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みんなで調べようセミの初鳴き、鳴きおさめの日
総括編 ( 1 )

近藤 伸一 1)・永井 英司 2)

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

はじめに
皆様から頂いた情報をもとにセミの鳴き始めや鳴き

おさめの時期を 2013 年から記録してきました．今回
（2019 ～ 2020 年）で 8 か年を経過し，多くの貴重な
記録を集積することができました．調査は今回で終了し
たいと考えています．長期間にわたり多くの方々から貴
重な情報をいただきました．厚くお礼申し上げます．

2019 ～ 2020 年は，近畿 (5 府県 59 市町 )，九州 (1
県１町 )，四国 (1 県 1 町 )，中国 (1 県 4 町 )，北陸 (2
県 4 市町 )，関東 (3 都県 9 市町 )，東北 (2 県 15 市町 )
の 18 都府県 89 市町で，13 種のセミの鳴き声の記録を
877 件（2019 年 582 件，2020 年 295 件）収集する
ことが出来ました．

データ量が多くなったため 2 回に分割して，次回に
種別の記録等を報告させていただきます．

1　2019 ～ 2020 年の概要
2019 年は兵庫県内に分布する 13 種の鳴き声が記録

された．2019 年 5 月 2 日の兵庫県宍粟市・京都府福知
山市のハルゼミで始まり，10 月 15 日の奈良県橿原市
のツクツクボウシで終了した．記録の詳細は表 3 のと
おりである．

2020 年は 11 種が記録された．2020 年 4 月 11 日
の兵庫県宝塚市のハルゼミで始まり，10 月 11 日の京
都府福知山市のツクツクボウシで終了した．記録の詳細
は表 4 のとおりである．

2　2013 ～ 2020 年の兵庫県及びその周辺地域における
年度別，種別の鳴き声確認日（図 1）

初鳴きの時期の差が年によって大きい種はハルゼミ，
クマゼミ，アブラゼミ，差の少ないのはニイニイゼミ，
ヒグラシ，ツクツクボウシ，鳴きおさめ時期の差が特に
大きいのはクマゼミであった．

3　2013 ～ 2020 年の早い記録，遅い記録（表 1）
初鳴きはハルゼミ (2020 年 4 月 11 日宝塚市 ) が一

番早く，チッチゼミ（2018 年 8 月 11 日）が遅かった．

鳴きおさめはハルゼミ（2016 年 7 月 3 日）が早く，
遅い記録はツクツクボウシ（2017 年 10 月 27 日）であっ
た．
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北垣和也，熊代直生，久保弘幸，児玉裕美，小林政彦，
小林慧人，近藤阿佐子，近藤太郎，齋藤泰彦，阪上洸多，
坂本貴海，佐藤邦夫，山段弥寿子，山段眞彦，島崎正
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樹，高橋耕二，高田 要，竹下順子，竹田真木生，竹内 
隆，立岩幸雄，谷角素彦，内藤親彦，内藤愼一郎，永幡
嘉之，中村康弘，那倉智行，西元大作，西元由香里，西
本 裕，野口明美，八田康弘，藤本 出，林 太郎，伴 信
彦，広畑政已，前川和則，前田啓治，正井俊郎，正木詔
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芳彦，茂見節子，山内ちはる，山本一幸，山崎悠高，横
山 正，𠮷岡朋子，吉田浩史　( 敬称略 )
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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（2013 ～ 2020 の比較）．

2019・2020 近畿及びその周辺 北陸 関東○ △ ▽東北 北海道
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種別 初鳴き 鳴きおさめ
早い記録 平均的 遅い記録 平均的

