウカラ、シジュ
ウカラ、シロカモメ、ハシ
ブトガラ、ハシブトガラ
ス、ハシボソガラス、ヒヨ
ドリ　　フクジュソウ（開
花多い）、ザゼンソウ（開
花）

荒天のため中止 【学習林】晴れ
オオハクチョウ

お休み

第
５
週

お休み なし なし なし

【学習林】曇り　アカ
ゲラ、エゾフクロウ
（リスを捕える）、オ
ジロワシ、コゲラ、ゴ
ジュウカラ、シジュウ
カラ、ハシブトガラ、
ミヤマカケス
エゾリス

【学習林】曇り　ウミア
イサ、オオセグロカモ
メ、オオハクチョウ、オ
ジロワシ（幼鳥）、オナ
ガガモ、シロカモメ、ス
ズガモ、タンチョウ（2
羽）、ヒドリガモ、ミヤ
マカケス　　　　フク
ジュソウ

お休み



【 参　考　画　像 】

　　　2013年第4週　東梅自然学習林 　　　2015年第１週　春国岱

　　　2016年第4週　春国岱

2018年3月4日春国岱　ｱｶｴｿﾞﾏﾂｺｰｽ・ｷﾀｷﾂﾈｺｰｽ木道開通　
　　　2017年第2週　春国岱



【4月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　
　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

第
1
週

【学習林】曇り　オオセグロカモ
メ、オオハクチョウ、オオワシ、コ
ゲラ、ゴジュウカラ、シロカモメ、
スズガモ、タンチョウ、トビ、ハシ
ボソガラス、ミソサザイ(声)
ザゼンソウ、バイケイソウ(芽)、フ
クジュソウ、ミズバショウ　前日雪
が降り積雪あり　　地図有り

【春国岱】曇り　　オオセグロカモ
メ、オオハクチョウ（多い）、オジ
ロワシ、キンクロハジロ、タンチョ
ウ（2羽）、ハクセキレイ、ハシブ
トガラス、ヒドリガモ、ヒバリ（4
羽）　　　　　エゾシカ　地図有り
【学習林】晴れ　アカゲラ、トビ、
ハシブトガラ

【学習林】晴れ　アカゲラ、オオ
アカゲラ、オオセグロカモメ、オ
オワシ、オジロワシ、コゲラ、ツ
グミ、トビ、ヒドリガモ、ミソサ
ザイ　　　　　　　エゾシカ
ザゼンソウ、フクジュソウ

【学習林】晴れ　オオアカゲ
ラ、オオハクチョウ、ゴジュウ
カラ、シジュウカラ、シノリガ
モ、トビ、ハシブトガラス
エゾネコノメソウ、ザゼンソ
ウ、フクジュソウ、ミズバショ
ウ

【学習林】晴れ積雪　スノー
シュー散策　オオセグロカモメ、
オオハクチョウ、ゴジュウカラ、
シジュウカラ、トビ、ハシブトガ
ラ、ミヤマカケス　　　フクジュ
ソウ、ミズバショウ（芽）
これから雪解け時期なので、学習
林散策は長靴は必須。

【春国岱】晴れのち曇り　　アオ
サギ、オオハクチョウ（少な
い）、オジロワシ、オナガガモ、
シジュウカラ、タンチョウ、ヒド
リガモ、ヒバリ（初見）　　　木
道が整備され、盛り上がっていた
部分が平行になった。アカエゾマ
ツコースでクマゲラの食痕を確認

【学習林】晴れ積雪　アオサギ、ウミ
ネコ、オオセグロカモメ、オオハク
チョウ、オナガガモ、ゴジュウカラ、
シジュウカラ、シロカモメ、タンチョ
ウ、ハシブトガラ、ヒドリガモ、ホオ
ジロガモ、ワシカモメ　　エゾシカ、
エゾリス　　フクジュソウ、ミズバ
ショウ（芽）　エゾリスじっくり観
察。エゾシカによる木の食害が目立
つ。

第
２
週

お休み

【学習林】曇り積雪2℃　オオセグ
ロカモメ、クロガモ、コゲラ、ゴ
ジュウカラ、タンチョウ（7羽）、
ハクセキレイ、ハシブトガラ、ハシ
ブトガラス、ヒドリガモ、ヒヨドリ
エゾシカ　　　エンコウソウ
（芽）、ザゼンソウ（芽）、バイケ
イソウ（芽）、フキノトウ、フク
ジュソウ（多い）、ミズバショウ
地図有り

【春国岱】曇りのち雨　オオセ
グロカモメ、オジロワシ、オナ
ガガモ、シロカモメ、ハクセキ
レイ、ハシブトガラス、ヒドリ
ガモ、ヒバリ、ホウロクシギ
（1羽）、ミヤコドリ（2羽）
春の風物詩ホッキ漁の様子がみ
られた。

【学習林】曇り　アカゲラ、オオ
アカゲラ、シノリガモ、タンチョ
ウ（2羽）、ハシブトガラ、ミソサ
ザイ　　エゾアカガエル(卵)
エゾネコノメソウ、ギョウジャニ
ンニク、ザゼンソウ、フクジュソ
ウ、ミズバショウ　　　　フク
ジュソウはいたる所で咲いていて
見頃。1週間で植物の成長が感じら
れた。ミソサザイは近くで観察で
きた。

【学習林】晴れ強風　ゴジュ
ウカラ、シジュウカラ、シマ
エナガ、ハシブトガラ、ミヤ
マカケス
フクジュソウ
雪が溶けはじめ、学習林は歩
きやすくなる。フクジュソウ
は開花。

【春国岱】晴れ　アカゲ
ラ、オジロワシ、ハクセ
キレイ、ヒドリガモ、ヒ
バリ
クジャクチョウ（蝶）

【学習林】晴れ　オナガガモ、コガ
モ、コガラ、ゴジュウカラ、タン
チョウ（2羽）、ヒドリガモ、ミヤ
コドリ（干潟に9羽）　　エゾシカ
イラクサ、フキノトウ、フクジュソ
ウ、ミズバショウ

第
３
週

【春国岱】晴れ　ウミネコ、オオセグロ
カモメ、シロカモメ、ハシブトガラス、
ヒドリガモ、ヒバリ　地図有り
【学習林】アカゲラ、アカハラ、オジロ
ワシ、ゴジュウカラ、シジュウカラ、ス
ズメ、タンチョウ、トビ、ハシブトガ
ラ、ハシボソガラス、ミソサザイ　エゾ
シカ、クジャクチョウ　エゾエンゴサ
ク、エゾニワトコ、エゾネコノメソウ、
オオバナノエンレイソウ（芽）、キバナ
ノアマナ、ギョウジャニンニク、ザゼン
ソウ（多い）、バイケイソウ、フキノト
ウ、フクジュソウ、ミズバショウ　地図
有り

【学習林】曇り強風　オナガガモ、シ
ジュウカラ、トビ、ハシブトガラ、ハ
シブトガラス、ヒドリガモ、ヒヨド
リ、ミソサザイ、ミヤマカケス
エゾシカ　　エゾアカガエル(卵)、エ
ゾサンショウウオ(卵)　　　エゾエン
ゴサク、ギョウジャニンニク、ザゼン
ソウ、フクジュソウ（多い）、ミズバ
ショウ　スギゴケ、キノコ類　　地図
有り

【学習林】晴れ強風　オジロ
ワシ、クロガモ　　　　エゾ
リス、エゾアカガエル
エゾエンゴサク、キバナノア
マナ（芽）、ギョウジャニン
ニク（多い）、ザゼンソウ、
フクジュソウ、ミズバショウ

【学習林】晴れ　アカゲラ、オオハク
チョウ、オナガガモ、コゲラ、ゴジュ
ウカラ、シジュウカラ、シノリガモ、
ミソサザイ（声）　　エゾアカガエル
(卵)　　エゾエンゴサク、エゾネコノ
メソウ、オオバナノエンレイソウ
（芽）、キバナノアマナ（芽）、ギョ
ウジャニンニク、ザゼンソウ（多
い）、バイケイソウ（芽）、フクジュ
ソウ（多い）、ミズバショウ（多い）

【春国岱】晴れ強風　オオセ
グロカモメ、オジロワシ、オ
ナガガモ、トビ、ハクセキレ
イ、ヒドリガモ、ヒバリ、ミ
ヤコドリ（30羽程）
【学習林】　ギョウジャニン
ニク、ザゼンソウ、フキノト
ウ、フクジュソウ

【学習林】曇り強風　オオセグロカ
モメ、オナガガモ、コゲラ、ゴジュ
ウカラ、トビ、ハシビロガモ、ハシ
ブトガラ、ヒドリガモ、ミヤコドリ
（10数羽）　　　エゾエンゴサ
ク、エゾネコノメソウ、ギョウジャ
ニンニク、ザゼンソウ、フクジュソ
ウ　　　　　フクジュソウはいたる
所で咲いていて満開状態。

お休み

第
４
週

お休み

【春国岱】曇り4℃　ウミアイサ、オオセ
グロカモメ、タンチョウ（2羽）、ハクセ
キレイ、ヒドリガモ、ヒバリ、ミヤコド
リ（30羽程）、ユリカモメ　　地図有り
【学習林】コゲラ、ゴジュウカラ、ト
ビ、ヒドリガモ、ヒヨドリ、ミソサザイ
（2羽）　　エゾシカ　エゾアカガエル
(卵)、エゾサンショウウオ(卵)　　エゾエ
ンゴサク、エゾネコノメソウ、エンコウ
ソウ（芽）、オオバナノエンレイソウ
（芽）、キバナノアマナ（芽）、ギョウ
ジャニンニク、ザゼンソウ（多い）、バ
イケイソウ、フキノトウ、フクジュソウ
（多い）、ミズバショウ（多い）、ミミ
コウモリ（芽）　地図有り

【学習林】曇り４℃　アカゲラ、オ
ジロワシ、オナガガモ、ハシボソガ
ラス、ヒドリガモ、ミソサザイ
（声）、ミヤコドリ（3羽）
エゾシカ、エゾアカガエル(卵)、エ
ゾサンショウウオ(卵)　　　エゾエ
ンゴサク、エゾネコノメソウ、エン
コウソウ、キバナノアマナ、ギョウ
ジャニンニク、ザゼンソウ（多
い）、バイケイソウ（芽）、ヒメイ
チゲ、フクジュソウ（多い）、ミズ
バショウ（多い）、ミヤマスミレ
地図有り

【春国岱】晴れ　アオジ、アカ
ハラ、ウミネコ、オオセグロカ
モメ、オジロワシ、オナガガ
モ、ダイサギ、ヒドリガモ、ヒ
バリ、ミヤコドリ（20羽程）
ハマニンニク（芽）
【学習林】　エゾエンゴサク
（多い）、エゾネコノメソ
ウ、、バイケイソウ、フクジュ
ソウ（多い）、ミズバショウ
（多い）

