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1) Shinichi KONDO　兵庫県朝来市；2) Eizi NAGAI　兵庫県豊岡市

はじめに
兵庫県を中心に，各地のセミの鳴き始めや鳴きおさ

めの時期を記録した．2017 年は 12 種のセミについて，
全国の 20 都道府県 99 市町から 719 件の鳴き声の記録
を収集することが出来た．調査は 4 月 22 日に京都府
福知山市のハルゼミで始まり 11 月 3 日の宮城県仙台市
チッチゼミで終了した．

調査範囲は，近畿 (5 府県 50 市町 )，中国 (3 県 8 市
町 )，北陸（3 県 4 市町），関東（3 都県 5 市町），東北（4
県 29 市町），北海道（2 町）の 20 都道府県 99 市町に
及んだ．情報は，こどもとむしの会会員，兵庫昆虫同好
会会員，昆虫愛好家の皆様，Facebook グループ「セミ
の初鳴き，鳴きおさめの日」などの皆様からいただいた．

2018 年も調査継続の予定であり，①セミの種類，②
確認月日，③確認場所，④確認者氏名をこどもとむし
の会の会員メールまたは個人メール（s-kondo60@kzh.
biglobe.ne.jp），Facebook グループ「セミの初鳴き，鳴
きおさめの日」に報告いただければ幸いである．

2017 年の調査に際して，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．

相坂耕作・足立隆昭・浅田・卓・新井雅夫・安積茂
年・維田浩之・稲葉一明・植田義輔・瓜生隆宏・江田敏
昭・大塚剛二・大槻 浩・大鶴貴美・大嶋道弘・岡嶋幹
雄・尾崎真也・尾畑俊彦・河井 周・河井典子・河村幸子・
笠井裕代・川瀬真次・金子留美子・金谷栄子・北垣和
也・北村虻曳・久保弘幸・小林慧人・近藤太郎・齋藤泰
彦・佐藤邦夫・山段眞彦・山段弥寿子・清水哲哉・下山
早苗・嶋田 勇・菅村定昌・谷角素彦・竹田真木生・竹
内 隆・立岩幸雄・髙橋耕二・高橋 信・高橋安奈・徳平
拓朗・内藤親彦・永幡嘉之・中川貴美子・那倉智行・西
本 裕・野口明美・野村智範・八田康弘・林 太郎・伴 信
彦・久永洋子・藤本 出・藤本智美・藤木恭子・前川和
則・松金知香・松尾秀行・松下宗嗣・正木詔一・三橋陽
子・宮武頼夫・茂見節子・八木 剛・山崎悠高・山本一幸・
山本千代・吉岡朋子・吉岡英二・吉田浩史・渡辺弥生（敬
称略）

1. 2017 年の記録
①兵庫県内に分布する 13 種のうち，アカエゾゼミを除

く 12 種の鳴き声が記録された．
②記録の詳細は「表 1　種類別セミの鳴き声の記録」の

とおりである．
③ 2013 ～ 2017 年の 5 か年を比較したのが図１であ

る．2016 年まで鳴き始め時期が早くなる傾向にあっ
たが，2017 年はほとんどの種において前年より鳴き
始め，鳴きおさめの時期が遅れた．（観察例の少ない
種は除く）

④県内で鳴き始めた種の順番はハルゼミ（4/30）→エ
ゾハルゼミ（5/30）→ニイニイゼミ（6/20）→クマ
ゼミ（6/27）→アブラゼミ（7/2）→ヒグラシ（7/4）
→ヒメハルゼミ（7/9）→ミンミンゼミ（7/17）→ツ
クツクボウシ（7/22）→エゾゼミ（8/4）→チッチゼ
ミ（8/21）

⑤県内で鳴き終わる種の順番はハルゼミ（7/3）→エゾ
ハルゼミ（7/16）→ヒメハルゼミ（7/30）→ニイニ
イゼミ・エゾゼミ（9/4）→ヒグラシ（9/7）→クマゼ
ミ・アブラゼミ（9/24）→チッチゼミ（10/9）→ミ
ンミンゼミ（10/11）→ツクツクボウシ（10/27）

2. 地域別の初確認記録と最終記録
兵庫県内を 6 地域に分けて，2017 年の種ごとの鳴

き始める地域順と最終の地域を記録した．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），淡路とした．また県外の記録で，兵庫
県より早い記録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　4/22 京都府，4/30 播磨，5/1 西播磨，

5/4 但馬，5/8 阪神・丹波
・最終日　7/3 但馬
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② ヒメハルゼミ
・初確認　7/2 京都府，7/9 但馬
・最終日　7/30 但馬

③ エゾハルゼミ
・初確認　5/30 但馬
・最終日　7/16 但馬

④ ニイニイゼミ
・初確認　6/20 播磨，6/28 西播磨，6/29 但馬，7/1 丹波・

阪神
・最終日　9/4 但馬

⑤ ヒグラシ
・初確認　7/2 京都府，7/4 但馬，7/5 阪神，7/12 丹波，

7/13 播磨，7/15 西播磨
・最終日　9/7 但馬，9/9 千葉県，9/19 山形県，10/10 東京都，

10/27 京都府

⑥ クマゼミ
・初確認　6/27 阪神，7/3 播磨，7/8 西播磨，7/13 但馬，

7/14 丹波
・最終日　9/24 播磨，10/4 大阪府

⑦ アブラゼミ
・初確認　7/2 播磨，7/4 阪神，7/16 西播磨・但馬　

7/18 丹波
・最終日　9/24 但馬，9/29 奈良県，10/9 山形県，10/12

東京都

⑧ エゾゼミ
・初確認　7/14 宮城県，7/25 山形県，7/28 京都府，8/4 但

馬
・最終日　9/4 但馬，10/2 山形県

⑨ ミンミンゼミ
・初確認　7/14 山形県，7/15 福島・宮城県，7/17 但馬，

7/25 播磨，7/28 阪神・丹波，8/3 西播磨

図 1　兵庫県及びその他地域におけるセミの鳴き声の確認日 (2013 ～ 2017 の比較 )．
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・最終日　10/11 但馬

⑩ ツクツクボウシ
・初確認　7/15 千葉県，7/22 但馬，7/31 西播磨・播磨

　8/5 丹波　8/6 阪神
・最終日　10/27 但馬

⑪ チッチゼミ
・初確認　8/18 岡山県，8/18 播磨，8/21 西播磨，8/25

丹波
・最終日　10/9 播磨，10/10 京都府，11/3 宮城県

3. 観察メモ
ヒメハルゼミ
京都府福知山市談の山林で 7 月 15 日に生息を確認（山
段眞彦）
・福知山市談の山林では鳴き声を確認されていたが，調

査で 6 個の抜け殻を見け生息が確実となった．京都府
内で 5 カ所目，福知山市内では 2 カ所目となる．京都

府内では 1991 年に福知山市内大江町，元伊勢内宮皇
大神社の鎮守の森で初めて確認され，90 年代の後半
以降から京丹後市峰山町，伊根町，舞鶴市で相次いで
確認された．（両丹日日新聞 2017 年 7 月 18 日のニュー
スより）

エゾハルゼミ
2017 年はエゾハルゼミの発生数が多かった．( 嶋田　勇 )
・6 月 26 日　香美町村岡区・鉢伏山東尾根＆登山道

10:00 ～ 14:58 晴 ( 標高 1,050m)．これほど多くの
活発な合唱が聞かれたのは 2011 年 ･2013 年以来．ま
だ生息最盛期に至っていない．カラマツに付着する脱
殻を 71 個 (58 ♂ 13 ♀ ) 確認．これほど多数の脱殻が
見つかったのは，2013 年以来．なお 2006 年は 2011
年の 2.1 倍の発生数で，異常に多かった ｡

・7 月 3 日　香美町村岡区鉢伏山　生息最盛期　交尾撮
影（写真 1）（嶋田　勇）

図 2　兵庫県朝来市立脇においてヒグラシが早朝に鳴いた時間帯．
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ヒグラシ
ヒグラシが鳴く早朝の時間帯を計測（近藤伸一）
・ヒグラシは早朝と夕暮れの 2 回鳴くが，朝来市立脇で，

早朝の鳴く時間帯を計測した．( 図 2)
・計測したのは 2017 年 7 月 29 日から最終の 8 月 28

日までの 27 日間（4 日未計測）．
・計測場所は朝来市立脇（自宅の庭）
・鳴き始める時刻は，日の出時刻の変化とほぼ比例し，

日の出時刻より 20 ～ 30 分早い時間帯から鳴き始めた．
・鳴き終える時刻は日の出時刻との関係は認められず，

5：19 ～ 38 の間であった．
・鳴き始めた時刻が最も早かったのは 4：33（8/5）遅かっ

たのは 5：25（8/28）．
・鳴き終える時刻が最も早かったのは 5：19（8/9）遅かっ

たのは 5：38（8/2）．
・鳴いている時間帯が長かったのは 56 分間（4：42 ～ 5：

38　8/2）
・鳴いている時間帯が短かったのは 2 分間（5：25 ～ 5：

26　8/28）
・計測期間中の早朝に鳴かなかったのは 8 月 27 日で，

この日は 17:49 ～ 18:39 の間に鳴いた．
・8 月 28 日が最終で，早朝に 2 分間（5:25 ～ 5:26）少

数が弱々しく鳴き，夕方は鳴かずこれが最後となった．

ヒグラシの飛び離れた時期遅れの鳴き（永幡嘉之）
・山形県小国町樽口峠で，9 月 19 日に 1 頭の鳴き声を

確認．同地での今年の鳴き始めは 7 月中旬，8 月 18
日にほぼ終息していた．このように飛び離れて時期遅
れに鳴くものはこれまでに何度も経験しており，いく
つか同好会誌に書いたことがありますが，山形県内で
9 月 30 日，10 月 8 日などにも経験しています