月日 　年 月日 月日 　年 月日

ハルゼミ 4・11 2020 4・24 7・3 2016・2017 6・28

ヒメハルゼミ 6・21 2016 7・5 7・30 2017 7・23

エゾハルゼミ 5・23 2019 5・28 7・30 2015 7・15

ニイニイゼミ 6・14 2016 6・20 9・28 2019 9・8

ヒグラシ 6・21 2014 6・27 10・5 2016 9・8

クマゼミ 6・9 2020 6・21 10・19 2018 9・27

アブラゼミ 6・20 2016 6・30 9・31 2013 9・22

エゾゼミ 7・17 2016 7・23 9・26 2019 8・30

コエゾゼミ 7・26 2014 ・ 8・24 2017 ・

アカエゾゼミ 7・26 2013 ・ 8・28 2015 ・

ミンミンゼミ 7・9 2016 7・17 10・12 2014 10・5

ツクツクボウシ 7・11 2018 7・20 10・27 2017 10・15

チッチゼミ 8・11 2018 8・19 10・14 2018・2014 10・4

表 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．

表 2　種類別セミの鳴き声情報 2019（◎初めて鳴き声を確認　●最後の鳴き声確認　×鳴いていない）．

ハルゼミ 2019
月 日 府県 市町 記事 氏名

4

28 兵庫 宍粟市 ×　山崎町最上山　寒い。鳴かず。　 立岩幸雄

30 京都 福知山市
× 三段池公園　とても寒いです。例年なら
ハルゼミが鳴くはずですが、まだ鳴いてい
ません。 

山段眞彦

5

2 京都 福知山市
◎ 猪崎三段池公園　9：00 やっと鳴きまし
た。今年は遅いです。 

山段眞彦

2 兵庫 宍粟市
◎最上山　たどたどしい（初々しい）鳴き
声を聞く。

立岩幸雄

4 大阪 枚方市 ◎　尊延寺 (国見山 )今年初　3か所で　
西元大作・
由香里

4 兵庫 豊岡市 ◎ 但東町相田 9:28 初鳴き 永井英司

4 兵庫 神戸市 市立森林植物園 12:18:00 太田昌子

5 兵庫 新温泉 久斗山　13 時ごろ近くの山で鳴き声を確認 山本一幸

5 兵庫 宍粟市 最上山公園　11 時ころ　複数。 北岡茂基

5 兵庫 豊岡市 高竜寺ヶ岳 児玉裕美 

6 三重 津市 河芸町の松林（alt.70m 程） 薄曇り 前川和則

6 兵庫 小野市
阿形町鴨池公園　少数　   発生初期の様子
です。

佐藤邦夫

7 兵庫 佐用町 漆野 　                        久保弘幸

7 兵庫 たつの市 的場山 茂見節子

8 兵庫 朝来市 上八代　短時間　 近藤伸一

9 兵庫 豊岡市
祥雲寺　コウノトリの郷公園内 11：00 大
学院裏山で 1頭 

菅村定昌

9 兵庫 豊岡市
祥雲寺　コウノトリの郷公園内 14：00 自
然観察路の東の山で 2頭

菅村定昌

10 岡山 美作市 ◎ 市原　初鳴き 藤本　出

10 兵庫 赤穂市 ◎大津　初鳴きを確認しました。 横山　正

10 兵庫 宝塚市
◎大原野　初鳴き　15 時 30 分から、2分ほ
どの間でした　

西本　裕

11 兵庫 宝塚市 玉瀬　円山湿原で 12 時ごろ聞きました　 西本　裕

11 兵庫 三田市 有馬富士公園　お昼頃複数鳴いていました。山内ちはる

11 兵庫 たつの市 新宮町宮内の西播磨文化会館周辺の山　 高橋弘樹

12 京都 綾部市 四尾山 児玉裕美

12 兵庫 姫路市 ◎夢前町菅生澗 12:30-13:30　 山崎悠高

13 兵庫 豊岡 但東町相田 10:40 永井英司

13 兵庫 朝来市 佐嚢高原 10：30　複数鳴く　 近藤伸一

13 兵庫 上郡町 光都 茂見節子

15 兵庫 朝来市 和田山町安井　10：00　複数鳴く　 近藤伸一

15 兵庫 丹波篠山市 多紀連山午前 11 時頃　 山本一幸

15 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野 13:02 道の駅神鍋高原 永井英司

15 兵庫 香美 村岡区大糠、蘇武岳登山道　 森野光太郎

16 兵庫 赤穂市 高尾山山頂付近  茂見節子

16 兵庫 三木市 三木山森林公園　 川瀬真次

17 石川 能登町 鳳珠郡布浦の山林で 11:30 頃　 江田敏昭

5

17 兵庫 朝来市 ◎立脇　12：00　1 頭　短時間　初鳴き　 近藤伸一

19 兵庫 たつの市  揖保川町ヤッホの森　数匹  茂見節子

21 兵庫 豊岡市 日高町水上　11：00　複数　 近藤伸一

21 兵庫 豊岡市 日高町神鍋　12：00　複数　 近藤伸一

23 兵庫 豊岡市 但東町相田 9:49　 永井英司

24 兵庫 朝来市 和田山町藤和　11：00　　 近藤伸一

25 兵庫 養父市 氷ノ山山系氷ノ山越え 10 時　数頭 菅村定昌

25 兵庫 養父市 赤倉山 数頭 12 時　 菅村定昌

25 京都 宮津市
天橋立。松並木のあちこちで鳴いていまし
た　午前 10 時～ 11 時  

笠井裕代

25 京都 宮津市
小田 杉山 (旧大江山 スキー場周辺の松林）
10:00 頃と 14:00 頃　

児玉裕美

25 兵庫 豊岡市 東河内 12 時頃 永井英司

25 京都 福知山市
大江町大江山連峰 千丈ヶ岳へ至る車道沿い 
16:00 頃　

児玉裕美 

26 兵庫 豊岡 但東町平田  14:00 正木詔一

26 兵庫 豊岡市 長谷 16:00 正木詔一

26 兵庫 加西市 南網引町網引湿原　ＡＭ１０時ごろ 高田要

26 兵庫 朝来市 立脇　12：00　 近藤伸一

29 兵庫 養父市 ハチ高原　 近藤伸一

29 兵庫 香美町 村岡区大笹 近藤伸一

29 兵庫 香美 村岡区瀞川山　 近藤伸一

29 兵庫 香美町 村岡区兎和野高原 近藤伸一

29 兵庫 香美町 村岡区和池 近藤伸一

6

1 兵庫 小野市
鴨池公園　3exs まだ鳴いている。近隣の他
地域では鳴き声聞けず　

佐藤邦夫

6 兵庫 朝来市
●立脇 12：00　1 個体昼頃短時間鳴く　6月
3.4,6 日と鳴声をきいたが以降は鳴かない。

近藤伸一

13 兵庫 神戸市
有馬町番匠屋畑尾根の極楽茶屋～湯槽谷山
間の標高750m付近の2ヵ所（それぞれ2個体、
約 4個体の合唱）

植田義輔

13 兵庫 神戸市
有野町唐櫃　番匠屋畑尾根の灰形山の標高
600m 付近の１ヵ所（2個体の合唱）

植田義輔

18 兵庫 養父市 ハチ高原　 近藤伸一

25 兵庫 宍粟
千種町河内三室高原　複数個体が鳴いてい
ました。

佐藤邦夫

ヒメハルゼミ 2019

7 8 兵庫 南あわじ市

灘黒岩水仙郷の谷筋で大合唱、耳をつんざ
くかと思われるほどでした。しばらくする
と、何事もなかったかの様にシーンと。初
めての経験でした。

茂見節子
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エゾハルゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

5 23 兵庫 新温泉町
◎　上山高原の三角点（標高 946m) の少し
下方にあるミズナラの林で午後 1時 05 分初
鳴きを確認しました 

山本一幸

6

13 兵庫 香美町 小代区　赤倉山西斜面ｈ 970 ｍ　 近藤伸一

18 兵庫 養父市 ハチ高原　多数　 近藤伸一

26 兵庫 養父市 ハチ高原　多数　 近藤伸一

7
17 　 白山ホワイトロード　鳴き声を聞きました。金子留美子

29 長野 白馬村 　白馬五竜高山植物園　 河井典子

ニイニイゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

6

23 熊本 山鹿市 装飾古墳館　 坂本貴海

24 高知 四万十市 （旧中村市）午後　 高橋弘樹

25 大阪 池田市 ◎　畑節句山 小林政彦

25 大阪 茨木市 東中条町　午後１時　１頭鳴いていました。谷角素彦

25 京都 福知山市 平野町 大槻浩

26 大阪 吹田市 ◎藤白台 2丁目　午前 9：05 から短時間　 高橋耕二

26 大阪 池田市 八王子（夫婦池公園）１９時頃　 梅田博久

27 兵庫 豊岡市 ◎但東町相田 5:27  初鳴き 永井英司

28 兵庫 明石市 大久保町高丘　 久保弘幸

28 兵庫 明石市 松陰　 久保弘幸

28 兵庫 明石市 明石城公園　 久保弘幸

28 兵庫 宝塚市 中山寺の奥の院　 太田慶子

29 兵庫 明石市 ◎ 大久保町高丘 久保弘幸

29 兵庫 芦屋市 船戸町 (JR 芦屋駅 ) 4 時 45 分　 松金知香

29 兵庫 姫路市 ◎青山南 1♂　 内藤親彦

29 兵庫 加西市 上宮木町の山林で午後４時ごろ　 高田　要

29 兵庫 姫路市 ◎白国　10:40　 山崎悠高

29 三重 鈴鹿市 ◎高岡 初鳴き 前川和則

7

1 岡山 美作市 ◎市原 たぶん初鳴き 藤本　出

1 京都 京丹後市 峰山町丹波 17 時 15 分　 山段眞彦

1 東京 三鷹市 ◎井の頭公園 初聞き 19:00 野口明美

1 山形 山形市 ◎蔵王飯盒では初鳴き（家族団）。 永幡嘉之

2 京都 京都市 伏見警察署前の公園（京都市伏見区） 那倉智行

2 兵庫 豊岡市 祥雲寺（コウノトリの郷公園）10 時 高橋信

2 兵庫 新温泉町 久斗山、午後 2時ごろ。山裾の雑木林から 山本一幸

2 東京 八王子市 河村幸子

2 奈良 橿原市
南山町　橿原市昆虫館バタフライガーデン
15:12 ♀ 1　抜け殻も確認　

林　太郎

2 兵庫 三田市 有馬富士公園　 金子留美子

2 兵庫 伊丹市 伊丹市昆陽池公園　 藻川芳彦

3 宮城 村田町

迫　（今年の仙台は梅雨入りが早かった上
に、日照不足と低温で虫の発生が遅れてい
てようやく（7月 9日ごろ）鳴き出したとこ
ろです。）

清水哲也

3 山形 山形市 蔵王半郷 永幡嘉之

3 山形 山形市 三吉山 永幡嘉之

3 山形 山形市 蔵王山田。 永幡嘉之

4 大阪 枚方市
藤阪東町 3( 菅原東小学校 )，(9:35 ～ 9:45)　
今年初　

西元大作

4 兵庫 加西市 ◎笹倉町の山林で（木）午後５時ごろ　 高田　要

4 兵庫 宍粟市 ◎一宮町生栖　初聞き　 浅田　卓

4 兵庫 豊岡市 但東町久畑  9:59 永井英司

4 兵庫 三木市
◎三木山森林公園　今年は遅くたぶん初鳴
き　

川瀬真次

5 大阪 枚方市
◎枚方上之町、1個体の鳴き声　当地では初
鳴き　

植田義輔

5 大阪 吹田市 津雲台 1丁目千里南公園　 高橋耕二

5 兵庫 篠山市 ◎東古佐午　後２時ごろ初聞き　 河井典子

5 奈良 奈良市 近大農学部　 坂本貴海

6 兵庫 たつの市 ◎御津町　初鳴きを確認　 茂見節子

6 兵庫 加古川市 ◎西神吉町岸　初聞き　 浅田　卓

6 山形 小国町 ◎小玉川（午前 4時 30 分に鳴き始め）。 永幡嘉之

7 兵庫 たつの市 龍野町富永　 前田啓治

7 京都 綾部市 高津町 13:00 頃鳴き出し、断続的に鳴く 児玉裕美

8 兵庫 神戸市 中央区神戸空港　1個体　鳴き声　 吉田浩史

7

10 兵庫 神戸市 灘区六甲台　1個体　鳴き声 吉田浩史

10 兵庫 神戸市 北区有馬町　1個体　鳴き声　 吉田浩史

11 兵庫 神戸市
灘区永手町　JR 六甲道駅北　1個体　鳴き
声　

吉田浩史

11 兵庫 豊岡市 日高町上石 国府テラス駐車場 19 時 1 頭　 菅村定昌

11 兵庫 加古川市 ◎志方町志方町宮山　やっと鳴きだす　 竹内　隆

12 兵庫 神戸市 灘区八幡町　六甲八幡神社　1個体　鳴き声　吉田浩史

12 兵庫 猪名川町 上野　 𠮷岡朋子

14 奈良 橿原市
南山町　橿原市昆虫館の前 10:30 曇り 1♂　
鳴き続けていた　

宮武頼夫

14 兵庫 朝来市 和田山町桑原 AM10:30  安積茂年

15 兵庫 朝来市
◎多々良木 14時37分梅雨のやみまに、今年、
初めて聞きました 

尾崎真也

15 兵庫 姫路市
青山南　庭では木の枝や幹に抜け殻を 6個
確認　

内藤親彦

16 兵庫 神戸市 ◎須磨区竜が台 18:00 初鳴き 瓜生隆宏

17 兵庫 丹波市 青垣町沢野 18 時半　 尾崎真也

17 兵庫 朝来市 和田山町安井　多数鳴く　 近藤伸一

17 兵庫 朝来市 和田山町市御堂　 近藤伸一

17 兵庫 朝来市 ◎立脇　初鳴き 近藤伸一

19 兵庫 丹波市
青垣町沢野。18 時半　ようやく、セミの合
唱が聞けるようになる。 

尾崎真也

20 兵庫 神戸市 東灘区住吉山手 5時  松金知香

21 兵庫 多可町 中区麹屋　多数　 近藤伸一

23 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 23：45　 瓜生隆宏

26 兵庫 丹波市 市島町中竹田　 近藤伸一

26 兵庫 丹波市 市島町下鴨坂 近藤伸一

26 兵庫 丹波市 氷上町絹山 近藤伸一

29 兵庫 神戸市 東灘区岡本　1個体　 吉田浩史
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3 京都 福知山市 18：00 市猪崎 山段眞彦