【春国岱】晴れ　ウミネ
コ、オオセグロカモメ、
オナガガモ、シロカモ
メ、スズガモ、タンチョ
ウ、ハクセキレイ、ヒド
リガモ、ヒバリ、ミヤコ
ドリ、ユリカモメ
暖かくなり来訪者が増え
る。

荒天のため中止 お休み

第
５
週

なし

【春国岱】小雨　ウミネコ、オオセグ
ロカモメ、オジロワシ、スズメ、ハク
セキレイ、ヒドリガモ、ヒバリ（2
羽）、ユリカモメ　　エゾオグルマ
【学習林】アオジ、アカゲラ、オナガ
ガモ、キンクロハジロ、コゲラ、ゴ
ジュウカラ、トビ、ハクセキレイ、ヒ
ドリガモ、ヒヨドリ、ミソサザイ
エゾエンゴサク、エゾネコノメソウ、
キバナノアマナ、フクジュソウ、ミズ
バショウ

お休み なし なし なし なし



【 参　考　画　像 】

　　　2012年第2週　春国岱

　　　2014年第4週　春国岱 　　　　　2015年第1週　東梅自然学習林

　　2016年第3週　東梅自然学習林 　　　　　2017年第4週　春国岱

　　2018年第3週　東梅自然学習林

　　　　2013年第2週　春国岱



【5月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　
　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

第
1
週

お休み

【学習林】曇り　アカゲラ、ウグイス
（声）、ウミアイサ、オオセグロカモ
メ、コゲラ（声）、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、センダイムシクイ（声）、
ハシブトガラ、ヒガラ、ヒヨドリ、ミソ
サザイ　　クロスジモンシロチョウ
エゾエンゴサク、エゾオオサクラソウ、
エゾネコノメソウ、エンコウソウ、キバ
ナノアマナ、ニリンソウ、ヒメイチゲ
（多い）、フクジュソウ（終）、ミズバ
ショウ（終）、ミヤマスミレ　地図有り

【学習林】雨6℃　　エゾエンゴサ
ク、エゾオオサクラソウ、エンコウ
ソウ、ザゼンソウ、バイケイソウ、
ヒメイチゲ、ミズバショウ（多
い）、ミミコウモリ、ミヤマスミレ
（多い）　地図有り　　雨のため、
短いコースで散策。植物案内看板を
設置。

【学習林】晴れ　　　アオジ、
オオハクチョウ、オジロワシ、
カワラヒワ、ゴジュウカラ、ハ
シブトガラ、ベニマシコ、、ミ
ソサザイ　　　　エゾアカガエ
ル（オタマジャクシ）、クロス
ジモンシロチョウ　　　エゾオ
オサクラソウ、コゴミ、ゼンマ
イ、フクジュソウ（終）、ミヤ
マスミレ

【春国岱】晴れ　オオセグロカ
モメ、オオソリハシシギ、オジ
ロワシ、オナガガモ、スズガ
モ、ハクセキレイ、ヒドリガ
モ、ヒバリ、ミヤコドリ
【学習林】コゲラ、ゴジュウカ
ラ、シジュウカラ、トビ、ハシ
ブトガラ　エゾリス　　エゾエ
ンゴサク、エゾネコノメソウ、
キバナノアマナ、フクジュソ
ウ、ミズバショウ、ヒメイチゲ

【学習林】曇り
アオジ、ウグイス（声）、
オジロワシ、カワラヒワ、
ゴジュウカラ、シジュウカ
ラ、シマエナガ、トビ、ハ
シブトガラ　　エゾリス
エゾネコノメソウ、キバナ
ノアマナ

【学習林】曇り
アオサギ、アカゲラ、ウ
ミアイサ、コゲラ、ヒガ
ラ　　　イラクサ、エゾ
エンゴサク、エゾネコノ
メソウ、コゴミ、ザゼン
ソウ、ヒメイチゲ、フキ
ノトウ、フクジュソウ、
ミズバショウ

第
２
週

【学習林】晴れ14℃　アオジ(声)、ウグ
イス（声）、オオジシギ(声)、オナガガ
モ、カワラヒワ、キョウジョシギ（30
羽）、ゴジュウカラ、ヒガラ　　　　エ
ゾアカガエル(ｵﾀﾏｼﾞｬｸｼ)、クロスジモン
シロチョウ、セイヨウオオハナマルバ
チ、センチコガネ　　エゾエンゴサク
（多い）、エゾオオサクラソウ（多
い）、エゾネコノメソウ（多い）、エン
コウソウ、オオバナノエンレイソウ、キ
バナノアマナ、コゴミ、ザゼンソウ、バ
イケイソウ、ヒメイチゲ、フクジュソ
ウ、マイヅルソウ、ミズバショウ、ミミ
コウモリ、ミヤマスミレ(多い)　地図有
り

【学習林】曇り4℃　アオジ（3羽）、ア
カゲラ、ウグイス（声）、オジロワシ、
オナガガモ、コゲラ、ゴジュウカラ、コ
マドリ（4羽）、ツミ（幼鳥）、ハシブ
トガラス、ヒドリガモ、ミソサザイ　エ
ゾアカガエル（オタマジャクシ）　エゾ
エンゴサク（多い）、エゾオオサクラソ
ウ（多い）、エゾトリカブト（芽）、エ
ゾネコノメソウ（多い）、エンコウソ
ウ、オオバナノエンレイソウ、キバナノ
アマナ、ザゼンソウ、タチツボスミレ、
バイケイソウ、ヒメイチゲ、フクジュソ
ウ（終）、マイヅルソウ(芽）、ミズバ
ショウ（終）、ミヤマスミレ（多い）、
ヨブスマソウ　地図有り

【学習林】晴れ無風12℃　ウグイス
（声）、オオセグロカモメ、オジロワシ、
キョウジョシギ（10羽）、コゲラ、コム
クドリ（2羽）、スズガモ、センダイムシ
クイ（声）、タンチョウ（2羽）、ノビタ
キ、ミソサザイ（声）　　エゾアカガエル
エゾエンゴサク（多い）、エゾオオサクラ
ソウ（多い）、エゾトリカブト（芽）、エ
ゾネコノメソウ（多い）、エゾノリュウキ
ンカ、オオバナノエンレイソウ（多
い）、ザゼンソウ、バイケイソウ、ヒメ
イチゲ（多い）、マイヅルソウ（芽）、
ミズバショウ、ミミコウモリ、ミヤマスミ
レ（多い）、ヨブスマソウ　地図有り
植物案内看板を設置。

お休み

【学習林】曇り　アオジ、ウ
ミウ、オオジシギ、ゴジュウ
カラ、ハクセキレイ、ハシブ
トガラス、ヒドリガモ、ミソ
サザイ　　　　　エゾシカ
エゾエンゴサク、エゾオオサ
クラソウ、エゾトリカブト、
エゾネコノメソウ、ザゼンソ
ウ、ヒメイチゲ、フクジュソ
ウ、マイヅルソウ、ミヤマス
ミレ、ヨブスマソウ　　　蚊
が出る　　地図有り

【学習林】曇り　ウミネコ、
オオセグロカモメ、オナガガ
モ、キョウジョシギ、シロカ
モメ、ハシビロガモ、ヒドリ
ガモ、マガモ、ミヤコドリ
エゾリス、キタキツネ　　ク
ジャクチョウ　　　エゾエン
ゴサク、エゾネコノメソウ、
キバナノアマナ、ザゼンソ
ウ、ヒメイチゲ、フクジュソ
ウ（終）、ミズバショウ、ミ
ヤマスミレ

お休み

第
３
週

【春国岱】くもり5℃　オジロワ
シ、シメ、スズガモ、タンチョウ
(1羽)、トビ、ハクセキレイ、ヒド
リガモ、ホウロクシギ(1羽)、ミソ
サザイ(声)　　エゾシカ、キタキツ
ネ(親子)　　エゾツルキンバイ、コ
ミヤマカタバミ、ザゼンソウ、シバ
ナ、マイヅルソウ(葉)、ミズバショ
ウ(多い)　　知床からチャチャ岳ま
での山々がきれいに見えた　　地図
有り

【春国岱】晴れ15℃　オジロワシ、オナ
ガガモ、キョウジョシギ（10羽）、ス
ズガモ、タンチョウ（2羽）、トウネン
（1羽）、ハクセキレイ、ヒドリガモ、
ヒバリ　　モンキチョウ、ウミニナ
エゾオグルマ（芽）、エゾクサイチゴ、
エゾツルキンバイ、シコタンタンポポ、
センダイハギ（芽）、タチツボスミレ、
ハマニンニク、ヒメイチゲ、マイヅルソ
ウ（芽）　　エゾヤマザクラ　　地図有
り

【学習林】晴れ20℃　アオジ、オナガガモ、
キョウジョシギ、コガラ、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、センダイムシクイ（声）、ヒド
リガモ、マガモ（2羽）　　エゾシカ、キタ
キツネ　エゾアカガエル（オタマジャク
シ）、エゾサンショウウオ(卵)、　ニホンア
マガエル　エゾエンゴサク、エゾオオサクラ
ソウ（多い）、エゾクサイチゴ、エゾネコノ
メソウ、エンコウソウ、オオタチツボスミレ
（多い）、オオバナノエンレイソウ、シコタ
ンタンポポ、ツボスミレ、ニリンソウ、バイ
ケイソウ、ハコベ類、ヒメイチゲ、フデリン
ドウ、ミミコウモリ、ミヤマスミレ、ヨブス
マソウ　地図有り

【学習林】曇り（霧）
ウッドチップが撒いてあり散
策しやすい。他団体が清掃活
動を行っており、参加する。

【学習林】曇りのち晴れ
アオジ、シジュウカラ、ヒガ
ラ
エゾオオサクラソウ、エゾネ
コノメソウ

【春国岱】曇り　ウミアイ
サ、オオセグロカモメ、コガ
ラ、スズガモ、トビ、ハクセ
キレイ、ハマシギ、ヒバリ
エゾオグルマ、エゾネコノメ
ソウ、コミヤマカタバミ、ザ
ゼンソウ、ヒメイチゲ、マル
バトウキ（葉）、ミズバショ
ウ

