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鳥　　　　　類

種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名

アビ アビ アビ Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
アビ アビ オオハム Gavia arctica  (Linnaeus, 1758)
アビ アビ シロエリオオハム Gavia pacifica (Lawrence, 1858)
アビ アビ ハシジロアビ Gavia adamsii  (Gray, 1859)
カイツブリ カイツブリ カイツブリ Tachybaptus ruficollis  (Pallas, 1764)
カイツブリ カイツブリ ハジロカイツブリ Podiceps nigricollis Brehm, 1831
カイツブリ カイツブリ ミミカイツブリ Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
カイツブリ カイツブリ アカエリカイツブリ Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
カイツブリ カイツブリ カンムリカイツブリ Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
ミズナギドリ アホウドリ アホウドリ Diomedea albatrus Pallas, 1769
ミズナギドリ アホウドリ コアホウドリ Diomedea immutabilis Rothschild, 1893
ミズナギドリ ミズナギドリ フルマカモメ Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
ミズナギドリ ミズナギドリ カワリシロハラミズナギドリ Pterodroma neglecta (Schlegel, 1863)
ミズナギドリ ミズナギドリ オオシロハラミズナギドリ Pterodroma externa  (Salvin, 1875)
ミズナギドリ ミズナギドリ シロハラミズナギドリ Pterodroma hypoleuca (Salvin, 1888)
ミズナギドリ ミズナギドリ アナドリ Bulweria bulwerii  (Jardine & Selby, 1828)
ミズナギドリ ミズナギドリ オオミズナギドリ Calonectris leucomelas (Temminck, 1835)
ミズナギドリ ミズナギドリ アカアシミズナギドリ Puffinus carneipes Gould, 1844
ミズナギドリ ミズナギドリ ハイイロミズナギドリ Puffinus griseus (Gmelin, 1789)
ミズナギドリ ミズナギドリ ハシボソミズナギドリ Puffinus tenuirostris (Temminck, 1835)
ミズナギドリ ウミツバメ ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata  (Gmelin, 1789)
ミズナギドリ ウミツバメ コシジロウミツバメ Oceanodroma leucorhoa  (Vieillot, 1818)
ミズナギドリ ウミツバメ ヒメクロウミツバメ Oceanodroma monorhis (Swinhoe, 1867)
ミズナギドリ ウミツバメ クロコシジロウミツバメ Oceanodroma castro (Harcourt, 1851)
ミズナギドリ ウミツバメ オーストンウミツバメ Oceanodroma tristrami Salvin, 1896
ミズナギドリ ウミツバメ クロウミツバメ Oceanodroma matsudairae Kuroda, 1922
ペリカン ネッタイチョウ アカオネッタイチョウ Phaethon rubricauda Boddaert, 1783
ペリカン ネッタイチョウ シラオネッタイチョウ Phaethon lepturus Daudin, 1802
ペリカン カツオドリ カツオドリ Sula leucogaster (Boddaert, 1783)
ペリカン カツオドリ アカアシカツオドリ Sula sula  (Linnaeus, 1766)
ペリカン ウ カワウ Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
ペリカン ウ ウミウ Phalacrocorax capillatus  (Temminck & Schlegel, 1850)
ペリカン ウ ヒメウ Phalacrocorax pelagicus  Pallas, 1811
ペリカン グンカンドリ オオグンカンドリ Fregata minor  (Gmelin, 1789)
ペリカン グンカンドリ コグンカンドリ Fregata ariel  (Gray, 1845)
コウノトリ サギ サンカノゴイ Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
コウノトリ サギ ヨシゴイ Ixobrychus sinensis  (Gmelin, 1789)
コウノトリ サギ オオヨシゴイ Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873)
コウノトリ サギ ミゾゴイ Gorsachius goisagi  (Temminck, 1835)
コウノトリ サギ ゴイサギ Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
コウノトリ サギ ササゴイ Butorides striatus (Linnaeus, 1758)
コウノトリ サギ アカガシラサギ Ardeola bacchus  (Bonaparte, 1855)
コウノトリ サギ アマサギ Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
コウノトリ サギ ダイサギ Egretta alba  (Linnaeus, 1758)
コウノトリ サギ チュウサギ Egretta intermedia  (Wagler, 1829)
