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はじめに

　各県でさかんに鳥類目録が刊行されている。その
県の鳥相を知る上で大切であり、かつ近年の鳥相の
変化を見ることができる場合もある。
　三重県では、1979 年に樋口行雄が三重県の鳥相
をまとめている。残念ながら、博物館研究報告とい
う性質上、広く行き渡るものではなかった。また
1980 年には橋本太郎が「三重県鳥類の分布と生態」
を自費で刊行している。標本作成を基礎とした記録
であり、十分に信頼できる記録である。それ以降、
三重県が 1987 年に「三重県における鳥類分布・生
息に関する調査報告書」を刊行しているが、これは
鳥類の県内での分布に主眼が置かれ、目録とはやや
目的が異なる。当会会員の久住勝司が手書きの目録

「三重県の野鳥観察記録」を作った。これは刊行され
ず、親しい会員に閲覧されてきた。これには 2008 
年 12 月までの記録が記載されており、この目録も
基礎データの一つとして用いた。ただ、刊行されて
いないため、刊行物の裏付けがないものは今回の
データとしては利用していない。近年、三重自然史
の会はホームページで、種名だけではあるが、鳥類
目録を発表している。

　三重県は南北に長い海岸線を持ち、北は伊勢湾に
面し、砂浜海岸と河口、干潟が豊富にある。南はリ
アス式海岸と礫の海岸、離島など変化に富む。シ
ギ・チドリが多いのは当然北部である。しかし、南
部の東紀州地方でも珍しい種が発見されることも
あるが、調査が行き届いていない。また、内陸の河
川のシギ・チドリ類、イソシギ、クサシギ、イカル
チドリ、ケリ等の生息域はモニタリング 1000 の対
象地区となっておらず。定期的な調査はない。

　当会は三重県の鳥類目録を作成しようと計画し
ているが、今回、目録のうち、シギ・チドリ類目録
を先行して刊行する。その他の分類群についても逐
次刊行したい

　目録への記録データの記載は希少種、迷鳥に限
り、普通種についてはデータの記載を省いた。ただ
し、普通種でも、多数個体の記録があるものはいく
つかの例を掲載した。希少種、迷鳥のうち、多くの
観察記録がある種については特徴的なものを選ん
で掲載した。なお、野外での識別が困難な種につ
いては判定手法を記載した。

各データの見方
レッドリスト区分 ( 該当種のみ記載 )
　左から、三重県、環境省、国際自然保護盟 )

種名 ( 和名 ) 学名 種名 ( 英名 )

主な記録 解説

略号 区分
CR Critically Endangered 深刻な危機
EN Endangered 危機
VU Vulnerable 危急
NT Near Threatened 準絶滅危惧
LC Least Concern 低懸念
DD Data Deficient データ不足

渡りの種類 解説
留鳥 通年生息し、繁殖している種
夏鳥 毎年渡来し、繁殖している種
旅鳥 毎年渡来するが、通過・滞在する種
冬鳥 毎年渡来し、越冬している種

迷鳥 渡りのルートから大きく外れ、数例以下の
記録しかない種

渡りの種類・観察度合 / 繁殖コメント
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チドリ目 CHARADRIIFORMES

チドリ科 CHARADRIIDAE

タゲリ
(Vanellus vanellus ) Lapwing
三重県：NT 環境省：-- IUCN：NT

冬鳥　平平地の水田、休耕田に飛来。

ケリ
(Vanellus cinereus ) Grey-headed Lapwing
留鳥・繁殖　平地の水田、休耕田に生息。河口部に
も飛来する。水田のあぜなどに巣を作り、ヒナを育
てる。