ヒグラシの遅い記録（金谷栄子）
・京都府福知山市夜久野高原で 2017 年 10 月 27 日に

鳴き声を確認

クマゼミ
クマゼミの飛び離れた遅い記録（植田義輔）
・大阪府枚方市枚方上之町では 9 月 3 日でほぼ鳴き納

めと思われたが，9 月 18 日，9 月 23 日，9 月 29 日
にいずれも 1 個体の鳴き声を確認した．10 月 4 日
12:30 天候は晴，1 個体の鳴き声．3 回鳴くこれが最終．

アブラゼミ
オオカマキリがアブラゼミ成虫を捕獲しているのを観察

（近藤伸一）
・8 月 18 日　朝来市立脇でサクラの幹，高さ 1.5 ｍの

位置で，オオカマキリに捕獲されたアブラゼミを観察

した．13：30 暴れるアブラゼミの羽音に気づき動画
観察を始めた．オオカマキリは中 ､ 後肢で体を支え，
右前肢（カマ）でセミの腹部を，左前翅でセミの翅の
付け根をしっかりつかみ，32 分には羽ばたくセミの
腹部をかじり始めた．その後セミの羽ばたきの回数が
減り，撮影開始から 9 分後の 13 時 39 分には羽ばた
かなくなった．（写真 2）

参考　2015 年 8 月 27 日，8 時 33 ～　同一場所でハラビロ

カマキリがアブラゼミ成虫を捕獲（写真 3）

https://www.youtube.com/watch?v=8XZV1qMgwcw

エゾゼミ
エゾゼミの秋季の低地分散（永幡嘉之）
・エゾゼミは但馬では発生初期には内陸部の香美町村岡

区丸味や柤岡まではいても，新温泉町浜坂にはいませ
んでした．しかし 10 月に入ると低地への分散が起こ
り，たとえば鳥取砂丘でも声を聞いたりしていました．
山形でもエゾゼミの低地への移動は起こります．

ツクツクボウシ
ツクツクボウシの遅い記録　( 近藤伸一 )
・朝来市立脇では，10 月に入って 10 日まで複数個体が

鳴き，11 日以降聞かなくなったが，10 月 27 日 12：
30　1 個体が 16 日ぶりに鳴いた．10 月 30 日には弱っ
て草むらに落下している♀を採集した．

チッチゼミ
チッチゼミの遅い記録　( 清水哲哉 )
・11 月 3 日　宮城県仙台市青葉区葛岡霊園 密度は低い

があちこちで鳴く（11/10 は確認できませんでした．）
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写真 1　エゾハルゼミの交尾．2017 年 7 月 3 日　兵庫県香美町．

写真 2　オオカマキリがアブラゼミを捕食．2017 年 8 月 3 日　兵庫県朝来市．

写真 3　ハラビロカマキリがアブラゼミを捕食．2015 年 8 月 27 日．

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 都府県 市町 場所，状況 観察者

4

22 京都 福知山市 ◎ 猪崎（三段池） 11 時頃，散歩中に聞きました． 山段弥寿子
30 兵庫 姫路市 青山南　1 ♂ 内藤親彦

30 兵庫 小野市 阿形町鴨池公園　1 頭　毎年多くの鳴き声が聞こえるところ
で，今年は発生が遅れているようです． 佐藤邦夫

5

1 兵庫 たつの市 新宮町 新田山 ( 西山公園　 清水哲哉
3 鳥取 賀露町 賀露町 海岸の松林から 大槻 浩
4 兵庫 豊岡市 日高町奈佐路 雑木林 午後 3 時ごろ 山本 一幸
5 兵庫 姫路市 青山南　1 ♂　 内藤親彦
5 兵庫 宍粟市 山崎町最上山　 立岩幸雄
5 兵庫 小野市 来住町岩倉，13：00　1 頭の鳴き声が短時間だけ聞こえた　 谷角・佐藤
5 兵庫 豊岡市 祥雲寺 午後 3 時ごろ，コウノトリの郷公園 高橋 信
5 兵庫 香美町 香住区沖浦 沖浦鉱山跡．けっこう大合唱．11:45 永井 英司
5 京都 与謝野町 男山 コナラ林 林縁 12 時ちょうど 尾崎 真也
7 岡山 美作市 ◎ 原  数頭が一時鳴いただけ 藤本出

7 京都 福知山市 三段池公園 ハルゼミの蝉時雨．植物園下の松林ではハルゼミ
の脱け殻 山段眞彦

7 兵庫 豊岡市 日高町神鍋山 マツ林 10 時 30 分 1 頭 菅村定昌

7 兵庫 養父市 大屋町加保坂ミズバショウ公園内 11 時ごろ あちこちで鳴い
ていました 山本一幸

8 兵庫 丹波市 柏原町柏原 兵庫県柏原庁舎近く 12 時 30 分 尾崎真也
8 兵庫 神戸市 北区道場町生野　尾根筋方面から，　1 個体 1 回だけ． 八木　剛
8 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山登山口）11:51 3 個体（鳴き声）　 植田義輔
8 京都 京都市 北区上賀茂　 小林慧人

11 兵庫 上郡町 光都　1 ♂　殻 1　兵庫県立大学付属中学校 相坂耕作
11 兵庫 加東市 上久米　社の森　 茂見節子
12 兵庫 宝塚市 大原野　11：05　数頭の初鳴を確認しました　 西本 裕
14 京都 京田辺市 京田辺市多々羅 　 小林慧人
14 兵庫 加東市 滝野町上滝野　播磨中央公園　1 頭だけ鳴いていた　 佐藤邦夫

14 兵庫 三田市 福島　有馬富士公園とその周辺　数個体　 八木 剛・徳
平拓朗

14 兵庫 豊岡市 出石町谷山　有子城址　複数 稲葉一明
14 兵庫 豊岡市 但東町西谷 11：30 14 時 正木詔一
18 兵庫 加古川市 志方町　 近藤伸一
19 京都 京丹後市 久美浜町　 近藤伸一
19 兵庫 三木市 三木山森林公園　初鳴き　15:00 大鶴貴美
19 兵庫 豊岡市 但東町相田 永井英司
20 兵庫 丹波市 青垣町遠阪 アサヒの森 10:30 　 永井英司
20 兵庫 佐用町 船越　昆虫館　 八田康弘
21 兵庫 豊岡市 但東町相田 相田神社 10:30 　 永井英司
22 兵庫 篠山市 火打岩　3 か所で　 近藤伸一
23 兵庫 豊岡市 日高町稲葉　 近藤伸一
25 兵庫 豊岡市 祥雲寺コウノトリ郷公園　 正木詔一
25 兵庫 豊岡市 京町亀山 　 正木詔一
29 兵庫 朝来市 立脇　11：30 ～ 12：10　1 頭　この日だけ　 近藤伸一

28 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山登山口付近　2 個体（鳴き声）まだ鳴
いている． 植田義輔

28 兵庫 豊岡市 竹野町奥山床瀬林道　9:00-14:00 の間　 山崎悠高
28 兵庫 豊岡市 日高町神鍋山 9:00-14:00 の間　 山崎悠高
28 兵庫 佐用町 佐用町昆虫館の駐車場北側，13：20　　 齋藤泰彦
29 兵庫 香美町 ハチ北　 中川貴美子
30 兵庫 養父市 別宮　複数個体の鳴き声　 近藤伸一
30 兵庫 養父市 大久保（ハチ高原）複数個体　 近藤伸一

6

1 兵庫 養父市 別宮　 佐藤邦夫
2 大阪 妙見山：ロープーウエイから山頂に向かう途中　1 匹だけの独唱 金子留美子
4 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野まだ鳴いている． 植田義輔
4 兵庫 豊岡市 日高町稲葉　2 個所で　 近藤伸一
9 兵庫 朝来市 青倉山　h ＝ 600m　2 個体鳴く　 近藤伸一

10 兵庫 豊岡市 但東町相田 9:30 　 永井英司
13 兵庫 多可町 加美区市原　市原峠付近　2 ♂♂が合唱していました． 佐藤邦夫
14 兵庫 養父市 ハチ高原　まだ複数個体が鳴いている　 近藤伸一
14 兵庫 豊岡市 但東町 郷路岳頂上付近 11:00 5 頭く 菅村定昌
17 兵庫 香美町 野間峠 正午頃 　 笠井裕代
20 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野　12:20　1 個体　 植田義輔
22 岡山 真庭市 上徳山　 永幡嘉之
24 兵庫 香美町 村岡区ソラ山付近，林の中昼下がり　 笠井裕代
30 兵庫 豊岡市 蘇武岳標高 600m 付近のアカマツ疎林 15：00  　 菅村定昌

7
1 京都 福知山市 猪崎三段池公園 10:30　このあたりでは鳴きおさめかも 山段眞彦
3 兵庫 香美町 村岡区鉢伏山　14：30　1 ♂採集 嶋田　勇
3 兵庫 香美町 村岡区和池　木の殿堂付近　少なくとも 2 個体　 佐藤邦夫

2. ヒメハルゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者

7

2 京都 福知山市 談 15:50 永井英司

5 京都 京丹後市 藤社神社　夕刻 ~ 夜間に発生が始まったが，鳴き声はありま
せん．鳴き声を発するのは，発生が始まって 5~7 日が通常． 嶋田　勇

8 京都 福知山市 大江町皇大神社 17:30 山段眞彦
9 兵庫 豊岡市 気比　17 時から 1 時間ほどの間に 3 回  河井周・典子

15 京都 福知山市 談　大合唱，脱け殻多数 山段眞彦

21 京都 伊根町 亀島 亀山バス停付近　15:20　亀島地区の一番奥の亀山バス停
付近，民家裏手の山林（照葉樹林）から大合唱 松尾秀行 

30 兵庫 豊岡市 絹巻神社スダジイ林 10：30 尾崎真也
参考　7 月 15 日　宍粟市波賀町 原 八幡神社で 11 時頃 大合唱　・ヒメハルゼミか？要確認 茂見節子

3. エゾハルゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者
5 30 兵庫 養父市 大久保　鉢伏山登山道　複数個体　 近藤伸一

6

14 兵庫 養父市 ハチ高原　多数鳴く（最盛期）．25 日もまだ鳴いていた　 近藤伸一
14 島根 雲南市 吉田　大万木山（北側）　H=900m　 吉田浩史
14 広島 庄原町 比和町　吾妻山（山頂付近）H=1200m　 吉田浩史
15 兵庫 豊岡市 林道蘇武・三川線のあちこち 9 時台　 高橋信
15 兵庫 新温泉町 扇ノ山登山中，大ヅッコの頂き手前のブナ林で 11：00 山本一幸
17 兵庫 香美町 野間峠 正午頃 笠井裕代
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6

23 京都 福知山市 大江山鬼嶽稲荷 非常に少ない．11:30　鳥を警戒している感じ
，すぐに，鳴き止んでしまう． 山段眞彦

23 宮城 仙台市 青葉区熊沢林道　 清水哲哉
24 宮城 蔵王町 青麻山 　 清水哲哉
24 兵庫 香美町 ソラ山付近，昼下がり　林の中 笠井裕代
26 兵庫 香美町 村岡区・鉢伏山東尾根＆登山道 10:00~14:58 晴 ( 標高 1,050m) 嶋田　勇
29 宮城 仙台市 青葉区熊沢林道　 清水哲哉

7

2 兵庫 新温泉町 畑ヶ平林道周辺 12：00　ブナ林で多数鳴いていました 山本一幸
3 兵庫 香美町 村岡区鉢伏山　棲息最盛期　交尾撮影　 嶋田　勇
3 兵庫 香美町 村岡区和池　木の殿堂付近　1 個体． 佐藤邦夫
7 岩手 岩泉町 有芸 永幡嘉之
8 兵庫 養父市 ハチ高原，香美町新屋　広い範囲で一日中鳴く　 近藤伸一
8 岩手 北上市 夏油 永幡嘉之
8 京都 福知山市 大江町鬼嶽稲荷神社 8:30　 山段眞彦

13 兵庫 養父市 横行渓谷標高 800m ～大段平 10：00 ～ 14：00　いたるところで 菅村定昌
14 宮城 白石市 白石スキー場　 清水哲哉
16 兵庫 養父市 ハチ高原，香美町新屋　広い範囲で一日中鳴く　 近藤伸一

4. ニイニイゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者

6

20 兵庫 三木市 ◎ 三木山森林公園 川 瀬 真 次・
大鶴貴美

24 宮城 名取市 高館川 少数　 清水哲哉
28 兵庫 赤穂市 ◎ 加里屋字西沖 岡嶋幹雄
29 兵庫 豊岡市 ◎ 加陽の山手 14:30 山本一幸
29 兵庫 豊岡市 小島 円山川右岸の円山川公苑 15:40 頃 北垣和也
29 山形 山形市 十日町，山形市蔵王成沢 永幡嘉之
30 山形 山形市 蔵王山田，山形市蔵王半郷 　例年よりもかなり遅い　 永幡嘉之
30 宮城 名取市 高館山 少数　 清水哲哉

7

1 兵庫 篠山 ◎ 網掛　夕方　 河井典子
1 兵庫 三田 ◎ 弥生が丘深田公園　1 個体 八木　剛
1 岡山 美作市 ◎ 原 藤本　出
2 京都 福知山市 福知山市談 山段眞彦
2 兵庫 三木市 吉川町上中 北谷川沿い  9:00 大嶋道弘
2 京都 福知山市 興 愛宕神社周辺  9:30 大槻　浩
2 兵庫 神戸市 須磨区高倉町 2 丁目で 16:00 大嶋道弘
2 兵庫 豊岡市 但東町正法寺 シルク温泉 19:30 永井英司
2 兵庫 明石市 ◎ 大久保町高丘　 久保弘幸
2 大阪 枚方市 ◎ 枚方上之町　1 個体　 植田義輔
3 京都 京丹後市 弥栄町鳥取 山段眞彦
3 京都 福知山市 猪崎 三段池 山段眞彦
3 東京 三鷹市 井の頭公園 8:00  野口明美
3 兵庫 丹波市 柏原町柏原 柏原八幡宮 12:30 尾崎真也
4 石川 金沢市 伏見川河畔 5:30 雨の切れ間に 江田敏昭
4 兵庫 豊岡市 但東町相田 5:50 永井英司
4 兵庫 たつの市 ◎ 御津町にて 茂見節子
5 兵庫 川西市 大和西 1 丁目　足立隆昭 足立隆昭
5 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 高橋　信
5 京都 舞鶴市 大浦 高橋安奈
5 兵庫 豊岡市 日高町上郷 11:00 正木詔一
5 京都 京丹後市 丹後鉄道京丹後大宮駅 18:20 笠井裕代
6 兵庫 朝来市 立脇 11:15 尾崎真也
6 兵庫 神戸市 北区道場町平田 14:30 松金知香
6 兵庫 宝塚市 ◎ 平井の自宅にて正午，数頭の鳴き声を確認 齋藤泰彦
6 兵庫 丹波市 春日町多田　 足立隆昭
6 兵庫 加西市 古法華自然公園　数個体　 佐藤邦夫
6 兵庫 姫路市 青山南　2 ♂　 内藤親彦
6 宮城県 村田町 城山　 清水哲哉
7 兵庫 姫路市 本町　姫路城　 浅田　卓
7 岩手 岩泉町 岩泉町龍泉洞 永幡嘉之
7 岩手 宮古市 田代 永幡嘉之
7 岩手 盛岡市 上米内 永幡嘉之
7 岩手 北上市 江釣子 永幡嘉之
7 岩手 岩泉町 ◎ 横道・岩泉 3:40 永幡嘉之
7 兵庫 三田市 大川瀬 13:30  松金知香
7 兵庫 豊岡市 日高町上石 自宅裏 18:30 1 頭 菅村定昌
7 兵庫 宝塚市 鹿塩 19:00  松金知香
8 岩手 北上市 江釣子 永幡嘉之
8 山形 新庄市 永幡嘉之
8 山形 舟形町 永幡嘉之
8 兵庫 豊岡市 大磯町 9：00 稲葉一明
8 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 11：00 複数 瓜生隆宏
8 兵庫 豊岡市 京町 16:00 正木詔一
8 京都 福知山市 大江町皇大神社 17:30 山段眞彦
8 兵庫 朝来市 ◎ 和田山町桑原 18:00 今年初聴きました 安積茂年
8 大阪 摂津市 ◎ 三宅柳田小学校付近 金子留美子
9 兵庫 朝来市 ◎ 立脇　早朝鳴く　 植田義輔
9 山形 山形市 永幡嘉之
9 兵庫 姫路市 永幡嘉之
9 兵庫 太子町 永幡嘉之
9 岡山 津山市 永幡嘉之
9 岡山 真庭市 永幡嘉之
9 兵庫 西宮市 段上町，室川町，寿町 4:45 松金知香

10 岡山 真庭市 上徳山 永幡嘉之
10 山形 天童市 成生 永幡嘉之
10 山形 山形市 蔵王半郷 永幡嘉之
12 兵庫 神戸市 中央区下山手通　相楽園　 浅田　卓
12 兵庫 神戸市 西区岩岡町　 近藤伸一
12 兵庫 豊岡市 ◎ 九日市上町 尾畑俊彦
12 石川 金沢市 伏見川・高橋川合流点辺り 9:30  江田敏昭
13 京都 宮津市 万町桜山 18:20 数匹 山本千代
15 山形 山形市 上桜田 羽化中を日中に 4 個体確認 永幡嘉之
16 兵庫 豊岡市 但東町西谷 13 日から留守のため初鳴きか不明 藤木恭子

7

17 兵庫 神戸市 東灘区西岡本 5:30 松金知香
17 兵庫 朝来市 立脇 10:25 尾崎真也
20 兵庫 朝来市 立脇　今年は個体数が多い ( 初鳴きは 7 月 9 日 )　 近藤伸一
23 兵庫 多可町 中区糀屋ﾀﾞﾑ周辺　広範囲に多数が鳴く　 近藤伸一
29 京都 宮津市 万町 桜山公園 15 時　数匹 山本千代
29 京都 福知山市 仏性寺 10 時　 大槻　浩
29 岡山 真庭市 真庭市上徳山 多数 永幡嘉之

