Accipiter brevipes
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acridotheres tristis
Acrocephalus agricola
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus
dumetorum
Acrocephalus griseldis
Acrocephalus
melanopogon
Acrocephalus paludicola

レバントハイタカ
オオタカ
ハイタカ
カバイロハッカ
イナダヨシキリ
オオヨシキリ

アイスランドカモメ
アオアシシギ
アオガラ
アオガラ
アオガン
アオサギ

Larus glaucoides
Tringa nebularia
Cyanistes caeruleus
Cyanistes teneriffae
Branta ruficollis
Ardea cinerea

ヤチヨシキリ

アオジ

Emberiza spodocephala

ニシオオヨシキリ
マミジロヨシキリ

アオショウビン
アカアシイワシャコ

Halcyon smyrnensis
Alectoris rufa

ハシボソヨシキリ

アカアシシギ

Tringa totanus

Acrocephalus palustris
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
stentoreus
Actitis hypoleucos
Actitis macularius
Aegithalos caudatus
Aegolius funereus
Aegypius monachus
Agapornis fischeri
Aix galericulata
Aix sponsa
Alaemon alaudipes
Alauda arvensis
Alauda gulgula
Alca torda
Alcedo atthis
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Alle alle
Alopochen aegyptiaca
Amandava amandava
Ammomanes cinctura
Ammomanes deserti
Ammoperdix
griseogularis
Ammoperdix heyi
Anas acuta
Anas americana
Anas capensis

ヌマヨシキリ
スゲヨシキリ

アカアシチョウゲンボウ
アカエリカイツブリ

Falco amurensis
Podiceps grisegena

ヨアロッパヨシキリ

アカエリヒレアシシギ

Phalaropus lobatus

オアストラリアヨシキリ

アカエリヨタカ

Caprimulgus ruficollis

イソシギ
アメリカイソシギ
エナガ
キンメフクロウ
クロハゲワシ
ルリゴシボタンインコ
オシドリ
アメリカオシ
ハシナガヒバリ
ニシヒバリ
タイワンヒバリ
オオハシウミガラス
カワセミ
チャエリイワシャコ
イワシャコ
ハイイロイワシャコ
アカアシイワシャコ
ヒメウミスズメ
エジプトガン
ベニスズメ
クロオビスナヒバリ
スナヒバリ
ヒメイワシャコ

アカオカケス
アカオタテガモ
アカゲラ
アカシマアジ
アカツクシガモ
アカトビ
アカハシカモメ
アカハシコガモ
アカハシネッタイチョウ
アカハシハジロ
アカフウキンチョウ
アカマシコ
アカメモズモドキ
アカモズ
アサギアメリカムシクイ
アジアムナグロ
アジサシ
アシナガウミツバメ
アシナガシギ
アシナガワシ
アトリ
アナドリ
アネハヅル

Perisoreus infaustus
Oxyura jamaicensis
Dendrocopos major
Anas cyanoptera
Tadorna ferruginea
Milvus milvus
Ichthyaetus audouinii
Anas capensis
Phaethon aethereus
Netta rufina
Piranga olivacea
Carpodacus erythrinus
Vireo olivaceus
Lanius cristatus
Parula americana
Pluvialis fulva
Sterna hirundo
Oceanites oceanicus
Calidris himantopus
Aquila pomarina
Fringilla montifringilla
Bulweria bulwerii
Grus virgo

スナシャコ
オナガガモ
アメリカヒドリ
アカハシコガモ

アビ
アフリカオオバン
アフリカクロサギ
アフリカクロトキ

Gavia stellata
Fulica cristata
Egretta gularis
Threskiornis aethiopicus

アフリカコシジロアマツバメ Apus caffer

Anas carolinensis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas cyanoptera
Anas discors
Anas falcata
Anas formosa
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas rubripes
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anser brachyrhynchus
Anser erythropus
Anser fabalis
Anser indicus
Anthus berthelotii

ハシビロガモ
コガモ
アカシマアジ
ミカヅキシマアジ
ヨシガモ
トモエガモ
ヒドリガモ
マガモ
シマアジ
アメリカガモ
オカヨシガモ
マガン
ハイイロガン
コザクラバシガン
カリガネ
ヒシクイ
インドガン
カナリアタヒバリ

アフリカコミミズク
アフリカソウゲンワシ
アフリカチャイロツバメ
アフリカトキコウ
アフリカヒヨドリ
アフリカヘラサギ
アフリカムラサキバン
アフリカワシミミズク
アマツバメ
アメリカイソシギ
アメリカウズラシギ
アメリカオオアジサシ
アメリカオオハシシギ
アメリカオオバン
アメリカオグロシギ
アメリカオシ
アメリカガモ
アメリカグンカンドリ

Asio capensis
Aquila rapax
Ptyonoprogne fuligula
Mycteria ibis
Pycnonotus barbatus
Platalea alba
Porphyrio alleni
Bubo ascalaphus
Apus pacificus
Actitis macularius
Calidris melanotos
Thalasseus maximus
Limnodromus griseus
Fulica americana
Limosa haemastica
Aix sponsa
Anas rubripes
Fregata magnificens

Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus godlewskii
Anthus gustavi
Anthus hodgsoni
Anthus petrosus
Anthus pratensis
Anthus richardi
Anthus rubescens
Anthus similis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus affinis
Apus apus
Apus caffer
Apus pacificus
Apus pallidus

ムジタヒバリ
ムネアカタヒバリ
コマミジロタヒバリ
セジロタヒバリ
ビンズイ
ヨアロッパタヒバリ
マキバタヒバリ
アメリカタヒバリ
カメルアンタヒバリ
タヒバリ
ヨアロッパビンズイ
ニシヒメアマツバメ
ヨアロッパアマツバメ
アフリカコシジロアマツバメ
アマツバメ
ウルアマツバメ

アメリカササゴイ
アメリカサンカノゴイ
アメリカズグロカモメ
アメリカセグロカモメ
アメリカタヒバリ
アメリカチョウゲンボウ
アメリカヒドリ
アメリカヒバリシギ
アメリカヒレアシシギ
アメリカホシハジロ
アメリカムラサキバン
アメリカヤマセミ
アメリカヨタカ
アラナミキンクロ
アラビアアジサシ
アラビアオオノガン
アラビアテリムク

Butorides virescens
Botaurus lentiginosus
Leucophaeus pipixcan
Larus armenicus
Anthus rubescens
Falco sparverius
Anas americana
Calidris minutilla
Phalaropus tricolor
Aythya americana
Porphyrio martinica
Megaceryle alcyon
Chordeiles minor
Melanitta perspicillata
Sterna repressa
Ardeotis arabs
Onychognathus tristramii

Apus unicolor

ヨアロッパアマツバメ

アラビアヒヨドリ

Pycnonotus xanthopygos

Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Aquila fasciata
Aquila heliaca
Aquila nipalensis
Aquila pomarina
Aquila rapax
Aquila verreauxii
Aratinga acuticaudata
Ardea alba
Ardea cinerea
Ardea goliath
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Ardeotis arabs
Arenaria interpres
Asio capensis
Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua

ニシカタジロワシ
イヌワシ
カラフトワシ
ボネリアクマタカ
カタジロワシ
ソウゲンワシ
アシナガワシ
アフリカソウゲンワシ
コシジロイヌワシ
トガリインコ
ダイサギ
アオサギ
オニアオサギ
ムラサキサギ
カンムリサギ
アラビアオオノガン
キョウジョシギ
アフリカコミミズク
コミミズク
トラフズク
コキンメフクロウ

アラビアヤブチメドリ
アリスイ
アレチウタムシクイ
イエガラス
イエスズメ
イエホオジロ
イソシギ
イソヒヨドリ
イナダヨシキリ
イナバヒタキ
イヌワシ
イベリアチャフチャフ
イラクヤブチメドリ
イワゴジュウガラ
イワシャコ
イワスズメ
イワバホオジロ
イワヒバリ
インドガン
インドトサカゲリ
ウスイロイワスズメ

Turdoides squamiceps
Jynx torquilla
Hippolais languida
Corvus splendens
Passer domesticus
Emberiza striolata
Actitis hypoleucos
Monticola solitarius
Acrocephalus agricola
Oenanthe isabellina
Aquila chrysaetos
Phylloscopus ibericus
Turdoides altirostris
Sitta neumayer
Alectoris chukar
Petronia petronia
Emberiza buchanani
Prunella collaris
Anser indicus
Vanellus indicus
Carpospiza brachydactyla

Aythya
Aythya
Aythya
Aythya
Aythya

コスズガモ
アメリカホシハジロ
クビワキンクロ
ホシハジロ
キンクロハジロ

ウスイロハマヒバリ
ウスイロモリフクロウ
ウスズミハヤブサ
ウスハイイロチュウヒ
ウスユキガモ

Aythya marila
Aythya nyroca
Aythya valisineria
Bartramia longicauda
Bombycilla cedrorum
Bombycilla garrulus
Botaurus lentiginosus
Botaurus stellaris
Branta bernicla
Branta canadensis
Branta hutchinsii
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Bubo ascalaphus
Bubo bubo
Bubo scandiacus
Bubulcus ibis
Bucanetes githagineus
Bucanetes mongolicus
Bucephala albeola