【学習林】晴れのち曇り
オジロワシ、キョウジョ
シギ、シジュウカラ、ハ
シブトガラ

第
４
週

【学習林】晴れ14℃　アカゲラ、ウグイ
ス、オジロワシ、キジバト、コゲラ
(声)、シジュウカラ、タンチョウ(2羽)、
ヒガラ　　エゾシカ　　エゾアカガエル
(ｵﾀﾏｼﾞｬｸｼ)、キベリタテハ、クジャク
チョウ、クロスジモンシロチョウ　　エ
ゾエンゴサク、エゾオオサクラソウ(多
い)、エゾクサイチゴ、エゾネコノメソ
ウ、エンコウソウ、オオバナノエンレイ
ソウ、コウライテンナンショウ、シコタ
ンタンポポ、スミレ類、タチツボスミ
レ、マイヅルソウ、ミミコウモリ、ヨブ
スマソウ(1mほど)　　　　　地図有り

お休み

【春国岱】晴れ　　オオジュリ
ン、キョウジョシギ、トビ、ハク
セキレイ、ハシボソガラス、ヒバ
リ　 シコタンキンポウゲ

【春国岱】晴れ　ヒバリ　オニハマダ
イコン、ハマニンニク、ハマハタザオ
木道工事中
【学習林】　キョウジョシギ、コゲ
ラ、ハシブトガラ　エゾスジグロシロ
チョウ　エゾエンゴサク、エゾオオサ
クラソウ、エゾクサイチゴ、エゾネコ
ノメソウ、エンコウソウ、オオアマド
コロ、オオタチツボスミレ、オドリコ
ソウ、ツボスミレ、ミヤマスミレ、レ
ンプクソウ

お休み

【学習林】曇り　キンクロ
ハジロ、スズガモ　　エゾ
エンゴサク、エゾオオサク
ラソウ、エゾネコノメソ
ウ、オオバナノエンレイソ
ウ、キバナノアマナ、コゴ
ミ、ヒメイチゲ、ミヤマス
ミレ

お休み

第
５
週

なし なし なし

【学習林】小雨（霧）　アマツバメ、
ウグイス（声）、オオジシギ（声）
エゾクサイチゴ、エゾネコノメソウ、
エンコウソウ、オオバナノエンレイソ
ウ、オオタチツボスミレ、オドリコソ
ウ、ギョウジャニンニク、コウライテ
ンナンショウ（芽）、コゴミ、シコタ
ンキンポウゲ、シコタンタンポポ、ツ
ボスミレ、ニリンソウ、ネムロブシダ
マ、ハコベ類、マイヅルソウ、ミミコ
ウモリ、ミヤマスミレ　地図有り

お休み なし なし



【 参　考　画　像 】

2012年第2週　東梅自然学習林

2015年第4週　春国岱・東梅自然学習林 2016年第２週　東梅自然学習林

2017年第2週　東梅自然学習林 2017年第3週　春国岱

2018年第3週　春国岱

2013年第2週　東梅学習林

　　



【6月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　
　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

第
1
週

【春国岱】晴れ強風15℃　アオ
ジ、アカゲラ、オオセグロカモ
メ、オジロワシ（1羽）、キンクロ
ハジロ、タンチョウ(2羽)、ハクセ
キレイ、ハシブトガラス、ヒドリ
ガモ、ヒバリ　キアゲハ　エゾツ
ルキンバイ、エゾノコウボウム
ギ、シバナ、スミレ類、センダイ
ハギ、ハマニンニク、ハマハタザ
オ、マイヅルソウ、ミズバショウ
お客様1名を第3砂丘まで案内
地図有り

【学習林】曇り7℃　アカゲラ、アカハ
ラ、ウミウ、センダイムシクイ（2
羽）、トビ、ハシブトガラス　エゾオオ
サクラソウ（多）、エゾクサイチゴ、エ
ゾネコノメソウ、エンコウソウ、オオア
マドコロ、オオバナノエンレイソウ、オ
オバタチツボスミレ、オオヤマザキソ
ウ、オドリコソウ、ギョウジャニンニク
（花）、クロユリ、コウライテンナン
ショウ、コゴミ、コンロンソウ、シコタ
ンキンポウゲ、タチツボスミレ、マイヅ
ルソウ、ミズバショウ、ミミコウモリ、
ミヤマスミレ、ヨブスマソウ　地図有り

【学習林】小雨10℃
エゾムシクイ（声）、オジロワシ、カ
ワラヒワ、コゲラ（声）、センダイム
シクイ、ノゴマ　　　エゾオオサクラ
ソウ、エゾクサイチゴ、エゾノタチツ
ボスミレ、エンコウソウ、オオバナノ
エンレイソウ（少）、オドリコソウ、
クルマバソウ、コウライテンナンショ
ウ（多）、コンロンソウ（多）、シコ
タンキンポウゲ、マイヅルソウ、ヨブ
スマソウ　　地図有り

【春国岱】曇り
ウグイス、カラ類、センダ
イムシクイ、タンチョウ
（成2幼2）、トビ

【学習林】曇り
ノビタキ、ハシブトガラス
エゾオオサクラソウ、エン
コウソウ、オオバナノエン
レイソウ、オドリコソウ、
コウライテンナンショウ、
シコタンキンポウゲ、スミ
レ類（多数）、マイヅルソ
ウ

お休み

【春国岱】曇りのち晴れ
カワラヒワ、コサメビタキ、
ショウドウツバメ、センダイ
ムシクイ、ノゴマ、ベニマシ
コ、ルリビタキ　　　　　前
日に、アカエゾマツコースの
木道上にヒグマの足跡発見さ
れた。第３砂丘はもうすぐマ
イヅルソウの花が見られる季
節となる。

第
２
週

【学習林】曇り10℃　エゾセン
ニュウ(声)、ハシブトガラス、ミソ
サザイ(声)　　キタキツネ　センチ
コガネ　エゾクサイチゴ、エゾノ
コリンゴ、エンコウソウ、オオバ
ナノエンレイソウ、オドリコソ
ウ、クルマバソウ、コウライテン
ナンショウ、コケイラン、コンロ
ンソウ、シウリザクラ(開花)、シコ
タンタンポポ、タチツボスミレ、
ツクバネソウ、ツタウルシ、ネム
ロブシダマ、バイケイソウ、ヒオ
ウギアヤメ、ミミコウモリ、ヨブ
スマソウ（多い）　　地図有り

【春国岱】晴れ強風16℃　　アマ
ツバメ、オオセグロカモメ、オジ
ロワシ、カッコウ、タンチョウ、
トビ、ハクセキレイ、ハシボソガ
ラス、ヒバリ　　エゾシカ　キア
ゲハ　　ウミミドリ、エゾツルキ
ンバイ、エゾノコウボウムギ、セ
ンダイハギ、ノイチゴ、ハコベ
類、ハマエンドウ、ハマハタザ
オ、マイヅルソウ　地図有り
アカエゾマツコースは木道破損し
ている為、進入禁止。

【春国岱】晴れ強風10℃　　アオサ
ギ、オオセグロカモメ、オジロワシ
（2羽）、キョウジョシギ（1羽）、
ノビタキ、ハクセキレイ、ハシブトガ
ラス、ヒドリガモ、ヒバリ、ホウロク
シギ（3羽）　　　　アッケシソウ
（芽）、ウミミドリ、エゾツルキンバ
イ、エゾノコウボウムギ、センダイハ
ギ、ハマエンドウ、ハマナス（葉）
地図有り　　　　ヒバリコース木道工
事中につき通行止め。キタキツネ、ア
カエゾマツコースは木道破損している
為、進入禁止。

【春国岱】曇り
ウグイス、オオソリハシシ
ギ（冬羽2羽）、トビ、ヒバ
リ、ホウロクシギ（7羽）、
ミヤコドリ（2羽）　　セイ
ヨウオオハナマルバチ
ウミミドリ、ハマハコベ
第１砂丘のみ散策。

【春国岱】晴れ
エゾムシクイ、オオセグロ
カモメ、オジロワシ、ハク
セキレイ、ヒバリ、ベニマ
シコ
イワツツジ、ウミミドリ、
エゾツルキンバイ、コウボ
ウムギ、センダイハギ、ハ
マエンドウ、ハマハタザ
オ、マイヅルソウ

お休み

【学習林】晴れ　　エゾセンニュ
ウ（声）、オジロワシ（幼）、コ
ゲラ、コムクドリ（声）、シジュ
ウカラ、センダイムシクイ
（声）、ヒガラ　　アオイスミ
レ、エゾオオサクラソウ、エゾク
サイチゴ、オドリコソウ、シコタ
ンタンポポ、マイヅルソウ、ミヤ
マスミレ　　　学習林は蚊が出て
いた。　春国岱は先週、ヒグマの
足跡が発見されたため一時閉鎖と
なった。

第
３
週

【学習林】アカゲラ、エゾセン
ニュウ(声)、オオセグロカモメ、オ
ジロワシ、ミソサザイ(声)　　キタ
キツネ、セイヨウオオハナマルバ
チ　　エゾクサイチゴ、エゾノコ
リンゴ、エンコウソウ、オドリコ
ソウ、ギョウジャニンニク、クル
マバソウ、コウライテンナンショ
ウ、コケイラン、コンロンソウ、
シウリザクラ、シコタンタンポ
ポ、タチツボスミレ、ツタウル
シ、バイケイソウ（花）、ヨブス
マソウ、ルイヨウボタン地図有り

【学習林】晴れ　アカゲラ、ウグ
イス、オオセグロカモメ、オジロ
ワシ（2羽）、キジバト、ハシブト
ガラス、ハシボソガラス、ヒガ
ラ、ミソサザイ　　エゾアカガエ
ル（オタマジャクシ）　　エゾオ
オサクラソウ、エゾノコリンゴ、
オオバナノエンレイソウ、オドリ
コソウ、コンロンソウ　ネムロブ
シダマ（花）　　地図有り

【学習林】雨　　カッコウ、ハシボ
ソガラス　　　エゾノサワアザミ、
オドリコソウ、コウライテンナン
ショウ、コンロンソウ、シコタンキ
ンポウゲ、タチツボスミレ、バイケ
イソウ（花）、ハルザキヤマガラ
シ、ミヤマセンキュウ、ヨブスマソ
ウ（花）　　地図有り　　　　ヨブ
スマソウは2ｍ超える高さに成長。
雨天につき3番あたりで引き返す。

【学習林】曇り
ウミネコ、エゾセンニュウ
（声）、オオセグロカモメ、
オジロワシ、カワラヒワ
（声）、センダイムシクイ
（声）、ダイサギ、トビ、ミ
ソサザイ（声）　　　コウラ
イテンナンショウ
草花が生い茂り野鳥は姿を確
認しにくくなった。　春国岱
第２砂丘のタンチョウ親子の
幼鳥は１羽のみ確認。

【春国岱】晴れ　　ダイサ
ギ、タンチョウ、ハクセキレ
イ、ヒバリ　　エゾシカ（白
骨）　　　　　イワツツジ、
ウミミドリ（開花）、エゾツ
ルキンバイ、コウボウムギ、
センダイハギ、ハマエンド
ウ、ハマハコベ、ハマハタザ
オ、マイヅルソウ
晴れて気持ちよく散策できま
した。

