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はじめに
「太陽と海と緑-観光文化のまち」をうたう本部町。観光に関しては『

美ら海水族館』の存在が大きくその名は全県に知れ渡っています。それ
に比べると文化面に関しては大衆化が進み、地域の一般的な風物や自然
が顧みられなくなっているようにも思います。そこで、本部町立博物館
としては歴史や文化を踏まえながら本部町の風物や自然を取り上げ、次
の世代へ繋ぎ文化の発展にも繋げるよう取り組んで行こうと考えていま
す。

本博物館の展示室を見て回ると分かっていただけると思います。地方
の博物館で本館ほど鳥の剥製を展示している所はそうないはずです。そ
の中には日本では大変貴重なワタリアホウドリの剥製も含まれています
。そこで、先輩方が築き上げてきた「鳥」をテーマに新たな切り口で取
り組んでみたいと思い、身近にいる『本部町の鳥』だけを取り上げてみ
ることにしました。

この小冊子には、これといって凄い写真や美しく見栄えのある写真は
ありません。また、ヤンバルクイナやノグチゲラなどよく知られている
鳥も出てきません。それから、撮影も高級なカメラや高い倍率のレンズ
も使用していません。使用したカメラは２００㎜レンズのデジタルカメ
ラだけです。被写体となった鳥も偶然に目の前に現れた鳥がほとんどを
占めています。文字通り身の回りにいる本部町の鳥を一年半撮り続けた
ものです。

また、学術的な目的をもっているものでもありません。ただ、町の博
物館として本部町で見られる生き物に少しでも関心を寄せてもらえれば
と思い綴ったものです。本部町で年中見られる鳥（留鳥といいます）の
種類はそれほど多くなく、いわゆる方言名をもっている鳥は数えるほど
しかいません。方言名があるものでも見られなくなった鳥もいます。そ
れでも、日々観察を続けていると様々な鳥と出会い、それらの鳥の生き
生きとした様子に触れることができます。

わずか一年半の鳥の観察でしかありませんが、生命力の豊かさをとて
も感じました。本部町でも開発が進み鳥の生活環境を狭めてはいますが
、生活環境を人工の方へと移し数を増やしている鳥たちもいるのです。
生命力の豊かさが自然の豊かさを産み出して行くのではないでしょうか
。ここ本部町の鳥たちを意識しながら見て過ごすだけでも、忘れていた
季節感や創造される生命力に気付くはずです。生き生きした鳥たちに少
しでも興味をもっていただければと思います。



『本部町の鳥』発行に寄せて

小冊子『本部町の鳥』は、コロナ禍の中でも、情報を発信し続
けたいという博物館スタッフの熱意により、随時行われたWEB企
画展の一環として発行されました。

博物館スタッフが、一年半をかけて、ごく普通の日常の中で、
偶然に出会った鳥たちを撮りためたもので、写真の一枚一枚に、
鳥たちの様々な姿や表情が写されています。また、鳥ごとに生息
する自然環境も一緒に載せられているので、そこでの鳥たちの暮
らしぶりに想像が広がります。

何と言っても、「え！この鳥も本部にいたの？」と、これまで
気付かなかった鳥がいたことにも驚きです。
撮った人（博物館スタッフ）の日常的な鳥たちへの関心と優しい
眼差しがなければ作れなかった小冊子といえます。

海辺の鳥、水辺の鳥、野山の鳥、沖縄には多種多様な鳥が生息
していると聞きます。私たちの本部町には、そのいずれの鳥も数
多く生息しており、それだけ自然の豊かさが残っている地域だと
言えます。

発行に当たり、いつも新鮮な発見と驚きと知的な情報の発信に
努力してくれる博物館スタッフに感謝すると共に、この小冊子に
よって、本部の自然の豊かさが多くの大人や子どもたちに伝えら
れ、多様な生き物たちと共存できる持続可能な未来を創る一助に
なることを願います。

本部町教育委員会
教育長 知念正昭



海水淡水の水辺で見られ、日本のサギの仲間では最大。
２０年の間徐々に増え続け現在では１０羽～１５羽ほどで森をねぐらにしている。
秋の夜中静寂を破って「ギャー ギャー」と叫ぶように鳴く。
春アオサギが帰るまで森に棲むものは夜中の「ギャー」に悩まされているのかもしれない。