29 奈良 宇陀市 榛原桧牧　平成榛原子供のもり公園　午前午後ともよく鳴い
ていた　 宮武頼夫

30 兵庫 豊岡市 7 月 30 日　豊岡市絹巻神社 スダジイ林 11 時　 尾崎真也

8

5 　 いつのまにかニイニイゼミの声がしなくなった 山段眞彦

13 兵庫 神戸市 東灘区田中町　JR 摂津本山駅南　1 個体鳴く．14 日以降，同
地点では聞かれない　 吉田浩史

14 奈良 橿原市 木原町耳成山　午後 5 時 10 分～ 20 分　 宮武頼夫
16 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一
21 兵庫 香美町 小代区新屋　1 頭鳴く　 植田義輔
24 兵庫 三木市 三木山森林公園　少なくなった　 川瀬真次
25 兵庫 篠山市 東古佐　まだ鳴いている　 河井典子
28 兵庫 三木市 ● 三木山森林公園 川瀬真次
28 兵庫 篠山市 ● 網掛　夕方に少し鳴いたのが最後でした． 河井周・典子
30 兵庫 神戸市 中央区　相楽園　 浅田　卓
30 兵庫 養父市 浅野　 近藤伸一

9 4 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山）1 個体　まだ鳴いていた　 植田義輔

5. ヒグラシ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者

7

2 京都 福知山市 野花付近 金谷栄子
4 兵庫 豊岡市 但東町西谷 藤木恭子
5 兵庫 豊岡市 但東町相田 19:24 永井英司
5 兵庫 神戸市 北区有野町唐櫃　初鳴き 18：50　 河村幸子
6 京都 京丹後市 ◎ 峰山町長岡　19:21　1 ♂の単独鳴き 4 度 嶋田　勇
6 兵庫 豊岡市 栄町 コウノトリの郷公園 19:27 北垣和也
7 岩手 盛岡市 上米内 永幡嘉之
7 宮城 蔵王町 ◎ 遠刈田温泉上ノ原　 清水哲哉
8 兵庫 朝来市 多々良木 17 時半 尾崎真也
8 京都 福知山市 大江町鬼嶽稲荷神社 18:30 山段眞彦
9 岡山 美作市 原 ♂を見たが鳴く時間帯では無かったので鳴き声は聞けず 藤本　出
9 岡山 真庭市 真庭市上徳山 永幡嘉之
9 兵庫 朝来市 ◎ 立脇　早朝 2 個体　 植田義輔
9 兵庫 豊岡市 但東町南尾　18:00　　 河井周・典子

10 山形 山形市 ◎ 蔵王半郷 永幡嘉之
10 京都 京丹後市 京丹後市　丹後鉄道京丹後大宮駅  18:13 笠井裕代
10 兵庫 朝来市 山東町野間 夜久野高原 18:50 永井英司
10 兵庫 豊岡市 ◎ 九日市上町 19:00 尾畑俊彦

11 岡山 吉備中央
町 ◎ 上田西 藤本　出

11 京都 宮津市 ◎ 須津 倉梯山 須津 18：39 笠井裕代
12 兵庫 篠山市 ◎ 東古佐　4：42 河井周・典子
12 兵庫 篠山市 山口駅周辺　19：00　 河井周・典子
12 宮城 名取市 高館川　 清水哲哉
12 兵庫 篠山市 網掛 19：20　 河井周・典子
13 兵庫 神戸市 ◎ 北区有野台　例年よりかなり遅い　 八田 康弘
13 兵庫 姫路市 夢前町護持　13 日より前から鳴いていたようです． 下山早苗
13 京都 福知山市 ◎ 猪崎 5：30 やっと鳴きました．遅い 山段眞彦
14 兵庫 豊岡市 京町 5:00　 正木詔一
15 兵庫 養父市 ハチ高原　 近藤伸一
15 兵庫 香美町 小代区新屋　 近藤伸一
15 兵庫 三木市 三木山森林公園　 川瀬真次
15 兵庫 宍粟市 波賀町 原 不動の滝 15：00　 茂見 節子
15 兵庫 香美町 村岡区大笹　 中川貴美子
15 兵庫 宍粟市 音水渓谷　 茂見節子
15 兵庫 豊岡市 下鉢山 19 時ごろ  高橋　信
15 兵庫 朝来市 立脇 19 時ごろ 尾崎真也
15 兵庫 香美町 村岡区和池　木の殿堂周辺　複数　 佐藤邦夫
16 兵庫 豊岡市 目坂森林公園 稲葉一明
16 兵庫 朝来市 立脇 16:20　 尾崎真也
16 兵庫 香美町 香住区沖浦 18:23 永井英司
16 兵庫 朝来市 八鹿町三谷 19 時過ぎ 維田浩之
16 兵庫 たつの市 御津町朝臣 みはらしの森　17：00　 茂見節子
16 福島 南相馬市 小高区吉見　 岡嶋幹雄
17 京都 宮津市 宮村 旭ヶ丘 18:30　 山本千代
17 兵庫 豊岡市 日高町上石 自宅裏 1 頭 18:30　 菅村定昌
18 東京 三鷹市 井の頭公園 18:45 野口明美
19 兵庫 神戸市 北区，南五葉児童館　 吉岡朋子
19 兵庫 神戸市 西区神出町 雌岡山 10:00　多数 瓜生隆宏
21 宮城 蔵王町 青麻山　 清水哲哉
22 石川 白山市 白峰クロスカントリー競技場 18：30　 江田敏昭
24 兵庫 神戸市 東灘区西岡本 5 時半　 松金知香
24 兵庫 加東市 東古瀬　平池公園　１♂のみ　 佐藤邦夫
25 兵庫 朝来市 立脇 17 時多数 尾崎真也
25 兵庫 神戸市 ◎ 西区井吹台東町　 吉岡朋子
27 兵庫 朝来市 立脇　ここ数年で最多の発生と思われる（初鳴きは 7 月 9 日） 近藤伸一
28 京都 京丹後市 曽根 道の駅京丹波味夢の里周辺の山  19:00 頃　多数 山本千代
29 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 1 頭 19:00　 瓜生隆宏
29 奈良 宇陀市 榛原桧牧　平成榛原子供のもり公園　16 時半　曇 2 ♂鳴き声 宮武頼夫
29 鳥取 江府町 鍵掛峠 最盛期で多数 永幡嘉之
29 岡山 真庭市 上徳山 最盛期で多数 永幡嘉之
30 京都 宮津市 宮村 スーパーフクヤ前の山  18:55　数匹 山本千代
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2 石川 金沢市 香林坊 18:40 江田敏昭
3 兵庫 神戸市 東灘区住吉山手 6 時頃 松金知香
4 石川 珠洲市 正院町 18:00 頃 江田敏昭
5 兵庫 朝来市 立脇 18:30 尾崎真也

9 兵庫 神戸市 ◎
● 中央区北長狭通　初鳴き・鳴きおさめ　 浅田　卓
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11 兵庫 三木市 三木山森林公園　鳴いているが少なくなった　 川瀬真次
11 兵庫 新温泉町 久谷 15：30 尾崎真也
12 兵庫 宝塚市 宝塚市鹿塩 5:10 松金知香
14 奈良 橿原市 木原町耳成山　午後 5 時 10 分～ 20 分　♂ 2 － 3 頭　 宮武頼夫

14 奈良 橿原市 新賀町 220 － 1　午後 6 時 10 分　１♂　若干涼しかったので
耳成山から移動して来た個体と思われる．　 宮武頼夫

17 大阪 枚方市 ◎ 枚方市伊加賀北町　当地では今年初鳴き．移動個体と思われる． 植田義輔
20 兵庫 朝来市 立脇 声が小さくなってきました  18:30 尾崎真也
22 兵庫 三木市 ● 三木山森林公園　 川瀬真次
24 京都 福知山市 猪崎 5:00 頃  数頭しか鳴いていません 山段眞彦
25 兵庫 朝来市 上八代　18:00　 近藤伸一
25 兵庫 篠山市 網掛　18 時頃　お盆以来久しぶりに少し鳴く　 河井典子
26 岡山 吉備中央町 ● 植田西　 藤本　出
27 兵庫 神戸市 ● 西区井吹台東町　 吉岡朋子

28 兵庫 朝来市 ● 立脇　27 日 17:49 ～ 18:39 の間，28 日 5:25 ～ 5:26 の間に鳴
いたが，以降鳴かない 近藤伸一

28 奈良 生駒市 上町 長弓寺 18:00  北村虻曳

29 京都 宮津市 皆原 18:20　１頭だけの弱々しい音が遠くの山から聞こえる．
周りがとても静かなのでよく響く． 山本千代

30 京都 宮津市 須津 笠井裕代
30 兵庫 豊岡市 駄坂 夕方に裏で鳴いている 高橋信
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2 京都 宮津市 須津倉梯山 18：00 笠井裕代

2 京都 福知山市 猪崎 18：15 久しぶりに鳴きました．１頭ですが，力強く鳴い
ていました． 山段眞彦

4 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山）14:41 晴れ，天候変化の兆候なし 1 個
体（鳴き声） 植田義輔

5 京都 福知山市 字猪崎 午後５時 25 分 山段弥寿子
7 京都 宮津市 須津 倉梯山 5:27 笠井裕代

7 兵庫 豊岡市 ● 但東町相田● 5:53 　1 頭が 2 回だけ鳴く 遠かったが 2 回目は
待ち構えて確認 永井英司

9 千葉 長南町 長生郡 8/30 頃から聞いていなかった．晴れたせい？ 三橋陽子

19 山形 小国町 小国町樽口峠，1 頭；同地での今年の鳴き始めは 7 月中旬，8
月 18 日にほぼ終息していた 永幡嘉之

10
10 東京 三鷹市 玉川上水緑道  17 時過ぎ　しばらく耳にしなかったのでこの

時期に？とびっくり 野口明美

27 京都府 福知山市 夜久野高原 金谷栄子

6. クマゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者
6 27 兵庫 神戸市 ◎ 灘区新在家南町　1 個体 10：00　2 回鳴く　 吉田浩史
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1 奈良 橿原市 南山町　橿原市昆虫館第二駐車場 13：26 ｵｵﾑﾗｻｷﾊｳｽ内で 1 ♂
羽化その後 7 月 18 日までに 3exs 羽化　 林　太郎

