
カピオラニ公園の鳥たち Ver. 1.1

No 日本語名 英語名 ハワイ語名 原産地 メモ

1 インドハッカ Common Myna Manu-ʻai-
pilau、Pihaʻe
kelo

アフガニスタン、中央

アジア、インド、ミャ

ンマー、中国南西部

非常に数が多い。夕方になるとよく喧嘩をしている

が、流血する程激しい事も多い。九官鳥に近い仲間

。声真似が得意。

2 チョウショウバト Zebra Dove
—

マレー半島、ボルネオ

島、オーストラリア

非常に数が多い。人や車を恐れず、駐車場などでよ

く座っている。

3 カワラバト,
ドバト

Rock Pigeon manu kū ヨーロッパ、アジア、

アフリカ

白や灰色など色は様々だが同じ種類。オスとメスは

仲が良い。

4 オナガカエデチョウ Common 
Waxbill

— ギニア、シエラレオネ

、リベリア一帯と、ア

フリカ南部

数十羽の群れで地面で草の種を食べている。ハワイ

で最も小さな鳥。

5 ワカケホンセイイン

コ

Ring-ringed 
Parakeet

— アフリカ中部、パキス

タン、インド

首に黒い輪があるのがオス。メスは輪がない。夕方

に群れをつくって、大きな声で鳴きながら飛んでい

るのをよく見る。

6 キマユカナリア、

セイオウチョウ

Yellow-fronted 
Canary

— アフリカ 高い声で美しく鳴く。

7 ニワトリ Chicken moa 自然繁殖している。人から餌を貰っているので人慣

れしている。

8 イエスズメ House Sparrow manu 
liʻiliʻi、kepola

ユーラシア、オースト

ラリア、南北アメリカ

日本のスズメ（スズメ、ニューナイスズメ）とは異

なる。オスは顎の部分が黒く、メスは全体に薄茶色

で優しい顔をしている。

写真
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9 コウカンチョウ Red-crested 
Cardinal、Brazil
ian Cardinal

— 南アメリカ 赤い冠が特徴的だが、鳴き声も綺麗。若鳥の頭は茶

色。かなり大きく育った子供でも親に餌をねだる姿

を見る。

10 アマサギ Cattle Egret — 北アフリカとユーラシ

ア南部

英名直訳は牛サギで、牛の後ろを歩いて餌探しをす

るのでその名前が付いている。ハワイでは芝刈り機

の後を歩いて、飛び出す虫を見つけて食べる。

11 シリアカヒヨドリ Red-vented 
Bulbul

— インド、スリランカ、

パキスタン、ヒマラヤ

西部、ミャンマー、中

国

昆虫を捕まえて食べる姿を良く見る。お尻が赤い。

12 シロアジサシ White Tern Manu-o-Kū ハワイ ハワイ在来種。分布は太平洋、インド洋、大西洋の

島々で広く分布する。巣は作ることはせずに固定の

木の枝である。ホノルルの市街では木のトリミング

をする際に、シロアジサシの巣に配慮する為、木に

青いテープを撒いて目印にする。１回の繁殖期で１

個の卵を産み育てる。つがいや家族３羽で飛ぶ姿が

よく見られる。ホノルル市の鳥として定められてい

る。

13 ムナグロ Pacific Golden-
Plover

Kōlea アラスカやシベリア ハワイでは9～4月の間で見られる渡り鳥。4月下旬
にグループを作って約4000キロを2～3日ノンストッ
プで海を渡って行き、アラスカやシベリアで繁殖し

、8月下旬頃ハワイに戻ってくる。ハワイを発つ前に
胸の羽が黒く変わる。

長距離を飛ぶために、3月頃にはたくさん食べて太り
、アラスカに到着した時には体重は半分になってい

るそう。

14 メキシコマシコ House Finch Manu-ʻai-
mīkana、Ma
nu-ʻai-papaia

北アメリカ オレンジ頭がオス。メスは地味な灰～茶色。別名パ

パイヤバードと呼ばれパパイヤなどの果物を好んで

食べる。
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15 キンノジコ Saffron Finc — 南アメリカ原産 緑の芝生にオレンジ色が目立って綺麗。

16 マガモ Mallard — 公園の池やアラワイ運河で自然繁殖している。雑種

が多い。1度に10個ほどの卵を産み育てるが、小さな
雛はマングースに食べられることが多い。

17 ブンチョウ Java Sparrow — インドネシア つがいや群れで地面の草の種を食べている。大きな

群れは50羽を超える。

18 メジロ Warbling white-
eye ( Japanese 
White-eye)

— 日本、朝鮮半島南部、

中国南部からベトナム

日本から移入された。

19 カノコバト Spotted Dove ekaho、man
u kū

中国、インド、インド

ネシア、フィリピン

首の周りの点々が綺麗。オスとメスで戦っているの

をよく見る。

20 アカハラシキチョウ White-rumped 
Shama

— 南アジアおよび東南ア

ジア

オスとメスの色が微妙に異なる。お腹の色が、メス

よりオスの方が濃いオレンジ色。

21 ショウジョウコウカ

ンチョウ

Northern 
Cardinal ʻUlaʻula

アメリカ合衆国本土と

メキシコ

オスは鮮やかなオレンジ色だが、メスは薄茶色。

22 ゴイサギ Black-crowned 
Night-Heron

ʻAukuʻu ヨーロッパ、アフリカ

、アジア、アメリカ大

陸

幼鳥は茶色い縞々。

ワイキキ周辺のゴイサギは、パン屑で魚をおびき寄

せて捕まえる。
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23 ギンパラ Chestnut munia — インド半島とスリラン

カ

オアフ島では、サウスショアよりもノースショアや

ウィンワードの方が個体数が多い。

24 シマキンパラ Scaly-breasted 
Munia

— ネパール、インド、ス

リランカ、インドシナ

半島、マレー半島、フ

ィリピン、中国、台湾

など

オナガカエデチョウのように群れで地面の草の種を

食べている。体の大きさはオナガカエデチョウより

もやや大きく、大きめの種でも食べる。

25 コウラウン Red-whiskered 
Bulbul

— 中国南部、インド、東

南アジア

シリアカヒヨドリと同じく、お尻が赤い。個体数は

シリアカヒヨドリよりずっと少ないので会えたらラ

ッキー。

26 オオグンカンドリ Great 
Frigatebird

ʻIwa 太平洋、インド洋、大

西洋

高い上空を滑空する2メートルを超える巨大な鳥。海
鳥が捕らえた魚を横取りすることで知られる。アラ

ワイ運河でも時々見られる。

27 カツオドリ Brown Booby ʻĀ 熱帯～亜熱帯 普段は海上におり、ワイキキ、ホノルル沖を船で航

行するとよく見られるが、カイマナビーチでも見ら

れることがある。
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