ムナグロ
(Pluvialis fulva ) Pacific Golden Plover
旅鳥　海岸近くの水田に渡来する。

ダイゼン
(Pluvialis squatarola ) Grey Plover
旅鳥・冬鳥　春秋に河口、干潟に飛来する。一部が
越冬する。

ハジロコチドリ
(Charadrius hiaticula ) Ringed Plover
旅鳥・稀　砂浜海岸などに飛来する。

2017/01/14 1 羽　明和町　大淀海岸　今井光昌　 
しろちどり No.114

2017/04/24 成鳥 1 羽　松阪市　金剛川　今井光昌　 
しろちどり No.114

2017/04/25 成鳥 1 羽　松阪市　松名瀬海岸　今井光昌　
しろちどり No.114

2017/08/03 成鳥 1 羽　松阪市　松名瀬海岸　今井光昌　
しろちどり No.114

2018/11/01 成鳥 1 羽　明和町　大淀海岸　今井光昌　 
しろちどり No.114

2019/01/01 成鳥 1 羽　明和町　大淀海岸　今井光昌　 
しろちどり No.114

イカルチドリ
(Charadrius placidus ) Long-billed Plover
三重県：VU 環境省：-- IUCN：LC

留鳥・繁殖　河川の中流域、石ころの河原に生息す
る。春早く、河原に卵を産み、繁殖する。冬は小群
ですごす。

コチドリ
(Charadrius dubius ) Little Ringed Plover
三重県：NT 環境省：-- IUCN：LC

留鳥　河川の中下流域、海岸部に生息。造成地にも
飛来する。地面に卵を産み、繁殖する。

シロチドリ
(Charadrius alexandrinus)  Snowy Plover, Kentish 
Plover
三重県：CR( 繁殖 )/NT( 越冬 )　環境省：VU　IUCN：LC

留鳥　ただし、繁殖期の個体と越冬期の個体は入れ
替わっている可能性がある。砂浜海岸、河口部、干
潟に生息する。春、砂浜海岸に卵を産み、繁殖する。
繁殖個体は少なく、伊勢湾岸、および志摩半島の一
部で観察されるのみである。かつては鈴鹿川中流で
繁殖が見られたが、今では観察されていない。冬は
大きな群で観察される時がある。

メダイチドリ
(Charadrius mongolus ) Mongolian Plover
旅鳥　干潟に小群で飛来する。

オオメダイチドリ
(Charadrius leschenaultii ) Greater Sand Plover
旅鳥・やや稀　干潟、砂浜海岸に飛来する。

2014/09/07 2 羽　雲出川五主海岸　久住勝司　モニ 1000
2018/09/08 1 羽　雲出川五主海岸　今井光昌　

モニ 1000

オオチドリ
(Charadrius veredus ) Oriental Plover
迷鳥　草地、乾田に飛来する。

2020/04/20 1 羽　志摩市　森口道夫　しろちどり No.105

コバシチドリ
(Charadrius morinellus ) Eurasian Dotterel
迷鳥　識別は容易であるが、古い記録が 1 例あるだ
けである。

1975/10/30 1 羽　長島町　木曽川下流　辻　樋口 (1980)
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ミヤコドリ科 HAEMATOPODIDAE

ミヤコドリ
(Haematopus ostralegus ) Eurasian Oystercatcher
三重県：NT 環境省：-- IUCN：NT

冬鳥・一部越夏　河口、砂州、干潟に飛来する。
1953 年に三重県における初記録があり、それ以降
増加している。現在は　伊勢湾岸の河口や干潟、高
松海岸から櫛田川河口に飛来する。2020 年 12 月
には、全県で 150 羽を超えた。宮川河口では観察
例がない。