2 大阪 大阪市 ◎ 天王寺区真法院町の五条宮 松下宗嗣
3 兵庫 高砂市 沖浜町　 竹内　隆
5 兵庫 神戸市 中央区諏訪山町　クマゼミがアリの襲撃を受けていた． 吉岡英二
5 兵庫 神戸市 須磨区関守町 脱皮後のクマゼミを確認 大嶋道弘
5 大阪 豊中市 南桜塚 1 丁目 鳥に追われるクマゼミを確認 大嶋道弘
6 兵庫 神戸市 ◎ 西区井吹台東町　朝 3 匹が鳴く　 吉岡朋子
6 兵庫 神戸市 ◎ 中央区諏訪山町　3 匹鳴く 吉岡英二
6 大阪 枚方市 枚方上之町　初鳴き １個体（鳴き声） 植田義輔
7 大阪 大阪市 ◎ 生野区民センターで一声（7 月 5 日に寝屋川市の知人が脱皮に遭遇） 金子留美子
7 兵庫 姫路市 青山南　1 ♂　 内藤親彦
7 兵庫 宝塚市 鹿塩 突然 8：00 今日からわんさか鳴いています 松金知香
7 大阪 大阪市 中央区長堀橋　8：00　 河井　周
8 兵庫 神戸市 ◎ 須磨区竜が台 14：00　1 頭 瓜生隆宏
8 兵庫 たつの市 室津　1 ♂　 内藤親彦
8 大阪 吹田市 藤白台 2 丁目　8：30　 髙橋 耕二

8 兵庫 神戸市 中央区港島ポートアイランド　何度か鳴く．7 月 7 日も鳴く．
昨年は 6 月末には鳴いていたので今年は遅い．　 八田康弘

8 大阪 摂津市 ◎ 三宅柳田小学校付近 金子留美子
9 奈良 橿原市 新賀町 9：00　1 ♂ 宮武頼夫
9 兵庫 西宮市 ◎ 阪急西宮北口駅の北北西徒歩 10 分　　 伴　信彦
9 兵庫 神戸市 ◎ 垂水区西舞子 浅田　卓
9 奈良 橿原市 南山町　橿原市昆虫館第二駐車場　13：00　♀　 林　太郎
9 大阪 堺市 ◎ 堺区東雲西町一丁 阪和堺市駅前　9：30 分　2 ♂ 　 林　太郎

10 兵庫 神戸市 灘区　神戸大学　私は今日からですが，学生は 3 日前から聞
いたといっています． 竹田真木生

10 兵庫 明石市 二見町東二見　　　複数　 佐藤邦夫
11 兵庫 宝塚市 ◎ 平井　7:45　 齋藤泰彦
11 兵庫 伊丹市 寺本　9：00　 河井典子
11 兵庫 神戸市 中央区北長狭通　 浅田　卓
11 大阪 豊中市 服部元町 朝　初鳴きではない 久永洋子
11 兵庫 神戸市 中央区脇浜海岸通り　 中川貴美子
13 兵庫 豊岡市 気比絹巻神社 15:00　 正木詔一
13 兵庫 三木市 三木山森林公園　 川瀬真次
14 兵庫 丹波市 春日町七日市 道の駅おばあちゃんの里 7:09  永井英司
14 京都 福知山 猪崎 午前 8 時半 山段眞彦
14 兵庫 丹波市 柏原町柏原 丹波県民局 8:37  永井英司
15 京都 福知山市 興  午前 8 時 大槻　浩
16 兵庫 たつの市 ◎ 御津町黒崎 8 時頃 茂見 節子
16 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 9 時多数 圧倒的 瓜生隆宏
17 兵庫 芦屋市 松ノ内町，東灘区岡本，住吉本町 5:30 頃　 松金知香
20 兵庫 神戸市 西区岩岡町　5：40 から大合唱始まる　 近藤伸一
20 兵庫 丹波市 柏原町柏原　8：45　 河井　周
21 兵庫 神戸市 ◎ 北区有野町唐櫃　8：40 河村幸子
21 兵庫 篠山市 ◎ 網掛○　10：00 河井典子
22 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 7:50 高橋　信
23 兵庫 多可町 × 中区糀屋ﾀﾞﾑ周辺　まだ鳴き声を聞けない　　 近藤伸一
25 兵庫 神戸市 灘区　神戸大学　本日爆発　 竹田真木生
28 京都 宮津市 上司 10：50　 1 頭 宮津市あまり記録がないのでは？ 山段眞彦
28 京都 京都市 東山区五条橋東 本願寺 大谷本廟 11:15 頃　多数 山本千代

29 岡山市 吉備中央町 上田西 10 年前はいなかったのに，今年はミンミンゼミより先
に声を聴きました 藤本　出

29 京都 京丹後市 ◎ 網野町掛津○　7 時 30 分　自宅付近で 松尾秀行
29 奈良 宇陀市 榛原桧牧 平成榛原子供のもり公園　午前午後ともよく鳴いていた 宮武頼夫
29 京都 舞鶴市 倉谷 9:20 高橋安奈
31 兵庫 朝来市 ◎ 立脇　8:15　1 個体　 近藤伸一
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3 兵庫 丹波市 柏原町柏原 柏原庁舎 7 時 尾崎真也
4 京都 宮津市 ◎ 宮村 天橋園内 9:00 過ぎ １頭 山本千代
4 兵庫 朝来市 和田山町和田山　10：30　1 個体　 植田義輔
5 兵庫 豊岡市 日高町野々庄　12:30　1 個体　 植田義輔
5 京都 宮津市 須津 大川神社午前 8 時 笠井裕代
6 兵庫 豊岡市 但東町西谷 藤木恭子
7 兵庫 豊岡市 京町 裏山でうるさいほど．昔はこんなことなかった． 正木詔一

14 兵庫 豊岡市 ◎ 但東町相田 10:35 永井英司

16 兵庫 神戸市 ● 東灘区岡本　阪急岡本駅南　1 個体　16 日までは鳴いていた
が，19 日以降聞いていない．17，18 日は未確認． 吉田浩史

20 兵庫 朝来市 ◎ 立脇 10:20 朝来の家でのクマゼミは今年初 尾崎真也
22 兵庫 神戸市 ● 灘区備後町　1 個体 吉田浩史
24 兵庫 三木市 三木山森林公園　よく鳴いている　 川瀬真次
25 兵庫 篠山市 東古佐　まだよく鳴いている 河井典子
25 兵庫 神戸市 ● 灘区友田町　1 個体　 吉田浩史
29 兵庫 明石市 二見町東二見　　　１♂のみ　 佐藤邦夫
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1 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 8：30 まだ数匹鳴いている 瓜生隆宏
2 大阪 大阪市 西区靱公園　9 時過ぎ　♂ 2 － 3 頭？ 1 頭で数回？鳴く． 宮武頼夫

2 奈良 橿原市 ● 新賀町　8 時前　１♂が数回鳴いた　その後，3 日～ 5 日は全
然聞いていないので，最後だった可能性がある． 宮武頼夫

3 兵庫 朝来市 ● 立脇 11:30 近藤伸一
3 兵庫 明石市 大久保町　少なくなった　 久保弘幸
4 兵庫 神戸市 西区井吹台東町　2 個体？　 吉岡朋子
4 兵庫 三木市 ● 三木山森林公園１匹少し鳴く　 川瀬真次
6 兵庫 神戸市 ● 西区井吹台 吉岡朋子
6 石川 金沢市 有松 13:00 頃 江田敏昭
6 兵庫 篠山市 ● 東古佐 河井周・典子
9 奈良 橿原市 南山町　橿原市昆虫館 第二駐車場 10:30　数回鳴いた　 林　太郎

24 兵庫 明石市 ● 大久保町高丘　しばらく聞かなかったがこの日 1 日のみ　 久保弘幸
10 4 大阪 枚方市 ● 枚方上之町 1 個体（鳴き声．3 回鳴く） 12:30　晴． 植田義輔

7. アブラゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者
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2 兵庫 明石市 ◎ 大久保町高丘　 久保弘幸
3 兵庫 姫路市 ◎ 夢前町塚本　 下山早苗
3 兵庫 高砂市 沖浜町　 竹内　隆
4 兵庫 宝塚市 ◎ 平井　19：04　 齋藤泰彦
6 兵庫 神戸市 ◎ 西区井吹台東町　1 匹が鳴く　 吉岡朋子

