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渡 り鳥
冬 になる と餌の なくな る寒い シベリ アから 、日本 にやっ てくる 鳥が たく さんい ます。 そ
の中 で、体 が大き く見や すい鳥 が水鳥 でしょ う。
御 所湖で は、ハクチ ョウは 広く知 られて います が、
ガン を見る ことは まれで す。近 県秋田 の八郎 潟では
シジ ュウカ ラガン が、宮 城の伊 豆沼で はマガ ンが有
名で す。特 にマガ ンの群 れは２ 万羽に もなり 、その
夜明 けの飛 び立ち は圧巻 です。
御 所湖で は今年 そんな めずら しいガ ンを見 ること
がで きまし た。ハ クチョ ウの群 れに混 じって 、田圃
で採 餌して います 。多く の人は 水の上 で餌を 取って
いる 鳥を思 い浮か べるの でしょ うが、 鳥たち は生き
てい くため には、 ♪ そんな の関係 ねぇ〜

とばか

りに 田の中 にくち ばしを つっこ み、く ちばし をまっ
黒に してい ます。 おかげ でコハ クチョ ウとオ オハク
チョ ウの見 分けが つけづ らいこ と・・ ・。
上 の田圃 の写真 をよく 見て下 さい。 ハクチ ョウの 左に４ 羽のグ レー で目 立たな い鳥が い
ます よね。 その下 の写真 がその 正体で すが、 シジュ ウカラ ガン１ 羽と マガ ン３羽 です。
シジュ ウカラ ガンは 、ほお が
白 いのが 特徴で す。首 の付け 根
に 首輪の ような 白いリ ングが あ
り ます。 右の写 真を見 るとオ オ
ハ クチョ ウとの 違いが わかり ま
シ ジ ュウ カラ ガン

す ね。まるで 、
大 人と子 供です 。
マガン はくち ばしの 付け根 が白い のが特 徴です 。３、 ４年
前 、御所 湖でマ ガンが 見られ たと報 道され たこと があり まし
た が、こ の時は 額の白 い部分 がもっ と上ま である カリガ ネで
し た。カ リガネ もマガ ンに混 じって いるこ とがあ ります 。お
な じガン の仲間 なので 合点が いきま すが、 ハクチ ョウと ガン

マガ ン

が いっし ょとい うのは そぐわ ない光 景だと 思いま せんか 。
街中で よく見 かける 小鳥の シジュ ウカラ 、コガ ラなど が冬

は混 群を作 ってい ます。 気をつ けない とみん な同じ 鳥に見 えます が、 キツ ツキの 仲間の コ
ゲラ もいっ しょに います よ。樹 々の葉 が落ち 、鳥を 見やす いので 、鳴 き声 が聞こ えたら 、
暖か い部屋 の中か らでも じっと 観察し てみて はどう でしょ う。

