
納涼野鳥まつり　2017　出品写真一覧
テーマ　わたしのお気に入りの食べ物 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック

1 チョウゲンボウ　 2017/4/22 太子町役場 上村　賢
2 チョウゲンボウ　 2017/4/22 太子町役場 上村　賢
3 チョウゲンボウ　 2017/4/22 太子町役場 上村　賢
4 ヒヨドリ 2017/1/20 天王寺区月江寺 上村　賢
5 シジュウカラ　 2017/1/3 錦織公園 上村　賢
6 イソヒヨドリ 2015/8/16 千早赤阪村東阪 上村　賢
7 イカル 2015/1/3 蜻蛉池公園 上村　賢
8 ゴジュウカラ 2014/5/24 大台ケ原 上村　賢
9 アオサギ 2014/2/16 飛鳥・和田池 上村　賢
10 メジロ　 2013/2/16 蜻蛉池公園 上村　賢
11 オオマシコ　 2013/2/7 神戸市立森林植物園 上村　賢
12 ヒガラ　　 2013/2/7 神戸市立森林植物園 上村　賢
13 ウソ　 2013/2/7 神戸市立森林植物園 上村　賢
14 シメ 2013/1/4 錦織公園 上村　賢
15 ヤマガラ 2013/1/4 錦織公園 上村　賢
16 マヒワ　　 2012/10/14 羽曳野市通法寺 上村　賢
17 ホオジロ 　 2012/7/15 曽爾高原 上村　賢
18 コアジサシ　 2011/5/7 淀川海老江干潟 上村　賢
19 クロジ 2011/2/12 錦織公園 上村　賢
20 カワラヒワ　 2011/1/20 錦織公園 上村　賢

NO 　　　ユリカモメ 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 無風時 2008/12/14 岡林　猛
2 弱風時1 2011/12/31 岡林　猛
3 弱風時2 2014/1/3 岡林　猛
4 強風時 2012/1/9 岡林　猛
5 夕日を受けて 2010/1/17 岡林　猛
6 大阪湾上空 2012/4/1 岡林　猛
7 月をバックに1 2007/11/23 岡林　猛
8 月をバックに2 2009/3/8 岡林　猛

NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 オオグチバスを捕らえたトビ 2017/1/6 琵琶湖（新旭町） 小野　款司

NO 標識鳥 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 ~20 久下　直哉

NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 アオバズク 2017/7/17 東大阪市 藤川　薫

2 ハスの上のスズメ 2017/6/11 大泉緑地 藤川　薫

3 カヤクグリ 2017/7/22 乗鞍 藤川　薫



NO 　　　鳥の正面顔 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 フーキェンアオヒタキ 石川県 2017 石川県 木村壱典
2 クロノビタキ 鹿児島県 2017 鹿児島県 木村壱典
3 アメリカコアジサシ 茨城県 2017 茨城県 木村壱典
4 ヤイロチョウ 滋賀県 2017 滋賀県 木村壱典
5 ライチョウ 富山県 2017 富山県 木村壱典
6 アカショウビン 鳥取県 2017  鳥取県 木村壱典

写真集「鳥の正面顔」は以下23点提供
P.6 ニシオジロビタキ
P.12 ヒレンジャク
P.15 ミヤマカケス
P.22 カラムクドリ
P.28 イワミセキレイ
P.35 ミゾゴイ
P.36 ヒクイナ
P.49 カラアカハラ
P.53 アリスイ
P.54 トラツグミ
P.55 ウタツグミ
P.55 カワビタキ
P.58 ヨーロッパムナグロ
P.61 ハイタカ

P.75 シマノジコ 鳥の正面顔  2016/11/30発行
P.93 インドガン
P.94 ハシブトウミガラス ♪鳥くん(永井真人) (著), 木村壱典
P.97 シロエリオオハム
P.100 カンムリカイツブリ 支部会員の木村壱典さんが写真協力された本です。
P.102 ルリカケス
P.104 キョクアジサシ 定価　1728円（税込）
P.123 オオヨシゴイ
P.131 ヨーロッパコマドリ

NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 ミユビシギ　暑つぅ!!! 2017/8/12 三重県 酒井友子
2 ズグロカモメ　しまった!!! 2017/4/1 兵庫県 酒井友子
3 アカエリカイツブリ　　ささささ、、、、 2017/4/3 大和川 酒井友子



NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 雪の日の幼鳥-その1 2016/12/17 滋賀県 阪上幸男
2 雪の日の幼鳥-その2 2016/12/17 滋賀県 阪上幸男
3 鉄塔でカラスに絡まれる 2017/12/29 滋賀県 阪上幸男
4 雨上がりの枝留まり-その1 2017/1/1 滋賀県 阪上幸男
5 雨上がりの枝留まり-その2 2017/1/1 滋賀県 阪上幸男
6 雨上がりの枝留まり-その3 2017/1/1 滋賀県 阪上幸男
7 雨上がりの枝留まり-その4 2017/1/1 滋賀県 阪上幸男
8 雨上がりの枝留まり-その5 2017/1/1 滋賀県 阪上幸男
9 巣の周りを巡回中の親-その1 2017/3/18 滋賀県 阪上幸男
10 巣の周りを巡回中の親-その2 2017/4/29 滋賀県 阪上幸男
11 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その1 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
12 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その2 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
13 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その3 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
14 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その4 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
15 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その5 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
16 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その6 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
17 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その7 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
18 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その8 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
19 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その9 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男
20 橋杭岩で繁殖しているアマツバメ-その10 2017/7/22 串本橋杭岩 阪上幸男

NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 オシドリ　幼鳥 2016/9/18 札幌市 田中　宏
2 サバクヒタキ 2016/10/23 明石市 田中　宏
3 ミサゴ　オオタカ幼鳥にアタック 2016/11/13 南港野鳥園 田中　宏
4 シロハラ　脚部に異状 2017/2/17 山田池公園 田中　宏
5 ミヤマガラス 2017/2/24 河北潟近辺 田中　宏
6 サルハマシギ 2017/5/21 南港野鳥園 田中　宏
7 ウズラシギ 2017/5/21 南港野鳥園 田中　宏
8 ミソサザイ　巣立ち雛 2017/6/25 高野山 田中　宏
9 フィリピンアオバズク 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
10 白い牛とアマサギ 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
11 マダラナキサンショウクイ　 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
12 アマサギ　頭部に橙黄色が残る 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
13 クロノビタキ　雌 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
14 ムラサキサギ　 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
15 ズアカオニセッカ 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
16 オニセッカ 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
17 マミジロクイナ　日本では絶滅　 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
18 耕運機とアマサギ  　 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
19 チュウヒ 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
20 アカノドカルガモ 2017/1/16 フィリピン 田中　宏
21 カンムリワシ 2017/1/17 フィリピン 田中　宏
22 カンムリワシ　飛翔 2017/1/17 フィリピン 田中　宏
23 ルリノドハチクイ 2017/1/18 フィリピン 田中　宏
24 ルソンカオグロサイチョウ  2017/1/18 フィリピン 田中　宏



NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 ツバメ　イケメン♂　もてない理由は？ 2017/6/10 和泉市自宅 納家　仁
2 藍より青し　もてない理由は？ 2017/6/10 和泉市自宅 納家　仁
3 お気に入りのポイントで 2017/6/10 和泉市自宅 納家　仁
4 左伸び 2017/6/10 和泉市自宅 納家　仁
5 右伸び 2017/6/10 和泉市自宅 納家　仁
6 さえずりの最後には大きく口を開ける 2017/6/10 和泉市自宅 納家　仁
7 飛び立ち　ビューン　 2017/6/10 和泉市自宅 納家　仁
8 ほぼ恐竜　ツバメの邪魔ものイソヒヨドリ 2017/6/10 和泉市自宅 納家　仁
9 ほぼ油絵　イソヒヨドリ幼鳥 2016/7/10 忠岡町大津川 納家　仁
10 見ているときは気が付かず　アオジ 2017/4/9 忠岡町大津川 納家　仁
11 ミネラル補給　アオサを食べるカワラヒワ 2017/5/14 忠岡漁港 納家　仁
12 透けるトラツグミ　 2017/6/3 和泉市三国山 納家　仁
13 見返りミソサザイ　上尾筒がかわいい 2017/6/4 和泉市三国山 納家　仁
14 昔、一筆啓上　今サッポロラーメン味噌・・ 2017/7/2 和泉市 納家　仁
15 スズメ姉妹 2017/7/9 忠岡町大津川 納家　仁
16 雨の日　カイツブリ 2017/1/8 忠岡町大津川 納家　仁
17 雨の日　ハジロカイツブリ 2017/1/8 忠岡町大津川 納家　仁
18 仲間に入れて　ﾊｼﾞﾛｶｲﾂﾌﾞﾘとｶｲﾂﾌﾞﾘ 2016/10/23 泉大津市 納家　仁
19 食べている横ではやめて　ｵｵｿﾘﾊｼｼｷﾞ 2016/10/16 泉大津市 納家　仁
20 ハマシギ　飛び立つ 2016/10/23 泉大津市 納家　仁
21 シロカモメ第１回冬羽　大きくて目立ちます2016/12/18 大和川 納家　仁
22 乗ってます　コチドリ 2017/5/14 泉大津市大津川 納家　仁
23 干潟でいただきます　ハシボソガラス 2017/4/30 泉大津市 納家　仁
24 雨の日のミサゴ 2017/1/8 和泉市信太山 納家　仁
25 雨の日のミサゴ　オオクチバスを食べる 2017/1/8 和泉市信太山 納家　仁
26 河口のミサゴ　 2017/6/11 泉大津市大津川 納家　仁
27 河口のミサゴ　枝で遊ぶ 2017/6/11 泉大津市大津川 納家　仁
28 ハヤブサ　巣立ち雛　正面顔 2017/5/28 和泉市 納家　仁
29 シマアジ♂ 2017/4/30 久米田池 納家　仁
30 柔軟体操　 2017/4/30 久米田池 納家　仁
31 泡を食う　シマアジ 2017/4/30 久米田池 納家　仁
32 センサーカメラ　思わぬ成果　ｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ 2017/3/18 和泉市経塚山 納家　仁
33 センサーカメラが捕えたヤマドリ♂ 2017/6/3 和泉市経塚山 納家　仁
34 センサーカメラが捕えたヤマドリ♀ 2017/6/27 和泉市経塚山 納家　仁
35 センサーカメラが捕えたミゾｆゴイ 2017/7/29 和泉市経塚山 納家　仁

NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 コガモ・チュウシャクシギ 2017/4/30 淀川中津 橋本正弘
2 キジバト 2017/4/28 淀川毛馬 橋本正弘
3 淀川のアイガモ親子 2017/4/28 淀川毛馬 橋本正弘
4 夏のスズメ 2017/8/10 淀川毛馬 橋本正弘
5 コノハズク 2017/7/15 鳥取県 橋本正弘



NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 海岸で遊ぶ　　ユキホオジロ 2016/1/12 三重鈴鹿川海岸 福田幸充
2 遊覧飛行　　　アカアシカツオドリ 2016/1/13 平磯海釣り公園 福田幸充
3 職務質問　　　ウミスズメ　 2016/3/26 白木漁港 福田幸充
4 もんじゅ原発　オオハム 2016/3/26 白木漁港 福田幸充
5 大砲構えて　　シロエリオオハム 2016/3/26 白木漁港 福田幸充
6 嘴が見えた　　ヘラシギ 2016/4/13 泉大津 福田幸充
7 優雅な羽衣　　オウチュウ 2016/5/14 舳倉島 福田幸充
8 黄色い頭　　　キガシラキセキレイ 2016/5/14 舳倉島 福田幸充
9 名前が好き　　マミジロツメナガセキレイ 2016/5/14 舳倉島 福田幸充
10 可愛い目　　　ハシボソミズナギドリ 2016/5/28 堺市堺浜 福田幸充
11 偶然　　　　　バライロムクドリ 2016/6/30 大泉緑地 福田幸充
12 沖縄まで行ったのに　オニアジサシ 2016/8/31 泉大津 福田幸充
13 京都からのおお返し　サバクヒタキ　 2016/10/19 神戸市西区 福田幸充
14 珍鳥が豊中に　タカサゴクロサギ 2016/11/5 服部緑地 福田幸充
15 長逗留　　　　カラアカハラ 2017/1/25 大泉緑地 福田幸充
16 清流に　　　　ヤマセミ 2017/4/1 三重県 福田幸充
17 道に置物　　　ヨタカ 2017/4/22 トカラ列島平島 福田幸充
18 イソヒヨ亜種？　アオハライソヒヨドリ 2017/4/23 トカラ列島平島 福田幸充
19 アカヒゲ先生　　アカヒゲ 2017/4/24 トカラ列島平島 福田幸充
20 珍鳥ムクドリ？　シベリアムクドリ 2017/4/24 トカラ列島平島 福田幸充
21 3年探して　　メリケンキアシシギ 2017/5/22 東海地方 福田幸充
22 400種目が　　幻の鳥ヤイロチョウ 2017/6/11 滋賀県朽木 福田幸充
23 やっと撮れた　　コヨシキリ 2017/7/10 野付半島 福田幸充
24 名前の通り　　　シマセンニュウ 2017/7/10 野付半島 福田幸充
25 待っていてくれた　　　アビ 2017/7/11 北海道相泊漁港 福田幸充
26 道案内　　　　　　フルカモメ 2017/7/11 羅臼知床岬沖 福田幸充
27 突然現る　　　　ウミガラス 2017/7/11 羅臼知床岬沖 福田幸充
28 林道を行ったり来たり　エゾライチョウ 2017/7/12 根室市 福田幸充
29 三度目の正直　　　　エトピリカ 2017/7/12 落石クルーズ海上 福田幸充
30 何年越し　　　　ギンザンマシコ雄 2017/7/13 知床峠 福田幸充
31 雌も挨拶に　　　ギンザンマシコ雌　 2017/7/13 知床峠 福田幸充



NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 ドングリ大好き！！ 2017/3/10 山田池公園 松井謙友
2 波は危ないからね 2015/8/6 岬町の岩礁 同上
3 隠れてるつもりだけど 2014/4/12 奄美大島 同上
4 窓から失礼します 2017/1/31 自宅サンルーム 同上
5 食卓で頂きます 2017/1/31 自宅サンルーム 同上
6 食卓で頂きます 2017/1/31 自宅サンルーム 同上
7 ご馳走さまでした 2017/1/31 自宅サンルーム 同上
8 大物捕ったぞ！！ 2012.11.3 大泉緑地公園 同上
9 おんぶにだっこ 2015.6.14 久米田池 同上
10 綺麗に獲ってね 2017.7.22 堺市南区の蓮池 同上
11 暑いなぁ 2017.7.22 堺市南区の蓮池 松井文子
12 セーフ！！ 2016.8.7 延命寺の森 松井謙友
13 早く頂戴！！ 2016.8.5 延命寺の森 同上
14 蝉は美味しいなぁ 2016.7.20 延命寺の森 同上
15 格好よく留ったよ 2016.8.20 和泉葛城山 同上
16 お母さん僕にくれるエサだよね 2016.5.14 太子町役場 同上
17 お父さん次は僕の番だよ 2017.5.14 太子町役場 同上
18 桜の時期まで残ってて良かった 2016.4.5 播磨中央公園 同上
19 上手に飛べるようになったね 2014.5.31 泉大津 同上
20 よちよち・・何処へ行けばいいのかなぁ 2015.5.2 海神社 同上
21 求愛・・よろしくお願いします 2017.3.18 自宅付近 同上
22 数ヶ月後・・お母さんお腹減ったぁ 2016.4.20 自宅付近 同上
23 ヤイロチョウ「たくさんご飯持って帰るね2017.7.6 朽木 同上
24 狩りに行くぞ！！　ヤマセミ 2017.3.27 榛原 同上
25 一度に２匹も獲ったぞ！！　ヤマセミ 2017.3.27 榛原 同上

NO 　　　タイトル 撮影日 撮影場所 撮影者 チェック
1 不審者はいないかあ～　　キジ♂ 2017/4/16 淀川 松下　孝雄
2 ああ、びっくり！とコクガン 2017/4/16 枚方天野川河口 松下　孝雄
3 私は女王よ！　オシドリ 2017/3/14 山田池 松下　孝雄
4 忍者のごとく 　　カワアイサ 20170127  淀川 枚方地区 松下　孝雄
5 楽ちん楽ちん！ カイツブリの親子 2017/7/23 山田池 松下　孝雄
6 陸地があるぞ～!ノアの方舟カワウ版 2017/2/18 山田池 松下　孝雄
7 これぞ、ヨシゴイ止まり 2017/6/6 山田池 松下　孝雄
8 おお、寒ッ！ アオサギ 2017/2/15 山田池 松下　孝雄
9 あっちだぞ～  チュウシャクシギ 2017/4/28 淀川枚方地区 松下　孝雄
10 きれいな波だなあ！　 カワセミ♂ 2017/2/13 山田池 松下　孝雄
11 鼻歌だあ  コクマルガラス2羽 2017/1/21 山田池 松下　孝雄
12 愛しているわよ  ミヤマガラス 2017/1/21 山田池 松下　孝雄
13 しまった！落っこちたｱ!   ヒヨドリ 2017/5/9 山田池公園 松下　孝雄
14 どうだ、きれいだろッ  ヒヨドリと河津桜 2017/3/25 山田池公園 松下　孝雄
15 ふうてんのトラさん　 トラツグミ 2017/2/28 山田池公園 松下　孝雄
16 私に何か用？ ルリビタキ♂ 2017/1/12 山田池公園 松下　孝雄
17 今年大阪初記録! オジロビタキ 2017/1/14 山田池公園 松下　孝雄
18 おんなじ色だなｱ！アトリ♂ 2017/2/18 山田池公園 松下　孝雄
19 光の中で　ウソ 2017/2/6 交野市倉治 白旗池 松下　孝雄
20 巣作り準備  ソウシチョウ 2017/5/12 交野市倉治 白旗池 松下　孝雄