スズガモ
メジロガモ
オオホシハジロ
マキバシギ
ヒメレンジャク
キレンジャク
アメリカサンカノゴイ
サンカノゴイ
コクガン
シジュウカラガン
シジュウガラガン
カオジロガン
アオガン
アフリカワシミミズク
ワシミミズク
シロフクロウ
ナキマシコ
モウコナキマシコ
ヒメハジロ

ウズラクイナ
ウズラシギ
ウソ
ウタオオタカ
ウタスズメ
ウタツグミ
ウタムシクイ
ウミアイサ
ウミガラス
ウルアマツバメ
エジプトガン
エジプトタイヨウチョウ
エジプトハゲワシ
エジプトヨタカ
エゾライチョウ
エナガ
エリマキシギ
エレオノラハヤブサ
エントツアマツバメ
オアストラリアヨシキリ

Eremophila bilopha
Strix butleri
Falco concolor
Circus macrourus
Marmaronetta
angustirostris
Crex crex
Calidris acuminata
Pyrrhula pyrrhula
Melierax metabates
Melospiza melodia
Turdus philomelos
Hippolais polyglotta
Mergus serrator
Uria aalge
Apus pallidus
Alopochen aegyptiaca
Hedydipna metallica
Neophron percnopterus
Caprimulgus aegyptius
Tetrastes bonasia
Aegithalos caudatus
Philomachus pugnax
Falco eleonorae
Chaetura pelagica
Acrocephalus stentoreus

Bucephala clangula

ホオジロガモ

オウギアイサ

Lophodytes cucullatus

affinis
americana
collaris
ferina
fuligula

Bucephala islandica
Bulweria bulwerii
Burhinus oedicnemus
Burhinus senegalensis
Buteo buteo
Buteo buteo vulpinus
Buteo lagopus
Buteo rufinus

キタホオジロガモ
アナドリ

ケアシノスリ
ニシオオノスリ

オウゴンチョウ
オオアカゲラ
オオアジサシ
オオカモメ
オオカワラヒワ
オオキアシシギ
オオジュリン
オオズグロカモメ

Euplectes afer
Dendrocopos leucotos
Thalasseus bergii
Larus marinus
Carduelis chloris
Tringa melanoleuca
Emberiza schoeniclus
Ichthyaetus ichthyaetus

Butorides striata
Butorides virescens
Calandrella
brachydactyla
Calandrella rufescens
Calcarius lapponicus
Calidris acuminata

ササゴイ
アメリカササゴイ
ヒメコウテンシ

オオソリハシシギ
オオタカ
オオトウゾクカモメ

Limosa lapponica
Accipiter gentilis
Stercorarius skua

コヒバリ
ツメナガホオジロ
ウズラシギ

オオハクチョウ
オオハシウミガラス
オオハシシギ

Cygnus cygnus
Alca torda
Limnodromus scolopaceus

Calidris
Calidris
Calidris
Calidris
Calidris
Calidris
Calidris
Calidris

ミユビシギ
ハマシギ
ヒメウズラシギ
コオバシギ
サルハマシギ
コシジロウズラシギ
アシナガシギ
ムラサキハマシギ

オオハム
オオバン
オオフラミンゴ
オオホシハジロ
オオホンセイインコ
オオメダイチドリ
オオモズ
オオヨシキリ

Gavia arctica
Fulica atra
Phoenicopterus ruber
Aythya valisineria
Psittacula eupatria
Charadrius leschenaultii
Lanius excubitor
Acrocephalus arundinaceus

Calidris mauri
Calidris melanotos
Calidris minuta
Calidris minutilla
Calidris pusilla
Calidris ruficollis
Calidris subminuta
Calidris temminckii
Calidris tenuirostris
Callipepla californica
Calonectris d. diomedea

ヒメハマシギ
アメリカウズラシギ
ニシトウネン
アメリカヒバリシギ
ヒレアシトウネン
トウネン
ヒバリシギ
オジロトウネン
オバシギ
カンムリウズラ

オカヨシガモ
オガワコマドリ
オキナインコ
オグロシギ
オグロムシクイ
オシドリ
オジロゲリ
オジロトウネン
オジロビタキ
オジロワシ
オタテヤブコマドリ

Anas strepera
Luscinia svecica
Myiopsitta monachus
Limosa limosa
Sylvia leucomelaena
Aix galericulata
Vanellus leucurus
Calidris temminckii
Ficedula parva
Haliaeetus albicilla
Erythropygia galactotes

Calonectris diomedea
Caprimulgus aegyptius

オニミズナギドリ
エジプトヨタカ

オナガカエデチョウ
オナガガモ

Estrilda astrild
Anas acuta

オナガキジ

Syrmaticus reevesii

サバクマシコ
ウスイロイワスズメ

オナガフクロウ
オナガムシクイ
オニアオサギ
オニアジサシ
オニミズナギドリ
オバシギ
オビハシカイツブリ
オリアブウタムシクイ
オリアブチャツグミ
カイツブリ
カオグロアメリカムシクイ
カオグロクイナ
カオグロサバクヒタキ
カオジロアカゲラ
カオジロウミツバメ

Surnia ulula
Sylvia undata
Ardea goliath
Hydroprogne caspia
Calonectris diomedea
Calidris tenuirostris
Podilymbus podiceps
Hippolais olivetorum
Catharus ustulatus
Tachybaptus ruficollis
Geothlypis trichas
Porzana carolina
Oenanthe hispanica
Dendrocopos syriacus
Pelagodroma marina

alba
alpina
bairdii
canutus
ferruginea
fuscicollis
himantopus
maritima

コイシチドリ
ノスリ

Caprimulgus europaeus ヨアロッパヨタカ
Caprimulgus nubicus
Caprimulgus ruficollis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis citrinella
Carduelis corsicana
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis hornemanni
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Carpodacus rubicilla
Carpodacus synoicus
Carpospiza
brachydactyla
Catharus fuscescens
Catharus guttatus
Catharus minimus
Catharus ustulatus
Cecropis daurica
Centropus senegalensis

サバクヨタカ
アカエリヨタカ
ムネアカヒワ
ゴシキヒワ
オオカワラヒワ
シトロンヒワ

ビリアチャツグミ
チャイロコツグミ
ハイイロチャツグミ
オリアブチャツグミ
コシアカツバメ
セネガルバンケン

カオジロオタテガモ
カオジロガン
カケス
カササギ
カシラダカ
カスピアセッケイ

Oxyura leucocephala
Branta leucopsis
Garrulus glandarius
Pica pica
Emberiza rustica
Tetraogallus caspius

Cepphus grylle
Cercotrichas podobe
Certhia brachydactyla
Certhia familiaris

ハジロウミバト
クロヤブコマ
タンシキバシリ
キバシリ

カタグロトビ
カタジロワシ
カツオドリ
カッコウ

Elanus caeruleus
Aquila heliaca
Sula leucogaster
Cuculus canorus

ベニヒワ
キバシヒワ
コベニヒワ
マヒワ
アカマシコ

Ceryle rudis
Cettia cetti
Chaetura pelagica
Charadrius
alexandrinus
Charadrius asiaticus

ヒメヤマセミ
ヨアロッパウグイス
エントツアマツバメ
シロチドリ

カナダヅル
カナリア
カナリアオアトリ
カナリアタヒバリ

Grus canadensis
Serinus canaria
Fringilla teydea
Anthus berthelotii

ニシオオチドリ

カナリアチャフチャフ

Phylloscopus canariensis

カナリアノビタキ
カナリアバト
カニチドリ

Saxicola dacotiae
Columba bollii
Dromas ardeola

Charadrius dubius
コチドリ
Charadrius hiaticula
ハジロコチドリ
Charadrius leschenaultii オオメダイチドリ
Charadrius mongolus
Charadrius morinellus
Charadrius pecuarius
Charadrius
semipalmatus
Charadrius vociferus
Chen caerulescens
Chen canagica

メダイチドリ
コバシチドリ
ヒメチドリ
ミカズキチドリ

カバイロハッカ
カベバシリ
カマドムシクイ
カメルアンタヒバリ

Acridotheres tristis
Tichodroma muraria
Seiurus aurocapilla
Anthus similis

フタオビチドリ
ハクガン
ミカドガン

カモメ
カラフトフクロウ
カラフトムシクイ

Larus canus
Strix nebulosa
Phylloscopus proregulus

Chen rossii
Chersophilus duponti
Chlamydotis
macqueenii
Chlamydotis undulata
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Chordeiles minor
Chroicocephalus
cirrocephalus
Chroicocephalus genei
Chroicocephalus
philadelphia
Chroicocephalus
ridibundus
Chrysolophus
amherstiae
Chrysolophus pictus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Cinclus cinclus
Cinnyris osea
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Clangula hyemalis