11 兵庫 養父市 井の坪 近藤伸一

12 兵庫 朝来市 立脇　18；00　まだ多数が鳴く　 近藤伸一

13 京都 福知山市 猪崎（三段池公園） 山段眞彦

14 京都 綾部市 綾部市高津町段　 児玉裕美

15 兵庫 朝来市 8月 15 日　朝来市立脇　近藤伸一 近藤伸一

19 京都 福知山市 ６：３０ 猪崎 山段眞彦

19 兵庫 神戸市
東灘区岡本　鳴き声 1個体　その後周辺市
街地では聞いていない　

吉田浩史

22 兵庫 三木市 ●三木山森林公園　鳴きおさめ　 川瀬真治

24 兵庫 神戸市
灘区八幡町、六甲八幡神社　鳴き声数個体　
社寺林ではまだ鳴いている　

吉田浩史

25 兵庫 たつの市 ●御津町黒崎での鳴き納め　 茂見節子

26 大阪 枚方市
●枚方上之町，1個体の鳴き声を確認，当地
では終鳴となる．

植田義輔

28 兵庫 神戸市
東灘区岡本、中之町公園　曇　午後 5時半
ごろ　鳴き声 1個体　周辺ではしばらく聞
いていなかった　

吉田浩史

9
11 兵庫 丹波篠山市 ●杉　朝８時前　 河井典子

28 兵庫 豊岡市 城崎町戸島湿地　 内藤愼一郎　

クマゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

6

22 大阪 摂津市
×学園町嘉円公園で生きた♂を持ってきた
子がいた。鳴き声はまだ　　

金子留美子

28 兵庫 明石市 松陰　 久保弘幸

29 大阪 堺市
堺市堺区 方違神社前 9:36　雄 1頭　鳴き声
確認　

林　太郎

7

2 大阪 茨木市 新庄町　午後１時　１頭が鳴いていました。谷角素彦

3 大阪 摂津市 一津屋　朝　一声鳴き　 金子留美子

4 兵庫 宝塚市 ◎高司 8 時半頃　 松金知香

4 兵庫 神戸市
市灘区日尾町　1個体　飛翔中を目撃　性別
不明　鳴き声なし　

吉田浩史

4 兵庫 神戸市
◎中央区港島中町ポートアイランド南公園　
初鳴き　

森地重博

5 兵庫 高砂市 ◎松波町　初鳴　 島崎正美

5 大阪 枚方市
◎枚方上之町、1個体の鳴き声。当地では初
鳴き。

植田義輔 

5 大阪 吹田市 ◎藤白台 2丁目　10:05 からごく短時間　 高橋耕二

5 大阪 吹田市 津雲台 1丁目千里南公園　11:45 から短時間　高橋耕二

5 奈良 橿原市
◎木原町耳成山頂上付近　初聴き 10:31 薄
陽 26℃　1コーラス　10:45 晴 29℃　1コ
ーラス　

宮武頼夫

5 兵庫 伊丹市
◎瑞ヶ丘 2丁目 10 時 20 分。昨年聞いた伊
丹市千僧より 1週間ほど遅い。

藻川芳彦

5 兵庫 神戸市 ◎垂水区西舞子　初聞き 浅田　卓
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5 兵庫 高砂市 ◎松波町で初鳴き　 島崎正美

6 大阪 大阪市 ◎北区中之島　9:00　 山崎悠高

7 奈良 橿原市
新賀町　午前 10 時から　晴 27.8℃　何回も
少し間を空けて鳴く。

宮武頼夫

7 奈良 橿原市
上品寺町 耳成西小学校　9:28　♂ 1　鳴き
声　

林 太郎

8 兵庫 神戸市 灘区　 坂本貴海

8 兵庫 神戸市
中央区加納町　JR 三ノ宮駅周辺　1個体　
鳴き声　

吉田浩史

10 兵庫 神戸市
◎東灘区岡本　阪急岡本駅南側　午前 8時
半頃  1 個体  初鳴　

吉田浩史

10 兵庫 神戸市 ◎東灘区田中町　午前 9時頃　1個体  初鳴吉田浩史　

10 兵庫 神戸市 ◎中央区北長狭通　 浅田　卓　

10 大阪 枚方市
◎藤阪東町　午前 9時 25 分　今年初聞きで
す　

西元大作

10 兵庫 明石市 ◎東野町 7:19 初鳴き 正井俊郎

10 京都 京都市
伏見区 3 日ほど前から 4〜５匹の合唱 幼虫
も続々と 

那倉智行

10 京都 京都市 左京区　京大　　 小林慧人

12 兵庫 神戸市
◎ 8:45 初鳴き 兵庫県警本部駐車場 この
一角だけ 

瓜生隆弘

12 兵庫 神戸市
東灘区田中町　中之町公園　約 3個体　鳴
き声　　

吉田浩史

12 兵庫 神戸市 八幡町　六甲八幡神社　5個体以上　鳴き声　吉田浩史

12 兵庫 神戸市
灘区六甲町　六甲風の郷公園　1個体　鳴き
声　　

吉田浩史

12 兵庫 明石市 二見町東二見　　♂成虫発見　 佐藤邦夫

13 兵庫 神戸市 ◎須磨区竜が台 初鳴き 瓜生隆弘

13 兵庫 西宮市
◎丸橋町　今朝やっと初鳴き。庭の樫の木
で数頭が一斉に　

伴　信彦

13 兵庫 たつの市 龍野町堂本　 前田啓治

14 兵庫 明石市 二見町東二見 佐藤邦夫

15 兵庫 三木市 ◎三木山森林公園　初鳴きを確認　 川瀬真次

15 兵庫 姫路市 青山南　裏山で鳴く 内藤親彦

16 兵庫 たつの市 ◎御津町黒崎。やっと鳴き始めました　 茂見節子

17 兵庫 加西市
◎笹倉町　午前 8時 30 分ごろ初鳴きを聴き
ました。

高田　要

15 京都 富士公園 10 時 福知山市興 大槻   浩

17 兵庫 綾部市 ◎綾部市高津町 初鳴き 児玉裕美

20 兵庫 神戸市 東灘区西岡本 松金知香

21 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

21 京都 京都市
伏見区 住宅街の中の児童公園 騒音レベル
の大合唱 

那倉智行

22 京都 京都市 伏見区桃山井伊掃部 アブラゼミと大合唱！ 竹下順子

23 兵庫 丹波篠山市
◎大沢新　篠山駅近く　ＡＭ８時ごろ初め
て声を聞きました

河井典子

29 兵庫 丹波篠山市 ◎網掛　 河井典子

30 兵庫 丹波篠山市 ◎東古佐　 河井典子

30 兵庫 朝来市 ◎立脇　9:00 ～　初鳴き　1個体　 近藤伸一
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1 兵庫 豊岡市 ◎相田 8:08 初鳴き 永井英司