お休み

【学習林】曇り
ウグイス（声）、ウソ
（4）、エゾセンニュウ
（声）、コゲラ（声）、ゴ
ジュウカラ、コヨシキリ、
センダイムシクイ（声）、
トビ、ヒガラ　　コウライ
テンナンショウ(13番周辺)
春国岱一時閉鎖中。

第
４
週

【学習林】晴れ20℃　アマツバ
メ、ウミアイサ、エゾセンニュウ
(声)、オジロワシ、カワラヒワ
エゾアカガエル(ｵﾀﾏｼﾞｬｸｼ)、エゾハ
ルゼミ　　　エゾスグリ、エンコ
ウソウ、オドリコソウ、ギョウ
ジャニンニク(花)、コウライテンナ
ンショウ、クルマバソウ(多い)、コ
ンロンソウ、シウリザクラ、バイ
ケイソウ(花)、ヒオウギアヤメ、ミ
ズバショウ(葉)、ミミコウモリ、ヨ
ブスマソウ（2m位）　　地図有り
22番・23番でシウリザクラがた
くさん咲いていた。

【春国岱】曇り（霧）
アオサギ、ウミネコ、キンクロハ
ジロ、ヒバリ
ウミミドリ、エゾツルキンバイ、
エゾノコウボウムギ、シバナ、ハ
マエンドウ、ハマニンニク、ハマ
ハタザオ　　地図有り
キタキツネコース木橋から通行止
め

【春国岱】アオサギ、スズガモ
アッケシソウ（芽）、ウミミドリ
（多）、エゾツルキンバイ　ヒバリコー
スの木道開通。
【学習林】曇りのち雨　アカゲラ、ウグ
イス、エゾセンニュウ、エゾムシクイ、
オジロワシ、コゲラ、シジュウカラ、セ
ンダイムシクイ、ハシボソガラス　　エ
ゾシカ　エゾアカガエル、エゾサンショ
ウウオ　　エゾノコリンゴ、オドリコソ
ウ、ギョウジャニンニク、クルマバソ
ウ、コウライテンナンショウ、シコタン
キンポウゲ、ツルアジサイ、バイケイソ
ウ（花）、ヒオウギアヤメ、ヨブスマソ
ウ（花）　　地図有り　　　シジュウカ
ラの営巣、子育てを観察できた。

【学習林】曇り
アカゲラ、アマツバメ、ウ
グイス、コゲラ、ゴジュウ
カラ、シジュウカラ、セン
ダイムシクイ、ダイサギ、
トビ、ミソサザイ　春国岱
第２砂丘のタンチョウ親
子、今週は確認できず。

お休み

【学習林】曇り
ウソ、オオセグロカモメ
コンロンソウ、シコタン
キンポウゲ、ヨブスマソ
ウ
林内、草木が生い茂って
いる。　　　　春国岱は
橋の工事で重機が多数
入っていた。

【学習林】曇り
アオバト、ウソ（幼）、エゾ
センニュウ　　エゾオオサク
ラソウ、エゾクサイチゴ、エ
ゾノコリンゴ、エゾノタチツ
ボスミレ、オドリコソウ、コ
ウライテンナンショウ、コン
ロンソウ、タチツボスミレ、
ネムロブシダマ、ヒオウギア
ヤメ、マイヅルソウ、ヨブス
マソウ　　学習林のカラスに
注意！ヒナがいるので神経質
になっている。上空から枝を
落としてくる。

第
５
週

お休み なし なし なし なし

【学習林】晴れ　ヒガラ、ミ
ソサザイ　　ニホンアマガエ
ル　　オドリコソウ、クルマ
バソウ、コウライテンナン
ショウ、シコタンキンポウ
ゲ、バイケイソウ、ヒオウギ
アヤメ　　木漏れ日の気持ち
良い日でした。バイケイソウ
の花が満開です。

【春国岱】晴れ　アマツバメ、オオ
ジシギ、オオジュリン、オオセグロ
カモメ、タンチョウ、チュウサギ、
トビ、ハクセキレイ、ヒバリ、ミソ
サザイ　　エゾシカ　　ウミミド
リ、エゾカンゾウ、エゾツルキンバ
イ、シバナ、センダイハギ、ハコベ
類、ハマエンドウ、ハマニンニク、
ハマハタザオ、ヒオウギアヤメ、マ
イヅルソウ　第３砂丘までガイド対
応



【 参　考　画　像 】

　　2012年第１週　春国岱 　　　　2013年第2週　春国岱

　　2014年第２週　春国岱 　　　　2015年第３週　東梅自然学習林

　　2016年第１週　東梅自然学習林 　　　　2017年第２週　春国岱

　　2018年第4週　東梅自然学習林



【7月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　
　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

第
1
週

【春国岱】曇り12℃　アオジ(声)、オ
ジロワシ、ゴジュウカラ(声)、ヒバリ
エゾシカ、キタキツネ　アッケシソウ
(芽)、ウミミドリ(多い)、ウンラン、
エゾオグルマ、エゾカンゾウ、エゾツ
ルキンバイ、エゾノコウボウムギ(多
い)、エゾヒナノウスツボ、シバナ、セ
ンダイハギ、ハコベ類、ハマエンド
ウ、ハマニガナ、ハマニンニク(多
い)、ハマハタザオ、マイヅルソウ、マ
ルバトウキ　地図有り

【春国岱】晴れ強風21℃　　アマツバ
メ、オジロワシ、カワラヒワ、ハクセ
キレイ、ヒバリ　　　ウミミドリ
（多）、エゾクサイチゴ（実）、エゾ
ツルキンバイ、エゾノコウボウムギ、
シバナ、センダイハギ、ハコベ類、ハ
マエンドウ、ハマナス、ハマニンニ
ク、ハマハタザオ、ヒオウギアヤメ、
ミミコウモリ　　地図有り　アカエゾ
マツコース通行止め。

お休み お休み

【春国岱】晴れ　　ウミネコ、オ
オセグロカモメ、オジロワシ、ノ
ビタキ、ハクセキレイ、ヒバリ
アッケシソウ（芽）、イワツツ
ジ、ウミミドリ、エゾカンゾウ、
エゾツルキンバイ、エゾハコベ、
シバナ、ハマエンドウ、ヒオウギ
アヤメ

お休み

【春国岱】曇り　　アオサ
ギ、ウグイス、オジロワ
シ、タンチョウ（成+幼）、
ハシブトガラ、ミソサザ
イ、ルリビタキ　　ヒオウ
ギアヤメ

第
２
週

【春国岱】曇り　アカゲラ、オオセグ
ロカモメ、、カワラヒワ、キジバト、
ノビタキ、ハクセキレイ、ヒバリ　エ
ゾシカ、キタキツネ　アッケシソウ
（芽）、イワツツジ、ウミミドリ、ウ
ンラン、エゾオグルマ、エゾツルキン
バイ、エゾノコウボウムギ、エゾヒナ
ノウスツボ、シバナ、センダイハギ、
ハマエンドウ、ハマニガナ、ハマニン
ニク、ハマハタザオ、マイヅルソウ、
マルバトウキ　1名様をガイド春国岱
らしい景色が楽しめた　蚊が多い。
地図有り

お休み

【春国岱】曇り　　アオサギ、カッコ
ウ、カワラヒワ、ショウドウツバメ、
スズガモ、トビ、ノビタキ、ハクセキ
レイ、ヒバリ　　ウミミドリ、エゾノ
コウボウムギ、エゾツルキンバイ、シ
バナ、シロヨモギ、センダイハギ、ハ
マエンドウ　　地図有り　　　蚊が多
い！塩湿地の植物の範囲がかなり広
がってきている。

【春国岱】晴れ25℃
アオサギ、オオソリハシシギ
（2羽）、オジロワシ、ダイサ
ギ（1羽）、ハクセキレイ、ヒ
バリ、ホウロクシギ（1羽）、
ミヤコドリ
アッケシソウ（芽）、ウミミド
リ（終）、ウンラン（少）、ハ
マエンドウ、ハマナス

【春国岱】晴れ　　アオサギ、オ
ジロワシ（5羽）、キジバト、ダ
イサギ、タンチョウ、ハクセキレ
イ、ヒバリ、ミソサザイ　　アッ
ケシソウ（芽）、ウミミドリ、エ
ゾツルキンバイ（多）、シバナ、
センダイハギ、ハマニンニク

【学習林】晴れ　　オジロワシ
イトトンボ、エゾアカガエル
（成、オタマジャクシ）　　エゾ
フウロ、オオハナウド、ギョウ
ジャニンニク（花）、チシマアザ
ミ、ツルアジサイ、ヒオウギアヤ
メ、ミゾホオヅキ、ヤマブキショ
ウマ、ヨブスマソウ

【学習林】曇り
アオバト、キジバト、ハシ
ボソガラス、ヒガラ
コモリグモ
マタタビ（花）

第
３
週

【春国岱】曇り　アオサギ、アマツバ
メ、オオセグロカモメ、スズメ、ハク
セキレイ、ヒバリ　エゾシカ　イトト
ンボ、キアゲハ、キリギリス　アッケ
シソウ（芽）、イワツツジ、ウミミド
リ、ウンラン、エゾオグルマ、エゾツ
ルキンバイ、エゾノコウボウムギ、エ
ゾヒナノウスツボ、オドリコソウ、シ
バナ、センダイハギ、ハコベ類、ハマ
エンドウ、ハマニガナ、ハマニンニ
ク、ハマハタザオ、マイヅルソウ、マ
ルバトウキ　地図有り

【春国岱】晴れ
アオサギ、オオセグロカモメ、オジ
ロワシ、ハクセキレイ、ハシブトガ
ラス、ヒバリ
木橋付近にアッケシソウの芽が出て
きた。３～5cm、長いものは
10cm位。範囲はまだ狭い。

【春国岱】晴れ　　アオサギ、オオジュ
リン、オジロワシ、カワラヒワ、ハクセ
キレイ、ヒバリ　　アッケシソウ
（芽）、ウミミドリ、ウンラン、エゾノ
コウボウムギ、エゾツルキンバイ、エゾ
ハコベ、エゾヒナノウスツボ、クルマバ
ソウ、シバナ、シロヨモギ、センダイハ
ギ、ハマエンドウ、ハマニガナ、ハマボ
ウフウ、マルバトウキ　木道入口近くに
ウンラン数株確認。アッケシソウは、ま
だ少ない。塩性の植物が増加した印象。

お休み

【春国岱】曇り
タンチョウ（4羽+幼鳥）
アッケシソウ（芽）、ウミミド
リ、エゾツルキンバイ（多）、
クサフジ、ハマエンドウ
野犬1匹現れ、タンチョウが警
戒していた。