1953/09/20 1 羽　桑名市　町屋川尻　佐野　樋口 (1979)
1965/09/26 1 羽　桑名市長良川中洲　倉田篤　

樋口 (1979)
2020/12/21 157 羽　高松海岸＋安濃川河口　今井他　

しろちどり No.111

セイタカシギ科 RECURVIROSTRIDAE

セイタカシギ
(Himantopus himantopus ) Black-winged Stilt
三重県：CR 環境省：VU IUCN：LC

留鳥・稀に繁殖　河口、干潟、内陸の河川、池に飛
来する。四日市市、松阪市で繁殖記録がある。

2008/06/11 繁殖　四日市　霞ヶ浦埠頭　安藤宣朗　
しろちどり No.59

2012/07/25 抱卵開始　松阪市　大池（ボラ池）今井光昌　　
しろちどり No.73

ソリハシセイタカシギ
(Recurvirostra avosetta ) Pied Avocet
迷鳥　河口に飛来する。

2012/12/23 2 羽　四日市市　鈴鹿川派川　安藤宣朗　
しろちどり No.75

2012/12/25 2 羽　四日市市　鈴鹿川派川　矢田栄史　
しろちどり No.75

2014/12/23 1 羽　四日市市　鈴鹿川河口　安藤宣朗　
しろちどり No.83

2015/01/03 1 羽　津市　安濃川河口　片山賢一　
しろちどり No.83

2021/02/20 1 羽　松阪市嬉野　小野新子　
しろちどり No.110

シギ科 SCOLOPACIDAE

ヤマシギ
(Scolopax rusticola ) Eurasian Woodcock
冬鳥・稀　主に山地に飛来する。

1968/10/29 1 羽　四日市市西日野町　倉田篤　樋口
(1979)

2005/09/20 1 羽　愛宕川～櫛田川河口　前澤昭彦　
モニ 1000

2014/11/22 1 羽　松阪市飯南町相津峠　西村四郎　
しろちどり No.83

2015/03/28 1 羽　松阪市飯南町　西村四郎　
しろちどり No.84

アオシギ
(Gallinago solitaria ) Solitary Snipe
冬鳥・稀　古い記録があるだけ。山間の渓流などに
棲息。

1956/09/25 伊勢市　内宮　橋本太郎　標本にて判定 
橋本 (1980)

オオジシギ
(Gallinago hardwickii ) Latham’s Snipe
三重県：DD 環境省：NT IUCN：NT

旅鳥・春秋通過　主に秋に河口・干潟およびその周
辺で観察される。

1959/08/23 東豊浜町　宮川中州　橋本太郎　標本にて判
定　橋本 (1980)

1992/08/30 1 羽　松阪市　木村裕之　標識調査で判定　
鳥類標識調査

1994/09/10 1 羽　松阪市　木村裕之　標識調査で判定　
鳥類標識調査

ハリオシギ
(Gallinago stenura ) Pintail Snipe
旅鳥・稀　春秋通過

2012/08/11 1 羽　三雲町休耕田　今井光昌　写真にて判定　
しろちどり No.73

2014/04/17 1 羽　御浜町志原　中井節二　写真にて判定　
しろちどり No.81
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チュウジシギ
(Gallinago megala ) Swinhoe’s Snipe
旅鳥・春秋通過　ただし春の記録はない。

1953/09/30 1 羽　東豊浜町　樫原新田　橋本太郎　標本に
より判定　橋本 (1980)

1992/08/30 1 羽　松阪市　木村裕之　標識調査で判定　
鳥類標識調査

1994/09/10 1 羽　松阪市　木村裕之　標識調査で判定　
鳥類標識調査

2011/09/10 1 羽　明和町下御糸　西村四郎　写真判定　
しろちどり No.69

2013/09/07 6 羽　雲出河口、五主　久住勝司　目視判定　
モニ 1000

タシギ
(Gallinago gallinago ) Common Snipe
冬鳥　海岸部、内陸の河川、湿地、農地に飛来する。

オオハシシギ
(Limnodromus scolopaceus ) Long-billed Dowitcher
冬鳥・稀　海岸付近の湿地に生息する。現在は松阪
市に毎年少数羽が越冬するが、三重県内でそれ以外
の生息地は知られていない。