ヒメハクガン
デュボンヒバリ
サバクフサエリショウノガン

カラフトムジセッカ
カラフトライチョウ
カラフトワシ

Phylloscopus schwarzi
Lagopus lagopus
Aquila clanga

フサエリショウノガン
クロハラアジサシ
ハジロクロハラアジサシ
ハシグロクロハラアジサシ
アメリカヨタカ
ズアオカモメ

カリガネ
カワアイサ
カワウ
カワセミ
カワセンニュウ
カワラバト(ドバト
カワラバト ドバト)
ドバト

Anser erythropus
Mergus merganser
Phalacrocorax carbo
Alcedo atthis
Locustella fluviatilis
Columba livia

ハシボソカモメ
ボナパルトカモメ

カンムリウズラ
カンムリカイツブリ

Callipepla californica
Podiceps cristatus

ユリカモメ

カンムリガラ

Lophophanes cristatus

ギンケイ

カンムリサギ

Ardeola ralloides

シュバシコウ
ナベコウ
ムナジロカワガラス
キタキフサタイヨウチョウ
チュウヒワシ
ヨアロッパチュウヒ
ハイイロチュウヒ
ウスハイイロチュウヒ
ヒメハイイロチュウヒ
セッカ
マダラカンムリカッコウ
コオリガモ

キアオジ
キアシセグロカモメ
キイロウタムシクイ
キガシラウミワシ
キガシラセキレイ
キクイタダキ
キジ
キジバト
キズタアメリカムシクイ
キセキレイ
キタキフサタイヨウチョウ
キタホオジロガモ
キタミズツグミ

Emberiza citrinella
Larus cachinnans
Hippolais icterina
Haliaeetus leucoryphus
Motacilla citreola
Regulus regulus
Phasianus colchicus
Streptopelia orientalis
Dendroica auduboni
Motacilla cinerea
Cinnyris osea
Bucephala islandica
Parkesia noveboracensis

Coccothraustes
coccothraustes
Coccyzus americanus
Coccyzus
erythropthalmus
Colinus virginianus
Coloeus dauuricus
Columba bollii
Columba junoniae
Columba livia

シメ

キタヤナギムシクイ

Phylloscopus trochilus

キバシカッコウ
ハシグロカッコウ

キノドアオジ
キバシカッコウ

Emberiza cineracea
Coccyzus americanus

コリンウズラ
コクマルガラス
カナリアバト
ゲッケイジュバト
カワラバト(ドバト)

キバシガラス
キバシトビ
キバシヒワ
キバシリ
キビタイシメ

Pyrrhocorax graculus
Milvus aegyptius
Carduelis flavirostris
Certhia familiaris
Hesperiphona vespertina

キプリスサバクヒタキ

Oenanthe cypriaca

キプロスムシクイ
キマユホオジロ
キマユムシクイ
キョウジョシギ
キョクアジサシ

Sylvia melanothorax
Emberiza chrysophrys
Phylloscopus inornatus
Arenaria interpres
Sterna paradisaea

Columba livia (var.
domestica)
Columba oenas
Columba palumbus
Columba trocaz
Coracias garrulus
Corvus corax

ヒメモリバト
モリバト
マデイラバト
ニシブッポウソウ
ワタリガラス

Corvus
Corvus
Corvus
Corvus

cornix
corone
frugilegus
monedula

ハシボソガラス
ミヤマガラス
ニシコクマルガラス

キリアイ
キレンジャク
キンクロハジロ
ギンケイ

Limicola falcinellus
Bombycilla garrulus
Aythya fuligula
Chrysolophus amherstiae

ギンザンマシコ
ギンバシ
ギンフルマカモメ
キンメフクロウ
クサシギ
クビワカモメ
クビワキンクロ
クビワコウテンシ

Pinicola enucleator
Euodice malabarica
Fulmarus glacialis
Aegolius funereus
Tringa ochropus
Xema sabini
Aythya collaris
Melanocorypha bimaculata
Turdus torquatus
Dryocopus martius
Turdus merula
Ammomanes cinctura
Pternistis erckelii
Sylvia melanocephala
Nandayus nenday
Melanitta nigra
Melanocorypha calandra

Corvus rhipidurus
Corvus ruficollis
Corvus splendens
Coturnix coturnix
Crex crex
Cuculus canorus
Cuculus optatus
Cursorius cursor

チビオガラス
チャエリガラス
イエガラス
ヨアロッパウズラ
ウズラクイナ
カッコウ

Cyanistes caeruleus
Cyanistes cyanus
Cyanistes teneriffae
Cyanopica cyanus
Cygnus atratus
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Delichon urbicum

アオガラ
ルリガラ
アオガラ
コクチョウ
コハクチョウ
オオハクチョウ
コブハクチョウ
ニシイワツバメ

クビワツグミ
クマゲラ
クロウタドリ
クロオビスナヒバリ
クロガオシャコ
クロガシラムシクイ
クロガミインコ
クロガモ
クロコウテンシ

Dendrocopos leucotos

オオアカゲラ

クロコウテンシ

Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dendrocopos syriacus
Dendroica aestiva
Dendroica auduboni
Dendroica striata
Dolichonyx oryzivorus
Dromas ardeola
Dryocopus martius
Dumetella carolinensis

アカゲラ
ヒメアカゲラ
コアカゲラ
カオジロアカゲラ
キズタアメリカムシクイ
ズグロアメリカムシクイ
ボボリング
カニチドリ
クマゲラ
ネコマネドリ

クロサバクヒタキ
クロジョウビタキ
クロヅル
クロトウゾクカモメ
クロノビタキ
クロハゲワシ
クロハラアジサシ
クロハラサケイ
クロビタイサケイ
クロヤブコマ
クロヨシゴイ

Melanocorypha
yeltoniensis
Oenanthe leucura
Phoenicurus ochruros
Grus grus
Stercorarius parasiticus
Saxicola caprata
Aegypius monachus
Chlidonias hybrida
Pterocles orientalis
Pterocles lichtensteinii
Cercotrichas podobe
Ixobrychus sturmii

Egretta (casmerodius)
intermedia

チュウサギ

クロライチョウ

Lyrurus tetrix

Egretta garzetta
Egretta gularis
Egretta thula
Elanus caeruleus
Emberiza aureola
Emberiza bruniceps
Emberiza buchanani
Emberiza caesia
Emberiza calandra
Emberiza chrysophrys
Emberiza cia
Emberiza cineracea
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza leucocephalos

コサギ
アフリカクロサギ
ユキコサギ
カタグロトビ
シマアオジ
チャキンチョウ
イワバホオジロ
ノドアカホオジロ
ハタホオジロ
キマユホオジロ
ヒゲホオジロ
キノドアオジ
ノドグロアオジ
キアオジ
ズアオホオジロ
シラガホオジロ

クロワカモメ
ケアシノスリ
ケアプシロエリハゲワシ
ゲッケイジュバト
ケワタガモ
コアオアシシギ
コアカゲラ
コアカサスイワヒバリ
コアカサスオオライチョウ
コアカサスセッケイ
コアジサシ
ゴイサギ
コイシチドリ
コイワスズメ
コウヨウジャク
コオバシギ

Larus delawarensis
Buteo lagopus
Gyps fulvus
Columba junoniae
Somateria spectabilis
Tringa stagnatilis
Dendrocopos minor
Prunella ocularis
Lyrurus mlokosiewiczi
Tetraogallus caucasicus
Sternula albifrons
Nycticorax nycticorax
Burhinus senegalensis
Gymnoris xanthocollis
Ploceus manyar
Calidris canutus

Emberiza
melanocephala
Emberiza pallasi
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza rutila
Emberiza sahari
Emberiza schoeniclus
Emberiza spodocephala

ズグロチャキンチョウ

コオリガモ

Clangula hyemalis

シベリアジュリン
コホオアカ
カシラダカ
シマノジコ
オオジュリン
アオジ

コガネスズメ
コガモ
コガラ
コキアシシギ
コキジバト
コキンメフクロウ
コクイナ

Passer montanus
Anas crecca
Poecile montanus
Tringa flavipes
Streptopelia turtur
Athene noctua
Porzana parva

Emberiza striolata
Eremalauda dunni

イエホオジロ
ムジスナヒバリ

コクガン
コクチョウ

Branta bernicla
Cygnus atratus

スナバシリ

Eremophila alpestris
Eremophila bilopha
Eremopterix nigriceps
Erithacus rubecula
Erythropygia galactotes

ハマヒバリ
ウスイロハマヒバリ
ズグロスズメヒバリ
ヨアロッパコマドリ
オタテヤブコマドリ

コクマルガラス
コケワタガモ
コサギ
コザクラバシガン
コシアカサバクヒタキ

Coloeus dauuricus
Polysticta stelleri
Egretta garzetta
Anser brachyrhynchus
Oenanthe xanthoprymna

Estrilda astrild
Euodice malabarica
Euplectes afer
Falco amurensis
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco columbarius
Falco concolor

