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1) Shinichi KONDO　兵庫県朝来市

はじめに
セミの鳴き始めや鳴きおさめの時期を地域ごとに記録し
た．今回（2015 年）で 3年目となる．こどもとむしの会，
兵庫昆虫同好会，兵庫県森林インストラクター会，昆虫
愛好家の皆様方から 12種のセミについて初鳴き，鳴き
おさめ，鳴き声の確認情報など約 450 件の情報をいた

だいた．
地域的には，兵庫県（淡路島を除く），大阪，京都，奈良，

岡山，鳥取，愛知，千葉，東京，茨木，福島，宮城，山
形と 13 都府県である．

4 月 25 月のハルゼミではじまり 10 月 17 日のツク
ツクボウシで終了した．2016 年も実施する予定なので，
日，場所，セミの種類を，こどもとむしの会の会員メー
ル ( または個人メール（s-kondo60@kzh.biglobe.ne.jp）
にてお知らせいただければ幸いである．

調査に際し，大変な世話をいただいた八木剛氏，永
井英司氏，多くの情報をお寄せいただいた下記の方々に

お礼申し上げる．
浅田卓・赤塚雅人・秋山重信・足立隆昭・新井雅夫・

石川恒夫・維田浩之・稲葉一明・岩崎敏明・植田義輔・
大塚剛二・岡本俊治・岡嶋幹雄・奥西良英・小倉今日子・
尾崎真也・尾畑俊彦・押川匠・片岡義方・河井周・河井
典子・河村幸子・河内尚子・笠井裕代・金子留美子・刈
田悟史・川瀬真次・木下賢司・久保弘幸・駒井昌弘・近
藤太郎・齋藤泰彦・佐藤邦夫・清水哲哉・堀之内一棋・
堀之内美歩・菅村定昌・高橋信・髙橋耕二・高田要・竹
内隆・竹田真木生・立岩幸雄・田中利奈・谷角素彦・寺
田直人・永井英司・中川貴美子・中川勝弘・永幡嘉之・
内藤親彦・中峰空・西本裕・野口明美・野村智範・野本
康太・八田 康弘・藤本出・藤木恭子・正木詔一・三橋陽子・
宮武賴夫・室園康生・茂見 節子・森口紀・八木剛・山
崎悠高・山段眞彦・山段弥寿子・山本勝也・横山正・吉
岡朋子・吉田浩史（敬称略）
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セミの初鳴き，鳴きおさめの日
― みんなで調べよう 2015 ―

近藤 伸一 1)

図 1　兵庫県及びその周辺地域 ( 近畿・岡山・鳥取 ) におけるセミの鳴き声の確認日 (2015 〜 2013 の比較 )．
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1. 2015 年の記録
①兵庫県内に分布する 13 種（ニイニイゼミ，エゾゼ

ミ，コエゾゼミ，アカエゾゼミ，クマゼミ，アブラゼ
ミ，ハルゼミ，エゾハルゼミ，ヒメハルゼミ，ヒグラシ，
ミンミンゼミ，ツクツクボウシ，チッチゼミ）のうち，
コエゾゼミを除く 12 種の鳴き声が記録された．

②一番早かったのはハルゼミの 4 月 25 日 ( 大阪府 )，
兵庫県内では 4 月 29 日 ( 播磨 )．最後はツクツクボウ
シの 10 月 17 日（西播磨）であった．

③県内で鳴き始める種の順番はハルゼミ→エゾハルゼミ
→ニイニイゼミ→ヒグラシ→クマゼミ→アブラゼミ→
ミンミンゼミ→ツクツクボウシ→エゾゼミ→チッチゼ
ミ（観察例の少ない種は除外）．

④県内で鳴き終わる種の順番はハルゼミ→エゾハルゼミ
→ヒグラシ→エゾゼミ→ニイニイゼミ→クマゼミ→ア
ブラゼミ→チッチゼミ→ミンミンゼミ→ツクツクボウ
シ（観察例の少ない種は除外）．

（図 1　2015 〜 2013 年の鳴き声の期間）．

2. 地域別の初確認記録と最終記録
兵庫県の地域名称については，阪神（川西市〜神戸

市），播磨（明石市〜姫路市），西播磨（たつの市以西），
但馬（朝来市以北），丹波（丹波市，篠山市）とした．
また県外の記録で，兵庫県より早い県外初確認及び遅い
最終記録は斜体文字で府県名のみ記した．

① ハルゼミ
・鳴き声初確認　4/25 大阪府，4/26 京都府，4/29 播磨，

4/30 阪神 ･ 但馬，5/2 西播磨
・確認最終日　6/17 阪神・但馬，7/2 鳥取県

② ヒメハルゼミ
・初確認　7/2 鳥取県，7/11 京都府，7/21 播磨

③ エゾハルゼミ
・初確認　6/12 但馬
・最終日　7/30 但馬

④ ニイニイゼミ
・初確認　6/15 福島県，6/19 阪神，６/23 但馬・播磨，

6/26 西播磨，6/29 丹波
・最終日　9/15 播磨

⑤ ヒグラシ
・初確認　6/23 但馬，6/24 阪神，7/5 播磨，7/9 西播磨，

7/13 丹波
・最終日　8/21 但馬

⑥ クマゼミ
・初確認　6/23 大阪府，6/28 阪神，7/9 播磨，7/14 西播磨・

但馬，7/26 丹波
・最終日　9/12 阪神・播磨

⑦ アブラゼミ
・初確認　6/27 阪神，7/7 西播磨，7/8 丹波，7/9 播磨・

但馬
・最終日　9/21 播磨

⑧ エゾゼミ
初確認　7/9 山形県，7/19 京都府，7/24 但馬・阪神
最終日　9/22 但馬

⑨ アカエゾゼミ
・初確認　8/28 香美町

⑩ ミンミンゼミ
・初確認　7/7 宮城県，7/8 山形県，7/14 但馬，7/16 西播磨，

7/25 丹波，7/26 播磨，7/27 阪神
・最終日　10/3 西播磨

⑪ ツクツクボウシ
・初確認　7/16 阪神，7/18 西播磨，7/25 但馬，7/26

播磨，7/30 丹波
・最終日　10/17 西播磨

⑫ チッチゼミ
・初確認　8/2 宮城県，8/15 丹波，8/27 播磨，9/13 丹波，

9/15 阪神，9/28 西播磨
・最終日　9/28 西播磨，10/6 宮城県

3. 同一地点における初鳴き，2015 年と 2014 年の比較
（県外記録は斜体文字とした）

① ニイニイゼミ
神戸市灘区　6/19　11 日早い
三木市三木山　6/23　3 日遅い
明石市大久保町　6/25　9 日早い
篠山市東佐古　6/29　8 日早い
大阪府吹田市藤白台　7/2　15 日早い
大阪府茨木市大手町　7/8　4 日遅い
たつの市御津町　7/8　6 日早い
神戸市北区　7/11　2 日早い
朝来市立脇　7/13　3 日早い