2 兵庫 豊岡市
京町 数日前から鳴いていたようだが、今日
は合唱が始まった。 

正木詔一

2 兵庫 神戸市 8:00 須磨区竜が台 瓜生隆宏

2 兵庫 豊岡市
祥雲寺　８時４０分 コウノトリの郷公園西
公開ケージ周辺

高橋　信

2 兵庫 豊岡市
日高町上石 一頭 同時にニイニイゼミ、ア
ブラゼミ多数が鳴く 

菅村定昌

3 兵庫 神戸市
灘区六甲山町（六甲有馬ロープウェーの六
甲山頂駅付近：　標高約 870m）1 個体の鳴
き声を 10:12 に確認．

植田義輔

4 兵庫 佐用町 船越　昆虫館　午前　 近藤伸一

4 兵庫 朝来市 立脇 尾崎真也

4 兵庫 豊岡市  8 時 30 分 豊岡市香住　 高橋信

5 兵庫 丹波市 8月 5日 8 時半 丹波市青垣町沢野 尾崎真也

6 兵庫 新温泉町
◎ 久斗山　9時すぎ裏山で鳴き声確認、初
めて聴きました。 

山本一幸

7 兵庫 丹波市
◎青垣町沢野 8 時半 1 頭、この場所でクマ
ゼミは初めて 

尾崎真也

9 兵庫 神河町 寺前 9 時 45 分 尾崎真也

10 兵庫 豊岡市
但東町相田 8:17 ことしは安定して鳴く。
去年までは初鳴きが鳴きおさめだった 

永井英司

10 兵庫 朝来市 生野町真弓　 近藤伸一

10 兵庫 神河町 杉・福本　  近藤伸一

10 兵庫 市川町 屋形 近藤伸一

10 兵庫 加西市 北条町北条・桑原町 近藤伸一

10 兵庫 小野市 敷地町 近藤伸一

12 京都 福知山市 猪崎（三段池公園） 山段眞彦

8

14 京都 綾部市 高津町段　 児玉裕美

14 兵庫 豊岡市
但東町相田 相田コミュニティセンター 16
時 

永井英司

17 兵庫 たつの市 ●御津町黒崎での鳴き納め　 茂見節子

18 兵庫 西宮市
両度町　鳴き声 3個体　メス 2個体目撃　
ここは毎週日曜のみ行く。先週は多かった
が一週間で減少　

吉田浩史

19 兵庫 神戸市
東灘区岡本、阪急岡本駅南側　曇時々雨　
鳴き声 1個体　前日 18 日は晴れていたが鳴
き声なし。かなり減ってきた印象　

吉田浩史

19 兵庫 神戸市

灘区八幡町、六甲八幡神社　曇　周辺市街
地では先週末から今週にかけてかなり少な
くなったが、社寺林ではまだ多く鳴いてい
る　

吉田浩史

20 兵庫 神戸市
灘区深田町、JR 六甲道駅南側　曇　鳴き声
2個体　

吉田浩史

21 兵庫 神戸市
東灘区岡本、JR 摂津本山駅北側　曇　鳴き
声 1個体　いつもより南側だが、まだ鳴い
ていた。前日 20 日は鳴き声なし　

吉田浩史

21 兵庫 神戸市
灘区友田町　曇　鳴き声 1個体　まだ鳴い
ていた　この辺りではおそらく終鳴　

吉田浩史

22 兵庫 神戸市
東灘区岡本、阪急岡本駅南側　曇　鳴き声 1
個体

吉田浩史

22 兵庫 神戸市
東灘区田中町、JR 摂津本山駅南側　曇　鳴
き声約 5個体　市街地だがここは比較的ク
マゼミが多い

吉田浩史

23 兵庫 神戸市
東灘区岡本、摂津本山駅北側　曇　こちら
も約 3個体鳴いている

吉田浩史

24 兵庫 神戸市

灘区八幡町、六甲八幡神社　晴　社寺林か
ら鳴き声数個体。午前 10 時すぎ、神戸市の
市街地で聞けるセミのうちヒグラシを除く 5
種の声をほぼ同時に聞くことができた　

吉田浩史

24 兵庫 神戸市
灘区六甲町、六甲風の郷公園　神戸市街地
の公園。最盛期には非常に多数の個体がい
たが、もう鳴き声は聞こえない

吉田浩史

24 兵庫 豊岡市 但東町相田  10:46 永井英司

24 兵庫 豊岡市  豊岡中央公園 16:45 永井英司

25 兵庫 豊岡市 但東町相田 安国寺 8:02 永井英司

25 兵庫 西宮市
両度町　 ここは毎週日曜のみ行く。 今週
は鳴き声なし　飛翔中 2個体目撃、おそら
くメス　路上に死骸が目立つ

吉田浩史

26 兵庫 神戸市
東灘区岡本・田中町、摂津本山駅周辺　晴　
2個体のみまだ鳴いていた　27 日以降天気
が悪く、おそらく終鳴

吉田浩史

26 兵庫 豊岡市 市民会館前 17:48 永井英司

27 京都 綾部市
高津町段 この日からクマゼミの声が聞こえ
なくなる 

児玉裕美

28 兵庫 神戸市
●灘区深田町、JR 六甲道駅南側　曇　鳴き
声 1個体　終鳴？　

吉田浩史

29 京都 福知山市 猪崎 6 時 50 分 山段眞彦

30 兵庫 朝来市
●立脇　1週間ぶりに短時間鳴く　鳴きおさ
め　

近藤伸一

31 兵庫 神戸市
須磨区竜が台 8:30 久しぶりに晴れたら数
匹鳴く

 瓜生隆宏

31 京都 福知山市 猪崎 晴れ間が出ると数頭鳴きました 10：00 山段眞彦

31 京都 綾部市 ●高津町段 10 時頃 まだ鳴いてました 児玉裕美

9

1 兵庫 丹波篠山市 ●東古佐　自宅近く聞いた最後　 河井典子

2 兵庫 丹波篠山市 ●野間　篠山で聞いた最後　 河井典子

4 兵庫 朝来市 ●和田山町安井　1個体が数回鳴く　8：50　近藤伸一

5 大阪 枚方市
●枚方上之町，，1個体の鳴き声を 10:40 に
確認，当地では鳴き納めとなる．

植田義輔

5 奈良 橿原市 ●　天の香具山　 林　太郎

9 奈良 橿原市

●新賀町の自宅付近では、朝 9時前に 1♂
が鳴いていましたが、その後お天気はよく
気温も高いのに、今朝まで一度も鳴き声を
ききませんでした。この辺りでは 9日が終
鳴かと思います。

宮武頼夫

10 兵庫 三木市 ●三木山森林公園　鳴きおさめ　 川瀬真次

12 兵庫 赤穂市 ●加里屋　♀　 岡嶋幹雄　

15 奈良 奈良市
奈良公園飛火野　午前 9時 35 分晴気温約 29
℃　１♂鳴き声を聞く　

宮武頼夫

10 6 奈良 橿原市
木原町耳成山　午後 0時 41 分晴気温約 26.8
℃　１♂ 3回鳴き声を聞く　

宮武頼夫

ヒグラシ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

6
26 兵庫 新温泉町 ◎赤崎 13:44 初聞き 永井英司

28 岡山 美作市 ◎ たぶん初鳴き 藤本出

7

1 兵庫 豊岡市 ◎但東町相田 4:42　初鳴き 永井英司

2 兵庫 加東市 ◎やしろの森公園　初鳴き確認　 阪上洸多

4 兵庫 姫路市 夢前町　19 時ごろ　 下山早苗

5 兵庫 篠山市 ◎網掛　夕方　初聞き　 河井　周

6 大阪 池田市 ◎畑節句山周辺　18：30　初鳴き 小林政彦
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7 兵庫 朝来市 ◎立脇　18：30　初鳴き 近藤伸一

8 兵庫 加東市 滝野町多井田　　複数鳴いていました。　 佐藤邦夫

8 兵庫 豊岡市 京町  19:00　裏山 　 正木詔一

9 奈良 奈良市 近大農学部　 坂本貴海

9 京都 福知山市 猪崎三段池公園内 午後５時過ぎ　 山段弥寿子

9 京都 綾部市 高津町 18:00 頃　 児玉裕美

9 兵庫 新温泉町
◎久斗山。午後 7時大杉神社の社寺林で初
鳴きを確認。

山本一幸

10 兵庫 神戸市
灘区六甲山町　六甲有馬ロープウェイ山上
駅周辺　1個体　鳴き声　

吉田浩史

11 山形 大江町 松保 永幡嘉之

13 山形 小国町 小玉川 永幡嘉之

13 兵庫 朝来市 立脇　4：46　1 個体　 植田義輔

15 兵庫 姫路市 青山南　1♂裏山で鳴く　 内藤親彦

15 兵庫 神戸市
◎北区有野台夕方　初鳴き　昨年より１週
間ほど遅い　

八田 康弘

15 山形 山形市
◎蔵王半郷（初鳴き）。例年7月初旬が初鳴き、
今年は遅い。 

永幡嘉之

15 兵庫 朝来市 ◎立脇 19 時　今年、初めて聞きました。 尾崎真也

15 兵庫 三木市 ◎三木山森林公園　初鳴き　 川瀬真次

15 兵庫 豊岡市
祥雲寺 コウノトリの郷公園内 18 時 30 分頃　
県立大大学院裏。但し、大学院の学生の情
報によれば、7月10日には鳴いていたとの事。 

北垣和也

16 石川 珠洲市
◎折戸町 15:00 頃  初聴き 昨年よりちょっ
と遅いかな。 

江田敏昭

16 兵庫 養父市
大屋町天滝登山道入り口から 3分の 1 16 時　
数頭 

菅村定昌

16 奈良 橿原市
◎南山町　橿原市昆虫館バタフライガーデ
ン　17:49　♂ 2　鳴き声　

林 太郎

17 兵庫 朝来市
7月 17 日　朝来市立脇　今夕から多数が鳴
き始めた　近藤伸一

近藤伸一

17 東京 武蔵野市 ◎井の頭公園 18:00 初聞き 野口明美

17 兵庫 朝来市
◎和田山町桑原 18:45  ここでは初めて聞き
ました 

安曇茂年

17 兵庫 丹波市 青垣町沢野 18 時半　 尾崎真也

17 兵庫 神戸市 ◎須磨区竜が台 19:00 初鳴き 瓜生隆宏

18 岩手 岩泉町 龍泉洞 声 永幡嘉之

19 兵庫 加西市 ◎笹倉町午後５時過ぎ初鳴きを聴きました　高田　要

19 福島 富岡町 上手岡 声（7月 16 日には声はせず） 永幡嘉之

19 兵庫 丹波市 青垣町沢野 18 時半  尾崎真也

20 兵庫 神戸市 東灘区住吉山手 5 時　 松金知香

21 兵庫 多可町 中区麹屋　１個体　 久保弘幸

24 兵庫 養父市 ハチ高原　 植田義輔

24～
31

兵庫 朝来市

7月 24 日～ 31 日　立脇　早朝鳴きの時間
帯　24 日 4：41 ～　25 日 4：39 ～　26 日
4:33 ～　27 日 4：34 ～ 5：13　30 日 4：44
～　31 日 4：36 ～