アオサギ（蒼鷺）
Ardea cinerea

ペリカン目サギ科
全長 90～98ｃｍ 冬鳥

アオサギの立ち姿（2020年2月） アオサギの飛び姿（2020年10月） 樹上のアオサギ（2019年4月）

春の海 旅立ちの頃 ファミリーだろうか（2019年3月） シーズン最後の森 ここから旅立った（2020年3月）

アオバズク（青葉木菟）
Ninox japonica

フクロウ目フクロウ科
全長 27～33ｃｍ 留鳥

住宅地域の森から山の森まで響く声で
「ホォ ホォ」の鳴き声を聞く。

飛び方はある種の昆虫を思わせる。羽ばたく
際に羽音がしない。
夕暮れから鳴きだし明け方まで時を測りなが
ら鳴く。鳴き声は響くが寝心地を損ねない。

ライトを照らしても逃げない。
大木に巣をつくる反面餌は人家に集まる生き
物を狙う。人との共生をうかがわせる。

玄関先の電線で（2020年3月）



イソシギ（磯鷸）
Actitis hypoleucos

チドリ目シギ科
全長 19～21ｃｍ 留鳥

留鳥といわれるがここの干潟では夏は見かけない。
秋から春にかけて干潟や河川、港の護岸やテトラポットで見かけ、海岸や河岸では朝昼
夕見られる。
尾を上下に揺らしながら歩き、「チリーチリー」と鳴く。
石やテトラポットの上で片足立ちして休む。

腹ごしらえ後のひと休み（2019年4月午後3時頃） エサを見つけると小走りにくちばしで突く

イソヒヨドリ（磯鵯）
Monticola solitarius

スズメ目ヒタキ科
全長 約23ｃｍ 留鳥

本部では年中見られる留鳥。
磯部から山辺まで大きなスーパーの駐車場など自然を離れた人工的な場所でもよく見
かける。現在、本部町ではスズメよりも見る機会が多い。
メロディーをもった美しい声で、オスは美声美貌で縄張り意識が強く、他の鳥が来ると追
い払う。方言名ではイシブーサーと呼ぶ。

環境適応力が高いのであろう。あらゆる場所でその姿
を見る。ビニールハウスの上で朝日を浴びる。
左メス、右オス（２０２０年４月）

↓庭の車の上で
縄張りを主張するオス
（2020年2月）

↑公園のテーブルの上で
エサをうかがうメス
（2019年4月）



ウグイス（鶯）
Horornis diphone

スズメ目ウグイス科
全長 14～16ｃｍ 留鳥

留鳥と言われるが夏から秋の間はこの辺
りではその姿を見ない。
本部の低地では漂鳥であろう。

冬には舌打ちするような「チョッ チョッ」
の地鳴き（笹鳴）にその姿を見る。

この辺りでは「ガッチョッチョー」というあ
だ名のような呼び名をもっている。

ダイトウウグイスは1920年代に絶滅したとされていたが、
近年の研究で奄美諸島と沖縄諸島に留鳥として分布して
いるのは、リュウキュウウグイスではなくダイトウウグイスで
あるといわれるが？ウグイスは日本三鳴鳥の一つ。

※ウグイス・オオルリ・コマドリを三鳴鳥と呼ぶ。

縄張り意識が強く 「ホーホケキョ」を真似るとむきになって
「ホーホケキョ」を返してくる（2020年2月）
*冬庭先に来るウグイスはリュウキュウウグイスの可能性大

エゾビタキ（蝦夷鶲）
Muscicapa griseisticta

スズメ目ヒタキ科
全長 約15ｃｍ 旅鳥

全国で春秋に見かける旅鳥。５００円玉三枚ほどの体重で全国を飛び回っている。
２０１９年１０月２日～３日の二日間だけ観察できた。

沖縄は留鳥の種の数は少ないが日本で観察される約６００種の
鳥の7割以上が観察されるといわれる。
本部町でもエゾビタキのような旅鳥・渡り鳥が春秋観察できる
（2019年10月3日）