10 兵庫 姫路市 青山南　夕方　羽化　　 内藤親彦　
13 京都 京丹後市 網野町木津 高橋信
13 京都 福知山市 猪崎 18：40 頃 早いように思います 山段眞彦
13 兵庫 三木市 三木山森林公園　 川瀬真次
14 大阪 枚方市 伊加賀南町　１個体（鳴き声）確認　 植田義輔
15 京都 宮津市 須津 8:16 笠井裕代
15 兵庫 神戸市 ◎ 区有野台　夕方　　 八田康弘
15 宮城 村田町 ◎ 城山 清水哲哉
16 兵庫 たつの市 ◎ 御津町黒崎 8 時頃 茂見 節子
16 兵庫 豊岡市 豊岡市三宅 中嶋神社 1 ６時半 高橋 信
17 兵庫 豊岡市 但東町相田 抜け殻 永井英司
17 岡山 吉備中央町 吉備中央町上田西 成虫目視 藤本　出
17 山形 山形市 蔵王半郷，まだ鳴かないが羽化したオスを 1 頭目撃 永幡嘉之
17 京都 宮津市 ◎ 京街道 8:50 山本千代
17 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園西公開 16 時過ぎ　 高橋　信
17 兵庫 宝塚市 仁川高台 18 時頃　 松金知香
18 兵庫 篠山市 東古佐　 河井　周
19 兵庫 神戸市 西区岩岡町　多数鳴く　 近藤伸一
19 兵庫 丹波市 山南町阿草 12:10　 永井英司
19 兵庫 神戸市 西区神出町 めっこうファーム 15:00　多数 瓜生隆宏
19 岡山 吉備中央町 吉備中央町上田西 藤本智美
20 岡山 吉備中央町 ◎ 吉備中央町上田西 藤本　出
20 宮城 川崎町 前川　 清水哲哉
20 宮城 名取市 高館川　 清水哲哉
20 兵庫 朝来市 ◎ 立脇　 近藤伸一
20 兵庫 明石市 二見町東二見　複数　 佐藤邦夫
23 兵庫 多可町 中区糀屋ﾀﾞﾑ　数頭鳴く　 近藤伸一
23 兵庫 朝来市 立脇 17:45　 尾崎真也
24 兵庫 神戸市 中央区下山手通 セントミカエル教会 16:30　複数 瓜生隆宏
24 兵庫 加東市 東古瀬　平池公園　複数　 佐藤邦夫
29 京都 京丹後市 久美浜町神崎 ミルク工房そら駐車場  12:30　多数 山本千代
29 京都 宮津市 万町 桜山公園 15 時　多数 山本千代
29 奈良 宇陀市 榛原桧牧　平成榛原子供のもり公園　午前午後ともよく鳴いていた 宮武頼夫
30 京都 宮津市 宮村 スーパーフクヤ前の山 18:55 　 多数大合唱 山本千代

8

14 奈良 橿原市 木原町耳成山　午後 5 時 10 分～ 20 分　 宮武頼夫　
16 兵庫 三田市 木器  15 時　 松金知香
18 兵庫 朝来市 立脇　オオカマキリがアブラゼミを捕獲，暴れるセミを食べ始めた 近藤伸一
20 兵庫 朝来市 立脇 18:30 だんだん声が少なくなってきた 尾崎真也
24 兵庫 三木市 三木山森林公園　よく鳴いている　 川瀬真次
25 兵庫 篠山市 東古佐　まだよく鳴いている　 河井典子
26 兵庫 明石市 二見町東二見　複数　 佐藤邦夫
27 京都 福知山市 中ノ 御霊公園  13:30　数頭がまだうるさく鳴いている 山本千代
28 奈良 生駒市 上町 長弓寺 18:00 北村虻曳
28 兵庫 南あわじ市 八木養宜上　淡路ファームパーク　多数　 佐藤邦夫
29 兵庫 朝来市 ● 立脇　18:30　 近藤伸一
30 兵庫 豊岡市 駄坂 夕方に裏で鳴いている 18 時 高橋信
31 兵庫 豊岡市 中郷　 近藤伸一
31 兵庫 朝来市 和田山町市御堂　 近藤伸一

9

2 大阪 大阪市 西区靱公園　9 時過ぎ　何回か鳴き，成虫かなり目撃　 宮武頼夫
3 京都 福知山市 猪崎　12：30 山段眞彦
3 兵庫 明石市 大久保町　少なくなった　 久保弘幸
4 兵庫 神戸市 垂水区桃山台　 吉岡朋子
4 兵庫 神戸市 西区井吹台東町　 吉岡朋子
4 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山）複数鳴き声　 植田義輔
6 京都 京都市 左京区松ヶ崎 某山間部 数匹 那倉智行

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．
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9

6 兵庫 明石市 人丸神社　 新井雅夫
7 東京 府中市 東京農工大のキャンパス　　 河村幸子
8 三重 鈴鹿市 高岡台 前川和則
9 京都 福知山市 猪崎 風前の灯という感じで，弱弱しい 山段眞彦

11 兵庫 三木市 ● 三木山森林公園　 川瀬真次
12 宮城 蔵王町 北原尾　　 清水哲哉
13 京都 京都市 左京区松ヶ崎 雄 : 数匹の鳴き声 雌 : 数匹目視確認 那倉智行
13 兵庫 神戸市 ● 中央区中山手通 浅田　卓
15 兵庫 神戸市 西区井吹台　まだ鳴いている　　 吉岡朋子
15 兵庫 神戸市 灘区　王子動物園　 吉岡朋子
17 京都 福知山市 猪崎三段池 １頭だけですが，力強く鳴きました 13:00 山段眞彦
18 三重 鈴鹿市 高岡台 ( 標高 30m) 17:00 ～ 台風一過， 前川和則
18 兵庫 篠山市 ● 東古佐　 河井周・典子
24 兵庫 豊岡市 出石川左岸三木堤外 １頭鳴く 高橋　信
27 奈良 橿原市 上品寺町飛鳥川左岸（辰巳池東側）サクラ並木 15:58　１♂ 宮武頼夫
29 奈良 橿原市 南浦町（香具山）12 時頃　飛んでいく姿確認　 林　太郎

10
9 山形 西川町 大井沢中村 1 頭 朝日連峰の核心部で季節外れの声を聞く 永幡嘉之

12 東京 府中市 幸町 東京農工大農学部 午前 11 時　 河村幸子

8. エゾゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者

7

14 宮城 白石市 白石スキー場　 清水哲哉
14 宮城 七ヶ宿町 長老湖　 清水哲哉
25 宮城 仙台市 太白区坪沼　 清水哲哉
25 山形 大石田町 黒滝， 永幡嘉之
25 山形 村山市 白鳥 永幡嘉之
27 山形 飯豊町 添川 永幡嘉之
27 山形 小国町 小玉川 永幡嘉之
28 山形 山形市 千歳山 永幡嘉之
28 京都 与謝野町 ◎ 与謝　与謝峠頂上付近 7:40　今年初めて聞きました 山段眞彦

8
4 兵庫 養父市 ハチ高原　1 個体　14 時頃短時間鳴く　 近藤伸一

24 兵庫 養父市 鉢伏高原　1 ♂単独鳴き　8:45 前後　 嶋田　勇
9 4 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山）1 個体鳴き声　 植田義輔

10 2 山形 寒河江市 幸生 1 頭 永幡嘉之 

9. コエゾゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者

7
22 北海道 別海町 上風連 永幡嘉之
30 兵庫 新温泉町 上山高原 杉の植林地　11:58  山本一幸

8
1 福島 南会津町 藤生 永幡嘉之

24 兵庫 養父市 鉢伏山東尾根　8:45 前後　1 ♂単独鳴き　 嶋田　勇
9 29 北海道 浜中町 茶内～霧多布 少なくとも４♂ 永幡嘉之

10. ミンミンゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者

7

14 山形 南陽市 金山，羽化後の個体が飛び去る 永幡嘉之
15 福島 南相馬市 小高区吉見　 岡嶋幹雄
15 宮城 村田町 ◎ 城山 清水哲哉
16 山形 山形市 ◎ 蔵王半郷，推定 1 個体，3 回 永幡嘉之
17 山形 山形市 蔵王半郷，朝に複数個体がさかんに鳴く 永幡嘉之
17 兵庫 朝来市 ◎ 立脇 10:25 尾崎真也
18 東京 小金井市 ◎ 15:45 野口明美
20 兵庫 豊岡市 京町 7:30 正木詔一
20 宮城 名取市 高館川　 清水哲哉
24 兵庫 豊岡市 ◎ 但東町相田 5:05 永井英司
25 兵庫 三木市 ◎ 三木山森林公園　 川瀬真次

27 京都 京丹後市 網野町磯　11 時～ 11 時 30 分頃，浅茂川から磯地区にかけて
の海岸沿いの山林で複数個体の鳴き声を確認． 松尾秀行

28 兵庫 篠山市 ◎ 東古佐　12:30　 河井典子
28 京都 福知山市 ◎ 行積 1 頭 7：20 山段眞彦
28 兵庫 神戸市 ◎ 須磨区須磨パティオの楠 1 頭  8：30 こんな所で意外！ 瓜生隆宏
28 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 14 時ごろ　 高橋　信
29 兵庫 養父市 ◎ 八鹿町三谷 維田浩之
29 兵庫 豊岡市 但東町相田 7:20 今年聴くの 2 回目 永井英司

29 奈良 宇陀市 宇陀市榛原桧牧　平成榛原子供のもり公園　11 時ころ　曇　
１♂鳴き声　 宮武頼夫

30 兵庫 新温泉町 ◎ 久斗山 集落上の雑木林午前 9 時ごろ 山本一幸
30 兵庫 新温泉町 シワガラの滝入口午前 10 時ごろ　 山本一幸
30 兵庫 豊岡市 但東町西谷 11：30 藤木恭子
30 兵庫 豊岡市 香住 三開山　17 時ごろ  高橋　信
30 兵庫 朝来市 ◎ 立脇　9:00　　 近藤伸一

8

1 兵庫 神戸市 ◎ 北区有野台 八田康弘
1 京都 宮津市 ◎ 須津 倉梯山 須津　6：24 笠井裕代
2 千葉 長南町 ◎  三橋陽子
3 兵庫 神戸市 東灘区鴨子ヶ原，住吉山手，西岡本　18：00 松金知香
3 兵庫 宍粟市 中国道安富パーキング　9：00 尾崎真也
4 兵庫 養父市 出会　 近藤伸一
4 兵庫 養父市 関宮　 近藤伸一
6 兵庫 神戸市 ◎ 垂水区西舞子　 浅田　卓
6 兵庫 朝来市 立脇 7：10 尾崎真也