2018/04/22 3 羽　松阪市　雲出河口、五主　今井光昌　
モニ 1000

2020/04/27 1 羽　松阪市　雲出河口、五主　今井光昌　
モニ 1000

2021/01/10 1 羽　松阪市　雲出河口、五主　今井光昌　
モニ 1000

シベリアオオハシシギ
(Limnodromus semipalmatus ) Asiatic Dowitcher
三重県：-- 環境省：DD IUCN：NT

迷鳥　春秋に水田や河口で観察される。

2018/05/10 成鳥 1 羽　松阪市　水田　今井光昌　
しろちどり No.101

2019/05/13 成鳥 1 羽　松阪市　金剛川河口　今井光昌　
しろちどり No.101

2021/05/06 1 羽　明和町　前田聡・シズコ　
しろちどり No.110

オグロシギ
(Limosa limosa ) Black-tailed Godwit
旅鳥　干潟、海岸付近のため池に飛来する。小群で
見られることが多い。

オオソリハシシギ
(Limosa lapponica ) Bar-tailed Godwit
三重県：-- 環境省：VU IUCN：NT

旅鳥　干潟に飛来する。以前は 100 羽近くの大群
が観察されたこともあったが、近年は 20 羽程度の
小群で観察されるのみである。

2018/04/23 16 羽　阪内川河口　今井光昌　モニ 1000
2019/04/26 21 羽　愛宕川～櫛田川河口　前澤昭彦　

モニ 1000

コシャクシギ
(Numenius minutus ) Little Curlew
三重県：-- 環境省：EN IUCN：LC

旅鳥・稀 　草地、農耕地などに飛来する。

1965/09/23 1 羽　朝明川　橋本太郎　橋本 (1980)
2011/04/25 1 羽　松阪市五主　今井光昌　しろちどり

No.68
2022/04/16 4 羽　松阪市　今井光昌　しろちどり No.113

チュウシャクシギ
(Numenius phaeopus ) Whimbrel
旅鳥　河口、干潟に飛来する。大群で飛来する場合
もある、近年は減少傾向にある。

2007/04/30 91 羽　雲出河口、五主　久住勝司　モニ 1000
2012/04/23 70 羽　雲出河口、五主　久住勝司　モニ 1000
2019/04/28 63 羽　城南干拓　安藤宣朗　モニ 1000

ハリモモチュウシャク
(Numenius tahitiensis ) Bristle-thighed Curlew
迷鳥　河口に飛来する。古い記録が 1 例あるだけで
ある。

1978/05/31 1 羽　金剛川河口　谷本勢津雄　野鳥グラフ
No.5(1983)

ダイシャクシギ
(Numenius arquata ) Eurasian Curlew
三重県：VU 環境省：-- IUCN：NT

旅鳥・一部越冬　河口、干潟に飛来する。

ホウロクシギ
(Numenius madagascariensis ) Far Eastern Curlew
三重県：NT 環境省：VU IUCN：EN

旅鳥　河口、干潟に飛来する。
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ツルシギ
(Tringa erythropus ) Spotted Redshank
三重県：-- 環境省：VU IUCN：LC

旅鳥　春に観察される場合が多い。河口、干潟、湿
地に飛来する。

アカアシシギ
(Tringa totanus ) Common Redshank
三重県：VU 環境省：VU IUCN：LC

旅鳥・やや稀　河口、干潟に飛来する。

コアオアシシギ
(Tringa stagnatilis ) Marsh Sandpiper
三重県：VU 環境省：-- IUCN：LC

旅鳥・稀　干潟、湿地に飛来する。

アオアシシギ
(Tringa nebularia ) Common Greenshank
旅鳥・一部越冬　　干潟、湿地に飛来する。内陸の
ため池にも飛来する。小群で観察される。

カラフトアオアシシギ
(Tring guttifer ) Spotted Greenshank, Nordmann's 
greenshank
三重県：CR 環境省：CR IUCN：EN

旅鳥・きわめて稀　干潟、河口に飛来する。

1953/09/08 1 羽　伊勢市東豊浜　樫原新田　橋本太郎　
標本製作　橋本 (1980)

1976/09/26 1 羽　松阪市大口町　高橋松人　視認判定　
樋口 (1979)

