
相生山の四季を歩く会10月資料

標準和名 漢字表記 目 科 特徴 時期 場所 メモ

　軒先に巣　　　　　　フライング キャッチ　　

♂♀　上面：光沢のある紺、腹：白、額・のど：赤、尾：白斑

　日本三鳴鳥　（＋ｳｸﾞｲｽ、ｺﾏﾄﾞﾘ）　　　★ 相生山では記録少ない

繁殖期♂　「チュー、ピィ、ピィピピチュー」　さえずりの最後　「・・・ジジ」　

♂　上面：瑠璃色、頭：蒼色、のど：黒色 　 ♀　淡褐色、腹・のど：白色

　フライング キャッチ

　ピッコロ　　　　　フライング キャッチ

「ヒィヒィ」「カチカチ」＝火打石

♂上面：黒、のど：オレンジ、腹・眉斑：黄、翼：白斑　

♀上面：オリーブ褐色

　「焼酎一杯、グイー」　　　　　　　　　昆虫など

♂♀上面：淡褐色+緑色味、頭央線：黄白、腹：汚白色、下尾筒：黄味強

　声はすれども、姿は見えぬ・・・・枝の茂みに半隠れ

　だるまさん転んだ　　　　　　　　ミミズ・昆虫･木の実

♂♀上面：褐色、翼：茶褐色、眉斑：白　　黒いウロコ模様

　腹部が白い　　相生山ではよく出会う　　　　地上でミミズなど

♂上面：暗オリーブ褐色、尾の先：白斑　　　♀やや薄い色　

　♂青と白がキレイ　　　　ｺﾒﾂｶﾞ･ｵｵｼﾗﾋﾞｿ林で繁殖　　昆虫など

♂上面：青、下面：白、わき腹：オレンジ　♀（♂若鳥）上面:オリーブ褐色

林、農耕地、河原

林など2 シロハラ 白腹 スズメ ツグミ 10～4月

1

3

ツグミ 鶫 スズメ

4 センダイ ムシクイ 仙台虫喰 スズメ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東南アジアへ　向かい始めた　夏鳥たち

1 ツバメ　 燕 スズメ ツバメ

2 オオルリ 大瑠璃 スズメ

ウグイス

ヒタキ 4～10月 渓流・湖沼・湿原に隣接する林

低山の落葉広葉樹林

ヒタキ

林

4～10月

渡りの時期、市街地にも現れる

4～10月

ツグミ 11～4月 林など

　　　もうそろそろ　シベリヤ方面から渡ってくる　冬鳥たち　　　　＆　亜高山帯から降りてくる漂鳥

3 ルリビタキ 瑠璃鶲 スズメ

ツグミ 10～5月

　　　　　　　　　　　　　　～　南へ旅立つ　夏鳥たちを　見送ろう　～　 2012.10.14

キビタキ 黄鶲 スズメ

3～10月 市街地、農耕地
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　　　　　　　　今月の注目・・・あれからどうなった？

No 標準和名 科 芽 花 実 メモ

1 アオハダ ﾓﾁﾉｷ 4月 5/12 6/10 → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アオハダ・実　8/12

2 アカマツ ﾏﾂ ― ？ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 アカメガシワ ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 4/8 7/8

4 アズキナシ ﾊﾞﾗ 3月末 5月初 6/10

5 アベマキ ﾌﾞﾅ 4/8 ？ ？ ドングリ

6 アラカシ ﾌﾞﾅ 4/8 ？ 7/8 ドングリ

7 イソノキ ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ 4月 7/8 7/9

8 イボタノキ ﾓｸｾｲ 4/8 5/12 7/8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9 カクレミノ ｳｺｷﾞ ― 9/9

10 カナメモチ ﾊﾞﾗ 4/8 5/12

11 クサギ ｼｿ 4/8 8/12 → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クサギ･花　8/12

12 クスノキ ｸｽﾉｷ 4/8 5/12 8/12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13 コナラ ﾌﾞﾅ 4/8 4/8 7/8 ドングリ

14 コバノガマズミ ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ 3月末 4/8 6/10

15 コバノミツバツツジ ﾂﾂｼﾞ 4月 4/8

16 サワフタギ ﾊｲﾉｷ 4月 5/12 6/10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナツハゼ･実　8/12

17 シャシャンボ ﾂﾂｼﾞ 6/10 7/8

18 ズミ ﾊﾞﾗ 4月 5月初 6/10

19 ソヨゴ ﾓﾁﾉｷ ― 5/12 6/10

20 タカノツメ ｳｺｷﾞ 4月 5/12 6/11

21 ナツハゼ ﾂﾂｼﾞ ― 5/12 6/10 →
22 ヌルデ ｳﾙｼ 4/8 8/12 → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヌルデ・花　8/12　

23 ネジキ ﾂﾂｼﾞ 4月初 5月下 7/8

24 ネズ ﾋﾉｷ ― 4月

25 ネズミモチ ﾓｸｾｲ ― 6/10

26 ヒサカキ ｻｶｷ ― 4/8 6/10

27 モチノキ ﾓﾁﾉｷ 4月 ？ 　　

28 ★　ヤマウルシ ｳﾙｼ 4/8 5/12 6/10

29 ヤマコウバシ ｸｽﾉｷ 4月 ？ 6/10

30 ヤマザクラ ﾊﾞﾗ 4/8 4/8 5/12

31 ヤマハギ ﾏﾒ 4月 7/8 9/9花

32 リョウブ ﾘｮｳﾌﾞ 4月 7/8

　　　次回のご案内　：　～味わってみよう　たくさんの木の実～

　　　　　　　　　　　　野鳥の気分で！！　美味いか　不味いか　酸っぱいか？？　　

　　　　　　危険　　★ヤマウルシ・ヤマハゼ　カブレに注意！

2012年　相生山の樹木　32種

Ｎｏ欄.区分は　常緑・落葉

　　　ＯＲＩさんの理科教室

セイジョウモウ（？）に挑戦

連　絡　先 （古川）

ｔｅｌｌ/ｆａｘ　052-821-6463
ｹｲﾀｲ　080-5124-6463

ｅ‐ｍａｉｌ：viva_forst@yahoo.co.jp

ＨＰ：ラブリーアース → 検索
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