オナガカエデチョウ
ギンバシ
オウゴンチョウ
アカアシチョウゲンボウ
ラナアハヤブサ
セアカアハヤブサ
コチョウゲンボウ
ウスズミハヤブサ

コシアカツバメ
コシギ
ゴシキヒワ
コシグロクサシギ
コシジロイソヒヨドリ
コシジロイヌワシ
コシジロウズラシギ
コシジロウミツバメ

Cecropis daurica
Lymnocryptes minimus
Carduelis carduelis
Tringa solitaria
Monticola saxatilis
Aquila verreauxii
Calidris fuscicollis
Oceanodroma leucorhoa

Falco
Falco
Falco
Falco
Falco
Falco
Falco
Falco
Falco

エレオノラハヤブサ
ヒメチョウゲンボウ
バアバリアハヤブサ
ハヤブサ
シロハヤブサ
アメリカチョウゲンボウ
チゴハヤブサ
チョウゲンボウ
ニシアカガシラチョウゲンボ
ウ

コシジロサバクヒタキ
コシベニペリカン
コシャクシギ
コスズガモ
コチドリ
コチョウゲンボウ
コノドジロムシクイ
コハクチョウ
コバシカンムリヒバリ

Oenanthe lugens
Pelecanus rufescens
Numenius minutus
Aythya affinis
Charadrius dubius
Falco columbarius
Sylvia curruca
Cygnus columbianus
Galerida theklae

コバシチドリ

Charadrius morinellus

シロエリヒタキ
マダラヒタキ
オジロビタキ

コビトウ
コヒバリ
コブハクチョウ

Microcarbo pygmeus
Calandrella rufescens
Cygnus olor

Ficedula semitorquata ハンエリヒタキ
Ficedula speculigera
Francolinus bicalcaratus

コフラミンゴ
コベニヒワ
コホオアカ

Phoeniconaias minor
Carduelis hornemanni
Emberiza pusilla

Francolinus francolinus ムナグロシャコ

コマツグミ

Turdus migratorius

コマミジロタヒバリ
コミミズク
コモンクイナ
コモンシギ
コリンウズラ
コルシカゴジュウガラ
コルリ
サケイ
ササゴイ
ササフサケイ
サバクヒタキ
サバクフサエリショウノガン

Anthus godlewskii
Asio flammeus
Porzana porzana
Tryngites subruficollis
Colinus virginianus
Sitta whiteheadi
Luscinia cyane
Syrrhaptes paradoxus
Butorides striata
Pterocles coronatus
Oenanthe deserti
Chlamydotis macqueenii
Carpodacus synoicus
Otus brucei
Sylvia nana
Caprimulgus nubicus
Luscinia megarhynchos
Calidris ferruginea
Botaurus stellaris
Petrochelidon pyrrhonota
Parus major
Branta canadensis
Branta hutchinsii
Oena capensis
Carduelis citrinella
Histrionicus histrionicus
Poecile cinctus
Emberiza pallasi
Locustella certhiola

eleonorae
naumanni
pelegrinoides
peregrinus
rusticolus
sparverius
subbuteo
tinnunculus
vespertinus

Ficedula albicilla
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva

Fratercula arctica
Fregata magnificens
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Fringilla teydea
Fulica americana
Fulica atra
Fulica cristata
Fulmarus glacialis
Galerida cristata
Galerida theklae
Gallinago delicata

ニシツノメドリ
アメリカグンカンドリ
ズアオアトリ
アトリ
カナリアオアトリ
アメリカオオバン
オオバン
アフリカオオバン
ギンフルマカモメ

Gallinago gallinago
Gallinago media
Gallinago megala
Gallinago stenura
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Gavia adamsii
Gavia arctica

タシギ
ヨアロッパジシギ
チュウジシギ
ハリオシギ
カケス
ハシジロアビ
オオハム

サバクマシコ
サバクミミズク
サバクムシクイ
サバクヨタカ
サヨナキドリ
サルハマシギ
サンカノゴイ
サンショクツバメ

Gavia immer
Gavia pacifica
Gavia stellata
Gelochelidon nilotica
Geothlypis trichas
Geronticus eremita
Glareola maldivarum
Glareola nordmanni
Glareola pratincola

ハシグロアビ
シロエリオオハム
アビ
ハシブトアジサシ
カオグロアメリカムシクイ
ホオアカトキ
ツバメチドリ
ハグロツバメチドリ
ニシツバメチドリ

シジュウカラ
シジュウカラガン
シジュウガラガン
シッポウバト
シトロンヒワ
シノリガモ
シベリアコガラ
シベリアジュリン
シベリアセンニュウ

コバシカンムリヒバリ

Glaucidium passerinum スズメフクロウ
Grus canadensis
Grus grus
Grus leucogeranus
Grus virgo
Gymnoris xanthocollis
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Gyps rueppellii
Haematopus ostralegus

カナダヅル
クロヅル
ソデグロヅル
アネハヅル
コイワスズメ
ヒゲワシ
ケアプシロエリハゲワシ
マダラハゲワシ
ミヤコドリ

Halcyon smyrnensis
アオショウビン
Haliaeetus albicilla
オジロワシ
Haliaeetus leucoryphus キガシラウミワシ

シマアオジ

Emberiza aureola

シマアジ
シマノジコ
シマムシクイ
シメ
シュバシコウ
ショウドウツバメ
シラガサバクヒタキ
シラガホオジロ
シラコバト

Anas querquedula
Emberiza rutila
Sylvia nisoria
Coccothraustes
Ciconia ciconia
Riparia riparia
Oenanthe monacha
Emberiza leucocephalos
Streptopelia decaocto

シラヒゲムシクイ
シリアセリン
シルスイキツツキ

Sylvia cantillans
Serinus syriacus
Sphyrapicus varius
Gavia pacifica
Ficedula albicollis

Hedydipna metallica
Hesperiphona
vespertina
Hieraaetus pennatus

エジプトタイヨウチョウ
キビタイシメ

シロエリオオハム
シロエリヒタキ

ヒメクマタカ

シロガシラクロサバクヒタキ Oenanthe leucopyga

Himantopus
Hippolais icterina
Hippolais languida
Hippolais olivetorum
Hippolais polyglotta
Hirundapus caudacutus

セイタカシギ
キイロウタムシクイ
アレチウタムシクイ
オリアブウタムシクイ
ウタムシクイ
ハリオアマツバメ

シロガシラジョウビタキ
シロカツオドリ
シロカモメ
シロクロアメリカムシクイ
シロクロモズ
シロチドリ

Phoenicurus
Morus bassanus
Larus hyperboreus
Mniotilta varia
Lanius nubicus
Charadrius alexandrinus

シロハヤブサ
シロハラアマツバメ

Falco rusticolus
Tachymarptis melba

シロハラサケイ
シロハラチュウシャクシギ
シロハラトウゾクカモメ

Pterocles alchata
Numenius tenuirostris
Stercorarius longicaudus

Hypocolius ampelinus
ミミグロレンジャクモドキ
Ichthyaetus audouinii
アカハシカモメ
Ichthyaetus hemprichii ススケカモメ

シロビタイジョウビタキ
シロフクロウ
ズアオアトリ

Phoenicurus phoenicurus
Bubo scandiacus
Fringilla coelebs

Ichthyaetus ichthyaetus オオズグロカモメ

ズアオカモメ

Hirundo rustica
ツバメ
Histrionicus histrionicus シノリガモ
Hydrobates pelagicus
Hydrocoloeus minutus
Hydroprogne caspia

Ichthyaetus
leucophthalmus
Ichthyaetus
melanocephalus
Icterus galbula
Iduna aedon
Iduna caligata

ヒメウミツバメ
ヒメカモメ
オニアジサシ

メジロカモメ

ズアオホオジロ

Chroicocephalus
cirrocephalus
Emberiza hortulana

ニシズグロカモメ

ズアカモズ

Lanius senator

ボルチモアムクドリモドキ
ハシブトオオヨシキリ
ヒメウタムシクイ

ズグロアメリカムシクイ
ズグロスズメヒバリ
ズグロチャキンチョウ

Dendroica striata
Eremopterix nigriceps
Emberiza melanocephala

ズグロハタオリ

Ploceus melanocephalus
Puffinus gravis
Sylvia atricapilla
Acrocephalus
schoenobaenus
Loxia scotica
Aythya marila
Ichthyaetus hemprichii
Passer simplex
Glaucidium passerinum
Turdoides fulva
Ammoperdix heyi
Scotocerca inquieta
Cursorius cursor
Ammomanes deserti
Passer hispaniolensis
Falco cherrug
Lanius collurio
Porphyrio porphyrio

Iduna opaca
Iduna pallida
Iduna rama
Irania gutturalis

ハイイロウタムシクイ
ヒメウタムシクイ
ノドジロコマドリ

ズグロミズナギドリ
ズグロムシクイ
スゲヨシキリ

Ixobrychus minutus
Ixobrychus sturmii
Junco hyemalis
Jynx torquilla
Ketupa zeylonensis
Lagonosticta senegala
Lagopus lagopus
Lagopus muta
Lanius collurio
Lanius cristatus
Lanius excubitor
Lanius isabellinus
Lanius meridionalis
Lanius minor