② ヒグラシ
豊岡市但東町西谷　7/1　8 日早い
豊岡市但東町相田　7/3　4 日早い
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朝来市立脇　7/8　3 日早い
佐用町櫛田　7/9　18 日遅い
神戸市北区　7/11　2 日早い
篠山市東佐古　7/13　9 日遅い
三木市三木山　7/14　1 日遅い

③ クマゼミ
大阪市此花区　6/23　5 日遅い
神戸市兵庫区　6/28　13 日遅い
大阪府摂津市　7/3　8 日早い
大阪府吹田市　7/9　3 日早い
神戸市西区　7/9　5 日早い
神戸市垂水区　7/9　5 日早い
大阪府茨木市　7/10　4 日早い
神戸市灘区　7/11　同じ
三木市三木山　7/13　8 日早い
たつの市御津町　7/14　2 日早い
朝来市立脇　7/23　8 日早い
篠山市東佐古　7/26　5 日遅い

④ アブラゼミ
たつの市御津町　7/7　11 日早い
神戸市北区　7/9　9 日早い
三木市三木山　7/12　2 日遅い
朝来市立脇　7/19　4 日早い
大阪府吹田市　7/24　7 日遅い

⑤ ミンミンゼミ
大阪府吹田市　7/24　4 日早い
篠山市東佐古　7/25　24 日早い
朝来市立脇　7/27　2 日早い
三木市三木山　7/28　同じ

⑥ ツクツクボウシ
朝来市立脇　7/27　4 日早い
姫路市青山　7/29　13 日早い
神戸市北区　8/2　9 日早い
篠山市東佐古　8/3　7 日遅い
三木市三木山　8/3　2 日遅い
東京都杉並区　8/10　11 日早い

⑦ チッチゼミ
篠山市東佐古　8/20　1 日早い

4. 鳴きおさめ　2015 年と 2014 年の比較
① ニイニイゼミ
三木市三木山　9/4　7 日遅い

② ヒグラシ
三木市三木山　8/20　5 日遅い
朝来市立脇　8/21　10 日早い

③ クマゼミ
朝来市立脇　8/26　2 日早い
奈良県橿原市　8/28　6 日早い
三木市三木山　8/30　2 日遅い
神戸市西区　9/12　2 日遅い

④ アブラゼミ
朝来市立脇　8/27　1 日早い

⑤ ミンミンゼミ
篠山市東佐古　9/21　4 日早い
三木市三木山　9/23　2 日早い
朝来市立脇　9/25　3 日早い

⑥ ツクツクボウシ
三木市三木山　10/2　2 日遅い
朝来市立脇　10/14　4 日遅い

⑦ チッチゼミ
篠山市東佐古　9/13　12 日遅い
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表 1　種類別セミの鳴き声情報（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．

1. ハルゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

4

25 大阪府 枚方市 市穂谷 ( 枚方市野外活動センター～国見山 )（2） 秋山重信・植田義輔
26 京都府 福知山市 三段池公園　10:30 山段眞彦
29 兵庫県 加古川市 広尾榎谷 竹内 隆
30 兵庫県 姫路市 青山 ( 青山ゴルフ場の松林 ) 内藤親彦
30 兵庫県 三田市 有馬富士公園 中峰 空
30 兵庫県 豊岡市 祥雲寺コウノトリの郷公園 三橋陽子

5

1 兵庫県 宝塚市 大原野字谷上　2 日も鳴く 西本 裕
2 兵庫県 宍粟市 山崎町最上山公園 竹内 隆
2 兵庫県 宍粟市 山崎町最上山公園 立岩幸雄
5 兵庫県 小野市 鴨池公園鴨池を周回して (10 ±） 佐藤邦夫
5 岡山県 美作市 ◎ 原　初鳴き 藤本 出
6 兵庫県 加西市 南網引町　15:00 室園康生
7 兵庫県 宝塚市 切畑のアカマツ林　10:00 西本 裕
7 兵庫県 宍粟市 山崎町土万 岩崎敏明
8 兵庫県 養父市 建屋薬師堂公園　モミ主体の社寺林 近藤伸一
8 兵庫県 養父市 唐川　アカマツ林 近藤伸一
8 兵庫県 養父市 井之坪　アカマツ林 近藤伸一
8 兵庫県 朝来市 上八代　アカマツ林 近藤伸一
9 兵庫県 たつの市 新宮町上荕原 近藤伸一