【学習林】晴れ
エゾセンニュウ、コゲラ、ゴ
ジュウカラ、シジュウカラ、セ
ンダイムシクイ、ミソサザイ
コエゾゼミ、ヒメギス、ホタル
の仲間

【学習林】晴れ
コサメビタキ、センダイムシ
クイ、トビ
アオイトトンボ、ルリイトト
ンボ　　　　　エゾノシシウ
ド、エゾノシモツケソウ、エ
ゾフウロ、オオダイコンソ
ウ、シオガマギク、ツルアジ
サイ、ミツガシワ、ミミコウ
モリ

第
４
週

【学習林】曇り　アオサギ、オオセ
グロカモメ、キジバト(声)、センダ
イムシクイ(声)、ミソサザイ　エゾ
シカ、エゾリス　アオイトトンボ、
エゾアカガエル、スジグロシロチョ
ウ　ウツボグサ、エゾスグリ、エゾ
フウロ、クサフジ、クワ(実)、コク
ワ(花)、ツルアジサイ、ミゾホオヅ
キ、ヨブスマソウ、ルイヨウショウ
マ　　他にタモギダケ（クリーム色
のキノコ）を確認

【春国岱】雨のち晴れ20℃　アオサ
ギ、アマツバメ、ウグイス、オオセグ
ロカモメ、オジロワシ、カワラヒワ、
タンチョウ、ハクセキレイ、ヒバリ
エゾシカ　　キアゲハ
アッケシソウ（芽）、イグサ、ウミミ
ドリ（多）、エゾオグルマ（葉）、エ
ゾツルキンバイ、エゾノコウボウム
ギ、エゾヒナノウスツボ、シバナ、シ
ロヨモギ、ハコベ類、ハマエンドウ、
ハマニンニク、ハマハタザオ、マルバ
トウキ（多）　　地図有り　春国岱ら
しい景観が楽しめる季節になった。
開始時、すごく干潮だった。

【学習林】曇り14℃　アオサギ、オジロ
ワシ（2羽）、ハクセキレイ　　イトト
ンボ、エゾアカガエル(成、オタマジャク
シ)　　　ウツボグサ（多）、エゾオオヤ
マハコベ、エゾクサイチゴ（実）、エゾ
ノシモツケソウ、エゾフウロ、オオダイ
コンソウ、オオハナウド、クサフジ、ク
ワ（実）、コウライテンナンショウ、コ
クワ（実）、シオガマギク、タツナミソ
ウ、フランスギク、ホザキシモツケ、ミ
ゾホオズキ、ヤマブドウ（実）、ヨブス
マソウ　　タモギダケ（黄色食用）、キ
ノコ類　地図有り　ヨブスマソウは2ｍ
超える高さに成長。蚊が多いので虫除け
対策は必須。

お休み

【春国岱】曇り　　アオサギ
（多い）、オオジュリン、カッ
コウ（声）、カワラヒワ、タン
チョウ（2羽）、トビ、ノビタ
キ、ハクセキレイ、ヒバリ
アッケシソウ（芽）、イワツツ
ジ（実）、ウミミドリ（終）、
ウンラン（少）、エゾツルキン
バイ、エゾハコベ、ハチジョウ
ナ、ハマエンドウ、ホザキシモ
ツケ、マルバトウキ
蚊が多い。

お休み お休み

第
５
週

なし

【春国岱】曇り微風20℃
アオサギ、アマツバメ、ウグイス
（声）、オオセグロカモメ、カワラ
ヒワ、タンチョウ（4羽）、トビ、
ヒバリ、ミヤコドリ（4羽）　エゾ
シカ　　　　　アッケシソウ
（芽）、ウミミドリ（終）、エゾツ
ルキンバイ、エゾノコウボウムギ、
エゾヒナノウスツボ、シバナ、シロ
ヨモギ、ハマニンニク、マルバトウ
キ（多）　　地図有り

【春国岱】晴れ強風20℃　　　アオ
サギ、オジロワシ、カワラヒワ、タン
チョウ（2羽）、ハクセキレイ、ヒバ
リ、ホウロクシギ（3羽）　エゾシカ
アッケシソウ（芽）、ウミミドリ、エ
ゾツルキンバイ、エゾノコウボウム
ギ、エゾヒナノウスツボ、シバナ、シ
ロヨモギ、ハマエンドウ、ハマニガ
ナ、ハマニンニク、マルバトウキ
地図有り

なし なし なし なし



【 参　考　画　像 】

　　　2012年第３週　東梅自然学習林

　　　2014年第３週　春国岱 2015年第２週　春国岱

　　2016年第５週　春国岱 2017年第１週　春国岱

　　　　　　2018年第４週金曜　春国岱ガイド

2013年第３週　東梅自然学習林



【8月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　
　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

第
1
週

【春国岱】晴れ　アオサギ(30羽)、
アオジ、オオセグロカモメ、オジロ
ワシ、カワラヒワ、タンチョウ(1
羽)、トビ、ハクセキレイ、ヒバリ、
ホウロクシギ(2羽)　エゾシカ　ウ
ラギンヒョウモン、キアゲハ　アッ
ケシソウ、ウンラン、エゾツルキン
バイ、エゾノコウボウムギ、エゾハ
コベ、クルマバソウ、ハチジョウ
ナ、ハマナス、ハマニガナ、ハマニ
ンニク　国後島の泊山、羅臼山が見
えた　地図有り

お休み

【春国岱】晴れ　　アオサギ、オオジュ
リン、オオセグロカモメ、オジロワシ、
キアシシギ、タンチョウ、トビ、ハクセ
キレイ、ヒバリ、ホウロクシギ
アッケシソウ（一部 紅葉）、ウミミドリ
（葉）、ウンラン、エゾオグルマ、エゾ
ツルキンバイ、シバナ、シロヨモギ、ハ
チジョウナ、ハマエンドウ、ハマニガ
ナ、マルバトウキ　　　　見通し良好。
知床連山、国後島の羅臼山、爺爺岳も見
えた。
【学習林】イトトンボ、コエゾゼミ

お休み

【春国岱】晴れ
アオサギ、オジロワシ、スズメ、タ
ンチョウ、ノビタキ、ハクセキレ
イ、ヒバリ　　エゾシカ　コエゾゼ
ミ（声）
アッケシソウ、ウンラン、エゾオグ
ルマ、エゾツルキンバイ、エゾノコ
ウボウムギ、シカギク、シバナ、シ
ロヨモギ、ナミキソウ、ハマボウフ
ウ、マイヅルソウ
蚊が多い。根室にしては暑い日でし
た。

【学習林】晴れ
オオセグロカモメ、ハシブト
ガラス、ハシボソガラス、ミ
ソサザイ

【学習林】晴れ　アオサギ
エゾアカガエル(成、オタマジャク
シ多い)　　イヌゴマ、ウツボグ
サ、エゾノシシウド、エゾノシモ
ツケソウ、エゾフウロ、オオウバ
ユリ、オオダイコンソウ、オオハ
ナウド、クサフジ、コウゾリナ、
コウライテンナンショウ（多）、
シオガマギク、ノコギリソウ、ツ
ルアジサイ、ハルジオン、ハマエ
ンドウ、ホソバキソチドリ、ヨブ
スマソウ　　キノコ類、地図有り
エゾアカガエルとキノコの多さが
目立った。

第
２
週

お休み

【春国岱】曇り　アオサギ、オジロワ
シ、スズメ、タンチョウ（2羽）、ハク
セキレイ　　キタキツネ　　アッケシ
ソウ（一部 紅葉）、ウミミドリ
（葉）、ウンラン（多）、エゾオグル
マ、エゾツルキンバイ、エゾノコウボ
ウムギ、オニハマダイコン、シバナ、
シロヨモギ、ハチジョウナ、ハマナ
ス、ハマニンニク、ハンゴンソウ
地図有り　　観察しながらオニハマダ
イコン駆除を行う。海岸側のウンラン
が見頃。

【春国岱】晴れ微風20℃　　アオサギ、カ
ワラヒワ（2羽）、トウネン（6羽）、ホウ
ロクシギ（1羽）　　エゾシカ　アキアカ
ネ（トンボ）、キアゲハ、キリギリス
（声）　アッケシソウ（一部 紅葉）、ウミ
ミドリ（葉）、ウンラン（少）、エゾオグ
ルマ、エゾツルキンバイ、エゾノコウボウ
ムギ、オニハマダイコン、シバナ、ハチ
ジョウナ　　地図有り　　　観察しながら
オニハマダイコン駆除を行う。風が少しあ
り、湿度も低く爽やかな日でした。
【学習林】コエゾゼミ（声）

お休み お休み お休み

【学習林】曇り　キクイタダキ、
ゴジュウカラ、シジュウカラ、セ
ンダイムシクイ、ハシブトガラ
イトトンボ、エゾアカガエル
ウツボグサ、エゾトリカブト、エ
ゾフウロ、オオダイコンソウ、オ
オハナウド、クサフジ、コウライ
テンナンショウ、シオガマギク、
ツルアジサイ、ハマエンドウ、ブ
タクサ、ミツバ、ミミコウモリ、
ミヤマニガウリ、ヨブスマソウ
キノコ類、地図有り　　７月が花
のピークで、８月はほとんど咲い
ていない印象。

第
３
週

【春国岱】晴れ　アオサギ　キタ
キツネ　アッケシソウ、ウンラ
ン、エゾオグルマ、エゾツルキン
バイ、エゾノコウボウムギ、ハマ
エンドウ、ハマナス(実)　お客様
4名を案内　　地図有り

【学習林】晴れ　アオサギ（多）
アカミノルイヨウショウマ、ウツボグ
サ、エゾクサイチゴ、エゾスグリ、エ
ゾトリカブト、エゾニワトコ、エゾノ
サワアザミ、エゾフウロ、オオウバユ
リ、キツリフネ、コウライテンナン
ショウ、サラシナショウマ、シコタン
キンポウゲ、ツリフネソウ、ツルアジ
サイ、ハンゴンソウ、ヒメジョン、ヒ
ヨドリバナ、ミゾホオズキ、ミミコウ
モリ、ミヤマタニタデ、ミヤマニガウ
リ、ヤマハハコ、ヨブスマソウ
地図有り　久々の晴天で多くの観光客
が訪れていた。

お休み

【春国岱】曇り
アオサギ、ウミネコ、オオセグロ
カモメ、ホウロクシギ
アッケシソウ（一部 紅葉）、ウン
ラン、エゾツルキンバイ、オニハ
マダイコン
観察しながらオニハマダイコンの
駆除を行う。