2002/09/05 1 羽　松阪市五主海岸　谷本勢津雄　写真判定　
しろちどり No.98

2018/09/03 1 羽　松阪市雲出川河口　吉崎幸一　写真判定　
しろちどり No.98

クサシギ
(Tringa ochropus ) Green Sandpiper
旅鳥および冬鳥　内陸の河川に飛来し、越冬する。
海岸付近の湿地でも見られる。

タカブシギ
(Tringa glareola ) Wood Sandpiper
三重県：-- 環境省：VU IUCN：LC

旅鳥　海岸付近の水田、湿地に飛来する。

キアシシギ
(Tringa brevipes ) Grey-tailed Tattler
旅鳥　河口、干潟に飛来する。時として 50 羽前後
の群が見られる。

2009/05/02 44 羽　愛宕川～櫛田川河口　前澤昭彦　
モニ 1000

2011/09/10 46 羽　阪内川河口　今井光昌　モニ 1000
2014/09/07 45 羽　雲出河口、五主　久住勝司　モニ 1000

※日本鳥類目録改訂第 7 版時点での学名　Heteroscelus brevipes

メリケンキアシシギ
(Tringa incana ) Wandering Tattler
迷鳥　県内での観察例は少ない。海岸の岩場に飛来
する。

2014/05/22 成鳥夏羽 1 羽　志摩市阿児町国府　今井光昌　
しろちどり No.81

※日本鳥類目録改訂第 7 版時点での学名　Heteroscelus incanas

ソリハシシギ
(Xenus cinereus ) Terek Sandpiper
旅鳥　干潟に飛来する。20 から 30 羽の群が見られ
ることもある。

イソシギ
(Actitis hypoleucos ) Common Sandpiper
留鳥　内陸の河川に棲息する。河口付近に飛来する
こともある。県内での繁殖の可能性はあるが、確認
されていない。

キョウジョシギ
(Arenaria interpres ) Ruddy Turnstone
旅鳥　干潟、河口に飛来する。

オバシギ
(Calidris tenuirostris ) Great Knot
旅鳥　干潟、河口に飛来する。

コオバシギ
(Calidris canutus ) Red Knot
旅鳥　干潟、河口に飛来する。
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ミユビシギ
(Calidris alba ) Sanderling
三重県：VU 環境省：-- IUCN：LC

旅鳥・一部越冬　砂浜海岸に飛来する。200 羽を越す
大群で見られる場合もある。近年は減少傾向である。

2011/09/01 408 羽　町屋浦・豊津浦　平井正志　
しろちどり No.69

2012/01/22 157 羽　豊津浦～町屋浦　落合修　モニ 1000
2013/01/13 273 羽　豊津浦～町屋浦　落合修　モニ 1000

トウネン
(Calidris ruficollis ) Red-necked Stint
旅鳥　砂浜海岸、干潟に飛来する。大群で見られる
場合もある。

2010/09/05 161 羽　雲出河口、　久住勝司　モニ 1000
2020/04/26 25 羽　安濃川～志登茂川河口　西浦克征　

モニ 1000

ヨ－ロッパトウネン
(Calidris minuta ) Little Stint
旅鳥・稀　春秋、及び冬に記録されている。トウネ
ンの群の中で発見されることが多い。

2012/05/25 1 羽　松阪市五主　雲出川河口　今井光昌　
しろちどり No.71

2017/01/16 1 羽　香良洲海岸　今井光昌　モニ 1000
2017/09/19 1 羽　香良洲海岸　今井光昌　モニ 1000
2020/01/13 1 羽　雲出河口、五主　今井光昌　モニ 1000

オジロトウネン
(Calidris temminckii ) Temminck’s Stint
三重県：DD 環境省：-- IUCN：LC

旅鳥・稀・一部越冬　内陸の河川中流、水田に飛来
する。

2005/09/18 1 羽　雲出河口、五主　久住勝司　モニ 1000
2009/11/20 中村川中流　小野新子　竹川華子　

しろちどり No.63
2017/08/28 2 羽　伊勢市　幼鳥　今井光昌　

しろちどり No.114
2017/09/04 1 羽　津市　今井光昌　しろちどり No.114
2018/03/23 1 羽　松阪市　成鳥　今井光昌　

しろちどり No.114
2020/03/18 1 羽　松阪市　成鳥　今井光昌　

しろちどり No.114

ヒバリシギ
(Calidris subminuta ) Long-toed Stint
旅鳥・やや稀　内陸の水田、湿地に飛来する。海岸
付近の水田にも飛来する。

2013/01/13 1 羽　雲出河口、五主　久住勝司　モニ 1000
2016/05/13 3 羽　御浜町市木水田　中井節二　しろちどり

No.89

ヒメウズラシギ
(Calidris bairdii ) Baird’s Sandpiper
迷鳥　干潟、砂浜に飛来する

1956/09/01 伊勢市　有滝海岸　橋本太郎　標本判定　
橋本 (1980)