コウノトリ サギ コサギ Egretta garzetta  (Linnaeus, 1766)
コウノトリ サギ カラシラサギ Egretta eulophotes  (Swinhoe, 1860)
コウノトリ サギ クロサギ Egretta sacra  (Gmelin, 1789)
コウノトリ サギ アオサギ Ardea cinerea Linnaeus, 1758
コウノトリ サギ ムラサキサギ Ardea purpurea Linnaeus, 1766
コウノトリ コウノトリ コウノトリ Ciconia boyciana Swinhoe, 1873
コウノトリ コウノトリ ナベコウ Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
コウノトリ トキ ヘラサギ Platalea leucorodia  Linnaeus, 1758
コウノトリ トキ クロツラヘラサギ Platalea minor Temminck & Schlegel, 1849
コウノトリ トキ クロトキ Threskiornis melanocephalus (Latham, 1790)
カモ カモ コクガン Branta bernicla  (Linnaeus, 1758)
カモ カモ マガン Anser albifrons  (Scopoli, 1769)
カモ カモ カリガネ Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
カモ カモ ヒシクイ Anser fabalis  (Latham, 1787)
カモ カモ オオハクチョウ Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
カモ カモ コハクチョウ Cygnus columbianus  (Ord, 1815)
カモ カモ アカツクシガモ Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

備考目　　名 科　　名
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カモ カモ ツクシガモ Tadorna tadorna  (Linnaeus, 1758)
カモ カモ オシドリ Aix galericulata  (Linnaeus, 1758)
カモ カモ マガモ Anas platyrhynchos  Linnaeus, 1758
カモ カモ カルガモ Anas poecilorhyncha  Forster, 1781
カモ カモ コガモ Anas crecca Linnaeus, 1758
カモ カモ トモエガモ Anas formosa  Georgi, 1775
カモ カモ ヨシガモ Anas falcata Georgi, 1775
カモ カモ オカヨシガモ Anas strepera Linnaeus, 1758
カモ カモ ヒドリガモ Anas penelope Linnaeus, 1758
カモ カモ アメリカヒドリ Anas americana Gmelin, 1789
カモ カモ オナガガモ Anas acuta  Linnaeus, 1758
カモ カモ シマアジ Anas querquedula Linnaeus, 1758
カモ カモ ハシビロガモ Anas clypeata Linnaeus, 1758
カモ カモ アカハシハジロ Netta rufina (Pallas, 1773)
カモ カモ ホシハジロ Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
カモ カモ メジロガモ Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
カモ カモ アカハジロ Aythya baeri (Radde, 1863)
カモ カモ キンクロハジロ Aythya fuligula  (Linnaeus, 1758)
カモ カモ スズガモ Aythya marila (Linnaeus, 1761)
カモ カモ クロガモ Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)
カモ カモ ビロードキンクロ Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
カモ カモ シノリガモ Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758)
カモ カモ コオリガモ Clangula hyemalis  (Linnaeus, 1758)
カモ カモ ホオジロガモ Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
カモ カモ ミコアイサ Mergus albellus  Linnaeus, 1758
カモ カモ ウミアイサ Mergus serrator  Linnaeus, 1758
カモ カモ コウライアイサ Mergus squamatus  Gould, 1864
カモ カモ カワアイサ Mergus merganser Linnaeus, 1758
タカ タカ ミサゴ Pandion haliaetus  (Linnaeus, 1758)
タカ タカ ハチクマ Pernis apivorus  (Linnaeus, 1758)
タカ タカ トビ Milvus migrans (Boddaert, 1783)
タカ タカ オジロワシ Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
タカ タカ オオワシ Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811)
タカ タカ オオタカ Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
タカ タカ アカハラダカ Accipiter soloensis (Horsfield, 1821)
タカ タカ ツミ Accipiter gularis  (Temminck & Schlegel, 1844)