はじめてみるエゾビタキ。
エゾビタキの名を持っているが北海道よりも他
県に見られるという（２０１９年１０月2日）



エリグロアジサシ（襟黒鯵刺）
Sterna sumatrana

チドリ目カモメ科
全長 30～32ｃｍ 夏鳥

鹿児島県以南～南西諸島にかけて局地的に繁殖する夏鳥。
わずかな岩礁でヒナを育てていた。目先から頭部にかけての黒い帯が目立つ。
海原に響き渡る「キュイ」の鳴き声。
小さな群れをなし純白な体で急降下して真っ青な海に飛び込み魚を捕らえる。

この小さな岩礁がエリグロアジサシと
本部をつないでいる

子育ての最中（2020年7月） 研ぎ澄まされたスタイリッシュで
無駄のない飛翔

これはおそらくエリグロアジサシのプロポーズであろう（２０２０年５月）
魚獲り上手をアピールするオス（右）とお澄ましして待つメス（左）

カワセミ（翡翠）
Alcedo atthis

ブッポウソウ目カワセミ科
全長 約17ｃｍ 留鳥

本部では留鳥であるが近年見られなくなった。飛ぶ宝石とたとえられるほど美しい。
河川・公園の池淡水の水辺を好むようだ。
カーラカンジューの方言名もカーラ（川）淡水のものとして名づけられたのであろう。
下くちばしの赤いのはメス、黒いのはオスである。

朝陽をあびて輝くカワセミの背中。
その美しさは何にたとえよう？
（２０２０年３月）

その美しさは子々孫々まで。
奥がメスで、手前がオス。
（２０２０年３月）

ちょっと一休み（２０２０年３月）



キアシシギ（黄足鷸）
Tringa brevipes

チドリ目シギ科
全長 23～27ｃｍ 旅鳥

砂浜・干潟に訪れる。その名の通り足は黄色。シギにはアカアシシギ・アオアシシギがいる。
撮影時には小さなカニをくわえていた。テトラポットのフナムシを捕食するという。

直角に曲がっている部分が鳥の踵 フラッシュ無しで捉えるぎりぎりの時刻 識別できなくなる暗さまで
エサを採っていた

９月から１０月にかけて本部の干潟に渡鳥や旅鳥が飛来する（２０１９年９月）
キアシシギは単独で訪れてきた。その姿は美しさと気品を感じさせた。

キジバト（雉鳩）
Streptopelia orientalis

チドリ目シギ科
全長 約33ｃｍ 留鳥

キジバトの鳴き声を聞かない日はない。
全国的に高山以外は山林河川都市公園いたるところで見られる。方言では「ホォートゥ」と
言う。目立たないが最も繁栄している野鳥の一つであろう。
庭に来る時には大体は仲睦ましくカップルで来る。
鳴き声は全国的に「デーデー ポポー」であろうが「リュウキュウバト」と毎朝聞こえる。

よく見ると美しいキジバト（２０１９年４月） 夕方になると庭に二羽一緒に
訪れる（２０２０年９月）

夕陽に毛づくろい
（２０２０年９月１７時過ぎ）



キセキレイ（黄鶺鴒）
Motacilla cinerea

スズメ目セキレイ科
全長 18～20ｃｍ 冬鳥

南西諸島では冬鳥。淡水の水辺や背の低い草地、人通りの少ないアスファルト道。
人が来ると「チチッ チチッ」と囀りながら飛び去って行く。
テンポよく尾を上下に振る そのしぐさから「ブイブイグヮー」と呼ばれている。
ブイブイ＝フイフイ（振り振り）グヮーとは小さいものを指す言葉。
オスばかりでなくメスも腰を振り振り求愛ダンスを踊るという。

キセキレイの立ち姿（2020年10月） テンポよく尾を上下に振るキセキレイ（2020年10月）

キョウジョシギ（京女鷸）
Arenaria interpres

チドリ目シギ科
全長 21～22.5ｃｍ 旅鳥

シベリアあたりで繁殖し台湾以南で越冬する、北
極圏から熱帯圏まで広範囲な生活圏をもつ旅鳥
２０２０年４月２日～６日本部で観察された。

顔の隈取が歌舞伎役者を思わせる（メス）

↑石を引っ繰り返してエサを
ついばむ（英名ターンストーン）

↑１００gの身体一つで本部から
北極圏まで飛ぶ。
飛ぶ後ろ姿の向こうに北極が。

手前がメスで向こうがオス。顔の隈取の違いで判別



クロサギ（黒鷺）
Egretta sacra

ペリカン目サギ科
全長 58～66ｃｍ 留鳥

海岸で年中見られる。名の通り全身黒いが白色型も混じる。
ダイサギやコサギに比べると腰が低く（足が短い）歩き方が速くて雑に見える。
夏ここの干潟に見える白い鷺はクロサギの白色型。「グワァ」の鳴き声を発する。

