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写真：ヤマセミ 

かもめ島かもめ島  

野鳥観察ガイドブック野鳥観察ガイドブック  

北海道檜山振興局保健環境部環境生活課北海道檜山振興局保健環境部環境生活課  



 日本海に面したかもめ島は、観光地として多くの人々に親しまれていますが、実日本海に面したかもめ島は、観光地として多くの人々に親しまれていますが、実

は、多くの野鳥をは、多くの野鳥を気軽に気軽に観察できる観察できる隠れた探鳥地隠れた探鳥地です。です。  

  四季ごとに四季ごとに海辺に生息する野鳥や山奥でしか見られないような野鳥、渡り海辺に生息する野鳥や山奥でしか見られないような野鳥、渡り

鳥が入り乱れ、 鳥が入り乱れ、 林林に目をやり、に目をやり、海岸海岸に目をやり、に目をやり、海上海上に目をやり、に目をやり、上空上空にに

目をやることで目をやることで色々な野鳥色々な野鳥とと出会う出会うことができます。ことができます。  

  野鳥が好きな方、今までそうではなかった方、お子様もお年寄りの方も、ぜひ一野鳥が好きな方、今までそうではなかった方、お子様もお年寄りの方も、ぜひ一

度、かもめ島で野鳥たちの世界に触れてみてください。度、かもめ島で野鳥たちの世界に触れてみてください。 

百鳥繚乱の島、百鳥繚乱の島、  

  野鳥との出会い野鳥との出会い  

写真：ヒヨドリ写真：ヒヨドリ  

周辺観光 

江差町・かもめ島からの夕日江差町・かもめ島からの夕日  

上ノ国町・夷王山上ノ国町・夷王山  厚沢部町・メークイン畑厚沢部町・メークイン畑  

乙部町・館の岬乙部町・館の岬  奥尻町・なべつる岩奥尻町・なべつる岩  

今金町・インヌマエルの丘今金町・インヌマエルの丘  せたな町・親子熊岩と夕日せたな町・親子熊岩と夕日  

 かもめ島は美しい自然景観から道立自然公

園に指定され、野鳥観察のみならず周辺観光

を楽しむこともできます。 

 檜山管内にはかもめ島の他にも魅力的な観

光スポットが点在しています。 

檜山管内の観光情報はこちらから 

http://www.hiyama.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko.htm 



アクセス 

ー 自動車でお越しの場合 ー 

【札幌から】 

●一般道利用で約５時間（約２４０Km） 

●高速道利用で約４時間３０分（約３００Km） 

 

【函館から】 

●一般道利用で約１時間３０分（約７５Km） 

かもめ島は道南の江差町に所在しています。 

ー バスでお越しの場合 ー 

【JR函館駅から】 

●函館バスー函館江差線利用で約２時間１５分 

 

【JR新函館北斗駅（新幹線）から】 

●函館バスー函館江差線利用で約１時間１５分 

 

【JR木古内駅（新幹線）から】 

●函館バスー江差木古内線利用で約１時間１５分 

 

【JR八雲駅から】 

●函館バスー江差八雲線利用で約２時間 

※ それぞれかもめ島最寄りの「姥神町フェリー

前」停留所で下車後、徒歩約１０分 

江差町 
esashi 

かもめ島の様々な野鳥 

【レアな野鳥】 

●かもめ島では年に１度見られるかどうかのレアな野鳥 

【かもめ類】 

●島の主・オオセグロカモメを含む、かもめ島で見られるかもめ類 

【猛禽類】 

●かもめ島に飛来する雄々しき猛禽類 

ハシビロガモ 

見ごろ：秋 

ハリオアマツバメ 

見ごろ：秋 

タカブシギ 

見ごろ：秋 

マヒワ 

見ごろ：春 

オオセグロカモメ 

見ごろ：通年 

シロカモメ 

見ごろ：冬 

ユリカモメ 

見ごろ：冬 

ミツユビカモメ 

見ごろ：冬 

ハヤブサ 

見ごろ：通年 

オオタカ 

見ごろ：春 

ハイタカ 

見ごろ：秋、冬 

ミサゴ 

見ごろ：春、秋 



冬
の

主
な

野
鳥

  
野 鳥 観 察 ノ ー ト 

      

場所   年月日   時間   

天候   風   気温   

      

№ 種  別 出現 観  察 メ  モ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 ※ 野鳥観察の際にお使いください。 