タカ タカ ハイタカ Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
タカ タカ ケアシノスリ Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
タカ タカ ノスリ Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
タカ タカ サシバ Butastur indicus (Gmelin, 1788)
タカ タカ クマタカ Spizaetus nipalensis (Hodgson, 1836)
タカ タカ カラフトワシ Aquila clanga Pallas, 1811
タカ タカ カタシロワシ Aquila heliaca  Savigny, 1809
タカ タカ イヌワシ Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
タカ タカ クロハゲワシ Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
タカ タカ ハイイロチュウヒ Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
タカ タカ チュウヒ Circus spilonotus  Kaup, 1847
タカ ハヤブサ ハヤブサ Falco peregrinus Tunstall, 1771
タカ ハヤブサ チゴハヤブサ Falco subbuteo Linnaeus, 1758
タカ ハヤブサ コチョウゲンボウ Falco columbarius  Linnaeus, 1758
タカ ハヤブサ チョウゲンボウ Falco tinnunculus  Linnaeus, 1758
キジ ライチョウ ライチョウ Lagopus mutus  (Montin, 1776)
キジ キジ ウズラ Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849
キジ キジ ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830)
キジ キジ キジ Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
ツル ツル クロヅル Grus grus (Linnaeus, 1758)
ツル ツル ナベヅル Grus monacha Temminck, 1835
ツル ツル マナヅル Grus vipio Pallas, 1811
ツル ツル アネハヅル Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
ツル クイナ クイナ Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
ツル クイナ ヒメクイナ Porzana pusilla (Pallas, 1776)
ツル クイナ ヒクイナ Porzana fusca  (Linnaeus, 1766)
ツル クイナ シマクイナ Coturnicops noveboracensis  (Gmelin, 1789)
ツル クイナ シロハラクイナ Amaurornis phoenicurus  (Pennant, 1769)
ツル クイナ バン Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

- 82 -



種　　　　　　　　　名

和　　名 学　　　　　　　　名
備考目　　名 科　　名

ツル クイナ ツルクイナ Gallicrex cinerea (Gmelin, 1789)
ツル クイナ オオバン Fulica atra Linnaeus, 1758
チドリ レンカク レンカク Hydrophasianus chirurgus (Scopoli, 1786)
チドリ タマシギ タマシギ Rostratula benghalensis  (Linnaeus, 1758)
チドリ ミヤコドリ ミヤコドリ Haematopus ostralegus  Linnaeus, 1758
チドリ チドリ ハジロコチドリ Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
チドリ チドリ コチドリ Charadrius dubius  Scopoli, 1786
チドリ チドリ イカルチドリ Charadrius placidus J.E. & G.R. Gray, 1863
チドリ チドリ シロチドリ Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758
チドリ チドリ メダイチドリ Charadrius mongolus Pallas, 1776
チドリ チドリ オオメダイチドリ Charadrius leschenaultii Lesson, 1826
チドリ チドリ コバシチドリ Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
チドリ チドリ ムナグロ Pluvialis fulva  (Gmelin, 1789)
チドリ チドリ ダイゼン Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
チドリ チドリ ケリ Vanellus cinereus  (Blyth, 1842)
チドリ チドリ タゲリ Vanellus vanellus  (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ キョウジョシギ Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ ヒメハマシギ Calidris mauri  (Cabanis, 1857)
チドリ シギ ヨーロッパトウネン Calidris minuta  (Leisler, 1812)
チドリ シギ トウネン Calidris ruficollis  (Pallas, 1776)
チドリ シギ ヒバリシギ Calidris subminuta (Middendorff, 1851)
チドリ シギ オジロトウネン Calidris temminckii  (Leisler, 1812)