ヒメヨシゴイ
クロヨシゴイ
ユキヒメドリ
アリスイ
ミナミシマフクロウ

スコットランドイスカ
スズガモ
ススケカモメ
スズメ
スズメフクロウ
スナイロヤブチメドリ
スナシャコ
スナチムシクイ
スナバシリ
スナヒバリ
スペインスズメ
セアカアハヤブサ
セアカモズ
セイケイ

カラフトライチョウ
ライチョウ
セアカモズ
アカモズ
オオモズ
ミナミオオモズ
ヒメオオモズ

Lanius nubicus

シロクロモズ

セイタカシギ

Himantopus himantopus

Lanius phoenicuroides
Lanius schach
Lanius senator
Larus argentatus
Larus armenicus
Larus cachinnans
Larus canus
Larus delawarensis
Larus fuscus

タカサゴモズ
ズアカモズ
セグロカモメ
アメリカセグロカモメ
キアシセグロカモメ
カモメ
クロワカモメ
ニシセグロカモメ

セグロアジサシ
セグロカモメ
セグロサバクヒタキ
セジロサバクヒタキ
セジロタヒバリ
セスジハウチワドリ
セッカ
セネガルサケイ
セネガルバンケン

Onychoprion fuscatus
Larus argentatus
Oenanthe pleschanka
Oenanthe finschii
Anthus gustavi
Prinia gracilis
Cisticola juncidis
Pterocles senegallus
Centropus senegalensis

セリン
センダイムシクイ
ゾウゲカモメ
ソウゲンワシ
ソデグロヅル
ソリハシシギ
ソリハシセイタカシギ
ダイサギ
ダイシャクシギ
ダイゼン
タイリクハクセキレイ

Serinus serinus
Phylloscopus coronatus
Pagophila eburnea
Aquila nipalensis
Grus leucogeranus
Xenus cinereus
Recurvirostra avosetta
Ardea alba
Numenius arquata
Pluvialis squatarola
Motacilla alba

タイワンヒバリ
タカサゴモズ
タカブシギ
タゲリ
タシギ
タヒバリ
ダルマワシ
タンシキバシリ
チゴハヤブサ

Alauda gulgula
Lanius schach
Tringa glareola
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Anthus spinoletta
Terathopius ecaudatus
Certhia brachydactyla
Falco subbuteo

チビオガラス
チフチャフ
チャイロコツグミ
チャイロツバメ
チャイロヤブモズ
チャエリイワシャコ
チャエリガラス
チャキンチョウ
チャゴシサバクヒタキ
チャバラサケイ
チャバラムシクイ
チュウサギ
チュウジシギ
チュウシャクシギ

Corvus rhipidurus
Phylloscopus collybita
Catharus guttatus
Ptyonoprogne rupestris
Tchagra senegalus
Alectoris barbara
Corvus ruficollis
Emberiza bruniceps
Oenanthe moesta
Pterocles exustus
Sylvia deserticola
Egretta (casmerodius)
intermedia
Gallinago megala
Numenius phaeopus

コアカサスオオライチョウ
クロライチョウ
ウスユキガモ

チュウヒワシ
チョウゲンボウ
チリアフラミンゴ

Circaetus gallicus
Falco tinnunculus
Phoenicopterus chilensis

アメリカヤマセミ
ビロードキンクロ
クロガモ
アラナミキンクロ
クビワコウテンシ

ツクシガモ
ツグミ
ツグミ
ツバメ
ツバメゲリ
ツバメチドリ
ツメナガセキレイ

Tadorna tadorna
Turdus eunomus
Turdus naumanni
Hirundo rustica
Vanellus spinosus
Glareola maldivarum
Motacilla flava

クロコウテンシ

ツメナガホオジロ

Calcarius lapponicus

ハジロコウテンシ

ツルシギ

Tringa erythropus

クロコウテンシ

デュボンヒバリ

Chersophilus duponti

ウタオオタカ
ウタスズメ

トウゾクカモメ
トウネン

Stercorarius pomarinus
Calidris ruficollis

Larus glaucoides
Larus heuglini
Larus hyperboreus
Larus marinus
Larus michahellis
Larus smithsonianus
Leucophaeus atricilla
Leucophaeus pipixcan
Limicola falcinellus
Limnodromus griseus
Limnodromus
scolopaceus
Limosa haemastica
Limosa lapponica
Limosa limosa
Locustella certhiola
Locustella fluviatilis
Locustella lanceolata
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Logopus lagopus
scoticus
Lonchura malacca
Lophodytes cucullatus
Lophophanes cristatus
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Loxia pytyopsittacus
Loxia scotica
Lullula arborea
Luscinia calliope
Luscinia cyane
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos

アイスランドカモメ
シロカモメ
オオカモメ
ワライカモメ
アメリカズグロカモメ
キリアイ
アメリカオオハシシギ
オオハシシギ
アメリカオグロシギ
オオソリハシシギ
オグロシギ
シベリアセンニュウ
カワセンニュウ
マキノセンニュウ
ヌマセンニュウ
ヤチセンニュウ

オウギアイサ
カンムリガラ
ナキイスカ
ハシブトイスカ
スコットランドイスカ
モリヒバリ
ノゴマ
コルリ
ヤブサヨナキドリ
サヨナキドリ

Luscinia svecica
オガワコマドリ
Lymnocryptes minimus コシギ
Lyrurus mlokosiewiczi
Lyrurus tetrix
Marmaronetta
angustirostris
Megaceryle alcyon
Melanitta americana
Melanitta deglandi
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Melanitta perspicillata
Melanocorypha
bimaculata
Melanocorypha
calandra
Melanocorypha
leucoptera
Melanocorypha
yeltoniensis
Melierax metabates
Melospiza melodia

Mergellus albellus
Mergus merganser
Mergus serrator
Merops apiaster
Merops orientalis
Merops persicus
Microcarbo pygmeus
Milvus aegyptius
Milvus migrans

ミコアイサ
カワアイサ
ウミアイサ
ヨアロッパハチクイ
ミドリハチクイ
ルリホオハチクイ
コビトウ
キバシトビ
ニシトビ

Milvus milvus
Mniotilta varia
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Montifringilla nivalis
Morus bassanus
Motacilla alba

アカトビ
シロクロアメリカムシクイ
コシジロイソヒヨドリ
イソヒヨドリ
ユキスズメ
シロカツオドリ
タイリクハクセキレイ

Motacilla cinerea
Motacilla citreola
Motacilla flava
Motacilla yarrellii
Muscicapa dauurica
Muscicapa striata
Mycteria ibis
Myiopsitta monachus
Nandayus nenday
Neophron percnopterus

キセキレイ
キガシラセキレイ
ツメナガセキレイ

ニシセグロカモメ
ニシツノメドリ
ニシツバメチドリ
ニシツリスガラ
ニシトウネン
ニシトビ
ニシノビタキ
ニシハイイロペリカン
ニシヒバリ
ニシヒメアマツバメ
ニシブッポウソウ
ニワムシクイ

Coracias garrulus
Sylvia borin

ヌマセンニュウ
ヌマヨシキリ
ネコマネドリ
ネズミオナガムシクイ
ノガン
ノゴマ
ノスリ
ノドアカホオジロ
ノドグロアオジ

Locustella luscinioides
Acrocephalus palustris
Dumetella carolinensis
Sylvia sarda
Otis tarda
Luscinia calliope
Buteo buteo
Emberiza caesia
Emberiza cirlus

ノドグロイワヒバリ

Prunella atrogularis

コシアカサバクヒタキ

ノドグロツグミ
ノドグロツグミ
ノドグロムシクイ
ノドジロコマドリ
ノドジロシトド
ノドジロムシクイ
ノハラツグミ
ノビタキ
バアバリアハヤブサ
ハイイロイワシャコ
ハイイロイワビタキ
ハイイロウタムシクイ
ハイイロガン
ハイイロチャツグミ
ハイイロチュウヒ
ハイイロヒレアシシギ
ハイイロミズナギドリ
ハイタカ

Turdus atrogularis
Turdus ruficollis
Sylvia ruppeli
Irania gutturalis
Zonotrichia albicollis
Sylvia communis
Turdus pilaris
Saxicola maurus
Falco pelegrinoides
Alectoris graeca
Oenanthe melanura
Iduna pallida
Anser anser
Catharus minimus
Circus cyaneus
Phalaropus fulicarius
Puffinus griseus
Accipiter nisus

