
　鳥類

目 科 種類 確認月日 確認場所 備考

ライチョウ
Ｌａｇｏｐｕｓ　ｍｕｔａ

多数日目撃 多数場所 目撃情報1，096件

5月25日 浄土沢 羽毛

6月1日 浄土沢 羽毛

キジバト
Ｓｔｒｅｐｔｏｐｅｌｉａ　ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ

5月2日 室堂平 落鳥

5月2日 室堂平 落鳥

5月6日 室堂山 目撃

5月2日 室堂平 保護・放鳥

7月25日 室堂平 ＳＯＮＧ

アオサギ
Ardea　cinerea

5月15日 国見岳 落鳥

ササゴイ
Ｂｕｔｏｒｉｄｅｓ　striata

6月1日 雄山中腹 羽毛

カッコウ
Cuculus  canorus

4月19日 国見岳 目撃

カッコウ SP
Cuculus  canorus　 SP

5月2日 室堂平 落鳥

ホトトギス
Ｃｕｃｕｌｕｓ　poliocephalus

5月26日 雄山下部 落鳥（赤色型）

ヨタカ目 ヨタカ科
ヨタカ

Ｃａｐｒｉｍｕｌｇｕｓ　ｉｎｄｉｃｕｓ
6月1日 浄土下部 羽毛

フクロウ目 フクロウ科
コノハズク

Otus　ｓcops
4月30日 浄土山 落鳥

キツツキ目 キツツキ科
アリスイ

Jynx torquilla
5月13日 室堂平 落鳥

アマツバメ目 アマツバメ科
アマツバメ

Ａｐｕｓ　ｐａｃｉｆｉｃｕｓ
5月13日 鬼岳 目撃

4月19日 浄土山 目撃

4月27日 乗越尾根 目撃

4月30日 浄土山 目撃

5月6日 国見岳 目撃

5月14日 龍王岳 目撃

5月15日 国見岳 目撃

5月25日 浄土山 羽毛

5月26日 雄山下部 目撃

5月28日 称名渓谷 目撃

5月29日 室堂平 目撃

6月1日 室堂平 目撃

6月8日 室堂平 目撃

6月23日 室堂平 目撃

6月27日 エンマ台 目撃

7月3日 大谷尾根 目撃

7月15日 雷鳥沢 目撃

7月19日 東一の越 目撃

5月28日 乗越尾根 目撃

6月5日 大谷左俣 目撃（2羽）

トビ
Ｍｉｌｖｕｓ　ｍｉｇｒａｎｓ

タカ科

ノスリ
Ｂｕｔｅｏ　buteo

サギ科

ゴイサギ
Nycticorax nycticorax

タカ目
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キジ目 キジ科
ヤマドリ

Ｓyrmaticus soemmerringii

カッコウ目 カッコウ科

ハト目 ハト科
アオバト

Ｔｒｅｒｏｎ　ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ

ペリカン目



目 科 種類 確認月日 確認場所 備考

7月19日 東一の越 目撃

9月7日 乗越尾根 目撃

ハイタカ
Ａｃｃｉｐｉｔｅｒ　ｎｉｓｕｓ

6月22日 剣御前 目撃

6月30日 乗越尾根 目撃

7月19日 東一の越 目撃（5羽）

7月20日 室堂ターミナル付近 目撃

7月20日 みくりが池 目撃（2羽）

7月22日 自然保護センター付近 目撃

7月26日 乗越尾根 目撃

7月28日 血の池 目撃（2羽）

7月30日 大谷尾根 目撃

7月31日 室堂ターミナル付近 目撃

9月11日 室堂山 目撃

9月30日 水乗谷 目撃

10月6日 水乗尾根 目撃

10月14日 室堂ターミナル付近 目撃

ハヤブサ
Falco peregrinus

6月18日 雄山周辺 目撃

ホシガラス
Ｎｕｃｉｆｒａｇａ　ｃａｒｙｏｃａｔａｃｔｅｓ

5月10日 年度初確認 その後多数日目撃

ハシボソガラス
Ｃｏｒｖｕｓ　ｃｏｒｏｎｅ

5月2日 目撃

ハシブトガラス
Ｃｏｒｖｕｓ　ｍａｃｒｏｒｈｙｎｃｈｏｓ

多数 別掲