10 京都 福知山市 池部，牧 山段眞彦
12 京都 綾部市 高津町 15：00 山段弥寿子
13 京都 福知山市 猪崎　7：07 山段弥寿子
13 兵庫 新温泉町 久谷　8：50 尾崎真也
13 兵庫 豊岡市 目坂 奈佐森林公園 稲葉一明
15 京都 宮津市 ◎ 京街道 智源寺 小雨の中 17 時 1 頭 山本千代

15 兵庫 神戸市 灘区備後町　JR 六甲道駅南　1 個体のみ．神戸市市街地には
ほとんどいない　 吉田浩史

16 兵庫 三田市 木器 15 時 松金知香
24 兵庫 三木市 三木山森林公園　よく鳴いている　 川瀬真次
25 兵庫 篠山市 東古佐　まだよく鳴いている　 河井典子
28 大阪 枚方市 ◎ 岡山手町　※当地では今年初鳴き．移動個体と思われる． 植田義輔
28 奈良 生駒市 上町 18:00 長弓寺 北村虻曳

8
31 石川 珠洲市 ◎ 正院町 15:00  江田敏昭
31 兵庫 神戸市 西区井吹台東町　 吉岡朋子

9

2 大阪 大阪市 西区靱公園　9 時過ぎ　１♂　しばらくあちこちへ移り鳴いていた 宮武頼夫
2 京都 福知山市 猪崎　12：30 山段眞彦
3 京都 宮津市 宮村（旭ヶ丘） ９時半と１６時１頭 山本千代
3 兵庫 神戸市 中央区加納町　東遊園地公園　1 個体．　 吉田浩史
3 兵庫 明石市 大久保町　 久保弘幸
4 兵庫 朝来市 上八代　多数鳴く　 近藤伸一

4 兵庫 神戸市 灘区備後町　JR 六甲道駅南　1 個体．8 月 15 日とほぼ同じ場
所，他の日には聞いていない　 吉田浩史

4 兵庫 神戸市 灘区八幡町　六甲八幡神社の森　1 個体　 吉田浩史
4 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山）複数鳴き声　 植田義輔
6 兵庫 京都市 左京区松ヶ崎 某山間部 多数 那倉智行
6 兵庫 神戸市 北区八多町上上津 11：00 結構あちらこちらで鳴いている 瓜生隆宏
7 兵庫 神戸市 東灘区住吉山手 7 時まだまだ力強く鳴いてます 松金知香
7 東京 府中市 東京農工大のキャンパス　大合唱　 河村幸子
8 兵庫 神戸市 ● 西区井吹台　 吉岡朋子
8 兵庫 神戸市 中央区三宮東遊園地　 新井雅夫
9 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

10 兵庫 南あわじ市 阿万塩屋町（国立淡路青少年交流の家） 吉岡朋子
11 兵庫 養父市 森　多数鳴く　 近藤伸一
11 兵庫 養父市 長野　多数鳴く　 近藤伸一
11 兵庫 神戸市 ● 中央区北長狭通　　 浅田　卓
13 京都 京都市 左京区松ヶ崎 雄 雌 共に多数 那倉智行
13 兵庫 豊岡市 京町 14 日も 正木詔一
14 兵庫 豊岡市 西谷 まだまだがんばっています 藤木恭子
14 京都 京丹後 弥栄町鳥取 山段眞彦
15 兵庫 神戸市 灘区　王子動物園　 吉岡朋子

17 兵庫 養父市 八鹿町三谷 9 時ごろ，まだ鳴いていた．正午は，少し控えめ
に，遠くで鳴いている． 維田浩之

18 兵庫 豊岡市 京町 台風が去ってが鳴いている 正木詔一
18 京都 宮津市 須津 日本冶金 ( 株 ) 大江山製造所敷地 17：00 笠井裕代
18 兵庫 朝来市 多々良木　複数鳴いている　 近藤伸一
18 兵庫 神戸市 井吹台東町　2 匹　 吉岡朋子
18 兵庫 佐用町 佐用町昆虫館　 八田康弘
19 山形 山形市 蔵王半郷 終鳴き間近 永幡嘉之

20 山形 山形市 ● 市内では 20 日前後を最後に（留守が多かったですが）聞こえ
なくなりました．） 永幡嘉之

20 京都 京都市 左京区松ヶ崎 多数 那倉智行
21 兵庫 佐用町 佐用インター出口　 吉岡朋子
22 兵庫 朝来市 立脇　12：00　2 頭　 近藤伸一
22 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 高橋　信
22 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一
23 京都 宮津市 須津 大川神社 キンモクセイの香る朝 笠井裕代

23 京都 宮津市 ● 宮村（旭ヶ丘） この日までは１頭鳴いているのを確認．(24・
25 日はいなかった．26 日以降は聴いていません．) 山本千代

23 兵庫 豊岡市 ● 但東町相田 11:00 ごろ自宅での聴きおさめ 永井英司
24 京都 福知山市 猪崎 13：15 三段池公園 1 頭 山段眞彦
24 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一
24 兵庫 明石市 大久保町高丘　 久保弘幸
25 兵庫 神戸市 西区櫨谷町福谷　 吉岡朋子
25 富山 黒部市 黒部　欅平　 河井周・典子
26 兵庫 豊岡市 京町 朝霧が晴れると同時に 正木詔一
27 兵庫 神戸市 北区唐櫃台１－１　h=300m 午前中　プラムの木で　 竹田真木生
27 宮城 村田町 城山　　 清水哲哉
27 兵庫 丹波市 柏原町柏原 9:30 ごろ 永井英司
28 兵庫 三木市 ● 三木山森林公園　 川瀬真次
29 兵庫 豊岡市 城崎町来日岳　 新井雅夫
30 兵庫 香美町 小代区秋岡小代渓谷　 立岩幸雄
30 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一
30 兵庫 丹波市 柏原町柏原 柏原庁舎 13：35 一匹 力強くなく 尾崎真也

30 兵庫 豊岡市 日高町，神鍋噴火口の登山道一帯のコナラ等の雑木林正午ご
ろまだ元気に鳴いていました 山本一幸

10

1 兵庫 篠山市 奥畑　鍔市ダム午前１１時から１５時頃まで　 大塚剛二
1 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一
2 山形 寒河江市 幸生 1 頭 永幡嘉之
2 山形 大蔵村 肘折 1 頭　息も絶え絶えの間延びした声でした． 永幡嘉之
8 兵庫 篠山市 ● 東古佐　午前 10 時ごろに聞いたのが最後 　 河井周・典子
8 兵庫 養父市 八鹿町三谷 昼前くらいからまだ鳴いている 維田浩之

10 兵庫 豊岡市 香住 高橋　信
11 兵庫 豊岡市 中陰 正木詔一

11. ツクツクボウシ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者

7

15 千葉 長南町 三橋陽子
22 兵庫 朝来市 ◎ 立脇　17：30 近藤伸一
25 宮城 名取市 ◎ 高館川　 清水哲哉
28 岡山 備中央町 ◎ 上田西　雷雨が上がって，一声鳴いただけだが 藤本　出
30 岡山 津山市 ◎ 津山市小田中　1 頭 永幡嘉之
30 兵庫 豊岡市 香住 三開山 16:30 高橋　信
31 兵庫 たつの市 ◎ 御津町黒崎 ( 自宅 )10：30 茂見節子
31 兵庫 姫路市 ◎ 西延末 下山早苗

8

1 福島 会津若松市 北会津 永幡嘉之
1 京都 福知山市 猪崎 午前 8 時半 山段弥寿子
2 兵庫 姫路市 ◎ 青山南 内藤親彦
4 兵庫 新温泉町 ◎ 久谷 新桃観トンネル入口付近　午前 8 時半 山本一幸
4 兵庫 加古川市  加古川河口付近 18:50 野口明美
5 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 　15 時ごろ 高橋信
5 兵庫 朝来市 ◎ 朝来市立脇　18:30 尾崎真也
5 東京 三鷹市 ◎ 三鷹市井口　13：00 近藤太郎
5 兵庫 篠山市 ◎ 東古佐　朝 河井周・典子

6 奈良 橿原市 橿原市南山町　南山 ( 橿原市昆虫館の東）晴 11:30 頃　1 ♂何
回か鳴き続けた　 宮武頼夫

6 兵庫 豊岡市 ◎ 但東町西谷 床尾林道　5:10 永井英司
6 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 10:30  1 頭 瓜生隆宏

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．
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7 兵庫 三木市 ◎ 三木山森林公園　 川瀬真次
8 兵庫 神戸市 ◎ 北区有野台　 八田 康弘
8 兵庫 豊岡市 ◎ 但東町相田 5:45 永井英司