【春国岱】晴れ　アマツバメ、オジロ
ワシ、カワラヒワ、ダイサギ、タン
チョウ（2羽）、トウネン、トビ、
ニュウナイスズメ、ハクセキレイ、ヒ
バリ　　キリギリス（声）　　アッケ
シソウ（一部 紅葉）、ウンラン、エ
ゾオグルマ、エゾツルキンバイ、エゾ
ハコベ、シカギク、シバナ、シロヨモ
ギ、ハチジョウナ、ハマボウフウ　木
道付近のウラギクは壊滅状態。アッケ
シソウは一部が紅葉。

【学習林】曇り
シマエナガ、ハシブトガラ、
エゾリス（ウグイス広場に
て）
エゾトリカブト、ヒメジオン

【学習林】晴れのち曇り　　アオ
サギ（50羽程）、キジバト、セ
ンダイムシクイ、トビ　　イトト
ンボ、エゾアカガエル　　エゾト
リカブト、エゾフウロ、オオダイ
コンソウ、オオハナウド、キツリ
フネ、キンミズヒキ、クサフジ、
ツルアジサイ、ハマエンドウ、ミ
ツバ、ミミコウモリ、ヨブスマソ
ウ　　キノコ類　　　キツリフネ
は25番付近で確認。

第
４
週

【春国岱】曇り15℃　アオサ
ギ、オオセグロカモメ、タンチョ
ウ　ウンラン、エゾオグルマ、エ
ゾノコウボウムギ　　　浜辺の貝
類殻を拾う‥アサリ、エゾバカガ
イ、オオミゾガイ、タマガイ、ホ
タテガイ、ホッキガイ、マテガイ
前日にヒグマ目撃情報があり、春
国岱木道全面的に立入禁止。駐車
場周辺のみ観察　　地図有り

お休み

【春国岱】小雨17℃
アオサギ、オオセグロカモメ、ハク
セキレイ
アッケシソウ（一部 紅葉）、ウミミ
ドリ（葉）、ウンラン（少）、エゾ
オグルマ、エゾツルキンバイ、シカ
ギク、シバナ、ハチジョウナ、マル
バトウキ　　　　地図有り

【春国岱】曇り、小雨
アオサギ、ハクセキレイ
アッケシソウ（一部 紅葉）、ウミ
ミドリ（葉）、ウンラン、エゾツ
ルキンバイ
ウンランは木道入口付近でも観察
できた。 お休み

【学習林】曇り
エゾニワトコ（実）、オニグル
ミ（実）、コウライテンナン
ショウ（実 まだ青い）
エゾニワトコの赤い実が鮮やか
だった。

【学習林】曇り　　イトトンボ、
コエゾゼミ、スジグロシロチョ
ウ、ニホンアマガエル　　エゾト
リカブト、エゾニワトコ（実）、
エゾフウロ、オオダイコンソウ、
オニグルミ（実）、キツリフネ、
クサフジ、クワ（実）、コウライ
テンナンショウ（実）、シオガマ
ギク、ツリフネソウ、ツルアジサ
イ、ミミコウモリ、ヨブスマソウ
地図有り

第
５
週

なし なし なし

【学習林】晴れ　　エゾアカガエル
（多）、スジグロシロチョウ、ヒメ
ギス　　　　　　　　　エゾトリカ
ブト、エゾフウロ、オニグルミ
（実）、クサフジ、コウライテンナ
ンショウ（実 多い）、ノコギリソウ
キノコ類
遊歩道は草刈がされて、歩きやす
かった。

【春国岱】晴れ
フィールドボランティアの皆さん
と外来植物「オニハマダイコン」
の駆除活動を行いました。

お休み なし



【 参　考　画　像 】

　　　2013年第3週　東梅自然学習林

　　　2015年第4週　春国岱 2016年第２週　春国岱

　　2016年第４週　春国岱 2017年第３週　東梅自然学習林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年第４週　春国岱

2014年第2週　春国岱



【9月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

第
1
週

【春国岱】晴れ　アオサギ、オオ
セグロカモメ、ハクセキレイ、ヒ
バリ、ベニマシコ、ミヤコドリ、
ユリカモメ　エゾシカ、キタキツ
ネ　アカトンボ、キアゲハ、キリ
ギリス(声)、コエゾゼミ(声)　アッ
ケシソウ、ウンラン、エゾオグル
マ、エゾツルキンバイ、エゾノコ
ウボウムギ、ハマニンニク、ハマ
ハコベ、ヒメジョン　　ヒグマ目
撃情報あり、キタキツネ・アカエ
ゾマツコースは通行止め。蚊が多
い　地図有り

お休み

【春国岱】曇り　　アオサ
ギ、オジロワシ、タンチョウ
（2羽）、トビ、ハシブトガラ
ス　　エゾシカ　　　アッケ
シソウ、ウラギク、ウンラン
アッケシソウが色付きはじめ
た。木橋下のアマモの近くに
昆布がたくさん流れついてい
た。

お休み

【春国岱】晴れ　　アオサギ、
タンチョウ、ハクセキレイ
エゾシカ　　ハネナガキリギリ
ス（声）　　アッケシソウ（見
頃）、ウラギク、ウンラン、エ
ゾツルキンバイ、エゾノコウボ
ウムギ、オニハマダイコン、シ
カギク、ハチジョウナ　　観察
しながらオニハマダイコンの駆
除を行った。

【春国岱】曇り　　アオサギ、ア
カゲラ、オジロワシ、タンチョ
ウ、ヒバリ、ミソサザイ
アッケシソウ、イワツツジ
（実）、ウラギク、ウンラン、エ
ゾオグルマ、ツタウルシ、ナミキ
ソウ、ヤマホロシ（実）　　アッ
ケシソウが色づき始めキレイだっ
た。木道がかなり傷んでいた。

【春国岱】晴れ　イソシギ（８羽
程）、オジロワシ（若）、タン
チョウ（4羽）、ハクセキレイ、ヒ
バリ　　野犬（３）　　ウラギ
ク、ウンラン、ハチジョウナ、ハ
マエンドウ　　木橋手前まで解禁
され散策。イソシギは今の時期多
いよう。野犬が木道の上で昼寝
中。アッケシソウの様子を見に行
くのを断念。サギのフンと換羽に
よって抜けた羽が多く目立った。
草原部はシカが寝た跡が多かっ
た。人が来ないと動物が占めるの
でしょうか。

第
２
週

【春国岱】曇り20℃　　アオサギ、
ウミネコ、オジロワシ(3羽)、カワラ
ヒワ、キアシシギ、キョウジョシギ
(100羽以上)、スズメ、タンチョウ
（2羽）、ハクセキレイ、ハシブト
ガラス、ハシボソガラス、ヒバリ
エゾシカ　ウラギンヒョウモン、キ
リギリス(声)　アッケシソウ、ウミ
ミドリ(葉)、ウラギク、ウンラン(多
い)、エゾオグルマ、エゾツルキンバ
イ、エゾノコウボウムギ、ノリウツ
ギ、ハマニンニク、ハマハコベ、ハ
ンゴンソウ　　ハマニンニク群落に
ウンランが多い　湿度高いため蚊が
多い　　地図有り

【春国岱】曇り17℃　アオサギ、
オジロワシ、カモ類、タンチョウ
（2羽）、ハクセキレイ、ハシブ
トガラス、ヒバリ　　エゾシカ
ハネナガキリギリス（声）
アッケシソウ（見頃）、ウミミド
リ（葉）、ウラギク、ウンラン、
エゾオグルマ、エゾツルキンバ
イ、エゾノコウボウムギ　　地図
有り

【春国岱】晴れ20℃　　アオ
サギ（多）、ウミウ、オオセ
グロカモメ、カワラヒワ、シ
ロカモメ、スズメ、タンチョ
ウ（2羽）、ハクセキレイ
アッケシソウ（見頃）、ウラ
ギク、ウンラン（多）、エゾ
ツルキンバイ、エゾノコウボ
ウムギ、コウゾリナ、ハチ
ジョウナ　　地図有り

お休み お休み

【春国岱】曇り強風　　タンチョ
ウ、シギ類（3羽）、ハクセキレ
イ、ヒバリ　　アッケシソウ、イワ
ツツジ（実）、ウラギク、ウンラ
ン、エゾオグルマ、エゾノコウボウ
ムギ、オオバセンキュウ、スイバ、
ハチジョウナ、ヤマホロシ（実）
アッケシソウが先週よりも濃い色に
なり、範囲も広がっている印象。

【春国岱】晴れ　　ウンラン、
ハチジョウナ※駐車場周辺のみ
【学習林】イラクサ、エゾトリ
カブト

第
３
週

【春国岱】晴れ21℃　アオサギ(30
羽)、オオセグロカモメ、カワラヒ
ワ、スズメ、ハクセキレイ、ハシブ
トガラス、ハシボソガラス　エゾシ
カ　キリギリス(声)　アッケシソウ
（見頃）、イワツツジ(実)、ウミミ
ドリ(葉)、ウラギク、ウンラン(多
い)、エゾオグルマ(多い)、エゾツル
キンバイ、エゾノコウボウムギ、ハ
マハコベ、オカヒジキ、シカギク、
シバナ、ハマニンニク、ハンゴンソ
ウ、マイヅルソウ(実)、マルバトウ
キ　　地図有り

【春国岱】晴れ　　アオサギ、
オオセグロカモメ、カワラヒ
ワ、スズメ、ハクセキレイ、ハ
シブトガラス、ヒバリ、ヒドリ
ガモ（100羽）
ハネナガキリギリス（声）
アッケシソウ（見頃）、ウラギ
ク、ウンラン、エゾオグルマ、
ハマシオン、ハマナス　　　地
図有り

お休み お休み

【学習林】晴れ　アオサギ、ハ
クセキレイ　　クジャクチョ
ウ、サカハチチョウ、スジグロ
シロチョウ、ヒメアカタテハ、
ミドリショウモン、モンキチョ
ウ　　　イラクサ、コウライテ
ンナンショウ、セイタカアワモ
リソウ、マイヅルソウ、ヨブス
マソウ　　地図有り　　鳥の鳴
き声が無かった。

【春国岱】曇り　　アオサギ、オオ
ジュリン、オオセグロカモメ、オジロ
ワシ、カワラヒワ、タンチョウ、ハク
セキレイ、ヒバリ　　アッケシソウ
（見頃）、ウラギク、ウンラン、エゾ
オグルマ、エゾツルキンバイ、エゾノ
コウボウムギ、シロヨモギ、ハチジョ
ウナ、ハマハコベ　　　ウンランが小
さく短い。第２砂丘は、先日の低気圧
（9月18日  台風26号）の影響で、朽
木がたくさん倒れていてサッパリして
いた。第３砂丘も通常より浸水してい
た。　蚊が多い。