近藤伸一

25 福島 喜多市 高郷町揚津　早朝３時？確認しました。 上野真代

26 兵庫 丹波市 市島町中竹田　熊野神社　16：00　 近藤伸一

26 兵庫 神戸市 北区上津台 浅田　卓

27 兵庫 豊岡市 城崎町田結湿地　am4：00　 内藤愼一郎

27 石川 白山市
18:46 白峰 山は土砂降り。なのに蜩の鳴き
声が。 

江田敏昭

28 京都 福知山市 4:41 猪崎 山段眞彦

31 兵庫 朝来市 和田山町安井 近藤伸一

8

5 三重 鈴鹿市 ◎初鳴き 前川和則 

6 兵庫 丹波市 青垣町沢野 18 時 50 分ヒグラシ合唱 尾崎真也

10 兵庫 三木市 三木山森林公園　 近藤伸一

10 奈良 御所市
金剛山頂上のブナ林　午後 3時頃から多数
鳴いた。

宮武頼夫

11～
20

兵庫 朝来市
立脇　11 日 4：50 ～ 5：14　15 日 5：19　
20 日 5：20 ～ 5：25　24 日 5：25　1 頭が数
回鳴く

近藤伸一

12 京都 福知山市 猪崎（三段池公園） 山段眞彦

14 京都 綾部市 高津町段　 児玉裕美

30 兵庫 朝来市 ●立脇　夕刻　1頭が数回鳴く 近藤伸一

30 兵庫 朝来市 桑市　夕刻　1頭が数回鳴く　 近藤伸一

30 兵庫 豊岡市 5:13 相田 永井英司

31 兵庫 新温泉町
久斗山 18 時 35 分 我が家の裏山から鳴いて
います。

山本一幸

9 2 兵庫 丹波篠山市 ●東古佐　最後　 河井典子

アブラゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

6 26 大阪 池田市 八王子（夫婦池公園）１９時頃　 梅田博久

7

3 大阪 池田市
畑節句山周辺　8時 35 分　飛んでいるのを
確認　

小林政彦

7 兵庫 明石市
大久保町　羽化を確認。鳴き声は聞こえま
せん。

久保弘幸

7 奈良 橿原市
南山町　橿原市昆虫館のバタフライガーデ
ン 12:07　♂ 1　鳴き声　

林 太郎

8 兵庫 明石市 ◎大久保町　鳴声確認　 久保弘幸 

9 兵庫
たつの市た

つの
◎御津町　初鳴きを確認　 茂見節子

9 奈良 奈良市 近大農学部　 坂本貴海

10 兵庫 神戸市 ◎西区井吹台　初鳴き　 吉岡朋子

10 大阪 枚方市
◎枚方上之町、1個体の鳴き声。当地では初
鳴き。

植田義輔

15 兵庫 三木市 ◎三木山森林公園　初鳴きを確認　 川瀬真次

15 兵庫 丹波篠山市
◎東古佐　初鳴き。夕方単独で鳴いていま
した。

河井典子

15 岩手 花巻市 東和　 山崎悠高

15 山形 村山市
◎村山市碁点（初鳴き）。山形市では 7月 15
日現在まだ鳴いていない。

永幡嘉之

17 山形 山形市 ◎蔵王半郷 初鳴き 永幡嘉之

19 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一

19 兵庫 豊岡市 下鉢山 19 時 高橋信

20 岡山 吉備中央町 上田西にて初鳴き 藤本出

20 京都 福知山市 猪崎三段池公園 山段眞彦

20 兵庫 豊岡市 16 時 祥雲寺 コウノトリの郷公園 1 頭 菅村定昌

20 三重 鈴鹿市 ◎ 10:00 頃 高岡台 初鳴き 前川和則

20 兵庫 加西市
◎笹倉町　午後２時ごろ初鳴きを聴きまし
た　

高田　要

20 兵庫 朝来市 ◎立脇　初鳴き　 近藤伸一

21 京都 綾部市
高津町段　17:00 頃雨、鳴いてなかった。
19:00 頃雨は止み鳴いた。

 児玉裕美

22 兵庫 朝来市 19 時 5 分 和田山町桑原  安曇茂年

22 京都 京都市
午前１０時頃 伏見区桃山井伊掃部 クマゼ
ミと大合唱！ 

竹下順子

22 兵庫 朝来市 19 時 立脇 尾崎真也

22 兵庫 神戸市 垂水区西舞子　死体　翅１枚　 浅田　卓

23 兵庫 加古川市 ◎志方町　宮山　やっと鳴き始めました　 竹内　隆　

23 大阪 茨木市 主原町　 谷角素彦

24 兵庫 明石市
◎午後 4時頃　朝霧町 1丁目 現認、初鳴き
でした。 

正井俊郎

24 兵庫 神戸市
東灘区岡本　1個体　鳴き声　同地では今年
初めて聞くが、初鳴かは不明。翌 25 日も鳴
く　

吉田浩史

25 兵庫 明石市
◎東野町 前日隣接朝霧町で見ましたが、こ
こでは今年初めて。

正井俊郎

25 奈良 橿原市
◎新賀町薄曇り 34℃　14：30 から　1♂　
何回も続けて鳴く　

宮武頼夫

26 兵庫 神戸市 灘区友田町　1個体　鳴き声　 吉田浩史　

26 兵庫 丹波市 市島町中竹田 近藤伸一

26 兵庫 丹波市 市島町下鴨坂　 近藤伸一

26 兵庫 丹波市 氷上町絹山　 近藤伸一

30 兵庫 神戸市 18:30 須磨区竜が台 多数 瓜生隆宏

31 兵庫 朝来市 和田山町安井　 近藤伸一

8

4 兵庫 佐用町 船越　昆虫館　午後　 近藤伸一

3 山形 山形市 蔵王半郷 ようやく合唱になる 永幡嘉之

4 兵庫 丹波市 14 時 柏原町柏原 アブラゼミ多数 尾崎真也

11 兵庫 朝来市 朝来市・養父市内のほぼ全域で鳴いている 近藤伸一

12 京都 福知山市 猪崎（三段池公園） 山段眞彦

14 京都 綾部市 高津町段　 児玉裕美

18 兵庫 神戸市
東灘区岡本　鳴き声 1個体　晴　この後、
この周辺でアブラゼミは聞いていないが、
もともと市街地で本種はあまり多くない　

吉田浩史

18 兵庫 西宮市
両度町　鳴き声 3個体　ここは毎週日曜の
み行く。先週は多かったが一週間で減少　

吉田浩史

22 兵庫 神戸市
灘区永手町、JR 六甲道駅北側　夕方　曇　
鳴き声 1個体　終鳴　

吉田浩史

24 兵庫 神戸市
灘区八幡町、六甲八幡神社　晴　鳴き声 10
個体弱　社寺林ではまだ多い

吉田浩史

24 兵庫 市川町 播但自動車道市川サービスエリア　 近藤伸一

25 兵庫 西宮市
×両度町　 ここは毎週日曜のみ行く。 今
週は鳴き声なし　

吉田浩史

31 兵庫 宝塚市 13 時頃 末成町 (末成公園 ) 1 頭 松金知香

31 兵庫 養父市 葛畑 1頭 近藤伸一

9 3 兵庫 朝来市 上八代 1頭 近藤伸一
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5 兵庫 朝来市 和田山町安井 近藤伸一