チドリ シギ ヒメウズラシギ Calidris bairdii  (Coues, 1861)
チドリ シギ アメリカウズラシギ Calidris melanotos (Vieillot, 1819)
チドリ シギ ウズラシギ Calidris acuminata (Horsfield, 1821)
チドリ シギ ハマシギ Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ サルハマシギ Calidris ferruginea  (Pontoppidan, 1763)
チドリ シギ コオバシギ Calidris canutus  (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ オバシギ Calidris tenuirostris  (Horsfield, 1821)
チドリ シギ ミユビシギ Crocethia alba (Pallas, 1764)
チドリ シギ ヘラシギ Eurynorhynchus pygmeus (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ エリマキシギ Philomachus pugnax  (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ コモンシギ Tryngites subruficollis  (Vieillot, 1819)
チドリ シギ キリアイ Limicola falcinellus  (Pontoppidan, 1763)
チドリ シギ アメリカオオハシシギ Limnodromus griseus  (Gmelin, 1789)
チドリ シギ オオハシシギ Limnodromus scolopaceus  (Say, 1823)
チドリ シギ シベリアオオハシシギ Limnodromus semipalmatus  (Blyth, 1848)
チドリ シギ ツルシギ Tringa erythropus  (Pallas, 1764)
チドリ シギ アカアシシギ Tringa totanus  (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ コアオアシシギ Tringa stagnatilis  (Bechstein, 1803)
チドリ シギ アオアシシギ Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
チドリ シギ コキアシシギ Tringa flavipes  (Gmelin, 1789)
チドリ シギ カラフトアオアシシギ Tringa guttifer (Nordmann, 1835)
チドリ シギ クサシギ Tringa ochropus  Linnaeus, 1758
チドリ シギ タカブシギ Tringa glareola Linnaeus, 1758
チドリ シギ メリケンキアシシギ Heteroscelus incanus  (Gmelin, 1789)
チドリ シギ キアシシギ Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816)
チドリ シギ イソシギ Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ ソリハシシギ Xenus cinereus  (Güldenstädt, 1775)
チドリ シギ オグロシギ Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ オオソリハシシギ Limosa lapponica  (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ ダイシャクシギ Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ ホウロクシギ Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766)
チドリ シギ チュウシャクシギ Numenius phaeopus  (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ コシャクシギ Numenius minutus  Gould, 1841
チドリ シギ ヤマシギ Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
チドリ シギ タシギ Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
チドリ シギ ハリオシギ Gallinago stenura  (Bonaparte, 1830)
チドリ シギ チュウジシギ Gallinago megala  Swinhoe, 1861
チドリ シギ オオジシギ Gallinago hardwickii  (Gray, 1831)
チドリ シギ アオシギ Gallinago solitaria Hodgson, 1831
チドリ シギ コシギ Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
チドリ セイタカシギ セイタカシギ Himantopus himantopus  (Linnaeus, 1758)
チドリ セイタカシギ ソリハシセイタカシギ Recurvirostra avosetta  Linnaeus, 1758
チドリ ヒレアシシギ ハイイロヒレアシシギ Phalaropus fulicarius  (Linnaeus, 1758)
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チドリ ヒレアシシギ アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)
チドリ ツバメチドリ ツバメチドリ Glareola maldivarum  Forster, 1795
チドリ トウゾクカモメ オオトウゾクカモメ Catharacta maccormicki  (Saunders, 1893)