【春国岱】曇り　　アオサギ、
イソシギ、オオジュリン、タン
チョウ、トウネン、ハクセキレ
イ、ヒバリ　　アッケシソウ、
ウラギク（多）、ウンラン
（多）、ハチジョウナ（多）

第
４
週

【春国岱】曇り　　アオサギ、ウミ
ネコ、オオセグロカモメ、オジロワ
シ、オナガガモ、スズメ、タンチョ
ウ、ヒバリ　キリギリス(声)　アッ
ケシソウ（見頃）、ウラギク、ウン
ラン、エゾオグルマ、エゾツルキン
バイ、エゾノコウボウムギ、エゾハ
コベ、ハマニンニク　　　【学習
林】アカゲラ、シジュウカラ　エゾ
アカガエル、スジグロシロチョウ
エゾトリカブト、コウライテンナン
ショウ、コクワ(実)、ツルアジサ
イ、ナガボノシロワレモコウ、ミゾ
ソバ、ヤマブドウ、ヨブスマソウ
キノコ類‥コフキサルノコシカケ、
ナラタケ、ヒラタケ、ヤマイグチ

【学習林】晴れのち曇り19℃　　ア
カゲラ、オオハクチョウ（声）、カ
ワラヒワ、コゲラ（声）、シジュウ
カラ、トビ、ハシブトガラ、ヒドリ
ガモ　　アカミノルイヨウショウ
マ、エゾトリカブト（多）、コウラ
イテンナンショウ（多）、コクワ
（実）、ナガボノシロワレモコウ、
ハンゴンソウ、ミゾソバ、ミミコウ
モリ（花）、ヨブスマソウ　　キノ
コ類　　地図有り　　東海岬から漁
師さんがアサリの天敵、ツブ貝駆除
している様子がみられた。

お休み

【春国岱】曇り　　アオサギ
（多）、オオセグロカモメ、タ
ンチョウ（2羽）、ヒバリ
ハネナガキリギリス（声）
アッケシソウ（見頃）、ウンラ
ン、エゾツルキンバイ、エゾノ
コウボウムギ、オニハマダイコ
ン、ハマニンニク　　木道の下
にオニハマダイコン多く見つけ
た。アッケシソウ群落は分散し
ている。アッケシソウ、エゾツ
ルキンバイ、ハマシオンが同じ
場所に同居していた。

【春国岱】晴れ強風
アカザ、アッケシソウ（見
頃）、エゾオグルマ、オニハ
マダイコン、ツタウルシ（紅
葉）、ハチジョウナ、ハマニ
ガナ、ハマベンケイ
駐車場湖側にオニハマダイコ
ンを発見、駆除した。

【学習林】晴れ　　ウミウ、ウミネ
コ、オオセグロカモメ、シジュウカ
ラ、ハシブトガラ　　　エゾリス
エゾトリカブト、コウライテンナン
ショウ（実）　　地図有り
先日の低気圧（9月18日 台風26
号）の影響で倒木多く、散策路８ヶ
所ほど塞いでいた。

【春国岱】晴れ　　アオサギ、
タンチョウ、ハクセキレイ、ヒ
バリ　　アッケシソウ、ウラギ
ク（多）、ウンラン（多）、ハ
チジョウナ（多）　アッケシソ
ウは全体の６割程度紅葉が進ん
だ。

第
５
週

お休み

【春国岱】晴れ強風17℃
アオサギ（多）、オナガガモ、
シギ類、タヒバリ、タンチョウ
（2羽）、ハクセキレイ
アッケシソウ（見頃）、ウラギ
ク（多）、ウンラン（多）、エ
ゾオグルマ、エゾツルキンバ
イ、エゾノコウボウムギ　地図
有り

なし なし なし なし お休み

種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順



【 参　考　画　像 】

2012年第2週　春国岱・東梅自然学習林

2014年第４週　春国岱 　　　　　2015年第４週　春国岱

　　　　　2017年第５週　春国岱

　　　　　2018年第４週　東梅自然学習林

　　　　2013年第２週　春国岱

　　2016年第２週　春国岱



【10月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　

　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年

第
1
週

お休み

【学習林】晴れ　　オジロワ
シ、オナガガモ、ゴジュウカ
ラ　　　エゾトリカブト、コ
ウライテンナンショウ　　地
図有り　　　以前エゾフクロ
ウが見られた13番の木が倒れ
ていた。

お休み

【春国岱】晴れ
アオサギ、カモ類、ヒバリ
アッケシソウ（見頃）、エ
ゾオグルマ、ハチジョウ
ナ、ハンゴンソウ

【春国岱】晴れ
アオサギ
アッケシソウ、ウラギク、
ウンラン

【春国岱】曇りのち晴れ
アトリ、シロカモメ、タヒバ
リ、タンチョウ（2羽）、ハ
クセキレイ、ヒバリ
アッケシソウ、ウラギク、ウ
ンラン　　アッケシソウはも
う少しでピークか？

なし

第
２
週

【春国岱】晴れ11℃　　アオ
サギ（多）、オジロワシ、オ
ナガガモ（多）、キアシシ
ギ、ハクセキレイ、ヒドリガ
モ（多）、ヒバリ（3羽）、
ミヤコドリ（1羽）　　ク
ジャクチョウ　　　アッケシ
ソウ（多）、ウラギク、ウン
ラン、エゾノコウボウムギ、
マルバトウキ　地図有り
暖かく散策しやすかった。

【春国岱】曇り
アオサギ、ウミネコ、オナ
ガガモ、カワラヒワ、タン
チョウ、ヒバリ
キタキツネ
アッケシソウ、ウンラン、
ハチジョウナ

【学習林】晴れ強風　　　ウ
ミネコ、ゴジュウカラ、シマ
エナガ（約５０羽）、シロカ
モメ、トビ、ハジロカイツブ
リ、ユリカモメ、ワシカモメ
アカトンボ、クジャクチョウ
ヤマブドウ（実）　　地図有
り　　　　　林内、風が当た
らないエリアにシマエナガが
いました。紅葉している木も
あり、キレイです。

【春国岱】曇りのち雨　強
風
アッケシソウ（見頃）、ウ
ラギク、ウンラン、エゾオ
グルマ、ハチジョウナ

【学習林】晴れ　　　アカゲ
ラ、ミヤコドリ（5羽）
コウライテンナンショウ
（実）、ネムロブシダマ
（実）、ヤマブドウ（実）
地図有り
学習林の大きな木が倒れてい
たためか、以前より明るく感
じた。

【春国岱】曇り時々雨
アオサギ、オオハクチョウ、
コガモ、タンチョウ（2
羽）、ヒドリガモ、マガモ
カモ類がたくさん来ていま
す。換羽前で判別が困難。天
気が悪かったため散策は中
止。

なし

第
３
週

【春国岱】曇り時々小雨11℃
オオセグロカモメ、オオハク
チョウ（3羽）、オジロワ
シ、オナガガモ（多）、スズ
ガモ（多）、ヒドリガモ
（多）　　　アッケシソウ
（多）、エゾオグルマ、エゾ
ノコウボウムギ　地図有り
アッケシソウ長いので約18ｃ
ｍ程成長していた。

【学習林】
アオサギ、カモメ類、コ
ゲラ、ゴジュウカラ
コウライテンナンショウ
（実）

【春国岱】晴れ　　アオサギ、
オオハクチョウ、カモメ類、タ
ンチョウ（4羽）、ヒドリガ
モ、ヒバリ、ミヤコドリ
アッケシソウ、ハマシオン
（少）　　　10月8日の暴風、
高潮でハマニンニク、エゾツル
キンバイなど潮をかぶってい
た。木道の一部せり上がってい
た。タンチョウ近距離で観察で
きた。

【学習林】晴れ微風
シジュウカラ
ドングリ、ナナカマド
（実）、ヤマブドウ（実）
今日は林内、静かな印象で
した。

【春国岱】晴れ　　アオサ
ギ、アオジ、オオハクチョ
ウ、タンチョウ、トビ、ヒ
バリ　　　　アッケシソウ
9月18日 台風26号と低気
圧の被害により第２・３砂
丘は通行止め。状況を視察
する。植物は潮をかぶり状
況悪い。

【春国岱】晴れ
アオサギ、カモ類（換羽
前）、タンチョウ（2羽）、
ヒバリ
アッケシソウ（終）、ウンラ
ン（少）
アッケシソウは茶色っぽく
なっていました。

【春国岱】晴れ強風　　アオ
サギ、カモ類、ゴジュウカ
ラ、タヒバリ、タンチョウ、
トビ、ハクセキレイ　　アッ
ケシソウ（見頃）、ハチジョ
ウナ　　　アッケシソウが素
晴らしいくらいに紅葉してい
ました。

第
４
週

【春国岱】晴れ強風7℃　アオ
サギ、オナガガモ（多）、スズ
ガモ（多）、タヒバリ（6
羽）、タンチョウ（2羽）、ト
ビ、ヒドリガモ（多）　　キタ
キツネ　　アッケシソウ（少）
地図有り　　　　　　　　10月
23日の台風21号で高潮、強風
により潮や砂が草原に入った。
駐車場付近も砂が入り込み、一
部盛り上がっていた。アッケシ
ソウ群落も高潮の影響で少なく
なっていた。

【春国岱】晴れ時々曇り
強風８℃　　　アジサシ
（1羽）、アマツバメ、オ
オセグロカモメ、オオハク
チョウ、オジロワシ、シロ
カモメ、スズガモ、ヒドリ
ガモ、ヒバリ
アッケシソウ（1本）　地
図有り　　多くの観光客が
散策していた。

お休み

【春国岱】晴れ
オオハクチョウ、ゴジュウ
カラ、タンチョウ、ヒガ
ラ、ヒバリ、ミヤマカケス
エゾリス

お休み

【春国岱】晴れ　　アオサ
ギ、オオハクチョウ、カモ類
（換羽前）、タンチョウ（2
羽）、ヒバリ　　アオイガイ
（貝）、スズムシ（声）
アッケシソウ（終）、ウンラ
ン（少）、エゾオグルマ、ハ
チジョウナ　　秋が深くなり
花が少なく、野鳥もまばら。
スズムシの声が聞こえまし
た。

【春国岱】晴れ
オオハクチョウ、オナガガ
モ、コガモ、コハクチョウ、
スズガモ、ハシビロガモ、ヒ
シクイ、ミヤマカケス　カモ
類がたくさん観察できた。

第
５
週

なし なし

【学習林】晴れ強風
アカゲラ、ウミウ、オオセグ
ロカモメ、オナガガモ、コゲ
ラ、ゴジュウカラ、シジュウ
カラ、シロカモメ、ハシブト
ガラ、ヒドリガモ、ミヤマカ
ケス　　　　　　ミズバショ
ウ（芽）
地図有り
エゾフクロウの木が折れてい
るのを再確認。8月頃には折
れていたとのこと。