6 兵庫 朝来市 和田山町市御堂　桜並木で数頭鳴く 近藤伸一

6 兵庫 丹波篠山市 東岡屋と西岡屋（午後３時ごろ） 河井典子

7 兵庫 三田市 人と自然の博物館夕方６時前　 河井典子

7 兵庫 たつの市 ●御津町黒崎での鳴き納め　 茂見節子

9 兵庫 赤穂市 ●加里屋　♀　 岡嶋幹雄　

10 兵庫 朝来市 立脇　1♀撮影　 近藤伸一

14 兵庫 三木市 ●三木山森林公園　鳴きおさめ　 川瀬真次　

14 大阪 枚方市
●枚方上之町，1個体の鳴き声を確認，当地
では終鳴となる．

植田義輔

16 兵庫 丹波篠山市
●東古佐　１週間以上聞かなかったが、今
年は９月になっても暑いので、なかなかが
んばってますね　

河井典子

26 大阪 茨木市 東中条町　午後１時頃、１頭が鳴いていた。谷角素彦

ミンミンゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

7

19 兵庫 豊岡市
京町 11:50 鳴きだしてすぐに鳴くのをやめ
た。 

正木詔一

20 山形 山形市 ◎蔵王半郷 1 頭 初鳴き 永幡嘉之

21 京都 福知山市 福知山市中 9 時 40 分　 山段眞彦

21 兵庫 朝来市 ◎桑市　初鳴き　 近藤阿佐子

23 兵庫 高砂市 曽根町日笠山　 島崎正美

26 兵庫 豊岡市 ◎城南町、06:35  初鳴 (おそらく)を確認。 北垣和也

27 兵庫 明石市 ◎大久保町   初鳴き　 久保弘幸 

28 兵庫 神戸市
須磨区竜が台 12:00 例年はお盆ごろから鳴
く 

瓜生隆宏

29 兵庫 豊岡市 下鉢山 8 時ごろ 高橋　信

29 兵庫 明石市 ◎東野町 12:35 初鳴き 正井俊郎

29 兵庫 川西市 ◎黒川 14 時ぼくの初聴き 尾崎真也

30 兵庫 神戸市 北区淡河町勝雄 11:00　1 頭 瓜生隆宏

30 兵庫 朝来市 ◎立脇　初鳴き　 近藤伸一

30 兵庫 神戸市
◎北区有野台　クマゼミが多くなった周辺
でやっと鳴き声がしました。初鳴きか　

八田康弘

31 兵庫 朝来市 和田山町安井　 近藤伸一

31 兵庫 洲本市 五色町鮎原下 12 時　　 尾崎真也

31 兵庫 神戸市 西区　地下鉄 名谷駅 17:30  1 頭 瓜生隆宏

8

1 京都 福知山市 8月 1日　福知山　市行積　7時 20 分 山段眞彦

1 兵庫 三木市
◎三木山森林公園　やっと初鳴きを観測し
ました。

川瀬真次

1 兵庫 丹波篠山市 ◎杉　ＡＭ８時ごろ　 河井典子　

1 兵庫 新温泉町
新温泉町久斗山、午前 9時ごろ集落上の山
沿いの雑木林で初鳴きを確認しました 

山本一幸

1 兵庫 豊岡市
11 時 祥雲寺 兵庫県立コウノトリの郷公園
東端の山 1 頭 

菅村定昌

1 兵庫 香美町 10 時半 村岡区相田 松金知香

3 山形 山形市 蔵王半郷 ようやく合唱になる 永幡嘉之

3 兵庫 宍粟市 波賀町　 近藤伸一

3 兵庫 神戸市
灘区八幡町、六甲八幡神社　1個体　今年初
めて聞く　初鳴かは不明　

吉田浩史

4 京都 綾部市 ◎高津町段 初鳴き 児玉裕美

4 兵庫 豊岡市 ◎但東町相田 初聞き 永井英司

4 兵庫 朝来市 7時半 立脇 尾崎真也

7 兵庫 南あわじ市 10 時頃八木馬回 松金知香

7 兵庫 神戸市  16：45 須磨区竜が台 1 頭 瓜生隆宏

7 兵庫 南あわじ市 8月 7日　三原町八木馬廻　 松金知香

9 大阪 枚方市
◎枚方上之町　1個体の鳴き声を 17:30 に確
認，当地では初鳴き．

植田義輔

10 兵庫 朝来市 生野町真弓　 近藤伸一

10 兵庫 神河町 福本　 近藤伸一

10 兵庫 市川町 屋形　 近藤伸一

10 兵庫 加西市 北条町東南・桑原田町 近藤伸一

10 兵庫 小野市 粟生町・天神町 近藤伸一

10 兵庫 三木市 三木山森林公園　 近藤伸一

11 大阪 交野市 交野市私市，２頭の鳴き声　 西元大作

11 兵庫 養父市 森　 近藤伸一

11 兵庫 朝来市 ◎ 7時 朝来での僕の初聞き 尾崎真也

12 京都 福知山市 猪崎（三段池公園） 山段眞彦

13 兵庫 神戸市 14 時頃　灘区鶴甲　複数個体　 谷角素彦

8

16 京都 綾部市
9:30 頃　高津町段 12 日ぶりに裏山で鳴き
だしました。数は少ないですが時々鳴いて
います。 

児玉裕美

18 兵庫 高砂市 西畑高砂公園　 島崎正美

20 兵庫 神戸市
灘区深田町　JR 六甲道駅南側　曇　鳴き声
1個体　夕方　都市公園　通常ほとんどいな
いが、年に一、二度ぐらいは聞く　

吉田浩史

24 兵庫 神戸市
灘区八幡町、六甲八幡神社　晴　鳴き声 1
個体　

吉田浩史

24 兵庫 市川町 播但自動車道　市川サービスエリア　 近藤伸一

25 石川 珠洲市 正午過ぎ 上戸町寺社 湯宿さか本 多数 江田敏昭

25 兵庫 香美町 17 時 40 分 香住区相谷 尾崎真也

28 京都 京丹後市 13：30　弥栄町芋野 山段眞彦

29 京都 福知山市 6時 50 分 猪崎 山段眞彦

31 兵庫 神戸市
灘区八幡町、六甲八幡神社　曇り一時雨　
鳴き声 1個体　まだ鳴いている　

吉田浩史

31 兵庫 養父市 葛畑　 近藤伸一

9

2 大阪 枚方市
●　枚方上之町 1個体の鳴き声を 13:20 に
確認，当地では終鳴となる．

植田義輔

5 兵庫 朝来市 和田山町安井　 近藤伸一

11 兵庫
播磨科学公園都市周辺ではまだまだ元気で
す。

高橋弘樹

12 兵庫 朝来市 和田山町牧田・市御堂　 近藤伸一

14 兵庫 養父市 ハチ高原　h880 ｍ 近藤伸一

14 兵庫 宍粟市 波賀町飯見　複数個体鳴く　 浅田　卓

15 兵庫 朝来市 ●立脇　鳴きおさめ　 近藤伸一

15 兵庫 神戸市
灘区摩耶山町。摩耶山山頂（標高 702m）と
その周辺において、複数の鳴き声を確認し
た。

植田義輔

16 兵庫 姫路市 ●　青山　 岡嶋幹雄

16 兵庫 佐用町 船越　昆虫館　 八田康弘　

17 兵庫 神戸市
北区山田町　神戸市立森林植物園　複数鳴
く　

浅田　卓

26 兵庫 神戸市
摩耶山町。摩耶山山頂とその周辺において 1
個体の鳴き声を確認した。

植田義輔

28 兵庫 三木市 ●三木山森林公園　鳴きおさめ　 川瀬真次

29 兵庫 佐用町 船越　佐用町昆虫館 齋藤泰彦

29 兵庫 加西市 古法華　 広畑政已

10 5 兵庫 丹波篠山市
●　東古佐 )　少し鳴く　以降 10 月 20 日現
在まで鳴かない　

河井典子

ツクツクボウシ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

7

28 大阪 高槻市
原 神峯山寺　1個体がフルコーラスを 2回
鳴きました。

熊代直生

28 兵庫 朝来市 ◎立脇　17：50 ～ 55　1 個体初鳴き　 近藤伸一

28 兵庫 姫路市
広畑区夢前町の夢前川沿いで (山陽の線路
より南 )鳴いていた　

下山早苗

28 兵庫 豊岡市 下鉢山 8：45  高橋信

28 岡山 美作市 ◎原 初鳴き 藤本出

28 岡山 日生町 日生町頭島 16 時　 尾崎真也

30 兵庫 神戸市
◎北区有野台　例年より１週間ほど早い初
鳴き　

八田 康弘

31 京都 京丹後市 ◎網野町掛津午前 8時頃 1♂鳴き声確認　 松尾秀行

8

1 兵庫 香美町  12 時 村岡区板仕野 松金知香

1 兵庫 神戸市 22:30 須磨区竜が台 街灯のそばの木で 瓜生隆宏

1 兵庫 たつの市 ◎御津町黒崎にて、初鳴きを確認。 茂見節子

2 兵庫 神戸市 西区井吹台東町　1個体　鳴き声　 吉田浩史

2 山形 飯富町 ◎飯豊町添川 1 頭 初鳴き 永幡嘉之

3 京都 福知山市 18：20 猪崎 山段眞彦

3 兵庫 丹波篠山市 ◎東古佐ＰＭ２時ごろ　 河井典子　

3 兵庫 宍粟市 8月 3日　宍粟市波賀町　近藤伸一 近藤伸一

5 京都 綾部市 ◎高津町谷口 初鳴き 児玉裕美

5 兵庫 豊岡市 ◎ 16:22 但東町相田 初聞き 永井英司

6 兵庫 新温泉町 ◎午前 9時半久斗山。今年の初鳴きです。 山本一幸

6 兵庫 神戸市 10:30 須磨区竜が台 複数 瓜生隆宏

7 兵庫 南あわじ市 三原町八木馬廻　 松金知香

7 京都 綾部市 ◎高津町段 (裏山） 初鳴き 児玉裕美

7 三重 鈴鹿市 ◎ am6:00 三重県鈴鹿市高岡台 初鳴き 前川和則

7 兵庫 南あわじ市 10 時頃 南あわじ市八木馬回 松金知香

8 兵庫 豊岡市 13 時  兵庫県立コウノトリの郷公園 数頭 菅村定昌

8 兵庫 三木市 ◎三木山森林公園　初鳴き　 川瀬真次

10 大阪 枚方市 杉，中学校内から１頭の鳴き声　 西元大作
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11 兵庫 養父市 井ノ坪　 近藤伸一