チドリ トウゾクカモメ トウゾクカモメ Stercorarius pomarinus  (Temminck, 1815)
チドリ トウゾクカモメ クロトウゾクカモメ Stercorarius parasiticus  (Linnaeus, 1758)
チドリ トウゾクカモメ シロハラトウゾクカモメ Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
チドリ カモメ ユリカモメ Larus ridibundus Linnaeus, 1766
チドリ カモメ セグロカモメ Larus argentatus  Pontoppidan, 1763
チドリ カモメ オオセグロカモメ Larus schistisagus  Stejneger, 1884
チドリ カモメ ワシカモメ Larus glaucescens  Naumann, 1840
チドリ カモメ シロカモメ Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
チドリ カモメ カモメ Larus canus Linnaeus, 1758
チドリ カモメ ウミネコ Larus crassirostris  Vieillot, 1818
チドリ カモメ ズグロカモメ Larus saundersi  (Swinhoe, 1871)
チドリ カモメ ミツユビカモメ Rissa tridactyla  (Linnaeus, 1758)
チドリ カモメ ハジロクロハラアジサシ Chlidonias leucopterus  (Temminck, 1815)
チドリ カモメ クロハラアジサシ Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)
チドリ カモメ ハシグロクロハラアジサシ Chlidonias niger  (Linnaeus, 1758)
チドリ カモメ オオアジサシ Thalasseus bergii  (Lichtenstein, 1823)
チドリ カモメ ベンガルアジサシ Thalasseus bengalensis  Lesson, 1831
チドリ カモメ ハシブトアジサシ Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)
チドリ カモメ キョクアジサシ Sterna paradisaea  (Pontoppidan, 1763)
チドリ カモメ アジサシ Sterna hirundo Linnaeus, 1758
チドリ カモメ ベニアジサシ Sterna dougallii Montagu, 1813
チドリ カモメ エリグロアジサシ Sterna sumatrana Raffles, 1822
チドリ カモメ コシジロアジサシ Sterna aleutica  Baird, 1869
チドリ カモメ セグロアジサシ Sterna fuscata Linnaeus, 1766
チドリ カモメ コアジサシ Sterna albifrons Pallas, 1764
チドリ カモメ クロアジサシ Anous stolidus (Linnaeus, 1758)
チドリ カモメ シロアジサシ Gygis alba  (Sparrman, 1786)
チドリ ウミスズメ ヒメウミスズメ Alle alle Linnaeus, 1758
チドリ ウミスズメ ウミガラス Uria aalge  (Pontoppidan, 1763)
チドリ ウミスズメ ハシブトウミガラス Uria lomvia (Linnaeus, 1758)
チドリ ウミスズメ ケイマフリ Cepphus carbo  Pallas, 1811
チドリ ウミスズメ マダラウミスズメ Brachyramphus marmoratus  (Gmelin, 1789)
チドリ ウミスズメ ウミスズメ Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789)
チドリ ウミスズメ カンムリウミスズメ Synthliboramphus wumizusume  (Temminck, 1835)
チドリ ウミスズメ エトロフウミスズメ Aethia cristatella (Pallas, 1769)
チドリ ウミスズメ ウトウ Cerorhinca monocerata (Pallas, 1811)
チドリ ウミスズメ ツノメドリ Fratercula corniculata (Naumann, 1821)
チドリ ウミスズメ エトピリカ Lunda cirrhata  (Pallas, 1769)
ハト ハト カラスバト Columba janthina Temminck, 1830
ハト ハト キジバト Streptopelia orientalis  (Latham, 1790)
ハト ハト アオバト Sphenurus sieboldii  (Temminck, 1835)
カッコウ カッコウ ジュウイチ Cuculus fugax Horsfield, 1821
カッコウ カッコウ カッコウ Cuculus canorus  Linnaeus, 1758
カッコウ カッコウ ツツドリ Cuculus saturatus  Blyth, 1843
カッコウ カッコウ ホトトギス Cuculus poliocephalus Latham, 1790
フクロウ フクロウ トラフズク Asio otus  (Linnaeus, 1758)
フクロウ フクロウ コミミズク Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
フクロウ フクロウ コノハズク Otus scops (Linnaeus, 1758)
フクロウ フクロウ オオコノハズク Otus lempiji (Horsfield, 1821)
フクロウ フクロウ アオバズク Ninox scutulata  (Raffles, 1822)
フクロウ フクロウ フクロウ Strix uralensis Pallas, 1771
ヨタカ ヨタカ ヨタカ Caprimulgus indicus Latham, 1790
アマツバメ アマツバメ ハリオアマツバメ Hirundapus caudacutus (Latham, 1801)
