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FEATURE ARTICLES

［1月号特集］

今すぐホオジロ類に会いに行こう!! �  1-5

この冬出会いたいホオジロ類見つけ方ガイド�
（髙野 丈，神戸宇孝，戸塚 学）�   1-6

ホオジロ類「ちょっと難しい」識別クイズ�
（Young Guns）�   1-10

ホオジロたちの衣がえ戦略（小田谷嘉弥）�  1-16

なすびのやっぱりホオジロ類フェチ�
（富士鷹なすび）�   1-18

大名にも庶民にも愛されたホオジロの声�

「一筆啓上仕り候」は，いつの時代に�

聞きなされたのか ?（細川博昭）�   1-20

アオジもクロジも山の鳥 ?��

〜森林性ホオジロ類の繁殖環境〜�
（出口翔大）�   1-22

一年中，ミヤマホオジロに会える島�
（江崎逸郎）�   1-24

大きなクロジと小さなクロジ（梶田 学）�   1-26

オオジュリンの尾羽の異常，その後�
（尾崎清明）�   1-27

ホオジロ類の地鳴きを聞き分けるコツは�

あるのか ?（松田道生）�   1-28

1970 年代の日本は「ホオジロだらけ」の�

島だった !?（植田睦之）�   1-66

ノジコと放棄水田の関係（出口翔大）�   1-67

［2月号特集］

水辺のワシタカ大図鑑�   2-17

水辺のワシタカ類，その観察の魅力�
（若杉 稔）�   2-18

海ワシ�モノグラフ�
（先崎啓究，先崎愛子）�   2-20

特選�道東海ワシ観察地ガイド�
（戸塚 学）�   2-24

あえて本州でオオワシとオジロワシを見るた

めのガイダンス�

琵琶湖（滋賀県・池田昇平）�   2-26�

諏訪湖（長野県・林 正敏）�   2-27�

三陸海岸（岩手県・関川 實）�   2-28�

中禅寺湖（栃木県・野中 純）�   2-29�

佐渡島（新潟県・岡久雄二，近藤健一郎）�   2-29�

対馬（長崎県・杉原 敏）�   2-30

ミサゴ�モノグラフ�
（先崎啓究，原 星一，伊関文隆）�   2-32

ミサゴの「野性の瞬間」を撮る�
（松木鴻諮）�   2-34

響灘ビオトープに作られた“ミサゴポール”とは?�
（三上 剛，響灘ビオトープ）�   2-38

海岸防風林で繁殖するミサゴたちの事情�
（原 星一）�   2-39

トビ�モノグラフ�
（先崎啓究，先崎愛子，伊関文隆）�   2-40

トビはなぜ“タカより下”に見られたのか ?�

〜昔話の中に描かれた鳶の姿�
（山下桐子）�   2-42

2 か月間バーダーを楽しませてくれた�

葛西のミサゴ（鈴木弘行）�   2-66

北海道の海ワシ類�

〜オオワシ，オジロワシを取り巻く現状〜�
（手嶋洋子）�   2-67

［3月号特集］

特集 第 1 部　野鳥クライシス�   3-5

“身近な”絶滅危惧の鳥たちの今�

1�シマアオジ（長谷部 真，富士元寿彦）�   3-6�

2�アカモズ，チゴモズ（原 星一）�   3-8�

3�シラコバト（池野 進）�    3-10�

4�ヘラシギ（富田 宏）�    3-11

オオタカの現状と今後の展望�
（今森達也）�   3-12

上高地で繁殖したジョウビタキ�
（前田篤史）�   3-14

日本で増えた鳥たちと，減った鳥たち�
（植田睦之）�   3-16

生息地の“外”で鳥を守る�
（高橋幸裕，（公財）東京動物園協会）�   3-18

「鳥の国勢調査」，全国鳥類繁殖分布�

調査に参加しよう!!（植田睦之）�   3-20

都市緑化事業と鳥類（中村忠昌）�   3-22

特集 第 2 部　 

今どきバードウォッチャーの生態 

新参者にはわかるまい !�

双眼鏡を下げたまま道を歩ける今は，�

「幸せな時代」だということを�
（柴田佳秀）�   3-25

「マナー問題」の真実�

いつから，バードウォッチャーのマナーが

問題視されるようになったのか ?�
（松田道生）�   3-26

日本最古の月例探鳥会�

「明治神宮探鳥会」（川内 博）�   3-28

「絶滅危惧」の若手バーダーを応援する�

「Young 探鳥会（ヤン探）」（石亀 明）�   3-29

明るい鳥業界の“未来予想図”�
（BIRDER，上田恵介）�   3-66

［4月号特集］

第 1 特集　小型双眼鏡活用術�   4-15

あなたが小型双眼鏡を必要とする，3 つの

理由（BIRDER）�   4-16

双眼鏡アンケート結果発表（BIRDER）�   4-18

双眼鏡の使い方の基本と小型双眼鏡の�

選び方 Q&A（志賀 眞）�   4-20

最新版�ポケット双眼鏡カタログ�
（BIRDER）�   4-22

野鳥撮影に双眼鏡が必要な理由�
（中野耕志）�   4-28

双眼鏡あるある集（BIRDER，中村利和）�   4-30

第 2 特集　 

南北海道バードウォッチングガイド  4-33

新幹線で行こう!�道南探鳥の魅力とは�
（三上かつら）�   4-34

道南（渡島半島）探鳥地ガイド�
（大橋弘一）�   4-36

道南で会いたい鳥 20（大橋弘一）�   4-40
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津軽半島探鳥地ガイド（吉岡俊朗）�   4-42

