
 2月資料*樹木

小楢　　　ブナ科/ｺﾅﾗ属 棈　　　ブナ科/ｺﾅﾗ属 粗樫　　　ブナ科/ｺﾅﾗ属 山香し　　ｸｽﾉｷ科/ｸﾛﾓｼﾞ属 赤芽柏　ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ科/ｱｶﾒｶﾞｼﾜ属 紫式部　シソ科/ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ属

頂生側芽　芽鱗20～25 長卵型　　芽鱗20～30　 卵型　　芽鱗　 　混芽＝花芽+葉芽 裸芽・星状毛　頂芽：大　葉痕：円形 　裸芽・葉脈、柄アリ　　対生

鷹の爪　　ｳｺｷﾞ科/ﾀｶﾉﾂﾒ属 山漆（樗）　ｳﾙｼ科/ｳﾙｼ属 白膠木　　ｳﾙｼ科/ﾇﾙﾃﾞ属 莢迷　ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ科/ｶﾞﾏｽﾞﾐ属 小葉莢迷　ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ科/ｶﾞﾏｽﾞﾐ属 榊　　サカキ科/サカキ属

先とがり、湾曲して付く→名の由来 裸芽・細毛　葉痕：ハート形 軟毛芽鱗　頂芽ナシ　葉痕：Ｕ字形 芽鱗　対生 花芽に一足早い春　　星状毛 　先端が鉤状に曲がる

　　　　　　　　　　　　　　今月の旬　　　　　　冬芽いろいろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・　スケッチして来ました　２月８日

　　～　冬を　たっぷり　楽しもう　――　野鳥・越冬・春待つ森　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相生山の四季を歩く会　2013.2.10