アマツバメ アマツバメ ヒメアマツバメ Apus affinis  (Gray, 1830)
アマツバメ アマツバメ アマツバメ Apus pacificus  (Latham, 1801)
ブッポウソウ カワセミ ヤマセミ Ceryle lugubris (Temminck, 1834)
ブッポウソウ カワセミ ヤマショウビン Halcyon pileata (Boddaert, 1783)
ブッポウソウ カワセミ アカショウビン Halcyon coromanda  (Latham, 1790)
ブッポウソウ カワセミ カワセミ Alcedo atthis  (Linnaeus, 1758)
ブッポウソウ ブッポウソウ ブッポウソウ Eurystomus orientalis  (Linnaeus, 1766)
ブッポウソウ ヤツガシラ ヤツガシラ Upupa epops Linnaeus, 1758
キツツキ キツツキ アリスイ Jynx torquilla Linnaeus, 1758
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キツツキ キツツキ アオゲラ Picus awokera Temminck, 1835
キツツキ キツツキ アカゲラ Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
キツツキ キツツキ オオアカゲラ Dendrocopos leucotos  (Bechstein, 1803)
キツツキ キツツキ コゲラ Dendrocopos kizuki (Temminck, 1835)
スズメ ヤイロチョウ ヤイロチョウ Pitta brachyura (Linnaeus, 1766)
スズメ ヒバリ ヒメコウテンシ Calandrella cinerea (Gmelin, 1789)
スズメ ヒバリ コヒバリ Calandrella cheleensis  (Swinhoe, 1871)
スズメ ヒバリ ヒバリ Alauda arvensis Linnaeus, 1758
スズメ ヒバリ ハマヒバリ Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
スズメ ツバメ ショウドウツバメ Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
スズメ ツバメ ツバメ Hirundo rustica Linnaeus, 1758
スズメ ツバメ コシアカツバメ Hirundo daurica Linnaeus, 1771
スズメ ツバメ イワツバメ Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
スズメ セキレイ イワミセキレイ Dendronanthus indicus  (Gmelin, 1789)
スズメ セキレイ ツメナガセキレイ Motacilla flava Linnaeus, 1758
スズメ セキレイ キセキレイ Motacilla cinerea  Tunstall, 1771
スズメ セキレイ ハクセキレイ Motacilla alba Linnaeus, 1758
スズメ セキレイ セグロセキレイ Motacilla grandis  Sharpe, 1885
スズメ セキレイ マミジロタヒバリ Anthus novaeseelandiae  (Gmelin, 1879)
スズメ セキレイ コマミジロタヒバリ Anthus godlewskii  (Taczanowski, 1876)
スズメ セキレイ ビンズイ Anthus hodgsoni  Richmond, 1907
スズメ セキレイ セジロタヒバリ Anthus gustavi Swinhoe, 1863
スズメ セキレイ ムネアカタヒバリ Anthus cervinus (Pallas, 1811)
スズメ セキレイ タヒバリ Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
スズメ サンショウクイ サンショウクイ Pericrocotus divaricatus  (Raffles, 1822)
スズメ ヒヨドリ ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis  (Temminck, 1830)
スズメ モズ チゴモズ Lanius tigrinus Drapiez, 1828
スズメ モズ モズ Lanius bucephalus Temminck & Schlegel, 1845
スズメ モズ アカモズ Lanius cristatus Linnaeus, 1758
スズメ モズ オオモズ Lanius excubitor Linnaeus, 1758
スズメ レンジャク キレンジャク Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
スズメ レンジャク ヒレンジャク Bombycilla japonica (Siebold, 1824)
スズメ カワガラス カワガラス Cinclus pallasii Temminck, 1820
スズメ ミソサザイ ミソサザイ Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
スズメ イワヒバリ イワヒバリ Prunella collaris  (Scopoli, 1769)
スズメ イワヒバリ カヤクグリ Prunella rubida (Temminck & Schlegel, 1848)
スズメ ツグミ コマドリ Erithacus akahige Temminck, 1835
スズメ ツグミ ノゴマ Luscinia calliope  (Pallas, 1776)
スズメ ツグミ オガワコマドリ Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
スズメ ツグミ コルリ Luscinia cyane (Pallas, 1776)
スズメ ツグミ ルリビタキ Tarsiger cyanurus  (Pallas, 1773)