シマエナガとエナガ，その境界線はどこ?�
（三上かつら）�   4-66

［5月号特集］

ミラーレス一眼・超望遠コンデジを 

使いこなす !�   5-5

読者が撮った�ミラーレス一眼・超望遠コン

デジの野鳥写真� ��5-6

お悩み解決 !　野鳥撮影に向いているカメラ

比較表（BIRDER）�   5-16

チャート式�カメラ適正検査（BIRDER）�   5-19

最新事情�超望遠コンデジ＆ミラーレス一眼�
（志賀 眞，岩本多生）�   5-20

ミラーレス一眼スペシャルインプレッション�

オリンパスOM-D�E-M1�+��

M.ZUIKO�DIGITAL�ED�300mm�

F4.0�IS�PRO（小田切裕介）�   5-22�

ニコンNikon1�V3�+�1�NIKKOR�VR�

70-300mm�f/4.5-5.6（廣田純平）�   5-24�

キヤノンEOS�M3�+�EF100-400mm�

F4.5-5.6L�IS�II�USM（水中伸浩）�   5-26�

CP+で登場，こちらも注目のミラーレス�

一眼対応望遠レンズ（BIRDER，富士フイルム

株式会社，パナソニック株式会社）�   5-28

ミラーレス一眼で，1,000mmオーバーの�

超高倍率と高画質を手に入れる術�
（小島征彦）�   5-30

最新版�超望遠コンデジカタログ（BIRDER）�

�   5-32

超望遠コンデジ頂上対決 !�

キヤノンPowerShot�SX60�HS�vs.�

ニコンCOOLPIX�P900（志賀 眞）�   5-36

超望遠コンデジで「魅せる野鳥写真」�

撮影講座（中村利和，山口 都，株式会社ニコンイメー

ジングジャパン）�   5-40

読者が撮った�ミラーレス一眼・超望遠コン

デジの野鳥写真�選者のコメント（植田睦之，

志賀 眞，柴田佳秀，中村忠昌，BIRDER）�   5-71

［6月号特集］

海外探鳥 初めてガイド�   6-5

楽しみ方いろいろ，海外バードウォッチング

に出かけてみよう（田仲謙介）�   6-6

初心者におすすめの海外探鳥地�

ケアンズ（オーストラリア・松井 淳）�   6-8

台湾（吉成才丈）�   6-12�

タイ中部�ケンガチャン国立公園�
（明日香治彦）�   6-16

ボルネオ（マレーシア・田仲謙介）�   6-18�

バンクーバー（カナダ・川端雅章，柴田 卓）�  6-20�

サイパン・ロタ（中野泰敬）�   6-22

“鳥見英語”を知って，海外探鳥を�

より楽しもう（東郷なりさ）�   6-25

予算と時間に余裕のある大人に試して�

ほしい�バードウォッチング旅行�

ケニア（吉成 裕）�   6-26�

コスタリカ（長野時彦）�   6-28

鳥撮“弾丸ツアー”体験記�
（戸塚 学，キヤノンマーケティングジャパン㈱，ガードフォー

スジャパン㈱，㈱風の旅行社，サンディスク㈱）�   6-30

［7月号特集］

スズメ・ムクドリ・ヒヨドリ�   7-4

読者が撮った�スズメ・ムクドリ・ヒヨドリの�

決定的瞬間!�� ��7-6

スズメ・モノグラフ（先崎啓究，梅垣佑介，川崎康弘，

先崎理之，高木慎介，BIRDER）�   7-14

スズメの生活を見直す（唐沢孝一）�   7-16

スズメの卵の異様に低い孵化率�
（加藤貴大）�   7-18

スズメは元祖コンパニオンバードだった !?�
（細川博昭）�   7-19

ムクドリ・モノグラフ（高木慎介，所崎 聡，原 星一，

松村伸夫）�   7-20

「嫌われものムクドリ」の本当の姿�
（越川重治）�   7-24

シリアカヒヨドリとホシムクドリ（川上和人）�   7-27

最新「極軽」追跡ツールでわかった�

コムクドリの渡りと越冬地（小池重人）�   7-28

ヒヨドリ・モノグラフ�
（先崎啓究，高木慎介，先崎愛子，先崎理之，所崎 聡，

原 星一）�   7-30

定点カメラがとらえたヒヨドリの子育ての様子�
（原 星一）�   7-32

ヒヨドリの隠蔽種問題と，小笠原諸島の�

ヒヨドリの起源（杉田典正）�   7-34

ヒヨドリたちの渡り（梅垣佑介）�   7-36

ベランダにヒヨドリの“トイレ”を�

置いてみたら……（柴田佳秀）�   7-39

羊毛フェルトで実物大スズメを作ろう�
（つぐみ）�   7-40

読者が撮った�スズメ・ムクドリ・ヒヨドリの�

決定的瞬間 !　選者のコメント�
（植田睦之，志賀 眞，中村忠昌，BIRDER）�   7-66

［8 月号特集］

無敵のペンギンガイド�   8-13

骨から探る!�ペンギンの奇妙な姿と生態の

秘密（川上和人，中村利和，我孫子市鳥の博物館）�

�   8-14

最も新しいペンギン図鑑�
（上田一生，井上大介，田邊優貴子，谷 英雄）�   8-16

双眼鏡でもっと楽しい，水族館のペンギン

観察（BIRDER，東京都葛西臨海水族園，カールツァ

イス株式会社）�   8-25

野生のペンギンを訪ねて�

−「妖精」「王」「皇帝」への出会い方ガイド� ���

南極（伊藤栄治郎）�   8-26�

フィリップ島（オーストラリア・松井 淳）�   8-30�

フォークランド諸島（井上大介）�   8-32

南極の環境変動と減るペンギン，�

増えるペンギン（國分亙彦）�   8-34

「ペンギンビデオ」の映し出した真実�
（渡辺佑基）�   8-36

ペンギン見るなら撮るなら�

おすすめ動物園・水族館（小宮輝之）�  8-38

日本がペンギン大国になるまで��

〜ペンギン飼育史〜（小宮輝之）�   8-66

［9月号特集］

カラス類 大百科�   9-13

知力で生きるカラス類（松原 始）�   9-14

個性派ぞろいの国産カラス図鑑�
（梅垣佑介，先崎啓究，高木慎介，原 星一，上野信一郎，

小田谷嘉弥，松村伸夫）�   9-18

あなたと似ているのは，どのカラス?�
（BIRDER）�   9-26

カラスはいつから「不吉な鳥」とされたのか ?�
（細川博昭）�   9-27

寛容と工夫の精神で“カラスと向き合う”方法�
（杉田昭栄）�   9-28

八重山諸島のオサハシブトガラス�
（山崎剛史）�   9-30

分布を広げたミヤマガラス（髙木憲太郎）�  9-31

ワタリガラス観察の心得（藤井 薫）�   9-32

ホシガラスは，種子をどこに埋めて，�

いつ食べるのか？（西 教生）�   9-33
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東のオナガ，西のカササギ�
（原田俊司，江口和洋）�   9-34