2012/10/10 幼鳥 1 羽　津市香良洲海岸　今堀聖史　
写真判定　しろちどり No.74

アメリカウズラシギ
(Calidris melanotos ) Pectoral Sandpiper
旅鳥・稀　秋と夏の記録がある。海岸及び海岸近く
の水田、休耕田に飛来する。

2010/09/23 1 羽　津市香良洲町　西村四郎　
しろちどり No.66

2012/08/09 1 羽　久居休耕田　今井光昌　
しろちどり No.73

ウズラシギ
(Calidris acuminata ) Sharp-tailed Sandpiper
旅鳥　海岸近くの水田、耕地に飛来する

サルハマシギ
(Calidris ferruginea ) Curlew Sandpiper
旅鳥・やや稀　干潟、河口に飛来する。

2012/04/22 1 羽　豊津浦～町屋浦　落合修　モニ 1000
2013/05/05 1 羽　松阪市曽原新田　中村洋子　

しろちどり No.76
2019/09/16 1 羽　愛宕川～櫛田川河口　前澤昭彦　

モニ 1000

チシマシギ
(Calidris ptilocnemis ) Rock Sandpiper
三重県：-- 環境省：DD IUCN：LC

迷鳥　1 例のみ。海岸の岩場を好む。

2019/11/21 1 羽　三重県中部　田中洋子　
しろちどり No.104
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ハマシギ
(Calidris alpina ) Dunlin
三重県：-- 環境省：NT IUCN：LC

旅鳥・冬鳥　砂浜海岸、干潟に飛来する。時として
大群になる。

2009/04/27 868 羽　雲出河口、五主　久住勝司　
モニ 1000

2011/04/17 521 羽　豊津浦～町屋浦　落合修　モニ 1000
2015/04/18 1,150 羽　雲出河口、五主　久住勝司　

モニ 1000
2021/01/11 574 羽　安濃川～志登茂川河口　西浦克征　

モニ 1000

ヘラシギ
(Calidris pygmaea ) Spoon-billed Sandpiper
三重県：EN 環境省：CR IUCN：CR

旅鳥・稀　主として秋に幼鳥が観察される。2014
年以降の記録は少ない。

2004/08/27 幼鳥 1 羽　田中川河口干潟　平井正志　
しろちどり No.45

2006/09/22 1 羽　津市町屋浦　池村元　しろちどり No.53
2007/09/09 1 羽　町屋海岸　杉村滋　しろちどり No.57
2008/09/14 1 羽　雲出川河口　安達直孝　

しろちどり No.58
2010/09/04 1 羽　津市町屋海岸　安達直孝　

しろちどり No.66
2014/09/07 幼鳥 1 羽　松阪市五主町雲出川河口　

今井光昌・中村洋子　しろちどり No.82

※日本鳥類目録改訂第 7 版時点での学名　Eurynorhynchus 
pygmaea

キリアイ
(Calidris falcinellus ) Broad-billed Sandpiper
旅鳥　主に秋に観察される。水田、河口、海岸近く
の湿地に小群で飛来する。