スズメ ツグミ ジョウビタキ Phoenicurus auroreus  (Pallas, 1776)
スズメ ツグミ ノビタキ Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)
スズメ ツグミ イナバヒタキ Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)
スズメ ツグミ ハシグロヒタキ Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
スズメ ツグミ イソヒヨドリ Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)
スズメ ツグミ コシジロイソヒヨドリ Monticola saxatilis Linnaeus, 1766
スズメ ツグミ トラツグミ Zoothera dauma  (Latham, 1790)
スズメ ツグミ マミジロ Turdus sibiricus Pallas, 1776
スズメ ツグミ クロツグミ Turdus cardis  Temminck, 1831
スズメ ツグミ アカハラ Turdus chrysolaus Temminck, 1831
スズメ ツグミ アカコッコ Turdus celaenops Stejneger, 1887
スズメ ツグミ シロハラ Turdus pallidus Gmelin, 1789
スズメ ツグミ マミチャジナイ Turdus obscurus Gmelin, 1789
スズメ ツグミ ツグミ Turdus naumanni Temminck, 1820
スズメ ウグイス ヤブサメ Urosphena squameiceps  (Swinhoe, 1863)
スズメ ウグイス ウグイス Cettia diphone  (Kittlitz, 1831)
スズメ ウグイス オオセッカ Locustella pryeri  (Seebohm, 1884)
スズメ ウグイス エゾセンニュウ Locustella fasciolata  (Gray, 1860)
スズメ ウグイス シマセンニュウ Locustella ochotensis (Middendorff, 1853)
スズメ ウグイス ウチヤマセンニュウ Locustella pleskei Taczanowski, 1889
スズメ ウグイス マキノセンニュウ Locustella lanceolata  (Temminck, 1840)
スズメ ウグイス コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe, 1860
スズメ ウグイス オオヨシキリ Acrocephalus arundinaceus  (Linnaeus, 1758)
スズメ ウグイス ハシブトオオヨシキリ Acrocephalus aedon (Pallas, 1776)
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スズメ ウグイス ムジセッカ Phylloscopus fuscatus  (Blyth, 1842)
スズメ ウグイス カラフトムジセッカ Phylloscopus schwarzi  (Radde, 1863)
スズメ ウグイス キマユムシクイ Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)
スズメ ウグイス メボソムシクイ Phylloscopus borealis  (Blasius, 1858)
スズメ ウグイス エゾムシクイ Phylloscopus borealoides Portenko, 1950
スズメ ウグイス センダイムシクイ Phylloscopus coronatus (Temminck & Schlegel, 1847)
スズメ ウグイス イイジマムシクイ Phylloscopus ijimae  (Stejneger, 1892)
スズメ ウグイス キクイタダキ Regulus regulus  (Linnaeus, 1758)
スズメ ウグイス セッカ Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
スズメ ヒタキ キビタキ Ficedula narcissina (Temminck, 1835)
スズメ ヒタキ ムギマキ Ficedula mugimaki (Temminck, 1835)
スズメ ヒタキ オジロビタキ Ficedula  parva  (Bechstein, 1792)
スズメ ヒタキ オオルリ Cyanoptila cyanomelana  (Temminck, 1829)
スズメ ヒタキ サメビタキ Muscicapa sibirica  Gmelin, 1789
スズメ ヒタキ エゾビタキ Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861)
スズメ ヒタキ コサメビタキ Muscicapa dauurica Pallas, 1811
スズメ カササギヒタキ サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata  (Eyton, 1839)
スズメ エナガ エナガ Aegithalos caudatus  (Linnaeus, 1758)
スズメ ツリスガラ ツリスガラ Remiz pendulinus  (Linnaeus, 1758)
スズメ シジュウカラ コガラ Parus montanus  Conrad von Baldenstein, 1827
スズメ シジュウカラ ヒガラ Parus ater Linnaeus, 1758
スズメ シジュウカラ ヤマガラ Parus varius Temminck & Schlegel, 1848
スズメ シジュウカラ シジュウカラ Parus major Linnaeus, 1758
スズメ ゴジュウカラ ゴジュウカラ Sitta europaea Linnaeus, 1758
スズメ キバシリ キバシリ Certhia familiaris Linnaeus, 1758
スズメ メジロ メジロ Zosterops japonicus Temminck & Schlegel, 1847