見ていて飽きないユーモラスな
クロサギの動き

飛び方も他のシラサギと比べると
雑に見える

短い足、大股で餌に向かう（白色型）

白黒どちらもクロサギ（２０２０年４月）

コゲラ（小啄木鳥）
Yungipicus kizuki

キツツキ目キツツキ科
全長 約15ｃｍ 留鳥

コココ コココと木をつつく小型のキツツキ。公園や庭など木のある場所で生息する。
メジロ・シジュウカラなどと混じって群れをつくる（混群という）。
「ギィー」と独特な鳴き声を発する。方言名は聞いたことがない。

体のわりに大きな足とかぎ爪
（２０１９年５月）

長い舌を伸ばして餌を探す

↑巣立ち前の学習。
ヒナ鳥（上）を見守る親鳥（下）
（２０２０年４月）

→ヒナ鳥（上）にエサを
あたえる親鳥（下）



コサギ（小鷺）
Egretta garzetta

ペリカン目サギ科
全長 55～66ｃｍ 冬鳥

一部地域では留鳥とあるが本部町では冬鳥であろう。貯水池や干潟でよく見られる。
ダイサギと一緒にいるのをよく見かける。小さな魚などを捕食している。
ダイサギ・チュウサギは嘴が黄色いがコサギは一年通して黒く、足指だけが黄色い。

2020年春の見納め（4月吉日） コサギとダイサギ渡り間近の交流 二羽並んで飛翔する姿

春の海は楽しく美しく、ホップステップフライイング（２０２０年４月）

ササゴイ（笹五位）
Butorides striata

ペリカン目サギ科
全長 40～48ｃｍ 冬鳥

本部では越冬する冬鳥。流れのある水辺を好むとある。
見るのは二カ所とも貯水池であった。
笹の葉を繊細にエッチングしたような羽が美しく、名の由来もここから来ている。
人との間合いを取り ある距離まで接近すると水面を滑るように飛んで向こう岸へ。
見かけによらず神経質のようだ。

静かに佇んでいると気づかない
（2020年11月）

ササゴイが飛び立ってゆく姿はあまり
見られないらしい

大きな獲物を捕らえる



サシバ（指羽・差羽など）
Butastur indicus

タカ目タカ科
全長 オス約47ｃｍ メス約51ｃｍ 旅鳥

本部町では秋冬を象徴する鳥。
１０月初旬ごろ渡って来て、４月の初旬ごろ帰る。
各地に聞きなしが多く猛禽ながら県民に愛されている鳥。
オバァ（祖母）の聞きなしは「チッチミー」であった。
「タカ飛び渡る秋の空」小学時に歌った運動会を想い出す。

縦縞の胸の羽毛は幼さを表している
が渡りの時は迫る（２０２０年２月）

青々とした冬空に響き渡る鳴き声と
猛々しい飛翔（２０２０年２月）

胸の横縞は立派な成長のしるし
（２０１９年１１月）

チッチミー ピィピィユイ クインビー チンミー
サシバの声が秋を告げ冬を招き
サシバの声が無くなると春から夏へと向かう
（２０２０年３月２９日）

シジュウカラ（四十雀）
Parus minor

スズメ目シジュウカラ科
全長 14～15ｃｍ 留鳥

全国的に留鳥として見られ、山林から住宅の庭まで木のある場所ならどこでも見られる。
本部町で最もポピュラーな野鳥の一つ。しかしながら方言名をきかない。
人をあまり恐れず仕掛けた巣箱によく巣作りをする。「ツッピー ツッピー」と囀る。
木の実や芋虫などを食べる。

芋虫を木の枝に叩いて巣に持ち帰る。
子育て中の親であろうか
(2019年4月)