かもめ島で観察できる野鳥かもめ島で観察できる野鳥  
オシドリ  アマツバメ  ハヤブサ  コマドリ 

ヒドリガモ  コチドリ  モズ  ノゴマ 

マガモ  ミヤコドリ  ミヤマカケス  コルリ 

カルガモ  アオアシシギ  コクマルガラス  ルリビタキ 

ハシビロガモ  タカブシギ  ミヤマガラス  ジョウビタキ 

オナガガモ  キアシシギ  ハシボソガラス  ノビタキ 

コガモ  イソシギ  ハシブトガラス  イソヒヨドリ 

ホシハジロ  ミツユビカモメ  キクイタダキ  エゾビタキ 

スズガモ  ユリカモメ  ヤマガラ  サメビタキ 

シノリガモ  ウミネコ  ヒガラ  コサメビタキ 

ビロードキンクロ  カモメ  シジュウカラ  キビタキ 

クロガモ  ワシカモメ  ヒバリ  オオルリ 

ホオジロガモ  シロカモメ  ツバメ  ニュウナイスズメ 

ウミアイサ  セグロカモメ  イワツバメ  スズメ 

アカエリカイツブリ  オオセグロカモメ  ヒヨドリ  キセキレイ 

カンムリカイツブリ  ハシブトウミガラス  ウグイス  ハクセキレイ 

ミミカイツブリ  ウミガラス  ヤブサメ  ビンズイ 

ハジロカイツブリ  ウミスズメ  メボソムシクイ  タヒバリ 

キジバト  ウトウ  エゾムシクイ  アトリ 

アオバト  ミサゴ  センダイムシクイ  カワラヒワ 

アビ  トビ  メジロ  マヒワ 

オオハム  オジロワシ  シマセンニュウ  ハギマシコ 

ハシジロアビ  オオワシ  エゾセンニュウ  ベニマシコ 

ヒメウ  ハイタカ  オオヨシキリ  イスカ 

カワウ  オオタカ  コヨシキリ  シメ 

ウミウ  ノスリ  ミソサザイ  ホオジロ 

アオサギ  カワセミ  ムクドリ  ホオアカ 

ダイサギ  ヤマセミ  コムクドリ  カシラダカ 

ホトトギス  アリスイ  クロツグミ  ミヤマホオジロ 

ツツドリ  コゲラ  マミチャジナイ  アオジ 

カッコウ  アカゲラ  シロハラ  クロジ 

ヨタカ  チョウゲンボウ  アカハラ  オオジュリン 

ハリオアマツバメ  チゴハヤブサ  ツグミ   
１３１種類 

春
の

主
な

野
鳥

  



夏
の

主
な

野
鳥

  
楽しみ方とマナー 

【自然はそのまま、あるがまま】 

●自然環境を保全することは、野鳥に限らず動植物が自然

のままに生きていく上でとても大切なことです。 

●野鳥に餌を与えることは控えましょう。 

 

【巣に近寄らない、ヒナを拾わない】 

●野鳥の多くは警戒心が強く、危険や環境の変化でストレ

スを感じ巣を捨ててしまうことがあります。特に子育ての

時期は親鳥の警戒心が強くなり、人が近づくと子育てを放

棄してしまうことも。 

●巣立ちの時期はヒナが巣から落ちてしまうことがありま

すが、近くで親鳥が見守っています。 

【周囲への配慮を忘れずに】 

●観察場所には、景色を楽しだり、登山や山菜採りをする人などもいます。 

●多くの人が利用する場所を長い時間独占することや、通行の支障となるところでの観察は他の利

用者の迷惑です。  

●私有地への無断立ち入りや車の迷惑駐車は、土地の所有者や地元の人とのトラブルに発展するこ

ともあります。 

 

【ゴミは持ち帰りましょう】 

●自分の出したゴミを持ち帰ることは、野鳥

観察に限らず最低限のマナーです。 

●ゴミの落ちていない自然は、自分も他の人

も気持ちがいいものです。 

 



野鳥観察の 

【楽しみを広げるツール】 

●双眼鏡 

 遠くにいたり警戒心の強い野鳥を観察するために役に立ちます。じっくり観察すれば種類もわ

かりやすく、意外な習性を知ることもできます。 

●野鳥図鑑 

 野鳥を見つけたら、図鑑で調べてみましょう。オスとメス、成鳥と幼鳥で色や模様が異なる野

鳥も少なくありません。特徴や生態を詳しく知ることもできます。 

 

【楽しみを広げる工夫】 

●観察ノート 

 観察ノートをつけることで、季節や場所毎に

観察できる野鳥を知ることができます。観察中

のエピソードや風景等も記録しておくと野鳥観

察の楽しみが広がります。 

●身近なフィールド 

 野鳥観察はまず野鳥と出会うことから。すぐ

に出掛けられる自分のフィールドを持ってみて

下さい。身近な場所でも意外なほど多くの野鳥

が生息しています。 

●観察は安全に 

 観察する場所は安全とは限りません。天気

の悪い時や夕暮れ時は視界が悪くなり思わぬ怪

我をすることもあります。時には周りの風景を

楽しんだりする余裕を持ち、安全に観察しま

しょう。 

秋
の

主
な

野
鳥

  



観察ポイントマップ 

夏：ヤマセミ 

冬：シノリガモ 

ヤマセミ 

マガモ 

アオバト オオヨシキリ 

ワシカモメ 

【かもめ島上空】 

秋：マガモ 

冬：オジロワシ 

春：ヒヨドリ 

夏：オオヨシキリ、イワツバメ 

秋：アオバト、キクイタダキ 

冬：ワシカモメ、シノリガモ 

かもめ島には８つの観察ポイントがあります。 

ごく一部ですが、それぞれのポイントで観察できる野鳥を紹介します。 

ヒドリガモ 

クロガモ オオハム 

ルリビタキ 

アオジ 

春：オオハム 

冬：クロガモ、シノリガモ 

春：アオジ 

夏：イワツバメ、センダイムシクイ 

秋：ルリビタキ、キクイタダキ 

冬：ヒドリガモ、シノリガモ 

春：ヒヨドリ、メジロ 

夏：センダイムシクイ 

秋：キクイタダキ 

 