アカハラ
Turdus chrysolaus

5月15日 雷鳥沢 落鳥

クロツムギ
Turdus cardis

5月26日 一の越 落鳥

ツバメ科
イワツバメ

Ｄｅｌｉｃｈｏｎ　ｄａｓｙｐｕｓ
4月30日 その後多数日目撃

5月4日 室堂平 目撃（4羽）

5月26日 エンマ台 目撃

イソヒヨドリ
Monticola solitarius

7月28日 大谷左俣 目撃

5月2日 室堂平 保護・放鳥

5月5日 立山自然保護センター付近 目撃

ウグイス科
ウグイス

Ｃｅｔｔｉａ　ｄｉｐｈｏｎｅ
5月24日 乗越谷 ＳＯＮＧ

ヨシキリ科
オオヨシキリ

Acrocephalus orientalis
5月2日 室堂平 保護・放鳥

4月30日 立山自然保護センター付近 落鳥

5月2日 室堂平 死亡4羽・放鳥2羽

5月3日 雄山下部 落鳥

5月4日 ホテル立山付近 落鳥（2羽）

5月4日 血の池 落鳥

5月8日 室堂平 落鳥

5月15日 室堂平 落鳥（20羽以上）

ハヤブサ目 ハヤブサ科

ヒヨドリ科

ヒヨドリ
Ｈｙｐｓｉｐｅｔｅｓ　ａｍａｕｒｏｔｉｓ

ムクドリ科

カラス科

ツグミ科

チョウゲンボウ
Ｆａｌｃｏ　ｔｉｎｎｕｎｃｕｌｕｓ

ノスリ
Ｂｕｔｅｏ　buteo

タカ科

コムクドリ
Sturnus philippensis

スズメ目

センダイムシクイ
Ｐhylloscopus coronatus

タカ目

ムシクイ科



目 科 種類 確認月日 確認場所 備考

エゾムシクイ
Phylloscopus borealoides

5月2日 室堂平 落鳥

メボソムシクイ
Ｐｈｙｌｌｏｓｃｏｐｕｓ　ｘａｎｔｈｏｄｒｙａ

ｓ

7月5日 みどりが池周辺 ＳＯＮＧ

マミジロ
Zoothera sibiricus

5月2日 室堂平 保護・放鳥

5月8日 室堂平 落鳥

5月15日 室堂平 落鳥

マエジロキビタキ
Ficedula zanthopygia

5月2日 室堂平 落鳥

5月18日 みくり尾根 目撃

6月2日 みくり尾根 目撃

6月21日 油①上部 目撃

ルリビタキ
Tarsiger cyanurus

6月10日 天狗山 目撃

5月2日 室堂平 死亡1羽・放鳥1羽

5月25日 浄土沢 羽毛

コルリ
Ｌｕｓｃｉｎｉａ　ｃｙａｎｅ

5月2日 室堂平 死亡1羽・放鳥1羽

ヤマガラ
Sittiparus varius

9月20日 水乗谷 目撃（3羽）

5月6日 室堂ターミナル付近 目撃

10月14日 みくり尾根 目撃（3羽）

メジロ科
メジロ

Zosterops japonicus
4月16日 エンマ台 目撃（10羽）

イワヒバリ
Ｐｒｕｎｅｌｌａ　ｃｏｌｌａｒｉｓ

4月29日 年度初確認 その後多数日目撃

カヤクグリ
Ｐｒｕｎｅｌｌａ　ｒｕｂｉｄａ

5月6日 年度初確認 その後多数日目撃

キセキレイ
Ｍｏｔａｃｉｌｌａ　ｃｉｎｅｒｅａ

6月2日 年度初確認 その後多数日目撃

ハクセキレイ
Motacilla  alba

4月30日 年度初確認 その後多数日目撃

アトリ科
ウソ

Ｐｙｒｒｈｕｌａ　ｐｙｒｒｈｕｌａ
5月12日 丸山 目撃（4羽以上）

☆ナチュラリスト、山小屋関係者、登山者及び立山自然保護センター職員の観察記録にもとづき、 報告場所をそのまま記載した。

☆参考文献　　

　日本鳥学会　2012　「日本鳥類目録改訂第７版」

オオルリ
Cyanopｔila cyanomelana

セキレイ科

シジュウカラ科
ヒガラ

Periparus ater

ヒタキ科

スズメ目

ジョウビタキ
Ｐｈｏｅｎｉｃｕｒｕｓ　ａｕｒｏｒｅｕｓ

イワヒバリ科

キビタキ
Ｆｉｃｅｄｕｌａ　ｎａｒｃｉｓｓｉｎａ

ムシクイ科