カケスの物まねレパートリーが豊富な理由�
（松田道生）�   9-36

奄美の鳥のシンボル，ルリカケスの�

過去・現在・未来（石田 健）�   9-37

実際にはやっていない�カラス都市伝説�
（柴田佳秀）�   9-66

［10月号特集］

図鑑だけでは見分けられない鳥たち   10-5

識別マイスターの目のつけどころ，教えます�
（梅垣佑介）�   10-6

秋の渡り〜冬鳥シーズンに役立つ�

“識別マイスター”集中講義

初級編�：�秋の渡り直前，ハイタカとサメビタ

キをおさらい

　ハイタカとツミ（原 星一）�   10-8�

サメビタキ類（梅垣佑介，高木慎介）�   10-9

中級編�：�冬鳥シーズンに備えてカモとカモメ

をレベルアップ

　アメリカヒドリ雌（澤本将太）�   10-10�

スズガモ雌とコスズガモ雌（氏原道昭）�

�   10-11�

カナダカモメとセグロカモメ（成鳥冬羽の場合）�
（森田佑介）�   10-12

上級編�：�マイスターへの登竜門，最難関の

カモメ，ジシギ，ムシクイ

　アメリカコガモ雌とコガモ雌（氏原巨雄）�

�   10-13 

ジシギ類（小田谷嘉弥）�   10-14 

メボソムシクイ上種（梅垣佑介）�   10-16�

エゾムシクイとアムールムシクイ（大西敏一）�

�   10-18�

クムリーンアイスランドカモメとカナダカモメ�
（先崎啓究）�   10-19

「声の識別」に図鑑は役に立たない?�
（松田道生）�   10-20

DNAを調べないと識別できない鳥�
（杉田典正）�   10-22

バードウォッチャー�鳥識別あるある�
（BIRDER）�   10-24

［11月号特集］

冬の九州 鳥見三昧�   11-4

万羽鶴から珍鳥まで，冬は九州の探鳥が�

アツい !（所崎 聡）�   11-6

九州で見てほしい鳥�BEST20�
（上野信一郎，尾上和久，國友靖彦，所崎 聡）�   11-8

大都会・博多の探鳥地（國友靖彦）�   11-12

森の都・熊本市内の探鳥地�
（岡本浩太朗）�   11-14

よかとこ九州�7 県おすすめ探鳥地ガイド�

福岡県（國友靖彦）�   11-16�

佐賀県（BIRDER，宮原明幸（日本野鳥の会佐賀県

支部））�   11-17�

長崎県（谷口秀樹）�   11-18�

熊本県（高野茂樹）�   11-19�

大分県（田中 弘，渡会満寿男）�   11-20�

宮崎県（中村 豊）�   11-21�

鹿児島県（所崎 聡）�   11-22

福岡県に飛来した超珍鳥，ヒメノガンの記録�
（岡部海都）�   11-23

ほかの地域と違う九州の渡り鳥�
（植田睦之，内田 博）�   11-24

有明海の人工島，三池島とは?�
（松富士将和）�   11-26

九州から分布を広げつつある鳥�
（三上かつら，渡会満寿男）�   11-66

［12月号特集］

最近ニュースになった鳥たち�   12-15

新聞写真記者が語る「野鳥ニュース」の 

作り方（堀内洋助）�   12-16

識者が語る，最近気になった「鳥ニュース」�

�   12-18 

フィリピンでサシバの保護の取り組みが

本格的にスタート（植田睦之）�

猫が鳥を捕食できなくなる=「画期的な

首輪」登場（♪鳥くん）�

トキ，佐渡島の外で初公開へ（小宮輝之）�

ケープペンギン絶滅の危機（上田一生）�

嘴に奇形を有する鳥はどうなってしまう

のか？（石亀 明）�

ふなばし三番瀬海浜公園に「環境学習

館」が併設（中村忠昌）�

Nikon「D500」発売（志賀 眞）�

本州を経由せず大陸に直接渡る北海

道のノビタキ（Young Guns）�

6日間，無着陸で飛び続けたオオジシギ

のおそるべし飛翔能力（柴田佳秀）�

にせのクモで鳥をだまして捕食するヘビ
（川上和人）

あの鳥ニュースの“その後”を掘り下げる!