【春国岱】晴れ
オオハクチョウ、オナガガ
モ、カモメ類、タヒバリ、
ヒドリガモ（多）
アッケシソウ（少）
春国岱の木橋破損していて
通行止め。 なし なし なし

【春国岱】晴れ無風
アオサギ、アオジ、ウミアイ
サ、スズガモ、タヒバリ、ヒ
ドリガモ　　　エゾシカ　ア
カトンボ
第３砂丘まで散策。アッケシ
ソウが枯れてしまっていた。

団
体
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
対
応
の
為
お
休
み



【 参　考　画　像 】

　　　　　2014年第1週　春国岱

　　　　　2017年第３週　春国岱

　　　　　2018年第2週　春国岱ほか団体ガイド対応

2011年第４週　春国岱 　　　　2012年第３週　春国岱

2013年第１週　春国岱

2016年第５週　東梅自然学習林



【11月】2011～2018年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会　　 　

　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年

第
1
週

【春国岱】快晴15℃無風
ウミアイサ、オナガガモ、カ
ワラヒワ、タンチョウ(2羽)
アカトンボ　アッケシソウ
（少）、エゾノコウボウムギ
とても気持ちの良い日　知床
連山や川のアマモがきれいに
見える。キタキツネコース終
点で日なたぼっこ　地図有り

【学習林】小雨
5℃　オオアカゲ
ラ、シマエナガ、
ミヤマカケス

【学習林】積雪あり
ウミウ、オオセグロカ
モメ、ハシブトガラ、
ハシブトガラス、ヒド
リガモ

お休み

【学習林】晴れ　アカ
ゲラ、ウミウ、オナガ
ガモ、コゲラ、ヒドリ
ガモ、ヒヨドリ、ミソ
サザイ、ミヤマカケス

【春国岱】晴れ　オオワ
シ（2羽）、オオハク
チョウ、タヒバリ
アッケシソウ（少）、ウ
ラギク（少）　台風によ
る倒木あり

【春国岱】晴れ　アオサ
ギ、オオハクチョウ、オ
ナガガモ、タンチョウ、
ヒドリガモ　　　アッケ
シソウ（少）、ウンラン
（少）、エゾノコウボウ
ムギ

【春国岱】曇り
オナガガモ、タン
チョウ、ヒドリガ
モ

第
２
週

お休み

【学習林】晴れ強風
13℃　アカゲラ、ウ
ミウ、オオセグロカ
モメ、コゲラ、ゴ
ジュウカラ、トビ、
ハシブトガラ　エゾ
シカ　ミズバショウ
（芽）　地図有

お休み

【春国岱】曇り
オオセグロカモ
メ、オオハクチョ
ウ（約20羽）、カ
モ類　　エゾシカ
木道修復中

お休み

【学習林】晴れ　オ
ナガガモ、シジュウ
カラ、トビ、ハシブ
トガラ　台風による
倒木あり整理作業手
伝う。

【学習林】曇りのち雨
アカゲラ、ウミウ、オジ
ロワシ、ゴジュウカラ、
シジュウカラ、ハシブト
ガラ　　キノコ類
【春国岱】オオハクチョ
ウ、オジロワシ、タン
チョウ、ハシビロガモ、
ヒドリガモ

【春国岱】晴れ
アオサギ、オオハ
クチョウ、オジロ
ワシ、オナガガ
モ、タンチョウ
（２羽）、トビ、
ヒドリガモ　　ト
ンボ

第
３
週

【学習林】雨　アカゲ
ラ(声)、オオハクチョ
ウ、シジュウカラ、ト
ビ、ハシブトガラ、ミ
ヤマカケス　エゾシ
カ、キタキツネ　ミズ
バショウ(芽)

【春国岱】晴れ強風
4℃　オオハクチョウ
（30羽程）、オナガガ
モ（多数）、シロカモ
メ、ハマシギ（3羽）
前日にユキホオジロの
目撃情報あり。　　地
図有り

【学習林】晴れ
10℃　ウミウ、オ
オセグロカモメ、シ
ロカモメ、スズガ
モ、ハシブトガラ、
ヒドリガモ、ユリカ
モメ  　シマリス

【春国岱】晴れ　オ
オセグロカモメ、オ
オハクチョウ（数
羽）、カモ類、ハシ
ブトガラス　木道修
復中

【学習林】曇り　アカ
ゲラ（オス・メス）、
オオアカゲラ、オジロ
ワシ、キバシリ、コゲ
ラ、ゴジュウカラ、ト
ビ、ハシブトガラ、ハ
シブトガラス、ハシボ
ソガラス、ヒヨドリ、
ミヤマカケス

【春国岱】曇り　アカゲ
ラ、オオハクチョウ（約
30羽）、クロガモ、タン
チョウ、トビ、ハシボソ
ガラス、ヒドリガモ　イ
ワツツジ(実)、マイヅルソ
ウ(実)　　※第3砂丘は台
風倒木の処理されたが以
前と風景変わった印象

【春国岱】曇り　オ
オハクチョウ、オオ
ワシ(群れ)、シロカ
モメ、タンチョウ、
ハギマシコ

【春国岱】霧　ウミ
アイサ、オオハク
チョウ、オオワシ、
オジロワシ、オナガ
ガモ、コガモ、スズ
ガモ、ハシビロガ
モ、ハヤブサ、ヒド
リガモ、ホオジロガ
モ

第
４
週

お休み

【春国岱】晴れ2℃
オオセグロカモメ、オ
オハクチョウ（20羽
程）、オナガガモ（多
数）、トビ、ハマシギ
（30羽）地図有り
国後島の泊山が見えま
した。キタキツネコー
ス方面は薄氷が張って
ました。

【春国岱】晴れ-2℃
オオハクチョウ、オオ
ワシ、ユキホオジロ
（約60羽）、
【学習林】アカゲラ、
コゲラ、ゴジュウカ
ラ、シジュウカラ
エゾシカ　　地図有

荒天の為中止

【学習林】曇り　ウ
ソ、オオセグロカモ
メ、コゲラ、シジュウ
カラ、トビ、ハシブト
ガラ、ハシブトガラ
ス、ハシボソガラス、
ヒヨドリ、ミヤマカケ
ス　岩礁にゴマフアザ
ラシ　　ミズバショウ
（芽）

【学習林】晴れ　エゾ
フクロウ、カラ類混
群、ミヤマカケス
エゾシカ、エゾリス
（3匹）、トウキョウ
トガリネズミ(死骸)

【春国岱】曇り　オオハ
クチョウ(群れ)、オオワシ
（５羽）、カワラヒワ、
シロカモメ、スズガモ、
セグロカモメ、タンチョ
ウ、ワシカモメ　エゾシ
カ
【学習林】アカゲラ

【春国岱】霧　ウミアイ
サ、オオハクチョウ、オ
ナガガモ、カワアイサ、
キンクロハジロ、クロガ
モ、コガモ、スズガモ、
ハイイロチュウヒ、ハイ
タカ、ハギマシコ、ハシ
ビロガモ、ヒドリガモ、
ビロードキンクロ、ホオ
ジロガモ、マガモ、ミコ
アイサ

第
５
週

なし なし なし なし

【学習林】晴れ　アカ
ゲラ、ウソ、オオアカ
ゲラ、コゲラ、シジュ
ウカラ、ハシブトガラ
ス、ハシボソガラス、
ヒヨドリ、ミヤマカケ
ス

【学習林】晴れ　アカ
ゲラ、エゾフクロウ、
シジュウカラ、トビ、
ミヤマカケス
エゾシカ なし なし



【 参　考　画　像 】

2012年第4週　春国岱・東梅自然学習林

2018年第３週　東梅自然学習林

2011年第3週　春国岱

2013年第2週　春国岱・東梅自然学習林 2014年第5週　東梅自然学習林

2015年第2週　春国岱 2017年第2週　東梅自然学習林



【12月】2011～2017年まで観察記録対比表 春国岱・東梅自然学習林観察記録　記録：ねむろトコロジスト（市民自然ガイド）の会

　　種名は50音順で標記、並びは野鳥、動物、昆虫、植物（樹木を含む）、その他特記事項 の順

※2014年から12月は基本的に活動休止期間としている。

2013年 2012年 2011年

第
1
週

【学習林】晴れ　エゾフ
クロウ、ゴジュウカラ、
シジュウカラ、ハシブト
ガラ、ミヤマカケス

【学習林】晴れ時々曇り　アカゲラ、
オオワシ、カワラヒワ、ゴジュウカ
ラ、シジュウカラ、トビ、ハシブトガ
ラ　　　葉が落ちてて確認しやすい。
今年は木の実が少なく野鳥も少ないよ
うだ。風蓮湖でワタリガラスの目撃情
報あり。初田牛でシマエナガ多数確認
の情報あり。

【学習林】曇り　アトリ、オオアカゲ
ラ、オオセグロカモメ、オオハクチョ
ウ、オナガガモ、ゴジュウカラ、シマ
エナガ、シロカモメ、スズガモ、タン
チョウ（2羽）、ハイタカ、ハギマシ
コ、ハシブトガラ、ヒドリガモ、ミヤ
マカケス、ユリカモメ、ワシカモメ
エゾシカ

第
２
週

お休み

【春国岱】晴れ　アカゲラ、オオ
ハクチョウ、オオワシ（幼）、ゴ
ジュウカラ、シジュウカラ、スズ
ガモ、トビ、ハマシギ、ヒドリガ
モ

【学習林】晴れ積雪
エゾフクロウ、コガラ、ハシブトガ
ラ、ヒガラ、トビ（多）、ミヤマカケ
ス　　　　　　　　エゾシカ、キタキ
ツネ（足跡）　風もなく絶好の観察日
和。雪に残る動物の足跡もハッキリ確
認できた。

第
３
週

お休み

【春国岱】薄曇り　アカゲラ、オオハ
クチョウ、オオワシ（6羽）、オジロ
ワシ、オナガガモ、ゴジュウカラ、シ
ジュウカラ、スズガモ、ハシブトガ
ラ、ハシブトガラス、ハシボソガラ
ス、ハマシギ、ヒドリガモ、ヒヨドリ
エゾシカ　　　海はベタ凪。

お休み

第
４
週

お休み

【学習林】晴れ１℃　積雪10cmほど
ゴジュウカラ、シジュウカラ、トビ、
ハシブトガラス、ヒドリガモ、ミヤマ
カケス
ゴマフアザラシ　キノコ類
オレンジ色のキノコ多数、木の表面に
こびりついていた。倒木が少しあっ
た。

お休み

第
５
週

なし お休み お休み



【 参　考　画　像 】
201１年第２週　東梅自然学習林

2012年第２週　春国岱

　　　　　　2012年第３週　春国岱