10 兵庫県 神戸市 神戸市北区山田町無動寺西参道 中川貴美子
10 兵庫県 神戸市 中央区再度公園複数 八木 剛
11 兵庫県 神戸市 北区道場町生野 (1) 八木 剛
11 兵庫県 神戸市 北区山田町神戸森林公園 12:00 中川貴美子
14 兵庫県 神戸市 北区山田町無動寺西参道 11:00 中川貴美子
15 鳥取県 岩美町 岩美町駟馳山 (5 ＋ ) 永幡嘉之
15 兵庫県 美方郡 香美町佐坊 (5 ＋ ) 永幡嘉之
15 兵庫県 美方郡 香美町備 (5 － ) 永幡嘉之
15 兵庫県 美方郡 香美町大谷 ( 小長辿への途中 )(10 － ) 永幡嘉之
15 兵庫県 美方郡 新温泉町久斗山西ノ谷 (5 － ) 永幡嘉之
15 兵庫県 神戸市 北区菊水山東側山腹 奥西良英
17 兵庫県 三田市 有馬富士公園 石川恒夫
17 兵庫県 佐用郡 佐用町小日山 近藤伸一
17 兵庫県 美方郡 新温泉町池ヶ平 (10 ＋ ) 永幡嘉之
17 兵庫県 美方郡 新温泉町久斗山本谷 (10 ＋ ) 永幡嘉之
19 兵庫県 豊岡市 但東町小坂 近藤伸一
19 兵庫県 豊岡市 但東町薬王寺 近藤伸一
19 兵庫県 豊岡市 出石町奥山 近藤伸一
19 兵庫県 朝来市 山東町野間 近藤伸一
19 京都府 福知山市 夜久野町才谷　広い範囲で 近藤伸一
20 兵庫県 西宮市 甲山　20 日以前から鳴いていた 野口明美
22 兵庫県 神戸市 兵庫区鵯越駅付近 野口明美
22 兵庫県 神戸市 灘区神戸大学キャンパス 竹田真木生
22 大阪府 箕面市 箕面公園才が原林道 髙橋耕二
23 兵庫県 豊岡市 日高町神鍋山 菅村定昌
23 兵庫県 加西市 南網引町 ( 網引湿原 )　15:30 高田 要
24 兵庫県 豊岡市 但東町相田 永井英司
24 兵庫県 豊岡市 但東町西谷 藤木恭子
24 兵庫県 篠山市 東古佐　昼過ぎ当地で初記録 河井典子
24 兵庫県 丹波市 柏原町柏原丹波の森公苑テーダー松林 足立隆昭
25 兵庫県 養父市 大屋町おおや高原 稲葉一明
25 兵庫県 宝塚市 切畑長尾山北雲雀きずきの森 野本康太
26 兵庫県 養父市 大屋町杉が沢高原 維田浩之
27 兵庫県 美方郡 香美町村岡区兎和野高原　H=550　アカマツ林 佐藤邦夫
27 兵庫県 美方郡 香美町村岡区和池　H=650 近藤伸一
28 兵庫県 豊岡市 日高町田の口 近藤伸一
28 兵庫県 豊岡市 日高町東河内 近藤伸一
28 兵庫県 豊岡市 日高町名色 近藤伸一
28 兵庫県 美方郡 香美町村岡区宿 ( 兎和野高原野外教育センター ) 尾畑俊彦
29 兵庫県 朝来市 床尾山山頂付近 岩崎敏明
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表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．

5

29 愛知県 名古屋市 守山区 正木詔一
30 京都府 南丹市 美山町芦生演習林 駒井昌弘
30 兵庫県 養父市 大屋町大屋 近藤伸一
30 兵庫県 養父市 大屋町大杉 近藤伸一
31 兵庫県 宝塚市 切畑長尾山北雲雀きずきの森 石川恒夫

6

7 兵庫県 美方郡 鉢伏山 正木詔一
10 大阪府 茨木市 北部の竜王山 (H=510 ｍ ) 谷角素彦
10 兵庫県 豊岡市 但東町相田 永井英司
12 兵庫県 養父市 関宮国道 9 号線北面の山　H=220 ｍ 近藤伸一
12 兵庫県 養父市 丹土　H=820 ｍ 近藤伸一
12 兵庫県 養父市 鉢高原　H=880 ｍ　17 日は未確認 近藤伸一
12 兵庫県 養父市 別宮　H=700 ｍ 近藤伸一
17 兵庫県 養父市 別宮　H=700 ｍ 近藤伸一
17 兵庫県 神戸市 灘区六甲山 (1) 吉田浩史

7 2 鳥取県 鳥取市 佐治町余戸 (1)　H=700m 永幡嘉之

2. ヒメハルゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

7

2 鳥取県 鳥取市 佐治町，羽化殻 3 永幡嘉之
4 鳥取県 鳥取市 佐治町 2 頭羽化，鳴き声はまだ 永幡嘉之

11 京都府 福知山市 大江町内宮皇大神社 永井英司
19 京都府 福知山市 談 ( 新生息地確認 ) 抜け殻は未採集 山段眞彦
20 京都府 福知山市 談 山段眞彦
21 兵庫県 佐用郡 佐用町櫛田八幡神社多数鳴く 野村智範

3. エゾハルゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

6
12 兵庫県 養父市 鉢高原　H=860 ～ 880 ｍ広い範囲で 近藤伸一
21 兵庫県 美方郡 香美町村岡区ハチ北大沼 山崎悠高

7

2 兵庫県 美方郡 香美町小代区新屋 近藤伸一
7 宮城県 仙台市 青葉区作並の熊沢林道 清水哲哉
8 兵庫県 美方郡 香美町村岡区銚子ヶ谷カキツバタ群落 山崎悠高

12 兵庫県 美方郡 香美町村岡区大笹　H=1100m 近藤伸一
12 兵庫県 養父市 鉢高原　H=860 ～ 1100 ｍ広範囲．7 月 24 日は鳴かず 近藤伸一
30 兵庫県 美方郡 新温泉町上山高原　H=900m 近藤伸一

4. ニイニイゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

6

15 福島県 東白川郡 棚倉町のルネサンス棚倉 (1)　16 日も鳴く 八木 剛
19 兵庫県 神戸市 ◎ 灘区神戸大学初鳴き 竹田真木生 2014 年より 11 日早い
20 宮城県 名取市 熊野那智神社付近および樽水ダム ( 複数 ) 清水哲哉
21 奈良県 橿原市 南山町 14 時（2） 宮武頼夫
21 京都府 福知山市 ◎ 猪崎三段池公園　初鳴き 山段眞彦
21 兵庫県 伊丹市 緑ヶ丘 野本康太
22 兵庫県 神戸市 北区道場町（3） 吉田浩史
22 山形県 山形市 蔵王半郷周辺各地 ( 個体数多く，数日前から鳴いていたはず ) 永幡嘉之
23 兵庫県 養父市 ◎ 養父市場道の駅やぶ　初鳴き 山崎悠高
23 兵庫県 神戸市 西区井吹台東町 (2 ～ 3)24 日も 吉岡朋子
23 兵庫県 三木市 ◎ 三木山森林公園　初鳴き 川瀬真次 2014 年より 3 日遅い
23 兵庫県 姫路市 青山 内藤親彦
24 兵庫県 加西市 笹倉町 18:00 高田 要
24 宮城県 柴田郡 ◎ 村田町　初鳴き 清水哲哉
25 兵庫県 明石市 ◎ 大久保町　初鳴き 久保弘幸 2014 年より 9 日早い
25 兵庫県 神戸市 須磨区須磨寺町，須磨寺 山本勝也
26 兵庫県 赤穂市 大津赤穂特別支援学校校内 横山 正
27 大阪府 池田市 五月山 中川勝弘
28 兵庫県 赤穂郡 ◎ 上郡町苔縄　初鳴き 横山 正
28 兵庫県 加東市 三草山　数回鳴く 浅田 卓
28 兵庫県 神戸市 ◎ 灘区大和公園　初鳴き 奥西良英
29 兵庫県 上郡町 苔縄 横山 正
29 兵庫県 篠山市 ◎ 東古佐　17:00　初鳴き 赤塚雅人 2014 年より 8 日早い
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6 30 兵庫県 豊岡市 ◎ 祥雲寺コウノトリの郷公園　初鳴き 高橋 信

