
キャンペーンのご紹介 気になるあの鳥がわかる

『おさんぽ鳥図鑑』
プレゼント !

身近で見られる野鳥 24種類を
紹介した小冊子です。

ご希望の方
全員に

専用ウェブサイトから
お申込みいただけます。

2020 年 4月
富士鷹なすび
三石芳明
公益財団法人日本野鳥の会 普及室
〒141-0031
東京都品川区西五反田 3-9-23 丸和ビル
TEL 03-5436-2622
FAX 03-5436-2635
https://www.wbsj.org/
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日本野鳥の会　おさんぽ鳥図鑑 検索

日本野鳥の会　ヒナを拾わないで 検索

発 行 日
イラスト
デザイン
発 行

（公財）日本野鳥の会は、20年以上に渡り、（公
財）日本鳥類保護連盟、NPO法人野生動物救護
獣医師協会と共同で、ヒナとの正しい接し方を
伝えることを目的としたキャンペーンを継続
しています。以下の活動にご協力いただける場
合は、下記までご連絡ください。

「野鳥の子育てをみま
もって」というメッセー
ジを伝えるポスター。
掲示にご協力いただけ
る方にお送りします。

女の子と、地面に落ちたヒナとその親鳥との
やり取りを通して、ヒナとの関わり方を伝え
る紙芝居。観察会
や学校などで読み
聞かせをしていた
だける方に寄贈い
たします。

日本野鳥の会 普及室　nature@wbsj.org

●紙芝居の読み聞かせ

●ポスターの掲示

お申込み方法

プレゼント

※お知らせいただいた個人情報は、（公財）日本野鳥の会の個人情報保護規程に従って管理し、冊子の送付の他、案内をお送りするなど当会の事業
　を実施する目的にのみ利用いたします。

みまもって、
野鳥の子育て

近くには
親鳥がいるからだいじょうぶ。

必要事項 ［1.氏名（フリガナ）　 2.性別　 3.郵便番号　 4.住所　 5.電話番号　
6.メールアドレス］ と 「ヒナパンフ希望」 とご記入のうえ、メール（nature@wbsj.org）か、
FAX（03-5436-2635）か、郵便（〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 丸和ビル 
日本野鳥の会 ヒナパンフY係）でお申し込みください。

お申込
方法

イラスト：富士鷹なすび　デザイン：三石芳明 2020年

「ヒナを拾わないで!!」キャンペーンとは
公益財団法人日本鳥類保護連盟、公益財団法人日本野鳥の会、NPO法人野生動物救護獣医師協会が、
巣立った直後の野鳥のヒナに出会った時の正しい接し方を伝えることを目的として行っています。

共催：（公財）日本鳥類保護連盟 （公財）日本野鳥の会　NPO法人野生動物救護獣医師協会
後援：環境省
（公財）日本鳥類保護連盟  　〒166-0012 東京都杉並区和田3-54-5 第10田中ビル3F　☎03-5378-5691
（公財）日本野鳥の会  　〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23丸和ビル　☎03-5436-2622
NPO法人野生動物救護獣医師協会　〒190-0013 東京都立川市富士見町1-23-16富士パークビル302　☎042-529-1279

春から夏、すだったばかりのヒナは、
えさのとり方や、とび方を学ぶのに
いっしょうけんめい。
そんな時、ヒナが地面に落ちて
しまうことも。
でもね、近くには親鳥がいるから
だいじょうぶ。
そっと、その場からはなれてね。

まな

お

おや　どり

じ　 めん

先着1,000名様にプレゼント！先着1,000名様にプレゼント！

私たちも応援しています！ ヒナを見つけた時の対応方法がわかる

（公社）愛知県獣医師会　　　　　　（公社）秋田県獣医師会　　　　　　アルスコンサルタンツ（株）
（公社）石川県獣医師会　　　（公社）茨城県獣医師会　　　(一社)岩手県獣医師会　　　S&S（株）
おおくぼ動物病院　　　（公社）大阪市獣医師会　　　（公社）大阪府獣医師会　　　（株）オオバ
（公社） 岡山県獣医師会　　カロラータ（株）　　（公社）北九州市獣医師会　　（公社）岐阜県獣医師会
（公社）京都市獣医師会　　　（公社）京都府獣医師会　　　京都野鳥の会　　　（株）キリカン洋行
（公社）神戸市獣医師会　　　興和光学（株）　　　寿精版印刷（株）　　　（公社）滋賀県獣医師会
（公社）静岡県獣医師会　　NPO法人自然環境アカデミー　　神宮司庁　　全国愛鳥教育研究会
高尾霊園犬猫墓地　　土浦大師不動尊 大聖寺　　東京環境工科専門学校　　（福）東京コロニー
（公社）東京都獣医師会　　栃木県　　鳥取県　　富山県鳥獣保護センター　　中津動物病院
長野県　  （一社）長野県獣医師会　  （公社）名古屋市獣医師会　  奈良県　  （公社）奈良県獣医師会
（公社）新潟県獣医師会　　　　新妻動物病院　　　　日本印刷（株）　　　　（公社）日本獣医師会
（公社）日本動物病院協会　　日本野鳥の会茨城県　　日本野鳥の会奥多摩支部　　馬場動物病院
ピジョン（株）　　　　（一社）兵庫県獣医師会　　　　文永堂出版（株）　　　　（株）ペッズイシバシ
（公財）ホシザキグリーン財団　　　　　　（公社）北海道獣医師会　　　　　　ホテル龍名館東京
（公社）三重県獣医師会　　 宮崎県　　（一社）宮崎県獣医師会　　武蔵村山ペットメモリアルパーク
森久保薬品（株）　（株）モンベル　野生動物リハビリテーター協会　山口県　（公社）山口県獣医師会
（公社）横浜市獣医師会　　   （公財）横浜市緑の協会　　   和歌山県　　   （公社）和歌山県獣医師会