アラビアテリムク

ハクガン

Chen caerulescens

マミジロアジサシ

ハグロツバメチドリ

Glareola nordmanni

セグロアジサシ
マミジロアメリカムシクイ

ハゴロモムシクイ
ハシグロアビ

Setophaga ruticilla
Gavia immer

ムナフヒタキ
アフリカトキコウ
オキナインコ
クロガミインコ
エジプトハゲワシ

ダイシャクシギ
コシャクシギ
チュウシャクシギ
シロハラチュウシャクシギ
ホロホロチョウ
ゴイサギ
アシナガウミツバメ
コシジロウミツバメ

Oceanodroma monorhis ヒメクロウミツバメ
Oena capensis
Oenanthe chrysopygia
Oenanthe cypriaca
Oenanthe deserti
Oenanthe finschii
Oenanthe halophila
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucopyga
Oenanthe leucura
Oenanthe lugens
Oenanthe melanura
Oenanthe moesta
Oenanthe monacha
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Oenanthe seebohmi
Oenanthe
xanthoprymna
Onychognathus
tristramii
Onychoprion
anaethetus
Onychoprion fuscatus
Oreothlypis peregrina

Aratinga acuticaudata
Anas formosa
Asio otus
Pluvianus aegyptius
Loxia leucoptera
Bucanetes githagineus
Zenaida macroura
Ciconia nigra
Falco vespertinus
Delichon urbicum
Charadrius asiaticus
Buteo rufinus
Acrocephalus griseldis
Aquila adalberti
Corvus monedula
Ichthyaetus
melanocephalus
Larus fuscus
Fratercula arctica
Glareola pratincola
Remiz pendulinus
Calidris minuta
Milvus migrans
Saxicola rubicola
Pelecanus crispus
Alauda arvensis
Apus affinis

Netta rufina
アカハシハジロ
Nucifraga caryocatactes
Numenius arquata
Numenius minutus
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numida meleagris
Nycticorax nycticorax
Oceanites oceanicus
Oceanodroma castro
Oceanodroma leucorhoa

トガリインコ
トモエガモ
トラフズク
ナイルチドリ
ナキイスカ
ナキマシコ
ナゲキバト
ナベコウ
ニシアカガシラチョウゲンボ
ウ
ニシイワツバメ
ニシオオチドリ
ニシオオノスリ
ニシオオヨシキリ
ニシカタジロワシ
ニシコクマルガラス
ニシズグロカモメ

シッポウバト
キプリスサバクヒタキ
サバクヒタキ
セジロサバクヒタキ
カオグロサバクヒタキ
イナバヒタキ
シロガシラクロサバクヒタキ
クロサバクヒタキ
コシジロサバクヒタキ
ハイイロイワビタキ
チャゴシサバクヒタキ
シラガサバクヒタキ
ハシグロヒタキ
セグロサバクヒタキ

Oriolus oriolus

ハシグロカッコウ

Coccyzus erythropthalmus

Otis tarda
Otus brucei
Otus scops

ノガン
サバクミミズク
ヨアロッパコノハズク

ハシグロクロハラアジサシ
ハシグロナキマシコ
ハシグロヒタキ

Chlidonias niger
Rhodospiza obsoleta
Oenanthe oenanthe

Oxyura jamaicensis
Oxyura leucocephala
Pagophila eburnea
Pandion haliaetus
Panurus biarmicus
Parkesia
noveboracensis
Parula americana
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer italiae
Passer moabiticus
Passer montanus
Passer simplex
Passerina cyanea
Pastor roseus
Pelagodroma marina

アカオタテガモ
カオジロオタテガモ
ゾウゲカモメ

ハシジロアビ
ハシナガヒバリ
ハシビロガモ
ハシブトアジサシ
ハシブトイスカ
ハシブトウミガラス

Gavia adamsii
Alaemon alaudipes
Anas clypeata
Gelochelidon nilotica
Loxia pytyopsittacus
Uria lomvia

ペルシァスズメ
コガネスズメ
スズメ
ルリノジコ
バライロムクドリ
カオジロウミツバメ

ハシブトオオヨシキリ
ハシブトガラ
ハシブトヒバリ
ハシボソカモメ
ハシボソガラス
ハシボソヨシキリ
ハジロウミバト
ハジロオオシギ
ハジロカイツブリ
ハジロクロハラアジサシ
ハジロコウテンシ

Iduna aedon
Poecile palustris
Ramphocoris clotbey
Chroicocephalus genei
Corvus corone
Acrocephalus paludicola
Cepphus grylle
Tringa semipalmata
Podiceps nigricollis
Chlidonias leucopterus
Melanocorypha leucoptera

Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus rufescens
Perdix perdix
Periparus ater
Perisoreus infaustus
Pernis apivorus
Pernis ptilorhynchus
Petrochelidon
Petronia petronia
Phaethon aethereus
Phalacrocorax
aristotelis
Phalacrocorax carbo
Phalaropus fulicarius
Phalaropus lobatus
Phalaropus tricolor
Phasianus colchicus
Pheucticus ludovicianus

ニシハイイロペリカン
モモイロペリカン
コシベニペリカン
ヨアロッパヤマウズラ
ヒガラ
アカオカケス
ヨアロッパハチクマ
ハチクマ
サンショクツバメ
イワスズメ
アカハシネッタイチョウ
ヨアロッパヒメウ

ハジロコチドリ
ハタホオジロ
ハチクマ
ハチマキジョウビタキ
ハマシギ
ハマヒバリ
ハヤブサ
バライロシラコバト
バライロムクドリ
ハリオアマツバメ
ハリオシギ
バルカンコガラ

Charadrius hiaticula
Emberiza calandra
Pernis ptilorhynchus
Phoenicurus moussieri
Calidris alpina
Eremophila alpestris
Falco peregrinus
Streptopelia risoria
Pastor roseus
Hirundapus caudacutus
Gallinago stenura
Poecile lugubris

カワウ
ハイイロヒレアシシギ
アカエリヒレアシシギ
アメリカヒレアシシギ
キジ
ムネアカイカル

ハンエリヒタキ
ヒガシイワゴジュウガラ
ヒガシボネリアムシクイ
ヒガラ
ヒゲガラ
ヒゲホオジロ

Ficedula semitorquata
Sitta tephronota
Phylloscopus orientalis
Periparus ater
Panurus biarmicus
Emberiza cia

Philomachus pugnax
Phoeniconaias minor
Phoenicopterus
chilensis
Phoenicopterus roseus

エリマキシギ
コフラミンゴ
チリアフラミンゴ

ヒゲワシ
ヒシクイ
ヒドリガモ

Gypaetus barbatus
Anser fabalis
Anas penelope

ベニイロフラミンゴ

ヒバリシギ

Calidris subminuta

Phoenicopterus ruber
Phoenicurus
erythrogastrus
Phoenicurus moussieri
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus borealis
Phylloscopus
canariensis
Phylloscopus collybita
Phylloscopus collybita
tristis
Phylloscopus coronatus

オオフラミンゴ
シロガシラジョウビタキ

ヒメアカゲラ
ヒメイワシャコ

Dendrocopos medius
Ammoperdix griseogularis

ハチマキジョウビタキ
クロジョウビタキ
シロビタイジョウビタキ

ヒメウズラシギ
ヒメウタムシクイ
ヒメウタムシクイ

Calidris bairdii
Iduna caligata
Iduna rama

ボネリアムシクイ

ヒメウミスズメ
ヒメウミツバメ
ヒメオオモズ

Alle alle
Hydrobates pelagicus
Lanius minor

チフチャフ

ヒメカモメ
ヒメクイナ

Hydrocoloeus minutus
Porzana pusilla

センダイムシクイ

ヒメクビワカモメ

Rhodostethia rosea

Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus humei

ムジセッカ

ヒメクマタカ
ヒメクロウミツバメ

Hieraaetus pennatus
Oceanodroma monorhis

ヒゲガラ
キタミズツグミ
アサギアメリカムシクイ
シジュウカラ
イエスズメ
スペインスズメ

カナリアチャフチャフ

ヒメコウテンシ

Calandrella brachydactyla

Phylloscopus inornatus キマユムシクイ

ヒメチドリ

Charadrius pecuarius

Phylloscopus lorenzii
Phylloscopus nitidus
Phylloscopus orientalis

ヒメチョウゲンボウ
ヒメノガン
ヒメハイイロチュウヒ

Falco naumanni
Tetrax tetrax
Circus pygargus

ヒメハクガン

Chen rossii

カラフトムシクイ
カラフトムジセッカ
モリムシクイ
ヤナギムシクイ

ヒメハジロ
ヒメハマシギ
ヒメミズナギドリ
ヒメミフウズラ

Bucephala albeola
Calidris mauri
Puffinus yelkouan
Turnix sylvaticus

キタヤナギムシクイ
カササギ
ミユビゲラ
ヤマゲラ
モロッコアオゲラ
ヨアロッパアオゲラ
ギンザンマシコ
アカフウキンチョウ
アフリカヘラサギ
ヘラサギ
ユキホオジロ
ブロンズトキ
コウヨウジャク
ズグロハタオリ

ヒメモリバト
ヒメヤマセミ
ヒメヨシゴイ
ヒメレンジャク
ビリアチャツグミ
ヒレアシトウネン
ビロードキンクロ
ビンズイ
フクロウ
フサエリショウノガン
フタオビチドリ
ブロンズトキ
ベニアジサシ
ベニイロフラミンゴ