7

2 大阪府 吹田市 ◎ 吹田市藤白台　初鳴き 髙橋耕二 2014 年より 15 日早い
2 兵庫県 宍粟市 波賀町波賀小学校付近 茂見節子
2 兵庫県 小野市 河合中町八ヶ池 20 時頃 (2) 佐藤邦夫
5 兵庫県 佐用郡 ◎ 佐用町櫛田　初鳴き 野村智範
6 兵庫県 加古郡 稲美町国岡下棒池 (1) 佐藤邦夫
6 兵庫県 豊岡市 弥栄町 木下賢司
6 兵庫県 神戸市 ◎ 中央区下山手通県庁公館 浅田 卓
8 大阪府 茨木市 ◎ 大手町市役所前公園　初鳴き ( 複数 ) 谷角素彦 2014 年より 4 日遅い
8 兵庫県 篠山市 杉　19:15 河井典子
8 兵庫県 篠山市 網掛　19:30 河井典子
8 兵庫県 たつの市 ◎ 御津町黒崎　13:25　初鳴き 茂見節子 2014 年より 6 日早い
9 兵庫県 丹波市 ◎ 春日町多田　初鳴き 足立隆昭

11 兵庫県 加古川市 ◎ 志方町志方町宮山　初鳴き 竹内 隆
11 兵庫県 神戸市 ◎ 北区有野台　初鳴き 八田康弘 2014 年より 2 日早い
11 兵庫県 佐用郡 佐用町船越昆虫館 八田康弘
11 兵庫県 豊岡市 豊岡市但東町相田 永井英司
11 京都府 福知山市 大江町内宮皇大神社 永井英司
11 兵庫県 神戸市 北区唐櫃台 中川貴美子
12 兵庫県 豊岡市 但東町西谷 藤木恭子
12 京都府 南丹市 日吉ダム周辺　19:00 河井 周・河井典子
13 兵庫県 朝来市 ◎ 立脇　初鳴き 近藤伸一 2014 年より 3 日早い
13 兵庫県 豊岡市 日高町上石自宅　例年よりかなり遅い 菅村定昌
14 兵庫県 豊岡市 中陰五荘小学校　例年よりかなり遅い 菅村定昌
14 兵庫県 豊岡市 立野町 永井英司
14 兵庫県 加西市 笹倉町，中国道加西インター付近　18:00( 多数 ) 高田 要
14 京都府 京丹後市 久美浜町 ( 多数 ) 近藤伸一
15 兵庫県 神戸市 西区岩岡町 近藤伸一
16 兵庫県 美方郡 香美町村岡区村岡 永井英司

8
24 兵庫県 明石市 大久保町高丘　鳴かなくなった 久保弘幸
24 兵庫県 神戸市 ● 中央区下山手通　鳴きおさめ 浅田 卓
27 兵庫県 神戸市 東灘区田中町都市公園 (1) 周辺市街地ではかなり前から聞かれない 吉田浩史

9
4 兵庫県 三木市 ● 三木山森林公園　鳴きおさめ　9 月 7 日に死骸採取 川瀬真次 2014 年より 7 日遅い

15 兵庫県 姫路市 夢前川下流 (1) 姿も確認 内藤親彦

5. ヒグラシ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

6
23 兵庫県 豊岡市 中陰五荘小学校の裏山 19 時 菅村定昌
24 兵庫県 西宮市 ◎ 甲山初鳴き 野口明美

7

1 兵庫県 豊岡市 ◎ 但東町西谷初鳴き 藤木恭子 2014 年より 8 日早い
2 京都府 宮津市 ◎ 須津倉橋山初鳴き 笠井裕代
2 宮城県 仙台市 太白区秋保町境 清水哲哉
3 兵庫県 豊岡市 ◎ 但東町相田初鳴き 永井英司 2014 年より 4 日早い
3 京都府 福知山市 ◎ 猪崎三段池公園初鳴き 山段弥寿子
3 兵庫県 神戸市 北区有馬口 19:00 河村幸子
3 兵庫県 朝来市 ◎ 和田山町弥生が丘初鳴き 山崎悠高
5 兵庫県 姫路市 青山 14:00 岡嶋幹雄
8 兵庫県 朝来市 ◎ 立脇初鳴き 19:00(2014 年より 3 日早い ) 近藤伸一 2014 年より 3 日早い
8 兵庫県 朝来市 多々良木 近藤伸一
9 兵庫県 佐用郡 ◎ 佐用町櫛田初鳴き 野村智範 2014 年より 18 日遅い
9 兵庫県 神戸市 灘区六甲山町六甲山南側で 18:50 河村幸子
9 兵庫県 姫路市 ◎ 青山初鳴き 内藤親彦
9 兵庫県 豊岡市 九日市上町 尾畑俊彦
9 兵庫県 豊岡市 妙楽寺 尾畑俊彦

10 宮城県 仙台市 仙台管区気象台
11 兵庫県 赤穂郡 上郡町苔縄 4:15 横山 正
11 兵庫県 神戸市 ◎ 北区有野台にて 18:30 初鳴き 八田康弘 2014 年より 2 日早い
11 京都府 福知山市 大江町佛照寺大江山青少年グリーンセンター 永井英司
11 兵庫県 豊岡市 ◎ 祥雲寺コウノトリの郷公園初鳴き 三橋陽子
12 岡山県 加賀郡 ◎ 吉備中央町上田西初鳴き 藤本 出
12 京都府 南丹市 南丹市日吉ダム周辺 19:00 河井周・河井典子

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．
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7