11 兵庫 三木市 三木山森林公園　 奥津脩一郎

11 兵庫 朝来市 上八代　 近藤伸一

12 京都 京都市 左京区鹿ケ谷　 近藤太郎

12 兵庫 神戸市 5時 40 分 東灘区住吉山手 松金知香

12 石川 珠洲市
◎ 14 時 30 分頃 上戸町南方の荒廃竹林内 
初聴き 

江田敏昭

12 京都 福知山市 猪崎（三段池公園） 山段眞彦

13 大阪 枚方市
◎枚方上之町 1個体の鳴き声を確認，当地
では初鳴き　

植田光子

14 京都 綾部市 高津町段　 児玉裕美

15 兵庫 高砂市 高砂町農人町 島崎正美

17 兵庫 神戸市
◎ 午後 3時 40 分 西区伊川谷町有瀬 初鳴
き確認 

正井俊郎

17 東京 三鷹市　 三鷹市　初鳴き　 近藤太郎

18 大阪 茨木市 14 時過ぎ　大池　１頭　 谷角素彦

18 兵庫 朝来市 12:06 和田山町桑原 安積茂年

18 兵庫 新温泉町 17 時 新温泉町久谷  尾崎真也

19 兵庫 神戸市
灘区八幡町、六甲八幡神社　鳴き声 1個体
社寺林。ここでは初めて聞く　

吉田浩史

20 兵庫 朝来市 立脇　5:20 ～鳴き始める　 近藤伸一

24 兵庫 神戸市
灘区八幡町、六甲八幡神社　晴　鳴き声 1
個体　

吉田浩史

24 兵庫 神戸市 12:00 須磨区竜が台 複数しきりに鳴く 瓜生隆宏

25 石川 珠洲市 正午過ぎ 上戸町寺社 湯宿さか本 多数 江田敏昭

26 兵庫 神戸市
東灘区田中町、JR 摂津本山駅南側　晴　1
個体　神戸市街地では珍しい　

吉田浩史

28 兵庫 神戸市
東灘区田中町、中之町公園　曇　午後 5時
半ごろ　鳴き声 1個体　26 日の地点から約
200m 南西　

吉田浩史

28 京都 京丹後市 13：30 弥栄町芋野 山段眞彦

29 京都 福知山市 6時 50 分 猪崎 山段眞彦

31 兵庫 神戸市
灘区八幡町、六甲八幡神社　曇り一時雨　
鳴き声 2個体　まだ鳴いている　

吉田浩史

31 兵庫 宝塚市 13 時頃　末成町 (末成公園 ) 1 頭 松金知香

31 兵庫 養父市 葛畑　多数 近藤伸一

9

5 兵庫 朝来市 和田山町安井　 近藤伸一

15 兵庫 養父市 ハチ高原　h880 ｍ　 近藤伸一

15 兵庫 神戸市
灘区摩耶山町。摩耶山山頂（標高 702m）と
その周辺において、多数の鳴き声　を確認
した。

植田義輔

16 兵庫 佐用町 船越　昆虫館　 八田康弘　

19 兵庫 赤穂市 ●加里屋　 岡嶋幹雄

19 兵庫 三木市 三木山森林公園　まだ多数鳴いている　 川瀬真次

25 兵庫 宍粟市 山崎町国見の森　 広畑政已

26 兵庫 神戸市
灘区摩耶山町。摩耶山山頂とその周辺にお
いて 5個体程度の鳴き声　

植田義輔

26 兵庫 豊岡市 中郷　複数鳴く　 近藤伸一

26 兵庫 神河町 峰山高原　 広畑政已

26 兵庫 たつの市 ●御津町黒崎での鳴き納め　 茂見節子

29 兵庫 朝来市 ●立脇　複数の鳴き声　 近藤伸一

29 兵庫 佐用町 船越　佐用町昆虫館　 齋藤泰彦

29 大阪 枚方市
●枚方市枚方上之町 1個体 14:50 に確認，
終鳴となる．

植田義輔

29 兵庫 加西市 古法華　 広畑政已

30 兵庫 赤穂市 加里屋　 岡嶋幹雄

10

5 兵庫 丹波篠山市
●市東古佐　少し鳴く　この日以降鳴かな
い　

河井典子

9 奈良 橿原市
南山町南山　13：27晴27℃　3－4回鳴いた。
同じ個体と思われる。

宮武頼夫

10 兵庫 三木市 ●三木山森林公園　 川瀬真次

10 兵庫 加古川市
志方町　稲刈りの真最中、16：30 すぎ、1
♂元気よく鳴いていました。

竹内　隆

13 東京 調布市
●調布市深大寺「神代植物公園」鳴きおさ
め　

浅田　卓

14 兵庫 佐用町
昆虫館で 15 時ごろ 1頭の鳴き声を確認しま
した。

高橋弘樹

15 奈良 橿原市
南山町南山　午前 11 時 1 分　晴 20.7℃　1
♂　数回鳴いた　

宮武頼夫

エゾゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

7 17 山形 山形市 ◎　西蔵王神尾 2 個体 初鳴き 永幡嘉之

8

1 京都 与謝野町 加谷与謝峠 7 時 30 分　 尾崎真也

1 大阪 千早赤阪村
金剛山山頂　鳴き声を聞き、抜け殻を見つ
けました（7月 23 日に行った時には抜け殻
はありませんでした）。

金子留美子

8

3 兵庫 神戸市
灘区六甲山町（六甲有馬ロープウェーの六
甲山頂駅～極楽茶屋跡）11 時頃に多数の鳴
き声を確認．

植田義輔

3 兵庫 神戸市
灘区摩耶山町（摩耶山山頂とその周辺） 4 ～
5 個体の鳴き声を確認した（12:55 ～ 13:55）

植田義輔

9 兵庫 神河町 13 時半 川上とのみね高原 標高 863m 尾崎真也

10 奈良 御所市
金剛山頂上のブナ林より下方で数頭の鳴き
声　

宮武頼夫

26 兵庫 神戸市

北区有野町唐櫃・北区有馬町。（番匠屋畑尾
根：極楽茶屋跡～湯槽谷山～灰形山～落葉
山～有馬温泉）。極楽茶屋跡の近傍（標高
833m）から灰形山の近傍（標高 586m）にか
けての 9地点において断続的に鳴き声を確
認した。なお、各地点での鳴き声の数は、1
個体～ 5個体程度であった。

植田義輔

31 京都 京丹後市
弥栄町　太鼓山　ミンミンゼミとツクツク
ボウシの蝉しぐれのなか、少数のエゾゼミ
の鳴き声を確認しました。

松尾秀行

9

7 兵庫 神戸市

灘区六甲山町～東灘区本山町森。極楽茶屋
跡（標高 866m）から西おたふく山の近傍（標
高 850m）において複数個体の鳴き声を確認
した。

植田義輔

7 兵庫 神戸市
東灘区本山町森。西おたふく山の近傍から
六甲山山頂（標高 931m）において複数個体
の鳴き声を確認した。

植田義輔

7 兵庫 神戸市

東灘区本山町森～北区有馬町。六甲山山頂
から射場山の近傍（標高 605m）にかけての
2地点において、それぞれ複数個体の鳴き声
と 1個体の鳴き声を確認した。

植田義輔

14 兵庫 養父市 別宮　 中村康弘

14 兵庫 養父市 ハチ高原　h860 ｍ　1個体数回　 近藤伸一

15 兵庫 神戸市

×灘区摩耶山町。摩耶山山頂（標高 702m）
とその周辺において、12:00 頃から 1時間程
度調査を実施したが、エゾゼミの鳴き声は
未確認　晴

植田義輔

15 兵庫 神戸市

灘区六甲山町。六甲ケーブルの六甲山上駅
の近傍（標高 738m）と油コブシを経由する
登山道の標高 666m 地点、各 1個体の鳴き声
確認した。　

植田義輔

19 兵庫 西宮市

越水字社家郷山。東六甲縦走路の県道 16 号
明石神戸宝塚線の標高 837m 地点から船坂峠
（標高 663m）の間の標高 695m 地点で 2個体
の鳴き声を確認

植田義輔

19 兵庫 西宮市

山口町船坂。東六甲縦走路の船坂峠から大
平山の間の標高 684m 地点と標高 667m 地点
の 2地点において、それぞれ 1個体、2個体
の鳴き声を確認した。なお、大平山から宝
塚市伊子志に至る東六甲縦走路においては、
エゾゼミの鳴き声は確認できなかった。