Columba oenas
Ceryle rudis
Ixobrychus minutus
Bombycilla cedrorum
Catharus fuscescens
Calidris pusilla
Melanitta fusca
Anthus hodgsoni
Strix uralensis
Chlamydotis undulata
Charadrius vociferus
Plegadis falcinellus
Sterna dougallii
Phoenicopterus roseus

ヨアロッパムナグロ
ムナグロ

ベニスズメ
ベニハシガラク

Amandava amandava
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pluvialis fulva
Pluvialis squatarola
Pluvianus aegyptius
Podiceps auritus
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Podilymbus podiceps
Poecile cinctus
Poecile lugubris

アジアムナグロ
ダイゼン
ナイルチドリ
ミミカイツブリ
カンムリカイツブリ
アカエリカイツブリ
ハジロカイツブリ
オビハシカイツブリ
シベリアコガラ
バルカンコガラ

ベニヒタイセリン
ベニヒワ
ヘラサギ
ペルシァスズメ
ベンガルアジサシ
ホオアカトキ
ホオジロガモ
ホシハジロ
ホシムクドリ
ボナパルトカモメ

Poecile montanus
Poecile palustris
Polysticta stelleri
Porphyrio alleni
Porphyrio martinica
Porphyrio porphyrio
Porzana carolina
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Prinia gracilis
Prunella atrogularis
Prunella collaris
Prunella modularis
Prunella montanella
Prunella ocularis
Psittacula eupatria
Psittacula krameri
Pternistis erckelii
Pterocles alchata

コガラ
ハシブトガラ
コケワタガモ
アフリカムラサキバン
アメリカムラサキバン
セイケイ
カオグロクイナ
コクイナ
コモンクイナ
ヒメクイナ
セスジハウチワドリ
ノドグロイワヒバリ
イワヒバリ
ヨアロッパカヤクグリ
ヤマヒバリ
コアカサスイワヒバリ
オオホンセイインコ
ホンセイインコ
クロガオシャコ
シロハラサケイ

ボネリアクマタカ
ボネリアムシクイ
ボボリング
ボルチモアムクドリモドキ
ホロホロチョウ
ホンケワタガモ
ホンセイインコ
マガモ
マガン
マキノセンニュウ
マキバシギ
マキバタヒバリ
マダラカンムリカッコウ
マダラハゲワシ
マダラヒタキ
マデイラバト
マデイラミズナギドリ
マヒワ
マミジロ
マミジロアジサシ

Serinus pusillus
Carduelis flammea
Platalea leucorodia
Passer moabiticus
Thalasseus bengalensis
Geronticus eremita
Bucephala clangula
Aythya ferina
Sturnus vulgaris
Chroicocephalus
philadelphia
Aquila fasciata
Phylloscopus bonelli
Dolichonyx oryzivorus
Icterus galbula
Numida meleagris
Somateria mollissima
Psittacula krameri
Anas platyrhynchos
Anser albifrons
Locustella lanceolata
Bartramia longicauda
Anthus pratensis
Clamator glandarius
Gyps rueppellii
Ficedula hypoleuca
Columba trocaz
Pterodroma madeira
Carduelis spinus
Zoothera sibirica
Onychoprion anaethetus

Pterocles coronatus
Pterocles exustus
Pterocles lichtensteinii

ササフサケイ
チャバラサケイ
クロビタイサケイ

マミジロアメリカムシクイ
マミジロキクイタダキ
マミジロノビタキ

Oreothlypis peregrina
Regulus ignicapilla
Saxicola rubetra

Phylloscopus ibericus

Phylloscopus
plumbeitarsus
Phylloscopus
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus
trochiloides
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Picoides tridactylus
Picus canus
Picus vaillantii
Picus viridis
Pinicola enucleator
Piranga olivacea
Platalea alba
Platalea leucorodia
Plectrophenax nivalis
Plegadis falcinellus
Ploceus manyar
Ploceus
melanocephalus
Pluvialis apricaria
Pluvialis dominica

イベリアチャフチャフ

ヤナギムシクイ
ヒガシボネリアムシクイ

Pterocles orientalis

クロハラサケイ

マミジロヨシキリ

Pterocles senegallus
Pterodroma feae
Pterodroma madeira

セネガルサケイ

マミチャジナイ
マミヒロゲリ
マユグロアホウドリ

Acrocephalus
melanopogon
Turdus obscurus
Vanellus gregarius
Thalassarche melanophris

Ptyonoprogne fuligula
アフリカチャイロツバメ
Ptyonoprogne rupestris チャイロツバメ

マンクスコミズナギドリ
ミカズキチドリ

Puffinus puffinus
Charadrius semipalmatus

Puffinus baroli
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Puffinus mauretanicus
Puffinus puffinus
Puffinus yelkouan
Pycnonotus barbatus
Pycnonotus leucotis
Pycnonotus
xanthopygos
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Pyrrhula pyrrhula
Rallus aquaticus
Ramphocoris clotbey
Recurvirostra avosetta

ズグロミズナギドリ
ハイイロミズナギドリ
ヨアヨッパミズナギドリ
マンクスコミズナギドリ
ヒメミズナギドリ
アフリカヒヨドリ
ミミジロヒヨドリ
アラビアヒヨドリ

ミカヅキシマアジ
ミカドガン
ミコアイサ
ミソサザイ
ミツユビカモメ
ミドリハチクイ
ミナミオオモズ
ミナミシマフクロウ
ミナミノドジロムシクイ

Anas discors
Chen canagica
Mergellus albellus
Troglodytes troglodytes
Rissa tridactyla
Merops orientalis
Lanius meridionalis
Ketupa zeylonensis
Sylvia conspicillata

キバシガラス
ベニハシガラク

ミミカイツブリ
ミミグロレンジャクモドキ

Podiceps auritus
Hypocolius ampelinus

ウソ

ミミジロヒヨドリ
ミミヒダハゲワシ
ミヤコドリ
ミヤマガラス

Pycnonotus leucotis
Torgos tracheliotus
Haematopus ostralegus
Corvus frugilegus

ミヤマシトド
ミユビゲラ
ミユビシギ
ムジスナヒバリ
ムジセッカ

Zonotrichia leucophrys
Picoides tridactylus
Calidris alba
Eremalauda dunni
Phylloscopus fuscatus

ムジタヒバリ
ムジホシムクドリ
ムナオビゴジュウガラ
ムナグロ
ムナグロシャコ
ムナジロカワガラス

Anthus campestris
Sturnus unicolor
Sitta krueperi
Pluvialis dominica
Francolinus francolinus
Cinclus cinclus

ムナフヒタキ
ムネアカイカル
ムネアカタヒバリ
ムネアカヒワ
ムラサキサギ
ムラサキハマシギ
メガネケワタガモ
メジロガモ
メジロカモメ
メジロムシクイ
メダイチドリ
メネトリアムシクイ
メリケンアジサシ
メンフクロウ
モウコナキマシコ
モモイロペリカン
モリバト
モリヒバリ
モリフクロウ
モリムシクイ
モロッコアオゲラ
ヤチセンニュウ
ヤチヨシキリ

Muscicapa striata
Pheucticus ludovicianus
Anthus cervinus
Carduelis cannabina
Ardea purpurea
Calidris maritima
Somateria fischeri
Aythya nyroca
Ichthyaetus
leucophthalmus
Sylvia hortensis
Charadrius mongolus
Sylvia mystacea
Sterna forsteri
Tyto alba
Bucanetes mongolicus
Pelecanus onocrotalus
Columba palumbus
Lullula arborea
Strix aluco
Phylloscopus sibilatrix
Picus vaillantii
Locustella naevia
Acrocephalus dumetorum

ヤツガシラ
ヤドリギツグミ

Upupa epops
Turdus viscivorus

ヤナギムシクイ

Phylloscopus nitidus

マデイラミズナギドリ

ハシブトヒバリ
ソリハシセイタカシギ

Regulus ignicapilla
Regulus madeirensis
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Rhodopechys
sanguineus
Rhodospiza obsoleta
Rhodostethia rosea
Riparia paludicola
Riparia riparia
Rissa tridactyla
Rostratula benghalensis

マミジロキクイタダキ

Saxicola caprata
Saxicola dacotiae
Saxicola maurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Saxicola torquatus
Scolopax rusticola
Scotocerca inquieta
Seiurus aurocapilla

クロノビタキ
カナリアノビタキ
ノビタキ
マミジロノビタキ
ニシノビタキ

Serinus canaria
Serinus pusillus
Serinus serinus
Serinus syriacus
Setophaga ruticilla
Sitta europaea
Sitta krueperi
Sitta ledanti
Sitta neumayer
Sitta tephronota
Sitta whiteheadi
Somateria fischeri
Somateria mollissima
Somateria spectabilis