13 兵庫県 篠山市 ◎ 篠山市東古佐初鳴き 河井典子 2014 年より 9 日遅い
14 兵庫県 三木市 三木山森林公園 2 ♀採取鳴き声はまだ 川瀬真次
14 兵庫県 加西市 ◎ 笹倉町，中国道加西インター付近 18:00 初鳴き 高田 要
14 兵庫県 三木市 ◎ 三木山森林公園初鳴き 川瀬真次 2014 年より 1 日遅い
14 兵庫県 神戸市 ◎ 西区井吹台夕刻初鳴き 吉岡朋子
16 兵庫県 神崎郡 市川町屋形 近藤伸一
18 兵庫県 川西市 川西市畦野 18:30 足立隆昭
20 兵庫県 たつの市 揖西町中垣内キャンプ場北の谷筋付近 茂見節子
20 兵庫県 多可郡 多可町中区糀谷なか・やちよの森公園 公園職員
21 兵庫県 佐用郡 佐用町船越昆虫館多数鳴く 近藤伸一
21 兵庫県 宍粟市 波賀町前地多数鳴く 近藤伸一
24 兵庫県 佐用郡 佐用町櫛田 7:00 野村智範
24 兵庫県 養父市 鉢高原多数鳴く 近藤伸一

8

6 兵庫県 神戸市 ◎ 中央区下山手通初鳴き 浅田 卓
8 兵庫県 加西市 笹倉町，中国道加西インター付近 高田 要

20 兵庫県 三木市 ● 三木山森林公園鳴きおさめ 川瀬真次 2014 年より 5 日遅い
21 兵庫県 朝来市 ● 立脇鳴きおさめ 近藤伸一 2014 年より 10 日早い

6. クマゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

6

23 大阪府 大阪市 ◎ 此花区 7:30 初鳴き 堀ノ内 2014 年より 5 日遅い
28 兵庫県 神戸市 ◎ 兵庫区東山町 8:00 初鳴き 八田康弘 2014 年より 13 日遅い
28 兵庫県 明石市 大久保町幼虫の脱皮殻 久保弘幸
28 兵庫県 神戸市 須磨区須磨寺町，須磨寺 山本勝也

7

1 兵庫県 明石市 大久保町新鮮な死体鳴き声まだ 久保弘幸
3 大阪府 摂津市 ◎ 初鳴き 金子留美子 2014 年より 8 日早い
3 兵庫県 伊丹市 昆陽池 野本康太
6 兵庫県 神戸市 西区伊川谷町成虫確認 森口 紀
8 奈良県 橿原市 新賀町 11 時半頃 (1) 宮武頼夫
9 大阪府 吹田市 ◎ 藤白台 2 丁目 8:45 初鳴き 髙橋耕二 2014 年より 3 日早い
9 兵庫県 神戸市 ◎ 西区井吹台東町初鳴き 吉岡朋子 2014 年より 5 日早い
9 兵庫県 加古川市 ◎ 八幡町宗佐初鳴き 室園康生
9 兵庫県 加東市 社 河井 周
9 兵庫県 神戸市 ◎ 垂水区桃山台初鳴き 河内尚子 2014 年より 5 日早い

10 兵庫県 伊丹市 寺本 9:00 河井典子
10 兵庫県 神戸市 ◎ 中央区下山手通初鳴き 浅田 卓
10 大阪府 茨木市 ◎ 並木町初鳴き 谷角素彦 2014 年より 4 日早い
11 兵庫県 神戸市 ◎ 垂水区西舞子初鳴き 浅田 卓
11 兵庫県 神戸市 ◎ 灘区大和公園 AM 初鳴き．約 1 時間程度 奥西良英 2014 年と同じ
12 兵庫県 宝塚市 ◎ 平井初鳴き 齋藤泰彦
13 兵庫県 明石市 二見町東二見（数頭） 佐藤邦夫
13 兵庫県 三木市 ◎ 三木山森林公園初鳴き 川瀬真次 2014 年より 8 日早い
13 京都市 福知山市 ◎ 猪崎初鳴き 山段眞彦
14 兵庫県 豊岡市 城崎町湯島温泉街の裏山で大合唱 15 時 正木詔一
14 兵庫県 たつの市 ◎ 御津町黒崎 初鳴き 茂見節子 2014 年より 2 日早い
14 兵庫県 加古川市 加古川町南粟津鶴林寺公園近く成虫死骸確認 竹内 隆
15 兵庫県 加古川市 志方町志方中学で鳴き出した 竹内 隆
16 兵庫県 神戸市 西区岩岡町 近藤伸一
18 兵庫県 加西市 笹倉町 12:00 高田 要
19 兵庫県 加西市 畦野 9:25 足立隆昭
19 兵庫県 神戸市 北区有野台 八田康弘
20 兵庫県 神崎郡 福崎町福崎インター 近藤伸一
20 兵庫県 神崎郡 福崎町東大貫 近藤伸一
20 兵庫県 小野市 浄谷町 近藤伸一
21 兵庫県 赤穂郡 上郡町上郡 横山 正
23 兵庫県 朝来市 ◎ 立脇初鳴き (1）10:30 近藤伸一 2014 年より 8 日早い
26 兵庫県 篠山市 ◎ 東古佐 9；00 初鳴き 河井典子 2014 年より 5 日遅い
26 兵庫県 多可郡 多可町中区天田 近藤伸一
29 兵庫県 神戸市 ◎ 北区有野町唐櫃初鳴き 8:00 河村幸子

8
2 兵庫県 神戸市 北区唐櫃台 中川貴美子
5 兵庫県 豊岡市 九日市上町 尾畑俊彦

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．
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8

7 兵庫県 豊岡市 幸町 田中利奈
9 兵庫県 豊岡市 但東町相田 永井英司

19 兵庫県 養父市 鉢高原 H=900 ｍ短時間鳴く 永幡嘉之
24 兵庫県 神戸市 東灘区住吉東町 新井雅夫
24 大阪府 茨木市 平田 谷角素彦
26 兵庫県 朝来市 ● 立脇鳴きおさめ 近藤伸一 2014 年より 2 日早い

27 兵庫県 神戸市 東灘区田中町都市公園で 1 頭鳴いていた．周辺市街地では
8/20 ごろには聞かれなくなっていた 吉田浩史

28 奈良県 橿原市 ● 新賀町鳴きおさめ？ 宮武賴夫 2014 年より 6 日早い
30 兵庫県 三木市 ● 三木山森林公園鳴きおさめ 川瀬真次 2014 年より 2 日遅い
31 兵庫県 神戸市 ● 中央区下山手通鳴きおさめ 浅田 卓