昨冬関東に飛来したハクガンとコクガンは

どこへ？（澤 祐介）�   12-22

アトリの大群は，今冬もやって来るのか ?�
（平野敏明）�   12-24

鳥類観察施設が危ない�

行徳野鳥観察舎（石亀 明）�   12-26 

大阪南港野鳥園（大西敏一）�   12-27

「タンチョウへの給餌を削減」が投げかけ

た波紋（黒沢信道）�   12-28

福井で羽毛恐竜発見 !　日本の太古の翼の

なぞを探る（今井拓哉・河部壮一郎）�   12-30

全国鳥類繁殖分布調査から見えてきた�

日本の鳥たちの現状（植田睦之）�   12-32

国際政治の糸を引く鳥たち�〜イギリスの

EU 離脱と鳥の関係（東郷なりさ）�   12-34

徹底分析 !　新おがさわら丸の「鳥見力」�
（石田光史）�   12-36

最近の鳥見マナーに関するあれこれ�
（志賀 眞，戸塚 学，♪鳥くん）�   12-66

ENJOY BIRDING

鳥好き人の地球の渡り方（菅原貴徳）

#01�北欧の都のカワアイサ�   1-2

#02�ユリカモメの眠れぬ夜�   2-2

#03�街を見下ろして�   3-2

#04�南国の夕暮れ�   4-2

#05�北極圏の白い春�   5-2

#06�ロンドンの都市鳥たち�   6-2

#07�ホシムクドリのねぐら入り�   7-2

#08�車窓のシュバシコウ�   8-2

#09�港町のカモメたち�   9-2

#10�ハロウィーンの裏で�   10-2

#11�ねぐらに集うサギたち�   11-2

#12�古都がにぎわう夜に�   12-2

BIRDER GRAPHICS

鳥の「顔面大博覧会」（♪鳥くん）�   1-34

野生のオウム・インコの世界�
（岡本勇太，Liferbird）�   3-34

ミサゴ（吉野俊幸）�   4-4

天売島の海鳥たち（寺沢孝毅）�   6-34

初夏から夏にさえずる鳥たち�
（江口欣照，松田道生，簗川堅治）�   8-4

クロアジサシのコロニー�
（山田芳文）�   9-4
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渓流沿いで会いたい，ミソサザイ�
（水中伸浩）�   10-28