10 京都 宮津市 ◎ 須津 倉梯山 5:36 笠井裕代
11 兵庫 豊岡市 高屋 正木詔一
11 兵庫 豊岡市 大磯町 9 時半 稲葉一明
11 大阪 枚方市 ◎ 枚方上之町 植田義輔
12 兵庫 新温泉町 久谷 17：30 尾崎真也
13 兵庫 豊岡市 京町 6:30 正木詔一
14 兵庫 豊岡市 ◎ 但東町相田 6:00 永井英司
14 兵庫 宝塚市 ◎ 高司 12 時半頃 松金知香
14 奈良 橿原市 木原町耳成山 17 時 10 ～ 20 分♂ 2 － 3 頭　 宮武頼夫
16 兵庫 佐用町 櫛田　 野村智範
16 兵庫 三田市 木器 15 時 松金知香
16 兵庫 丹波市 柏原町柏原 柏原総合庁舎 16:54 永井英司
16 京都 福知山市  夜久野町小倉 永井英司
17 兵庫 神戸市  東灘区西岡本 5:45 頃 松金知香
20 石川 珠洲市 正院町 江田敏昭
20 兵庫 豊岡市 ◎ 但東町西谷 10 時 藤木恭子
20 兵庫 養父市 ◎ 八鹿町三谷 維田浩之
24 兵庫 三木市 三木山森林公園　よく鳴いている　 川瀬真次
24 兵庫 神戸市 ◎ 中央区北長狭通 浅田　卓
25 兵庫 篠山市 東古佐　まだよく鳴いている　 河井典子
28 奈良 生駒市 生駒市上町 18:00　長弓寺 北村虻曳
28 兵庫 南あわじ市 八木養宜上　淡路ファームパーク　多数　 佐藤邦夫
29 兵庫 丹波市 柏原町柏原 柏原庁舎 17:00 尾崎真也
30 兵庫 神戸市 中央区　相楽園　 浅田　卓
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2 兵庫 新温泉町 三谷 11:43　ヤマボウシの畑で 山本一幸
2 京都 福知山市 猪崎 12：30　 山段眞彦
3 兵庫 明石市 大久保町　 久保弘幸
4 兵庫 朝来市 上八代　多数鳴く 近藤伸一
4 兵庫 養父市 森　多数鳴く 近藤伸一
4 兵庫 養父市 長野　多数鳴く 近藤伸一
4 兵庫 神戸市 垂水区桃山台 吉岡朋子
4 兵庫 神戸市 西区井吹台東町 吉岡朋子
4 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山）複数鳴き声　 植田義輔
6 京都 京都市 伏見区桃山 某神社 多数大合唱 那倉智行
6 京都 京都市 左京区松ヶ崎 某山間部 多数 那倉智行
7 兵庫 神戸市  東灘区住吉山手 7 時　まだまだ力強く鳴いてます　 松金知香
7 兵庫 三木市 三木山森林公園よく鳴いている　 川瀬真次
7 東京 府中市 府中市東京農工大のキャンパス　　 河村幸子
8 三重 鈴鹿市 高岡台 至る所で鳴いていました 前川和則
9 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦
9 石川 珠洲市 正院町 10:00 頃　快晴 一頭だけ，大声で鳴いてました 江田敏昭

9~10 兵庫 南あわじ市 阿万塩屋町（国立淡路青少年交流の家） 吉岡朋子
13 兵庫 新温泉町 三谷 10:20　植栽用のヤマボウシの植えられた畑で　晴れ時々曇り 山本一幸
13 京都 京都市 松ヶ崎 雄 雌 共に多数 那倉智行
13 兵庫 豊岡市 豊岡市京町 正木詔一
13 兵庫 養父市 八鹿町三谷 18:00 頃 数は少ない 維田浩之
14 三重 鈴鹿市 高岡台 標高 30m 前川和則
14 兵庫 豊岡市 西谷 まだまだがんばっています 藤木恭子
14 京都 京丹後市 弥栄町鳥取 山段眞彦
15 兵庫 神戸市 灘区　王子動物園　 吉岡朋子
15 兵庫 神戸市 中央区中山手通（相楽園） 吉岡英二
15 三重 鈴鹿市 高岡台  蜘蛛の巣にかかったオスを採集　 前川和則
18 兵庫 朝来市 多々良木　多数鳴いている　 近藤伸一
18 兵庫 佐用町 佐用町昆虫館　 八田康弘
18 兵庫 豊岡市 京町 台風が去ってが鳴いている 正木詔一
18 京都 宮津市 須津 日本冶金 ( 株 ) 大江山製造所敷地 17 時頃 笠井裕代
19 三重 四日市市 日永東三丁目 17:35 外気温 27℃ 前川和則
20 京都 京都市 左京区松ヶ崎 多数 那倉智行
21 兵庫 神戸市 西区井吹台東町　2 匹　 吉岡朋子
21 兵庫 佐用町 佐用インター出口　 吉岡朋子
22 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 高橋　信
22 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一
23 京都 宮津市 須津 大川神社 キンモクセイの香る朝 11 時 笠井裕代
24 三重 鈴鹿市 高岡台 標高 30m 7:45 快晴，風弱く暑くなってきました 前川和則
24 京都 福知山市 猪崎 三段池公園 13：15  多数 山段眞彦
24 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一
24 兵庫 明石市 大久保町高丘　 久保弘幸
24 兵庫 三田市 有馬富士公園　 吉岡朋子
25 兵庫 神戸市 西区井吹台　 吉岡朋子
25 兵庫 神戸市 西区櫨谷町福谷　 吉岡朋子
26 兵庫 丹波市 柏原町柏原 16:37 永井英司
26 兵庫 豊岡市 京町 朝霧が晴れると同時に 正木詔一
26 兵庫 多可町 豊部　 浅田　卓
26 奈良 橿原市 木原町耳成山　午前中　晴れ　２♂　 宮武頼夫
29 兵庫 豊岡市 城崎町来日岳　 新井雅夫
29 奈良 橿原市 南浦町（香具山）11 時頃　　 林　太郎
29 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一
29 兵庫 丹波市 氷上町井中 14:34 永井英司
30 三重 鈴鹿市 高岡台 標高 30m 前川和則

30 兵庫 豊岡市 日高町，神鍋噴火口の登山道一帯のコナラ等の雑木林，正午
ごろまだ元気に鳴いていた 山本一幸

30 兵庫 加古川市 八幡町　 久保弘幸
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1 兵庫 神河町 南小田　 立岩幸雄
1 兵庫 加西市 網引　 立岩幸雄
1 兵庫 篠山市 奥畑　鍔市ダム午前 11 時から 15 時頃まで　 大塚剛二
1 福井 おおい町 山段眞彦

3 宮城 仙台市 （9/27 まで 多数確認 9/29 冷え込み鳴き声が減少，以降 10/3 まで
少数が鳴く 10/4 再び冷え込み，しばらく鳴き声が途絶える） 清水哲哉

5 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野（神鍋山）1 個体（鳴き声） 植田義輔
7 兵庫 佐用町 昆虫館の裏山で一匹，弱々しく鳴いていました． 内藤親彦
7 奈良 橿原市 南山町　南山南側斜面　15：00 ごろ　晴れ１♂　 宮武頼夫
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7 大阪 枚方市 ● 枚方上之町　1 個体（鳴き声） 植田義輔
7 兵庫 豊岡市 但東町相田 10:00 永井英司
7 京都 宮津市 文珠二本松 丹鉄トンネルの上 11:00 笠井裕代
8 東京 府中市 幸町　東京農工大農学部 15：00　1 ♂　晴れ　 河村幸子
8 山梨 早川町 早川町雨畑　 立岩幸雄
8 兵庫 丹波市 氷上町油利 14 時頃 尾崎真也
9 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 13 時ごろ 高橋　信
9 三重 鈴鹿市 高岡台 晴れ，15:00 頃 前川和則
9 兵庫 神戸市 西区神出町南 まだ鳴いている 15：00 瓜生隆宏
9 神奈川 横浜市 緑区新治町新治市民の森　 立岩幸雄
9 兵庫 三木市 ● 三木山森林公園 1 頭鳴いている 川瀬真次
9 兵庫 養父市 長野　数頭鳴く　 近藤伸一
9 兵庫 篠山市 ● 東古佐　昼ごろに鳴いていたのが最後　 河井周・典子
9 宮城 村田町 ● 城山　少数が鳴いたのを最後に鳴かなくなる． 清水哲哉

11 兵庫 三木市 志染町三津田　三木防災総合公園　元気な声　 渡辺弥生
11 奈良 橿原市 南山町　南山　午後 1 時ころ　晴れ２♂が鳴く　 宮武頼夫
17 宮城 柴田町 船岡城址公園 少数なく　　 清水哲哉
27 兵庫 朝来市 ● 立脇 12：30　1 個体鳴く（16 日ぶり） 近藤伸一

12. チッチゼミ
月 日 都府県 市町 場所，状況 観察者
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18 岡山 岡山市 ◎ 北区御津中畑 藤本出
18 兵庫 三木市 ◎ 三木山森林公園　 大鶴貴美
21 兵庫 佐用町 三原　 清水哲哉
22 兵庫 佐用町 佐用町昆虫館　 清水哲哉
25 兵庫 篠山市 ◎ 東古佐　11:30 河井典子
31 岡山 吉備中央町 ◎ 植田西 藤本　出
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2 京都 福知山市 市猪崎 12：30　 山段眞彦
7 兵庫 三木市 三木山森林公園　よく鳴いている　 川瀬真次

11 兵庫 篠山市 ● 東古佐　18・22 日にはもう確認できませんでした． 河井周・典子
13 京都 京都市 左京区松ヶ崎 数匹 那倉智行
14 京都 京丹後市 弥栄町鳥取 山段眞彦
24 京都 福知山市 猪崎 三段池公園 13：15　多数 山段眞彦
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9 兵庫 三木市 三木山森林公園　鳴いているが少ない　 川瀬真次

10 京都 京丹後市 京丹後市弥栄町鳥取 13：30 頃　 山段眞彦
26 宮城 仙台市 青葉区葛岡霊園 数頭鳴く　 清水哲哉

11 3 宮城 仙台市 ● 青葉区葛岡霊園 密度は低いがあちこちで鳴く（11/10 は確認
できませんでした．） 清水哲哉

表 1　続き（◎初鳴き，●鳴きおさめ）．