9

4 兵庫県 神戸市 ● 垂水区西舞子鳴きおさめ 浅田 卓
10 兵庫県 神戸市 西区井吹台東町まだ鳴いている 吉岡朋子
11 大阪府 茨木市 並木町朝弱々しい鳴き声 谷角素彦
12 兵庫県 加古郡 播磨町新鮮な♀の死骸．鳴き声は聴けない 久保弘幸
12 兵庫県 神戸市 西区井吹台 吉岡朋子 2014 年より 2 日遅い

７. アブラゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

6
25 兵庫県 伊丹市 春日丘羽化殻を発見 野本康太
27 兵庫県 神戸市 須磨区東須磨，離宮公園 山本勝也

7

7 山形県 山形市 小白川町 ( 山形大学構内 ) 永幡嘉之
7 山形県 南陽市 成虫 (2）見る 永幡嘉之
7 宮城県 仙台市 太白区秋保町境野 清水哲哉
7 兵庫県 たつの市 ◎ 御津町黒崎初鳴き 茂見節子 2014 年より 11 日早い
8 兵庫県 赤穂市 加里屋字東沖手 岡嶋幹雄
8 兵庫県 神戸市 灘区六甲台町 金子留美子
8 兵庫県 丹波市 春日町多田 14:20 一回鳴く 足立隆昭
9 兵庫県 神戸市 ◎ 北区有野台 19:30 初鳴き 八田康弘 2014 年より 9 日早い
9 兵庫県 姫路市 青山初鳴き 内藤親彦
9 山形県 山形市 蔵王半郷 7 月 9 日 永幡嘉之
9 兵庫県 豊岡市 弥栄町成虫確認 木下賢司
9 兵庫県 伊丹市 北本町 野本康太

12 兵庫県 宝塚市 平井成虫羽化失敗観察 齋藤泰彦
12 兵庫県 三木市 ◎ 三木山森林公園初鳴き 川瀬真次 2014 年より 2 日遅い
12 宮城県 柴田郡 ◎ 村田町城山付近初鳴き 清水哲哉
12 兵庫県 神戸市 ◎ 西区井吹台初鳴き 吉岡朋子
13 京都府 福知山市 ◎ 猪崎初鳴き 山段眞彦 
13 兵庫県 神戸市 垂水区西舞子成虫死体確認 浅田 卓
13 兵庫県 加東市 社 河井 周
14 大阪府 茨木市 ◎ 小川町初鳴き 谷角素彦
15 兵庫県 篠山市 ◎ 杉初鳴き 河井典子
15 兵庫県 神戸市 西区岩岡町 近藤伸一
15 兵庫県 豊岡市 ◎ 祥雲寺コウノトリの郷公園初鳴き 高橋 信
16 岡山県 加賀郡 ◎ 吉備中央町上田西初鳴き 藤本 出
18 兵庫県 豊岡市 ◎ 但東町相田初鳴き 永井英司
19 兵庫県 朝来市 ◎ 立脇初鳴き (2014 年より 4 日早い ) 近藤伸一 2014 年より 4 日早い
24 大阪府 吹田市 ◎ 藤白台 2 丁目 16:30 初鳴き 髙橋耕二 2014 年より 7 日遅い

8

3 兵庫県 豊岡市 京町裏山 正木詔一
8 兵庫県 加西市 笹倉町，中国道加西インター付近多数鳴く 高田 要

21 兵庫県 神戸市 住吉東町 新井雅夫
24 大阪府 茨木市 平田 谷角素彦
24 兵庫県 神戸市 須磨区須磨海浜公園 吉田浩史
27 兵庫県 朝来市 ● 立脇鳴きおさめ 近藤伸一 2014 年より 1 日早い
27 兵庫県 神戸市 東灘区田中町で 2 頭公園以外の市街地でもまだ鳴いている 吉田浩史
29 兵庫県 美方郡 香美町新屋高丸山 H=1000 ｍ付近 (1) 植田義輔
31 兵庫県 神戸市 西区井吹台 吉岡朋子

9

1 大阪府 茨木市 ● 新庄町鳴きおさめ 谷角素彦
2 兵庫県 神戸市 垂水区桃山台 吉岡朋子

5 山形県 山形市 山形蔵王スキー場 H=870m 付近（少数）H=1240m 付近は
セミの声なし 清水哲哉

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．
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9

10 山形県 山形市 蔵王半郷台風の雨のやみ間に鳴く 永幡嘉之
10 兵庫県 三木市 三木山森林公園最近鳴かない 川瀬真次
14 大阪府 箕面市 白島 1 ♀飛翔個体を捕獲 片岡義方
15 兵庫県 姫路市 夢前川下流（2）姿も確認 内藤親彦
21 兵庫県 加西市 琵琶甲町 (1) 谷角素彦

8. エゾゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

7

9 山形県 山形市 西蔵王神尾 永幡嘉之
19 京都府 福知山市 ◎ 大江町佛性寺初鳴き 山段眞彦
24 兵庫県 美方郡 香美町小代区新屋 H=900 ｍ 近藤伸一
24 兵庫県 神戸市 灘区六甲山記念碑台周辺 中川貴美子

8

1 兵庫県 神戸市 灘区六甲山記念碑台周辺 中川貴美子
19 兵庫県 養父市 鉢高原 H=860 ～ 1050 ｍ広範囲で．24 日は鳴かない 近藤伸一
19 兵庫県 養父市 奈良尾 H=750 ｍ 近藤伸一
28 兵庫県 美方郡 香美町村岡区ハチ北高原 29 日も鳴く 岡本俊治
29 兵庫県 美方郡 香美町新屋高丸山 H=1000 ｍ付近（2） 近藤伸一

9 22 兵庫県 美方郡 香美町新屋高丸山 H=1000 ｍ付近（2） 近藤，刈田，木下

9. アカエゾゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考
8 28 兵庫県 美方郡 香美町村岡区ハチ北高原 29 日も鳴く 岡本俊治

10. ミンミンゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

7

7 宮城県 仙台市 7 月 7 日仙台管区気象台
8 山形県 山形市 蔵王半郷 ( 十数年のうち，20 日よりも前に鳴きだした唯一の例 ) 永幡嘉之

14 兵庫県 豊岡市 京町 13:10 正木詔一
16 兵庫県 佐用郡 佐用町下徳久（1） 清水哲哉
19 兵庫県 宍粟市 波賀町引原ダム 18:30(1 ～ 2） 清水哲哉
21 兵庫県 佐用郡 佐用町船越昆虫館 10:30(1)1 ～ 2 分間 近藤伸一
23 京都府 舞鶴市 ◎ 浜初鳴き 山段眞彦
24 兵庫県 佐用郡 ◎ 佐用町櫛田初鳴き 7:00 野村智範
24 大阪府 吹田市 ◎ 藤白台 2 丁目 16:20 初鳴き 髙橋耕二 2014 年より 4 日早い
25 兵庫県 篠山市 ◎ 東古佐 7；00 初鳴き 河井典子 2014 年より 24 日早い
25 兵庫県 豊岡市 ◎ 但東町西谷初鳴き 藤木恭子
26 兵庫県 多可郡 7 月 26 日多可町中区天田近藤伸一 近藤伸一
26 兵庫県 佐用郡 佐用町船越昆虫館 八田康弘
27 兵庫県 朝来市 ◎ 立脇 8:00 初鳴き 近藤伸一 2014 年より 2 日早い
27 兵庫県 神戸市 兵庫区会下山 八田康弘
28 兵庫県 三木市 ◎ 三木山森林公園初鳴き 川瀬真次 2014 年と同じ
28 兵庫県 豊岡市 但東町相田初鳴き 永井英司
30 兵庫県 神戸市 ◎ 北区有野台初鳴き 八田康弘

8
10 兵庫県 たつの市 ◎ 御津町黒崎（1) 初鳴き．当地で初めて聞く 茂見節子
24 兵庫県 神戸市 須磨区須磨海浜公園 吉田浩史
29 兵庫県 美方郡 香美町新屋高丸山 H=1000 ｍ付近 (1) 植田義輔

9

1 兵庫県 神戸市 西区井吹台 吉岡朋子
2 兵庫県 神戸市 垂水区桃山台 吉岡朋子
4 兵庫県 神戸市 東灘区住吉東町 ( 今年 3 回目 ) 新井雅夫
5 山形県 山形市 山形蔵王スキー場 H=870m 付近 ( 少数 )H=1240m 付近セミの声なし 清水哲哉
8 兵庫県 佐用郡 佐用町昆虫館まだ鳴いている 野村智範

10 山形県 山形市 蔵王半郷台風の雨のやみ間に鳴いている 清水哲哉
11 兵庫県 神戸市 六甲の南斜面で鳴いていた 竹田真木生
12 兵庫県 小野市 来住町岩倉 (2) 佐藤邦夫
12 兵庫県 明石市 大久保町 久保弘幸
13 兵庫県 篠山市 東古佐鳴き声確認 河井典子
14 大阪府 箕面市 白島複数鳴く 片岡義方
14 兵庫県 神戸市 須磨区緑台 総合運動公園駅 永井英司
14 兵庫県 篠山市 東木之部 西紀 SA 永井英司
15 兵庫県 神戸市 北区道場町 (3) 近藤伸一
15 兵庫県 西宮市 北六甲台 小倉今日子

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．



-15-

きべりはむし，38 (2)，2016．

9

16 兵庫県 朝来市 和田山町桑原 永井英司
17 兵庫県 三木市 三木山森林公園 近藤伸一
18 奈良県 奈良市 若草山 ( 少数 ) 谷角素彦
19 兵庫県 宍粟市 一宮町公文 立岩幸雄
19 兵庫県 宍粟市 一宮町福知 立岩幸雄
19 兵庫県 篠山市 畑宮弥十郎岳山麓 大塚剛二
19 兵庫県 篠山市 西古佐並木道中央公園 大塚剛二
21 兵庫県 篠山市 ● 東古佐鳴き納め 河井 周 2014 年より 4 日早い
21 兵庫県 朝来市 和田山町東谷大蔵神社 尾崎真也
21 兵庫県 豊岡市 京町 正木詔一
22 兵庫県 豊岡市 但東町相田 永井英司
23 兵庫県 三木市 ● 三木山森林公園鳴きおさめ 川瀬真次 2014 年より 2 日早い
23 兵庫県 豊岡市 城崎町来日 立岩幸雄
25 兵庫県 朝来市 ● 立脇鳴きおさめ 近藤伸一 2014 年より 3 日早い
27 兵庫県 豊岡市 城崎町来日 立岩幸雄
27 兵庫県 佐用郡 佐用町船越佐用町昆虫館（少数） 清水哲哉

11. ツクツクボウシ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考

7

16 兵庫県 神戸市 垂水区桃山台 吉岡朋子
18 兵庫県 赤穂市 赤穂城址 竹内 隆、立岩幸雄
18 兵庫県 赤穂郡 上郡町苔縄 横山正
22 兵庫県 たつの市 ◎ 御津町黒崎初鳴き 茂見節子
24 兵庫県 佐用郡 ◎ 佐用町櫛田初鳴き 7:00 野村智範
24 兵庫県 神戸市 北区裏六甲ドライブウエイ 中川貴美子
25 兵庫県 朝来市 佐嚢 9:00 近藤伸一
25 宮城県 仙台市 太白区太白山 清水哲哉
25 宮城県 仙台市 青葉区サイカチ沼 清水哲哉
26 兵庫県 多可郡 多可町中区糀谷なか・やちよの森公園 近藤伸一
26 千葉県 市川市 浅田卓
27 兵庫県 朝来市 ◎ 立脇 12:10 初鳴き 近藤伸一 2014 年より 4 日早い
29 兵庫県 姫路市 ◎ 青山初鳴き 内藤親彦 2014 年より 13 日早い
30 兵庫県 神戸市 ◎ 中央区下山手通初聞き 浅田 卓
30 兵庫県 神戸市 灘区六甲台町 金子留美子
30 兵庫県 丹波市 春日町多田 16:20 足立隆昭
31 京都府 福知山市 ◎ 猪崎初鳴き 山段眞彦