モンゴル・ゴビ砂漠の鳥たち�
（米持千里）�   11-32

北海道の猛禽�
（石橋孝継）�   12-4

Young Guns の野鳥ラボ（Young Guns）

#34�タイミルセグロカモメ（1）�   1-44

#35�タイミルセグロカモメ（2）�   2-44

#36�コベニヒワとベニヒワ�   3-44

#37�ハクセキレイの亜種�   4-44

#38�カワウとウミウ�   5-44

#39�アホウドリ類の生態�   6-44

#40��大形シロハラミズナギドリ類の識別と�

�生態�   7-44

#41�嵐と海鳥�   8-44

#42�チョウゲンボウの亜種と個体差�   9-44

#43�ジシギ類の形態と識別�   10-44

#44��マミジロタヒバリとコマミジロタヒバリの�

�識別�   11-44

#45�雑種シギの両親を推定する�   12-44

私のケッサク！“鳥”写真
（読者の皆さん・叶内拓哉）

�   1-48，2-48，3-48，4-48，5-48，6-48，7-48，

�   8-48，9-48，10-48，11-48，12-48

鳥の形態学ノート（川口 敏）

#70�マガモ�ペニス�   1-50

#71�ミサゴ�魚食適応�   2-50

#72�ミサゴ�収斂（しゅうれん）�   3-50

#73�ミサゴ�S5 がない�   4-50

#74�雌のように見える雄�   5-50

#75�ジュウイチ�擬態 ?�   6-50

#76�ジュウイチ�胃の内容物�   7-50

#77�ジュウイチ�鳥のキメラ�   8-50

#78�アオサギ�婚姻色�   9-50

#79�アオサギ�第 3の選択�   10-50

#80�アオサギ�鼻の穴�   11-50

#81�アオサギ�見下し目線�   12-50

ぶらり・鳥見 散歩道（♪鳥くん）

東北の街では，もしかしたらクマタカと�

出会えるかもしれない�
（秋田県横手市・真人公園）�   1-52

陸から海ワシを観察するなら，ココがおすすめ !�
（北海道根室市・レストラン＆コテージ レイクサンセット）�  2-52

圧巻 !!�田園を埋めつくすガンの大群�
（秋田県能代市）�   3-52

アホウドリが身近に感じる極上の船旅�
（八丈島航路）�   4-52

空を覆いつくすシギ・チドリ類の大群 !�

有明海の干潟はスケールが違う!!�
（佐賀県佐賀市・干潟よか公園）�   5-52

「鳥の多さ」を五感で感じる森�
（山梨県甲州市・柳沢峠）�   6-52

標高 2,200mの別天地�
（長野県王滝村・田の原天然公園）�   7-52

清流にサンコウチョウのさえずりが響く�
（神奈川県・森戸川渓谷）�   8-52

ツバメのねぐら入りウォッチング�
（埼玉県さいたま市・芝川第一調整池）�   9-52

たまにはのんびりとタカの渡り観察を楽しもう!�
（埼玉県寄居町・中間平）�   10-52

越冬地のシギチは，数も種類も半端じゃな

かった !（タイ・ペッチャブリー県 Pak Thale）�  11-52

カワセミファンにおすすめしたい�

「都会の湿地」�
（東京都清瀬市・清瀬金山調節池）�   12-52

Bird Tracking（赤 勘兵衛）

#258�オオタカ（幼鳥）�   1-54

#259�ウグイス�   2-54

#260�フクロウ�   3-54

#261�アオジ�   4-54

#262�チョウゲンボウ�   5-54

#263�ハヤブサ�   6-54

#264�アカゲラ�   7-54

#265�シジュウカラ�   8-54

#266�メジロ�   9-54

#267�ツミ（雛）�   10-54

#268�ツミ（幼鳥）�   11-54

#269�ツミ（若鳥）�   12-54

Field Report（水谷高英）

#61�モズのはやにえ
4 4 4 4

を探す。�   1-56

#62�ライフリスト150からの鳥見Ⅰ。（冬編）�

�   2-56

#63�ライフリスト150からの鳥見Ⅱ。（冬編）�

�   3-56

#64�オオワシを観に。�   4-56

#65�モズのはやにえとなわばり。�   5-56

#66�高尾山をサシバが渡る。�   6-56

#67�城ヶ島で海鳥観察�   7-56

#68�梅雨入り直前の鳥見。�   8-56

#69�消える里山，再生をめざす里山。�

�   9-56

#70�かご抜け鳥�   10-56

#71�内陸シギチを探して。�   11-56

#72�タカが渡る絶景ポイントを探す旅Ⅱ�

�   12-56

ヒヨ吉が行く! リターンズ

～「47 都道府県の鳥」訪問記～（ヒヨ吉）

#13/47�サンコウチョウ（静岡県）�   1-58

#14/47�ヒバリ（茨城県）�   2-58

#15/47�シラコバト（埼玉県）�   3-58

#16/47�カイツブリ（滋賀県）�   4-58

#17/47�オシドリ（長崎県）�   5-58

#18/47�カモメ（神奈川県）�   6-58

#19/47�オオルリ（栃木県）�   7-58

#20/47�コウノトリ（兵庫県）�   8-58

#21/47�コノハズク（愛知県）�   9-58

#22/47�コマドリ②（奈良県）�   10-58

#23/47�ホオジロ（千葉県）�   11-58

#24/47�ナベヅル（山口県）�   12-58

伝説の翼（長島 充・斉籐ヒロコ）

#49�丹頂（Red-crowned Crane）�   1-60

#50�白頭鷲（Bald eagle）�   2-60

# 最終回�渡鴉（raven）�   3-60

野鳥図譜（佐野裕彦）

#85�オオバン�   1-61

#86�ムジセッカ�   2-61

#87�イスカ�   3-61

#88�ヒレンジャク�   4-61

#89�キレンジャク�   5-61

#90�トラツグミ�   6-61

#91�ミソサザイ�   7-61

#92�ヤマガラ（Ⅱ）�   8-61

#93�ドバト�   9-61

#94�ドバト（Ⅱ）�   10-61

#95�アカコッコ�   11-61

#96�アオバト（Ⅰ）�   12-61

Dr. アカヒゲの島旅日誌（関 伸一）

#10�晴れ男の憂鬱�   1-68

#11�大正時代からのアカヒゲ便り�   2-68
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#12�太陽と月とアカヒゲ�   3-68