メジロ・コゲラの群れに混じる 休む間もなくエサ探し



シマキンパラ（縞金腹）
Lonchura punctulata

スズメ目カエデチョウ科
全長 11～12ｃｍ 留鳥

外来種 南西諸島の多くで留鳥。農耕地や草地・宅地に生息し、群れで活動する。
飼い鳥から野生化したといわれる。与那国島のものは自然渡来の可能性も。
細長い草をくわえ路面すれすれに飛び急に這い上がるように木の中に潜った。

巣作り最中（２０２０年８月）

揃って毛づくろい博物館地内のフクギに作られた巣

みんな別々の方向を向いているが行動は一緒（２０２０年１月）

一瞬スズメと間違えてしまいそうになる

ジョウビタキ（尉鶲）
Phoenicurus auroreus

スズメ目ヒタキ科
全長 14～15ｃｍ 冬鳥

本州以南では冬鳥といわれる。２０２０年1月初めて見た。
冬にこれほど色彩の目立つ鳥は他にいまい。野鳥愛好家の冬鳥のアイドルだという。
5分ほど滞在した。深い森にはいないという。

目を疑った。ジョウビタキ（オス）が
庭に降り立ち目の前に現れる。
（２０２０年１月7日）

シルバーグレイの頭髪はオキナを想像させる。
※尉（ジョウ）はオキナ、鶲（ヒタキ）はオキナ鳥。

庭の芝生を滑るように
駆けてきて虫をついばむ



シロガシラ（白頭）
Pycnonotus sinensis

スズメ目ヒヨドリ科
全長 18～19ｃｍ 留鳥

八重山諸島と沖縄本島に留鳥。
八重山諸島のシロガシラと沖縄本島のシロガシラは体色に違い
がある。
沖縄本島には１９７６年タイワンシロガシラが南部で初めて記録
され現在では本島全域に生息するようになった。
名の由来は白い頭羽毛から。

「キョロ キョロロ」の囀りが
年中聞こえる。

メジロとシロガシラ
白と白の競演（２０１９年３月）

シロガシラの巣と卵（２０１９年４月） 帰化して何時しか留鳥となり名からタイワン
が省かれるようになった（２０１９年３月）

シロハラ（白腹）
Turdus pallidus

スズメ目ヒタキ科
全長 24～25ｃｍ 冬鳥

冬鳥のシーズンが来れば思いだす。庭の木陰や林縁の陰った所でよく見る。
人の気配に「クヮックヮックヮァァ」と鳴きながら飛んで逃げ行く後姿が印象的。
方言名も「クヮックヮァ」という。時々林の中から独り言のような地鳴きが聞こえる。

本部町の街中では見かけない

冬の夕陽に向かって（２０２０年２月）
肩の落ち具合が何とも良い
網戸越しの一枚(２０１９年１２月)

↑対角線上にシロハラとキセキレイ
（冬鳥）夏は別の地で向かい合って
いるのであろうか（２０２０年２月）



ズアカアオバト（頭赤緑鳩）
Treron formosae

ハト目ハト科
全長 約35ｃｍ 留鳥

森から「オーアオー」とオカリナに似た音色の鳴き声が通
年聞こえる。
全身緑なので近くで鳴いていても森の中では中々探せな
い。初めて見るとその大きさと美しさは意外感を与える
だろう。
毎年鳴き声を耳にするがその数は増えも減りもしてない
ようだ。

緑の姿は簡単に見つけられない
（2019年4月）

2羽が寄り添い求愛成立 左メス、右オス（２０２０年８月） ズアカアオバトの交尾の瞬間をとらえることができた。

スズメ（雀）
Passer montanus

スズメ目スズメ科
全長 14～15ｃｍ 留鳥

古くから日本で親しまれてきた身近な鳥。本部でも「クラーグヮ」と呼ばれ親しまれていた。
近頃「クラーグヮが見えなくなった」とよく耳にするようになった。
近年最も数を減らした鳥はスズメではなかろうか。

瓦屋の上のスズメ 以前はありふれた光景
であったのだが（2019年6月）

スズメは人工物が好きなようだ 来年、この場所には大ホールが
建っている。

「フィ フィ」ヒナ（右）の声に親鳥（左）が応えるように巣立ちの準備（2020年8月）
くちばしとほほが黄色のヒナ鳥。親鳥は黄色い口を見ると本能的に餌を与えるらしい。