8

1 兵庫県 豊岡市 ◎ 但東町西谷初鳴き 藤木恭子
2 兵庫県 神戸市 ◎ 北区有野台初鳴き 八田康弘 2014 年より 9 日早い
3 兵庫県 篠山市 ◎ 東古佐 8:55 初鳴き 河井典子 2014 年より 7 日遅い
3 兵庫県 三木市 ◎ 三木山森林公園初鳴き 川瀬真次 2014 年より 2 日遅い
3 奈良県 橿原市 南山町南山 ( 昆虫館の裏山 )9:40 宮武頼夫
3 兵庫県 豊岡市 京町裏山 正木詔一
4 兵庫県 豊岡市 ◎ 但東町相田初鳴き 永井英司
4 千葉県 長南町 三橋陽子
7 兵庫県 神戸市 西区岩岡町 寺田直人
9 大阪府 吹田市 藤白台 2 丁目 髙橋耕二

10 東京都 杉並区 ◎ 初鳴き 近藤太郎 2014 年より 11 日早い
19 大阪府 茨木市 平田 谷角素彦
19 兵庫県 神戸市 東灘区住吉東町 新井雅夫
24 兵庫県 神戸市 須磨区須磨海浜公園 吉田浩史
27 兵庫県 神戸市 東灘区田中町都市公園で (1) 吉田浩史
31 兵庫県 神戸市 ● 東灘区住吉東町 9 月から鳴かない 新井雅夫

9

5 山形県 山形市 山形蔵王スキー場 H=870m 付近少数鳴き H=1240m 付近
はセミの声なし 清水哲哉

11 兵庫県 神戸市 垂水区桃山台 吉岡朋子
12 兵庫県 南あわじ市 吹上浜付近 吉岡朋子
12 兵庫県 小野市 来住町岩倉多数 佐藤邦夫
12 兵庫県 明石市 大久保町 久保弘幸
12 宮城県 仙台市 ● 太白区太白山 1 匹鳴き，これが最後 清水哲哉
13 兵庫県 篠山市 東古佐鳴き声確認数は少ない 河井典子
14 大阪府 箕面市 白島複数鳴く 片岡義方

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．
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15 兵庫県 神戸市 北区道場町多数の鳴き声 近藤伸一
15 兵庫県 姫路市 夢前川下流 内藤親彦
15 兵庫県 西宮市 北六甲台 小倉今日子
18 奈良県 奈良市 若草山 谷角素彦
19 兵庫県 神崎郡 神河町南小田 立岩幸雄
19 兵庫県 加古川市 志方町野尻 立岩幸雄
19 兵庫県 篠山市 畑宮弥十郎岳山麓 大塚剛二
19 兵庫県 篠山市 西古佐並木道中央公園 大塚剛二
20 兵庫県 神戸市 六甲山の北側でまだ鳴く 竹田真木生
20 茨城県 常総市 中妻町複数鳴く 岡嶋幹雄
21 兵庫県 小野市 来住町 立岩幸雄
21 兵庫県 加古川市 志方町広尾 ( 志方東公園 ) 立岩幸雄
21 兵庫県 小野市 来住町岩倉 谷角素彦
21 兵庫県 加西市 琵琶甲町 谷角素彦
22 兵庫県 神戸市 市西区井吹台 吉岡朋子
22 兵庫県 美方郡 香美町新屋高丸山 H=1000 ｍ付近短時間鳴く 近藤伸一・木下賢司
22 兵庫県 西宮市 北六甲台 5 丁目 小泉今日子
23 兵庫県 加古川市 東神吉町升田 ( 平荘湖 ) 立岩幸雄
23 兵庫県 明石市 大久保町まだ鳴く 久保弘幸
23 兵庫県 赤穂市 加里屋字東沖手 岡嶋幹雄
23 兵庫県 豊岡市 但東町相田 永井英司
25 兵庫県 加古川市 八幡町まだ鳴く 室園康生
26 兵庫県 朝来市 立脇 近藤伸一
26 兵庫県 佐用郡 佐用町船越昆虫館午後から鳴く 八田康弘
26 兵庫県 篠山市 東古佐まだ鳴く 河井周
27 兵庫県 佐用郡 佐用町昆虫館少数 清水哲哉
28 兵庫県 赤穂郡 上郡町柏野（1）9/29 日は鳴かず 清水哲哉
28 兵庫県 加古川市 西神吉町（少数） 清水哲哉
28 福島県 東白川郡 棚倉町 ( ルネサンス棚倉 ) 複数鳴く 29 日も鳴く 吉岡朋子
29 兵庫県 たつの市 東橋崎 (1) 清水哲哉

10

2 兵庫県 三木市 ● 三木山森林公園鳴きおさめ 川瀬真次 2014 年より 2 日遅い
3 宮城県 柴田郡 柴田町船岡城址公園（4） 清水哲哉
4 兵庫県 豊岡市 日高町知見 永井英司
6 宮城県 角田市 角田市四方山 (1) 清水哲哉

11 兵庫県 小野市 来住町 立岩幸雄
14 兵庫県 朝来市 ● 立脇 9 月 26 日以来．14 時（1）1 ～ 2 分間 近藤伸一 2014 年より 4 日遅い
16 宮城県 柴田郡 柴田町船岡城址公園（2） 清水哲哉
17 兵庫県 佐用郡 佐用町佐用町昆虫館 2 回鳴く 八田康弘

12. チッチゼミ
月 日 府県名 市町名 場所，状況など 観察者 備考
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2 宮城県 柴田郡 川崎町蔵王山麓の峩々温泉付近ｈ = 約 850m 清水哲哉
12 宮城県 仙台市 青葉区青下 清水哲哉
12 宮城県 仙台市 青葉区横川林道 清水哲哉
15 兵庫県 篠山市 西古佐並木道中央公園 押川 匠
18 宮城県 名取市 熊野那智神社 清水哲哉
20 兵庫県 篠山市 ◎ 東古佐初確認 河井典子 2014 年より 1 日早い
27 兵庫県 三木市 三木山森林公園 川瀬真次
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13 兵庫県 篠山市 東古佐鳴き声確認 河井典子 2014 年より 12 日遅い
15 兵庫県 神戸市 北区道場町 吉田浩史
28 兵庫県 赤穂郡 上郡町柏野（少数）(9/29 日は鳴かず ) 清水哲哉
28 兵庫県 加古川市 西神吉町（少数） 清水哲哉

10 6 宮城県 角田市 四方山（1） 清水哲哉

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．