スズメ ホオジロ シラガホオジロ Emberiza leucocephalos Gmelin, 1771
スズメ ホオジロ ホオジロ Emberiza cioides  Brandt, 1843
スズメ ホオジロ コジュリン Emberiza yessoensis (Swinhoe, 1874)
スズメ ホオジロ シロハラホオジロ Emberiza  tristrami  Swinhoe, 1870
スズメ ホオジロ ホオアカ Emberiza fucata Pallas, 1776
スズメ ホオジロ コホオアカ Emberiza pusilla Pallas, 1776
スズメ ホオジロ カシラダカ Emberiza rustica Pallas, 1776
スズメ ホオジロ ミヤマホオジロ Emberiza elegans Temminck, 1835
スズメ ホオジロ シマアオジ Emberiza aureola Pallas, 1773
スズメ ホオジロ ズグロチャキンチョウ Emberiza melanocephala  Scopoli, 1769
スズメ ホオジロ ノジコ Emberiza sulphurata  Temminck & Schlegel, 1848
スズメ ホオジロ アオジ Emberiza spodocephala Pallas, 1776
スズメ ホオジロ クロジ Emberiza variabilis Temminck, 1835
スズメ ホオジロ シベリアジュリン Emberiza pallasi (Cabanis, 1851)
スズメ ホオジロ オオジュリン Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
スズメ ホオジロ ツメナガホオジロ Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)
スズメ ホオジロ ユキホオジロ Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)
スズメ アトリ アトリ Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
スズメ アトリ カワラヒワ Carduelis sinica (Linnaeus, 1766)
スズメ アトリ マヒワ Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
スズメ アトリ ハギマシコ Leucosticte arctoa (Pallas, 1811)
スズメ アトリ アカマシコ Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
スズメ アトリ オオマシコ Carpodacus roseus (Pallas, 1776)
スズメ アトリ イスカ Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
スズメ アトリ ベニマシコ Uragus sibiricus  (Pallas, 1773)
スズメ アトリ ウソ Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
スズメ アトリ コイカル Eophona migratoria Hartert, 1903
スズメ アトリ イカル Eophona personata (Temminck & Schlegel, 1848)
スズメ アトリ シメ Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
スズメ ハタオリドリ ニュウナイスズメ Passer rutilans  (Temminck, 1835)
スズメ ハタオリドリ スズメ Passer montanus (Linnaeus, 1758)
スズメ ムクドリ コムクドリ Sturnus philippensis  (Forster, 1781)
スズメ ムクドリ カラムクドリ Sturnus sinensis (Gmelin, 1788)
スズメ ムクドリ ホシムクドリ Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
スズメ ムクドリ ムクドリ Sturnus cineraceus Temminck, 1835
スズメ カラス カケス Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
スズメ カラス オナガ Cyanopica cyana (Pallas, 1776)
スズメ カラス ホシガラス Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
スズメ カラス コクマルガラス Corvus dauuricus Pallas, 1776
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スズメ カラス ミヤマガラス Corvus frugilegus  Linnaeus, 1758
スズメ カラス ハシボソガラス Corvus corone  Linnaeus, 1758
スズメ カラス ハシブトガラス Corvus macrorhynchos  Wagler, 1827
カモ カモ カナダガン Branta canadensis (Linnaeus,1758) ●

キジ キジ コジュケイ Bambusicola thoracica (Temminck, 1815) ●

ハト ハト カワラバト（ドバト） Columba livia Gmelin, 1789 ●

スズメ チメドリ ソウシチョウ Leiothrix lutea (Scopoli, 1786) ●

スズメ カエデチョウ ベニスズメ Amandava amandava (Linnaeus, 1758) ●

　　備考欄：●は外来種

　リスト掲載種は、「静岡県の鳥類｣(1998)を元に、その後の確認種12種を加えた。
　追加種の一部について、渡辺修治、佐藤昌彦両氏に情報を得た。

  外来種は、継続的に繁殖している種に限った。
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