（株）アイワ徽章　   千葉県　   ムナテックス（株）　   （株）メール　   八ヶ岳倶楽部

（株）アシスト わんわん倶楽部　　　   味の素（株）　　  　アトム（株）
（株）アペックス　　　　　   学研グループ　　　　　   株木建設（株）
サントリーホールディングス（株）　  （宗）真如苑　   東亜建設工業（株）
（株）ニコンイメージングジャパン　　（株）フジナガ　　 丸和油脂（株）
三菱製紙（株）　　　　　　 光村印刷（株）　　　　　　  森ビル（株）
（株）ユーキャン　　　　　横浜ゴム（株）　　　　　リコーリース（株）

シジュウカラのヒナ

見つけてもそのままに見つけてもそのままに

ヒナを見つけ、
放っておけないと
判断された場合は、
各都道府県の
鳥獣保護担当部署に
ご連絡ください。

ちょうじゅう   ほ     ご たん  とう   ぶ    しょ

窓口の連絡先
一覧はこちらへ

シジュウカラの親

ヒナをみつけたら
どうしたらいいの？

詳しくは
こちらへ

電話番号　

パンフレット「野鳥のヒナと出会ったら?」

2020 年度版

ヒナと出会ったら？

羽毛が
生えそろって
いますか？

巣立ち直後
のヒナけがをしている？

巣の場所がわかる？街路樹や茂みにおく

スタート

★親鳥はヒナの声で気づきます

★親鳥は人の臭いは気にしません

※他のヒナを巣立たせるために、弱いヒナは
　あえて巣から落とされることもあります

巣に戻す

そのままにする

巣立ち前
のヒナ

地面にいる野鳥のヒナと出会ったときの対処方法をフローチャートでまとめました。

そのままにする
or

各都道府県の
鳥獣保護担当部署
に相談する
日本野鳥の会　けがをした鳥検索

YESYES

YES

NO

NO
NO

ヒナの見分け方は
パンフレットの中を

見てね！



ヒナの成長段階の見分け方 けがしたヒナを運ぶ
けがしたヒナについて、鳥獣保護担当部署から、
動物病院や保護機関などを紹介された場合は

ヒナが
安心できる場を
用意して

運びましょう。

目がきちんと
開いていないこともある

羽毛が
生えそろってなく、
親鳥より小さい

羽毛は一通り
生えそろっているが、
うまく飛べない
ことがある

体の大きさは
親鳥と同じか、
少し小さい

親鳥より尾羽が短い脚が十分に成長しておらず
しっかり立つことができない

赤裸や地肌が
みえる

運びましょう。

巣立ち前のヒナ 巣立ち直後のヒナ

体のサイズにあった箱
（例：ティッシュ箱やお菓子の空き箱など）

箱への移し方
・軍手をしてタオルなどで、力を入れす
ぎずに上からヒナを包み込む

・素早く箱に入れて、ふたをしめる
※ヒナを触った後は、石鹸で手を洗いましょう

地面にいる鳥のヒナと出会ったとき、多くの方は、何とか助けてあげたいと手を
差し伸べたくなるのではないでしょうか。生きものの命を大切に思う気持ちは、
大変尊いものです。ではなぜ、「そのままにする」ことがおすすめなのでしょうか。

ヒナは巣立ち後
の数週間、親鳥
と一緒に過ごし
ます。この短い
期間に、飛び方
や食べものの取
り方、何が危険かを学び、自然の中で生きて
いけるようになります。
巣立ち直後のヒナは 1 羽に見えてもそばには
親鳥がいます。人がいると親鳥は警戒して近
づけません。ヒナを見つけたらそっとその場
を離れてあげましょう。

「そのままにする」のはかわいそう？ 野鳥の子育て

野鳥を保護する法律

親鳥がそばにいます !
自然の中で巣立ったヒナはどのくらいの生存
率があるのでしょうか。
例えば 1 組のスズメの夫婦は、1 年に 1～ 3
回の子育てを行い、5～ 15 羽ほどのヒナを育
てます。しかし巣立ったヒナが翌年まで生き
残る確率は、1 割ほどと推定されています。多
くは、ヘビやイタチ、大きな鳥に食べられる
などして命を落としているのです。
一方、スズメもヒナにはたくさんの虫を与え、
一年を通して、様々な草木のタネなどを食べ
ます。自然の中では、いろんな生きものが「食
べる - 食べられる」の関係の中でバランスを
保っています。

多くの野鳥は、春から初夏の短期間で子育て
をします。
ペアになると親鳥は、巣づくり、交尾、産卵、
抱卵をし、ヒナが生まれるとたくさんの食べ
ものを与えて育てます。生まれてから巣立ち
までは半月ほどです。
そしてヒナは巣立ち後のわずかの間に、飛び
方や食べ物の取り方を学び、独り立ちします。

野鳥は自然の一員

野鳥は、鳥獣保護法（正式には「鳥獣の保
護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法
律」）によって、国や都道府県などの許可
なく捕まえてはいけないことになっていま
す。野鳥がけがをしているとしても、勝手
に捕まえると法律違反になってしまいま
す。必ず行政の担当部署にご連絡ください。

コ　ラ　ム

お湯を入れたペットボトルをタオルで包むなど
して、箱の中全体を 25～ 30度くらいに保つ。