セイタカシギ（背高鷸）
Himantopus himantopus

チドリ目セイタカシギ科
全長 35～40ｃｍ 冬鳥

沖縄では秋冬に渡来越冬するとある。今回は渡る直前一度きり町内で確認。
数多く渡来するらしいが一羽だけしか観察されなかった。
体のバランスを取り損なわないかと思うほど足が長い。水辺のバレリーナの愛称を持つ。

一羽だけ見かけた 秋を待とう V字型の尾が別の生き物のように
見えた

群れ飛ぶセイタカシギを見てみたい

向かい合うセイタカシギとキセキレイ 背の高さがより際立つ（２０２０年４月）

ダイサギ（大鷺）
Ardea alba

ペリカン目サギ科
全長 80～104ｃｍ 冬鳥

海水淡水いずれでも見られる。
春の渡りのシーズンにはコサギの群れとダイサギの群れで干潟は賑やかになる。
シラサギの仲間では最も大きい。くちばし、首、足皆他のサギより長い。
冬はくちばしの色が黄色（夏は黒）冬夏共に足の色は指先まで黒い。

立ち姿が美しいダイサギ

ダイサギ（左）アオサギ（中央）コサギ（右）偶然のスリーショット（２０２０年２月）

本部の干潟でのんびり春の日を過ごす（２０２０年４月）



ハクセキレイ（白鶺鴒）
Motacilla alba lugens

スズメ目セキレイ科
全長 約21ｃｍ 冬鳥

秋に渡来し越冬する冬鳥。河原付近やジャリ場でよく見かける。
尾羽を上下に振り振り歩き、駆け足で餌を突いたりジャンプしてキャッチしたりする。
波線を描くように飛んで行く。

白黒の長い尾羽が特徴でキセキレイより体がふっくらしている
（２０１９年１０月）

着地と共に忙しく動き回る
いつの間にか二羽で歩くようになった（２０２０年２月）

ヒヨドリ（鵯）
Hypsipetes amaurotis

スズメ目ヒヨドリ科
全長 ２７～２８．５ｃｍ 留鳥

夜明けから夕暮れまで年中「ピィーヨ ピィーヨ」と鳴いている。
この辺りではピユシとかピユサーと呼ばれている。
甘いもの好きで作物の果実を突いたりするので嫌われながらも親しまれている
最も身近な野鳥の一つ。

朝陽を浴びながら毛づくろい（２０２０年８月） 止まる所は大体がトップ（２０２０年７月）

巧みに隠されたヒヨドリの巣（２０２０年８月） 落ちてきたヒナ 親鳥の導きで梢に戻って行った（２０２０年５月）



ミサゴ（鶚）
Pandion haliaetus

タカ目ミサゴ科
全長 オス約54㎝ メス約64cm 冬鳥

秋に海岸や干潟に渡来し越冬する。
2019年から一羽だけ留まっている。本部で見られる猛禽の
仲間では最大で、ホバリングし狙いを定めダイビング大きな
魚を鷲掴みして持ち上げる迫力ある狩が見られる。
大きな獲物を持って山の方へ飛んで行く。
英名オスプレイは登山用品の商標にも使われている。

翼を広げると１８０cmほどになる

留まったミサゴはこの鉄塔を好み一年中見られた。このまま留鳥となるか
（２０１９年６月）

渡り前のミサゴの狩（２０２０年４月）

ムナグロ（胸黒）
Pluvialis fulva

チドリ目チドリ科
全長 約24cm 冬鳥

淡水域で見ることが多いと言われる。去年の春も今年の春も多数が本部の干潟に現れた。
夏羽になると顔から胸腹まで黒くなるため、名をムナグロという。
夏羽のムナグロが見られるのは日本ではおよそ４月から５月までで、本部に飛来した４月
初旬はまだ冬羽であった。

ムナグロの群れが本部の干潟に飛来（２０２０年４月） ムナグロの群れにカワセミが

頭から背は筆で描いたような金の模様が美しく目を引く（２０１９年４月） ムナグロの飛来は春の海に笑みを
浮かべさせた



メジロ（目白・繍眼児）
Zosterops japonicus

スズメ目メジロ科
全長 約12cm 留鳥

年中見られる留鳥。木のある所メジロあり。野鳥で最も飼われた鳥であろう。
本部ではメジロよりもソーミナーと呼ぶ方が一般的であった。
１９６０年代から７０年代頃の軒先にはよくソーミナークー（自前の竹製の鳥籠）が下がって
いてタカブキー（ふくよかに囀る声）を聞いて楽しんでいた。