#13�キレイな島にはトゲがある�   4-68

#14�茶碗箱の中のアカヒゲ�   5-68

#15�南から来た行商人�   6-68

#16�大きすぎる島�   7-68

#17�アカヒゲは4 畳半がお好き�   8-68

#18�さかい目の島�   9-68

#19�アカヒゲは御札を三枚もっている   10-68

#20�井の底のアカヒゲ�   11-68

#21�あこがれの放浪者�   12-68

鳥博士の研究レポート（Liferbird）

#22�意外に静かなハシブトガラス�

��（松原 始）�   1-70

#23�都会のアオサギの子育て（白井 剛）�  2-70

#24�旅するオカメインコたち（岡本勇太）�   3-70

#25�山の上へと種を運ぶホシガラス�

��（西 教生）�   4-70

#26�浮気の子は雄に偏る?（油田照秋）�   5-70

#27�ヒヨドリは花の敵?�味方?（吉川徹朗）�  6-70

#28�カイツブリの水中頸振り（郡司芽久）�   7-70

#29�鳥の分布を推定する（岡久雄二）�   8-70

#30�鳥の数を推定する（岡久雄二）�   9-70

#31�雌に貢ぐモズの雄（遠藤幸子）�   10-70

#32�最後に産まれる奇妙な卵の謎�

　（田島美和）�   11-70

#33�イワツバメの巣立ち雛の夜�

　（西 教生）�   12-70

学生鳥見サークルに行こう !
#01�麻布大学�野鳥研究部�   1-72

#02�北里大学獣医学部�自然界部�   2-72

#03��東京農業大学�厚木キャンパス農友会�

�動物研究会�   3-72

#04�酪農学園大学�野生動物生態研究会�

�   4-72

#05�東邦大学�野鳥の会�   5-72

#06�東北大学�野鳥の会�   6-72

#07�早稲田大学�   7-72

#08�北海道大学野鳥研究会�   8-72

#09��岐阜大学�野生生物同好会　�

�カテナビタ�   9-72

#10�大阪市立大学�野鳥の会�   10-72

#11��日本獣医生命科学大学��

�カントリー�   11-72

#12��新潟大学公認同好会�

いきものサークル�ふかみどり�鳥班�

�   12-72

Ting の英吉利流バードウォッチング 

見てある記（東郷なりさ）

#10�イギリスのバードウォッチング書籍�  1-73

#11�イギリス人は皆バードウォッチャー?�  2-73

#12�イギリスの住宅と餌台文化�   3-73

#13�鳥とアート�   4-73

#14�イギリス児童文学で鳥を知る�   5-73

#15�イギリスの鳥見グッズと専門店�   6-73

#16�身近な自然を楽しむ権利�   7-73

#17�ハイイロチュウヒの苦難�   8-73

#18�本場の自然保護区はどんなところ?�  9-73

#19�自然保護区の運営�   10-73

#20�遊園地ではなく保護区へ�   11-73

#21�イギリス人にとっての環境 NGO�  12-73

BIRDER NEWS

ミラーレス機，超望遠コンデジで撮った作品

限定の野鳥写真大募集 !!��   1-29，2-31

ツァイスの新フラッグシップ機「VICTORY�

SF」は，どこまで“進化”したのか ?�
（野村 亮）�   1-30

BIRDER 特製!　2016年�上半期��

卓上型カレンダー（菅原貴徳）�   1-31

全日本“鳥”フォトコンテストin�JBF�2015�

入賞作品�   2-4

スズメ・ヒヨドリ・ムクドリ限定の野鳥写真�

大募集 !!�   3-23，4-32，5-29

最高の双眼鏡は，最高に使いやすい双眼

鏡へと進化した !�リニューアルされたスワ

ロフスキー「EL�SWAROVISION�WB」

を試す（小島征彦，小島みずき）�   3-24

第10回フィリピンバードフェスティバル（PBF）�

参加レポート（谷口りつこ，明日香治彦）�   3-30

彩湖道満 Young 探鳥会�with�BIRDER�

レポート（♪鳥くん）�   3-32

バンガードのフラッグシップ双眼鏡，�

エンデバー�ED�Ⅳ誕生 !（神戸宇孝）�   5-4

コーワPROMINARレンズとミラーレス�

一眼で身軽に楽しむ，台湾野鳥紀行�
（菅原貴徳，興和光学株式会社）�   5-34

これからの野鳥撮影はミラーレス一眼が�

主流になるのか ?「CP+2016」レポート�
（小島征彦）�   5-66

サクラの花に来て盗蜜するヤマガラ�
（水中伸浩，柴田佳秀）�   6-60

全日本“鳥”フォトコンテストin�JBF�2016�

作品募集�   6-66

BIRDER 特製 !　2016年�下半期�

卓上型カレンダー（菅原貴徳）�   7-37

「ふくしまキッズプロジェクトinこだいら��

井の頭公園編」レポート（髙野 丈，㈱いきもん，

興和光学㈱，三鷹の森ジブリ美術館）�   7-60

ケンコー・トキナークリニックで双眼鏡の�

「健康診断」をしよう（BIRDER）�   7-67

ニコンMONARCHシリーズに新モデル登場�
（BIRDER，株式会社ニコンビジョン，株式会社ニコン 

イメージングジャパン）�   8-40

日本野鳥の会奈良支部主催「ヤングバー

ダー探鳥会」レポート（南山 保）�   8-60

海鳥を護り，マグロを獲る〜マグロ漁と海鳥

保護の両立を目指して（南 浩史）�   9-38

秋の珍鳥迷鳥遠征記（YG-1）�   9-40

国産最強のコンパクト双眼鏡登場 !!�

コーワ「GENESIS�22�PROMINAR」�
（續ユキ子）�   9-60

日本初のムナグロ標識個体観察記�
（神戸宇孝）�   10-26

ヤンバルクイナたちの今 !�

やんばるの森は平穏を取り戻すことが�

できたのか ?�（前編 / 戸塚 学）�   10-38

定期航路で海鳥観察を満喫しよう!!�
（石田光史）�   10-40

茨城県稲敷市に飛来したアシナガシギ�
（澤本将太，♪鳥くん）�   10-60

葛西臨海公園�月例 +Young 探鳥会�

with�BIRDER 開催告知�   10-67

鳥撮“弾丸ツアー”体験記�第 2 弾�

九州で物足りなかったら，韓国へ行くべし�
（戸塚 学）�   11-27

ヤンバルクイナたちの今 !�

やんばるの森は平穏を取り戻すことが�

できたのか ?�（後編 / 戸塚 学）�   11-42

ジャパンバードフェスティバル2016�

開催告知�   11-60

鳥見・鳥撮を本気モードにさせる双眼鏡 &

フィールドスコープ�

Nikon「MONARCH�HG」／

「MONARCHフィールドスコープ」�
（中野泰敬）�   12-37
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年末恒例�2017 年�カレンダープレゼント�

�   12-38

身軽に楽しむ高速・高画質野鳥撮影�

FUJIFILM�X-T2 ／ XF100-400mm�

F4.5-5.6�R�LM�OIS�WR（菅原貴徳）�

�   12-40

埼玉県川越市に出現したミナミクイナ�
（高井 歩，♪鳥くん，島田猛靖）�   12-60

今月のプレゼント

�   1-63，2-63，3-63，4-63，5-63，6-63，7-63，�

�   8-63，9-63，10-63，11-63，12-63

BIRDER's BOX

�   1-74，2-74，3-74，4-74，5-74，6-74，7-74，�

�   8-74，9-74，10-74，11-74，12-74

BOOK REVIEW

�   1-77，2-77，3-77，4-77，5-77，6-77，7-77，�

�   8-77，9-77，10-77，11-77，12-77

特別付録

BIRDER�DIARY�2016�   1