　　　　　　次回　３月１０日　９：３０

　テーマ

　　　　～ 陽射し・匂い・風
　　　　　　体感しよう・・春 ～

事務局　（古川）

〒457-0863 名古屋市南区豊4-22-10

Tell/fax ： 052-821-6463
ｹｲﾀｲ： 080-5124-6463

e-mail： viva_forest@yahoo.co.jp
HP：ラブリーアース  → 検索

今月の花

ヒメカンアオイ
（姫寒葵）

ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ科
ｶﾝｱｵｲ属

確かめよう
花の匂い
葉っぱの匂い

　（個人的）　おすすめは・・・・・

　　ヤマコウバシの混芽の耀き

　コナラの芽鱗のたくましさ

　　コバノガマズミの花芽の春

　　　　　・・・・・・・・・など　で～す。
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  2月資料*野鳥

標準和名 漢字表記 科名 生活型 おもな食餌 ひと言特徴 大きさ 見かける場所など 鳴き声（地鳴き） 雌雄差

1 ジョウビタキ 常鶲・尉鶲 ツグミ 冬 昆虫・木の実 おじぎ+尾をふる <スズメ 木に止/森林・市街地 ヒッ　ヒッ　カッ　カッ ♂黒+オレンジ♀灰褐

2 シロハラ 白腹 ツグミ 冬 ミミズ・小動物 腹：白 ≒ムクドリ 地上/森林 シリリーッ　ギョキョキョ ♀色浅い

3 ツグミ 鶫 ツグミ 冬 昆虫 “だるまさんが転んだ”ポーズ ≒ムクドリ 地上/森林・農耕地 キイーキッキッ　キョッ 同色

4 モズ 百舌鳥 モズ 漂 昆虫 高鳴き、早贄、波状飛行 >スズメ 木に止/森林 いろんな鳥の鳴き真似 過眼線♂黒♀褐

5 ルリビタキ 瑠璃鶲 ツグミ 漂 昆虫 亜高山帯針葉樹林で繁殖 <スズメ 木に止/森林 ヒッ　ヒッ　クッ　クッ 上面♂青♀オリーブ

6 トラツグミ 虎鶫 ツグミ 漂 ミミズ・小動物 褐色虎斑、妖怪＂ぬえ” <ドバト 地上/森林 （夜間～早朝）ヒィーイ 同色

7 ヒガラ 日雀 シジュウカラ 漂 昆虫・松の種子 カラ類中最小、短い冠毛 <スズメ 木に止/針葉樹林 ツー　ツツツチリリリ 同色

8 ヤマガラ 山雀 シジュウカラ 漂 昆虫・木の実 背・腹：レンガ色、貯食 ≒スズメ 木に止/森林 ツッ　ツッ　ニーニー 同色

9 アオジ 青鵐 ホオジロ 漂 種子 上面：緑灰　背：黒褐縦斑 >スズメ 地上/森林・草原・藪 ヂッ　ヂッ　ズッ ♂目先：黒♀全体淡い

10 ミサゴ 鶚・鵃 タカ（ミサゴ） 留 魚 ホバリング、（英名）オスプレイ ≒カラス 飛行/海岸・河口 ピョッ　ピョッ ほぼ同色

11 オオタカ 大鷹 タカ 留 鳥・ネズミ 巣は針葉樹 ≒カラス 飛行/森林 キッ　キッ　ケッケッ ほぼ同色

12 ノスリ 鵟 タカ 留 ネズミ・鳥・ヘビ ずんぐり、優しい目 ≒カラス 飛行/森林 ピーエー　ピョッ　ピョッ ほぼ同色

13 コゲラ 小啄木鳥 キツツキ 留 昆虫 まだら模様、波状飛行 ≒スズメ 木に止/森林 ギィーッ　キッキッキッキッ ♂後頭部赤斑

14 ヒヨドリ 鵯 ヒヨドリ 留 昆虫・木の実・蜜 市街地、波状飛行 <ドバト 木に止/森林・市街地 ピーヨなど　いろいろ 同色

15 エナガ 柄長 エナガ 留 昆虫・木の実 長い尾、混群 ≒スズメ 木に止/森林 ジュリリ　チュリリ 同色

16 シジュウカラ 四十雀 シジュウカラ 留 昆虫・種子 黒いネクタイ ≒スズメ 地上/森林・市街地 ツーツー　ツッツッ　ツピー ♂のど～黒線太い

17 メジロ 目白 メジロ 留 昆虫・木の実・蜜 ｱｲﾘﾝｸﾞ：白、上面：ウグイス色 <スズメ 木に止/森林・市街地 チープ　チー　チュ ほぼ同色

18 カワラヒワ 河原鶸 アトリ 留 草の実 冬に大群、波状飛行 ≒スズメ 木に止/森林・農耕地・河原 キリキリコロコロ　キリッ ♂頭：緑灰♀全体薄い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　これまでの記録から・・・・　今日　出会えるかもしれない　野鳥一覧

　　　　　　　　～　冬を　たっぷり　楽しもう　――　野鳥・越冬・春待つ森　～　　　　　　　　　　　　          　　　          相生山の四季を歩く会　　2013.2.10

　　ｍ　ｅ　ｍ　ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「ヤマケイポケットガイド⑦野鳥」　および 「文一総合出版/日本の鳥550」 を参考に作成しました）　　　　　　　　
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出現順 標準和名 漢字表記 科名 生活型 午前 午後

1 キジバト 雉鳩 ハト 留鳥 ○ ○

2 メジロ 目白 メジロ 留鳥 多数 多数

3 ヒヨドリ 鵯 ヒヨドリ 留鳥 多数 多数

4 ハシブトガラス 嘴太烏 カラス 留鳥 ○ ○

5 ハシボソガラス 嘴細烏 カラス 留鳥 多数 多数

6 ツグミ 鶫 ツグミ 冬鳥 ○ ◎

7 シジュウカラ 四十雀 シジュウカラ 留鳥 ○ ○

8 ジョウビタキ　　♂ 尉鶲 ツグミ 冬鳥 ○ ◎　♂

9 ウソ　♀ 鷽 アトリ 冬鳥 ○ ◎　　♂3♀2

10 アオジ 青鵐 ホオジロ 漂鳥 ○ ○

11 ヤマガラ 山雀 シジュウカラ 漂鳥 ○ ―

12 シロハラ 白腹 ツグミ 冬鳥 ○ 　数回出現

13 ノスリ 鵟 タカ 留鳥 ○ ◎　数回出現

14 コゲラ 小啄木鳥 キツツキ 留鳥 ○ ◎

15 ヒガラ 日雀 シジュウカラ 漂鳥 ○ ―

16 カワラヒワ 河原鶸 アトリ 留鳥 ○ ―

17 スズメ 雀 ハタオリドリ 留鳥 多数 ○

18 ムクドリ 椋鳥 ムクドリ 留鳥 ○ ―

19 エナガ 柄長 エナガ 留鳥 → ○

20 ミヤマホオジロ 深山頬白 ホオジロ 冬鳥 → ◎

21 アカゲラ　　♀ 赤啄木鳥 キツツキ 留鳥 → ◎

22 ハクセキレイ 白鶺鴒 セキレイ 留鳥 → ◎

　　　　　相生山の四季を歩く会 ２月に出会った野鳥　　　　　　　　　　　　2013.2.10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎：数分以上観察できたもの