カナリア
ベニヒタイセリン
セリン
シリアセリン
ハゴロモムシクイ

キクイタダキ
ニシツリスガラ
ハシグロナキマシコ
ヒメクビワカモメ
ショウドウツバメ
ミツユビカモメ

ヤマシギ
スナチムシクイ
カマドムシクイ

ムナオビゴジュウガラ
イワゴジュウガラ
ヒガシイワゴジュウガラ
コルシカゴジュウガラ
メガネケワタガモ
ホンケワタガモ
ケワタガモ

Sphyrapicus varius
シルスイキツツキ
Spilopelia senegalensis ワライバト
Stercorarius
longicaudus

シロハラトウゾクカモメ

Stercorarius parasiticus クロトウゾクカモメ

ヤナギムシクイ

Phylloscopus trochiloides

Stercorarius pomarinus トウゾクカモメ

ヤブサヨナキドリ

Luscinia luscinia

Stercorarius skua
Sterna dougallii
Sterna forsteri
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna repressa
Sternula albifrons
Streptopelia decaocto
Streptopelia orientalis

オオトウゾクカモメ
ベニアジサシ
メリケンアジサシ
アジサシ
キョクアジサシ
アラビアアジサシ
コアジサシ
シラコバト
キジバト

ヤマゲラ
ヤマシギ
ヤマヒバリ
ユウガアジサシ
ユキコサギ
ユキスズメ
ユキヒメドリ
ユキホオジロ
ユリカモメ

Streptopelia risoria
Streptopelia turtur
Strix aluco
Strix butleri
Strix nebulosa
Strix uralensis
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sula leucogaster
Surnia ulula
Sylvia atricapilla
Sylvia balearica
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia conspicillata

バライロシラコバト
コキジバト
モリフクロウ
ウスイロモリフクロウ
カラフトフクロウ
フクロウ
ムジホシムクドリ
ホシムクドリ
カツオドリ
オナガフクロウ
ズグロムシクイ

ヨアヨッパミズナギドリ
ヨアロッパアオゲラ
ヨアロッパアマツバメ
ヨアロッパアマツバメ
ヨアロッパウグイス
ヨアロッパウズラ
ヨアロッパオオライチョウ
ヨアロッパカヤクグリ
ヨアロッパコノハズク
ヨアロッパコマドリ
ヨアロッパジシギ
ヨアロッパタヒバリ
ヨアロッパチュウヒ
ヨアロッパハチクイ
ヨアロッパハチクマ
ヨアロッパヒメウ

Picus canus
Scolopax rusticola
Prunella montanella
Thalasseus elegans
Egretta thula
Montifringilla nivalis
Junco hyemalis
Plectrophenax nivalis
Chroicocephalus
ridibundus
Puffinus mauretanicus
Picus viridis
Apus apus
Apus unicolor
Cettia cetti
Coturnix coturnix
Tetrao urogallus
Prunella modularis
Otus scops
Erithacus rubecula
Gallinago media
Anthus petrosus
Circus aeruginosus
Merops apiaster
Pernis apivorus
Phalacrocorax aristotelis

ヨアロッパビンズイ

Anthus trivialis
Pluvialis apricaria
Perdix perdix
Acrocephalus scirpaceus
Caprimulgus europaeus
Anas falcata
Lagopus muta
Falco biarmicus
Cyanistes cyanus
Agapornis fischeri
Passerina cyanea
Merops persicus
Accipiter brevipes
Turdus iliacus
Bubo bubo
Corvus corax
Leucophaeus atricilla
Spilopelia senegalensis
Anas carolinensis
Anthus richardi
Bubulcus ibis
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo vulpinus
Calonectris d. diomedea

ニワムシクイ
シラヒゲムシクイ
ノドジロムシクイ
ミナミノドジロムシクイ

Sylvia crassirostris
Sylvia curruca
Sylvia deserti
Sylvia deserticola

コノドジロムシクイ
チャバラムシクイ

ヨアロッパムナグロ
ヨアロッパヤマウズラ
ヨアロッパヨシキリ

Sylvia hortensis
Sylvia leucomelaena
Sylvia melanocephala
Sylvia melanothorax
Sylvia mystacea
Sylvia nana
Sylvia nisoria
Sylvia ruppeli
Sylvia sarda
Sylvia undata
Syrmaticus reevesii
Syrrhaptes paradoxus
Tachybaptus ruficollis
Tachymarptis melba
Tadorna cana
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tarsiger cyanurus
Tchagra senegalus
Terathopius ecaudatus

メジロムシクイ
オグロムシクイ
クロガシラムシクイ
キプロスムシクイ
メネトリアムシクイ
サバクムシクイ
シマムシクイ
ノドグロムシクイ
ネズミオナガムシクイ
オナガムシクイ
オナガキジ
サケイ
カイツブリ
シロハラアマツバメ

ヨアロッパヨタカ
ヨシガモ
ライチョウ
ラナアハヤブサ
ルリガラ
ルリゴシボタンインコ
ルリノジコ
ルリホオハチクイ
レバントハイタカ
ワキアカツグミ
ワシミミズク
ワタリガラス
ワライカモメ
ワライバト

アカツクシガモ
ツクシガモ
チャイロヤブモズ
ダルマワシ

Tetrao urogallus
ヨアロッパオオライチョウ
Tetraogallus caspius
カスピアセッケイ
Tetraogallus caucasicus コアカサスセッケイ
Tetrastes bonasia

エゾライチョウ

Tetrax tetrax
ヒメノガン
Thalassarche
マユグロアホウドリ
melanophris
Thalasseus bengalensis ベンガルアジサシ
Thalasseus bergii

オオアジサシ

Carduelis corsicana
Carpodacus rubicilla
Chrysolophus pictus
Columba livia (var.
domestica)
Corvus cornix
Cuculus optatus
Cyanopica cyanus
Dendroica aestiva

Thalasseus elegans
Thalasseus maximus
Thalasseus
sandvicensis
Threskiornis
aethiopicus
Tichodroma muraria
Torgos tracheliotus
Tringa erythropus
Tringa flavipes
Tringa glareola
Tringa melanoleuca
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa semipalmata
Tringa solitaria
Tringa stagnatilis

ユウガアジサシ
アメリカオオアジサシ

Emberiza sahari
Ficedula albicilla
Ficedula speculigera

アフリカクロトキ

Francolinus bicalcaratus

カベバシリ
ミミヒダハゲワシ
ツルシギ
コキアシシギ
タカブシギ
オオキアシシギ
アオアシシギ
クサシギ
ハジロオオシギ
コシグロクサシギ
コアオアシシギ

Galerida cristata
Gallinago delicata
Gallinula chloropus
Iduna opaca
Lagonosticta senegala
Lanius isabellinus
Lanius phoenicuroides
Larus heuglini
Larus michahellis
Larus smithsonianus
Logopus lagopus scoticus

Tringa totanus
アカアシシギ
Troglodytes troglodytes ミソサザイ

Lonchura malacca
Loxia curvirostra

Tryngites subruficollis
Turdoides altirostris
Turdoides fulva
Turdoides squamiceps
Turdus atrogularis
Turdus eunomus
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus migratorius
Turdus naumanni
Turdus obscurus
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus ruficollis

コモンシギ
イラクヤブチメドリ
スナイロヤブチメドリ
アラビアヤブチメドリ
ノドグロツグミ
ツグミ
ワキアカツグミ
クロウタドリ
コマツグミ
ツグミ
マミチャジナイ
ウタツグミ
ノハラツグミ
ノドグロツグミ

Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Turnix sylvaticus

クビワツグミ
ヤドリギツグミ
ヒメミフウズラ

Tyto alba
Upupa epops
Uria aalge
Uria lomvia
Vanellus gregarius

メンフクロウ
ヤツガシラ
ウミガラス
ハシブトウミガラス
マミヒロゲリ

Melanitta americana
Melanitta deglandi
Motacilla yarrellii
Muscicapa dauurica
Nucifraga caryocatactes
Oceanodroma castro
Oenanthe chrysopygia
Oenanthe halophila
Oenanthe seebohmi
Oriolus oriolus
Pandion haliaetus
Passer italiae
Phylloscopus borealis
Phylloscopus collybita
tristis
Phylloscopus humei
Phylloscopus lorenzii
Phylloscopus
plumbeitarsus
Pterodroma feae
Puffinus baroli
Rallus aquaticus
Regulus madeirensis
Rhodopechys sanguineus

Vanellus indicus
Vanellus leucurus

インドトサカゲリ
オジロゲリ

Riparia paludicola
Rostratula benghalensis

Vanellus spinosus
Vanellus vanellus
Vireo olivaceus
Xema sabini
Xenus cinereus
Zenaida macroura
Zonotrichia albicollis
Zonotrichia leucophrys

ツバメゲリ
タゲリ
アカメモズモドキ
クビワカモメ
ソリハシシギ
ナゲキバト
ノドジロシトド
ミヤマシトド

Saxicola torquatus
Sitta europaea
Sitta ledanti
Sylvia balearica
Sylvia crassirostris
Sylvia deserti
Tadorna cana
Tarsiger cyanurus

Zoothera aurea
Zoothera sibirica

Thalasseus sandvicensis
マミジロ

Zoothera aurea