2007/09/09 5 羽　愛宕川～櫛田川河口　前澤昭彦　
モニ 1000

2010/09/05 4 羽　松阪市雲出河口、五主　久住勝司　
モニ 1000

2010/09/05 2 羽　津市豊津浦～町屋浦　平井正志　
モニ 1000

※日本鳥類目録改訂第 7 版時点での学名　Limicola falcinellus

コモンシギ
(Calidris subruficollis ) Buff-breasted Sandpiper
迷鳥　干潟、河口に飛来する。

2012/09/25 幼鳥 1 羽　松阪市曽原　今井光昌　しろちど
り No.74

※日本鳥類目録改訂第 7 版時点での学名　Tryngites subruficollis

エリマキシギ
(Calidris pugnax ) Ruff
旅鳥・やや稀　干潟、河口に飛来する。

2011/09/10 1 羽　松阪市阪内川河口　今井光昌　
モニ 1000

2014/09/07 2 羽　松阪市雲出河口、五主　久住勝司　
モニ 1000

2015/09/12 1 羽　雲出河口、五主　久住勝司　モニ 1000
2019/04/23 1 羽　雲出河口、五主　今井光昌　モニ 1000

※日本鳥類目録改訂第 7 版時点での学名　Philomachus pugnax

アカエリヒレアシシギ
(Phalaropus lobatus ) Red-necked Phalarope
旅鳥　海岸、海上に飛来する。大群が観察される時
が多い。

2011/09/21 300 羽　松阪市五主　今井光昌　
しろちどり No.70

2012/04/22 15 羽　津市豊津浦～町屋浦　落合修　
モニ 1000

2015/08/26 7 羽　四日市市鈴鹿川派川河口海岸部　
横山真一　しろちどり No.86

2015/09/10 200 羽　明和町北藤原　西村四郎　
しろちどり No.86

ハイイロヒレアシシギ
(Phalaropus fulicarius ) Red Phalarope
旅鳥・稀　海岸、海上に飛来する。春の記録が多い。

2012/04/22 63 羽　津市香良洲海岸　今井光昌　
しろちどり No.71

レンカク
(Hydrophasianus chirurgus ) Pheasant-tailed Jacana
迷鳥　湖沼など、止水域に飛来する。

2006/10/31 夏羽 1 羽　松阪市　四郷池　太田幸男　
しろちどり No.53

2019/10/06 1 羽　多気町天啓池（涵翠池）　濱屋勝則　
しろちどり No.102
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タマシギ
(Rostratula benghalensis ) Painted snipe
三重県：NT  環境省：VU IUCN：LC

留鳥　水田、湿地に飛来し、地上に巣を作り、繁殖
する。

2009/08/21 15 羽（雄と幼鳥：3 家族）松阪市　今井光昌　
しろちどり No.115

2018/11/11 1 羽　熊野市有馬町農業用水路　中井節二　
しろちどり No.91

2017/05/08 2 羽（雌雄）　志摩市磯部下之郷　森口道夫　
しろちどり No.93

2019/10/02 5 羽（雄と幼鳥 4 羽）　鈴鹿市　笹間記録　
しろちどり No.102

ツバメチドリ
(Glareola maldivarum ) Indian Pratincole
三重県：-- 環境省：VU IUCN：LC

旅鳥　主に秋に農耕地に飛来する。

2012/10/01 成鳥冬羽 13 羽　御浜町志原　中井節二　
しろちどり No.74

2012/10/01 8 羽　御浜町志原　清水勝海　
しろちどり No.74

2012/10/01 7 羽　御浜町阿田和　清水勝海　
しろちどり No.74

2012/10/01 4 羽　紀宝町神内　清水勝海　
しろちどり No.74

2013/07/28 7 羽　松阪市五主町　前田聰　
しろちどり No.77

2014/08/18 2 羽　鈴鹿市山上池　山神勝治　
しろちどり No.82

出典
本文中に略号で示した出典は以下の通りである。

モニ 1000：
環境省自然環境局生物多様性センター、モニタリングサイト 1000 ホームページ　データファイル「モニタリング 
1000 シギ・チドリ類調査」

https://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/data/index_file_shorebird.html
(Downloaded on Jan. 10, 2022)

橋本（1980）：

橋本太郎 1980　三重県産鳥類の分布と生態　　橋本太郎　伊勢　pp.216. （掲載ページは省略）

樋口（1979）：
樋口行雄　1979 三重県の鳥相、三重県立博物館　研究報告　自然科学　第 1 号（掲載ベージは省略）pp.

しろちどり No.XX：
 日本野鳥の会三重 会報 しろちどり、数字は号数を表す　（発行年、掲載ページは省略）
　（なお、「しろちどり」は当会ホームページ ( http://miebird.org/ ) より PDF 版が閲覧できます。）

野鳥グラフ No.5 (1983)：　
野鳥グラフ No.5　森井豊久、JBC　名古屋
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