花の蜜を吸うメジロ（２０１９年１２月）落ちたミカンの汁を吸うメジロ
（２０２０年１月）

木の幹の虫をつまむメジロ
（２０２０年１月）

桑の実を求めに来たメジロ。果実・花蜜・果汁・虫豊富な採食（２０１９年４月）

ヤツガシラ（戴勝・八頭）
Upupa epops

サイチョウ目ヤツガシラ科
全長 26～28cm 旅鳥

春と秋旅の途中に立ち寄る（旅鳥）。
毎年渡りの季節になるとその姿を新聞紙上で
見る。愛鳥家必見の鳥の一つといえよう。
農耕地や草地で見られるという。
飛行場跡の広い原っぱに一羽餌をついばみな
がら歩いていた。
その姿は印象深く脳裏に刻まれた。一度見ると
忘れられない鳥である。
2019年の秋も2020年の春も同じ場所に観
察に行ったが見られなかった。

姿形異国情緒たっぷりでいくら見ても見飽きることのない鳥であった。 一期一会の縁であったか（２０１９年３月）

鳥の写真を始めるキッカケとなったヤツガシラ



ユリカモメ（百合鴎）
Chroicocephalus ridibundus

チドリ目カモメ科
全長 37～43ｃｍ 冬鳥

全国で冬鳥とある。海岸河川干潟など水辺で見られるとあるが町内での情報は聞かない。
ムナグロ・キョウジョシギ・サギの群れから離れた所で一羽だけ見られた。
国内では数が多く見る機会も多いとあるが２０２０年４月６日初めて見る機会を得た。
夏羽へ移行中であった。

ようこそ本部町へズグロカモメか？迷った末飛ぶ羽の先端の黒の部分でユリカモメと判断した

日本本土ではありふれたユリカモメの写真であろう 次の訪れは仲間と一緒に

リュウキュウツバメ（琉球燕）
Hirundo tahitica

スズメ目ツバメ科
全長 13～14cm 留鳥

奄美大島から石垣島まで留鳥。
ツバメより小さくて尾は短いとある。
燕尾もツバメより浅い。
頭から胸までの色合いがツバメと違う。
電線上でよく数羽止まっている。
体育館などの大きな建物から公園のトイレな
ど色んな建物に巣をつくる。
地面に降りて赤土を口に含んで巣作りする。

春を待つ三羽（２０２０年２月）

腹の色が白くないのもリュウキュウツバメの特徴 暑い日の三コマ（２０２０年８月）



おわりに

ヤツガシラをきっかけに本部町で見られる鳥の写真を撮り始め
ました。何かを始めるには必ずそのきっかけがあると思います。
それはとても個人的なものなのでなかなか伝えにくいかもしれま
せん。しかし、そのきっかけをもとに続けて行けば伝える形が少
しずつ見えて来るのではないでしょうか。

特に生きているものを相手にすると、生きている者同士の共感
のようなものを感じることがあります。よく聞く鳴き声や囀りの
ちょっとした変化に静かに近づくと、じゃれ合っていたり、胸を
膨らませ躍るディスプレイ（愛情表現）の行動が見られたりしま
す。本部の町に住む身近な鳥たちに少しでも関心を持ち、その生
きている様子を見てちょっとした共感を持っていただければと思
っています。

本誌にはまだまだ至らない点もありますが、身の回りの鳥に少
しでも気を留めるきっかけとなれば幸いであります。

なお、本誌は本部町立博物館WEB企画展第２弾に基づくもので、
宮里昌典館長以下、企画学芸員田之岡、WEB担当渡久地、本誌担
当小濱で編集したものです。スタッフ三人それぞれの担当で奮闘
しました。

最後に本誌に対して適切な写真の指導と、本文の解説に訂正ま
た加筆していただいた『NPO法人 どうぶつたちの病院 沖縄』
副理事長 金城道男氏に感謝申し上げます。
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