植田義輔

26 兵庫 神戸市
×灘区摩耶山町。摩耶山山頂とその周辺、
11:00 頃から 13:30 まで調査。エゾゼミの鳴
き声は確認できなかった。天候は晴

植田義輔

26 兵庫 神戸市
灘区六甲山町。極楽茶屋跡の近傍 14:38 に、
1個体の鳴き声を確認。

植田義輔

コエゾゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

7
18 岩手 盛岡市 藪川 声 永幡嘉之

18 岩手 岩泉町 早坂峠 抜け殻（声はせず） 永幡嘉之

8 5 兵庫 養父市 9時 30 分 氷ノ山 大段平 多数 菅村定昌

アカエゾゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

8 10 奈良 御所市
金剛山頂上のブナ林　鳴き声多数、飛翔中
も 2頭目撃、抜け殻 10 個　

宮武頼夫

チッチゼミ 2019

月 日 府県 市町 記事 氏名

8
26 兵庫 三木市 三木山森林公園 11 時　2匹を目撃　 奥津脩一郎

28 京都 京丹後市 13：30 弥栄町芋野 山段眞彦

9

2 兵庫 三木市 三木山森林公園　1♀採集　 奥津脩一郎

7 兵庫 たつの市 龍野町片山の民家の外灯でメスを捕獲　 高橋弘樹

19 兵庫 三木市 三木山森林公園　かなり鳴いている　 市橋大輔

複数種・その他 2019

月 日 府県等 市町 記事 氏名

7
8 中国 重慶 クマゼミに似た蝉が鳴いています。 竹田真木生

1213 高知 大月町
満地（あまじ）で機械の騒音のようなキュ
ウシュウエゾゼミの大合唱を聞いています　

高橋弘樹
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3 兵庫 神戸市

灘区六甲山町（六甲有馬ロープウェーの六
甲山頂駅～極楽茶屋跡）11 時頃に多数の鳴
き声を確認．ここでは霧が出ると多数のヒ
グラシが鳴き，霧が晴れて陽が射すとヒグ
ラシが鳴き止んで，多数のエゾゼミが鳴く
様子を確認した．
灘区摩耶山町（摩耶山山頂とその周辺），エ
ゾゼミ 4～5個体の鳴き声を確認した（12:55
～ 13:55），同時にアブラゼミ（2個体），ヒ
グラシ（1個体），ニイニイゼミ（4～ 5個体）
の鳴き声を確認した．

植田義輔

10 奈良県 御所市

8月 10 日　金剛山頂上のブナ林　アカエゾ
ゼミの鳴き声多数、飛翔中も 2頭目撃、抜
け殻 10 個、午後 3時頃からヒグラシが多数
鳴いた。ブナ林より下方で、エゾゼミの鳴
き声数頭。ミンミンゼミの鳴き声も 1頭。　

宮武頼夫

12 京都 福知山市

猪崎（三段池公園）AM5：30 ～ 9：00  朝か
らセミ真っ盛りヒグラシ、ニイニイゼミ、
アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミ、ツ
クツクボウシ 

山段眞彦

14 京都府 綾部市

高津町段　連日、早朝はヒグラシ、午前中
はクマゼミ、時間関係なくニイニイゼミ、
アブラゼミ、ツクツクボウシがうるさいく
らいよく鳴いています。ミンミンゼミは初
鳴きの 8月 4日から数日間はわずかに聞こ
えましたが今は全く鳴き声きこえず。

児玉裕美

15 兵庫 朝来市

立脇　早朝からヒグラシ、次いでツクツク
ボウシとニイニイゼミ、午前中クマゼミ、
午後はアブラゼミが優勢、ミンミンゼミも
時々鳴く　

近藤伸一

18 兵庫 神戸市

須磨区竜が台 周りでいろいろなセミが鳴い
ている。クマゼミ 7：00 ～ 10：00/ アブラ
ゼミ 1 日中 /ツクツクホウシ 10：00、14：
00、16：00/ ミンミンゼミ 15：00/ ツクツ
クホウシがよく鳴き、アブラゼミの死骸を
よく見かけるようになった。

瓜生隆宏

25 兵庫 神戸市

西区岩岡町　岩岡神社　8：00 ～神社の森で
アブラゼミ・ツクツクボウシ・クマゼミが
鳴く　例年はミンミンゼミも鳴くが、今年
は聞かない

近藤伸一

8

28 京都 綾部市

高津町段　ツクツクボウシ大変多数、アブ
ラゼミ、ミンミンゼミ、ニイニイゼミ時々、
早朝と夕方ヒグラシ等々はまだ鳴いていま
す。

児玉裕美

30 兵庫 朝来市

立脇　ツクツクボウシは一日中、ミンミン
ゼミは気温が高くなってから盛んに鳴くが、
アブラゼミは少ない。ヒグラシは夕刻に一
度鳴いた。

近藤伸一

31 岡山 美作市

原。久しぶりの晴。ツクツクボウシ、ミン
ミンゼミ、アブラゼミにクマゼミも。しか
しニイニイゼミ聞こえない。何時からかは
確認出来ず。

藤本出

31 兵庫 養父市

葛畑（ｈ 520 ｍ）まではツクツクボウシに
混じりアブラゼミ、ミンミンゼミが鳴き、
ハチ高原（ｈ 1000 ｍ～）ではツクツクボウ
シだけが鳴く　

近藤伸一

9

2 奈良 橿原市

木原町耳成山　晴れ　気温 30℃くらい。　
アブラゼミとツクツクボウシの鳴き声多数、
ミンミンゼミの鳴き声を数回聞いた（同じ
個体と思われる）　クマゼミ数頭の鳴き声。
自宅のある橿原市新賀町では、9月 3日朝も
まだクマゼミが数頭鳴いています。

宮武頼夫

4 アメリカ

9月 4日　アメリカでは同じ緯度領域で昔
はこんなにセミが鳴いていなかったのに、
Central Park でも首都のモールでもかなり
セミが鳴いています .温暖化で北上してき
たのか侵入したものが定着をしたのかわか
りませんがクマゼミに似たなきごえの喧し
い声を遅くまで響かせています。

竹田真木生

15 奈良 奈良市
奈良公園では、ツクツクボウシとミンミン
ゼミが鳴いていた。

宮武頼夫

26 兵庫 神戸市

灘区摩耶山町。摩耶山山頂とその周辺にお
いて、11:00 頃から 13:30 まで調査を実施し
たが、エゾゼミの鳴き声は確認できなかっ
た。天候は晴。エゾゼミ以外では、5個体程
度のツクツクボウシの鳴き声と 1個体のミ
ンミンゼミの鳴き声を確認した

植田義輔

ハルゼミ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

4

11 兵庫 宝塚市 ◎大原野西部　休耕田の周りの松林　 西本　裕

29 兵庫 明石市 ◎明石市松陰　 久保弘幸

29 京都 福知山市 ◎猪崎三段池公園 山段眞彦

30 兵庫 豊岡市 ◎但東町相田 1 頭 1 鳴き 永井英司

5

11 岡山 美作市 原 藤本　出

12 兵庫 宍粟市 山崎町五十波 尾崎真也

19 兵庫 朝来市 佐嚢高原　 近藤伸一

19 兵庫 朝来市 川上　 近藤伸一　

19 兵庫 養父市 奧米地 近藤伸一　

22 兵庫 宍粟市 山崎町五十波 尾崎真也

22 兵庫 香美町 小代区貫田 吉滝キャンプ場 永井英司

29 兵庫 豊岡市 市場 1 頭 菅村定昌

6

1 兵庫 加古川 ◎平荘町小畑 島崎正美

2 兵庫 朝来市 和田山町糸井渓谷　 近藤伸一　

5 兵庫 養父市 奥米地　 近藤伸一　

5 兵庫 豊岡市 出石町上村 近藤伸一　

8 兵庫 朝来市 上八代　 近藤伸一　

12 岡山 真庭市 上徳山 数頭 永幡嘉之

21 奈良 王寺町 畠田２の山林　10:40 頃　複数頭　 西元大作

26 兵庫 養父市 森 近藤伸一　

27 兵庫 朝来市 ◎立脇　 近藤伸一　

27 京都 福知山市 猪崎三段池 山段眞彦

28 兵庫 朝来市 和田山町安井 近藤伸一　

ヒメハルゼミ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

7 23 兵庫 豊岡市 城崎町湯島 本住寺裏山 数頭 菅村定昌

エゾハルゼミ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

5 17 山形 山形市 土坂 1 頭 永幡嘉之

7
3 山形 小国町 小玉川 永幡嘉之

20 兵庫 養父市 氷ノ山大段平〜大屋避難小屋 多数 菅村定昌

ニイニイゼミ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

6

20 兵庫 稲美町 ◎（万葉の森） 　 久保弘幸

21 奈良 王寺町 畠田２の山林 14:30 頃　1頭　 西元大作

21 兵庫 西宮市 ◎ 豊楽町豊楽公園 松金知香

23 山形 山形市 ◎蔵王半郷 1 頭  永幡嘉之

24 奈良 橿原市 醍醐町　 林　太郎

26 兵庫 明石市 ◎魚住町 　 久保弘幸

26 岡山 美作市
◎原 気温 27 度だが湿度は 83％。蒸し暑い
! 

藤本出

27 京都 福知山市 猪崎三段池公園 山段眞彦

26 京都 福知山市 長田野町 30℃を超えた蒸し暑い日 大槻浩

27 兵庫 香美町 小代区神水 寺川庸一

28 兵庫 三木市 福井字三木山　 浅田　卓

29 岡山 吉備中央町 上竹 1 頭 永幡嘉之

7

1 高知 高知市 朝倉西町 植松蒼

1 兵庫 神戸市 中央区大倉山 数匹  瓜生隆宏

1 兵庫 香美町 小代区大谷 山本一幸

2 山形 小国町 小玉川 永幡嘉之

2 兵庫 丹波市 ◎氷上ヒノキ林 初聞き 尾崎真也

5 京都 綾部市 ◎高津町 初聞き 児玉裕美

5 兵庫 姫路市 ◎手柄中央公園　 蛭田永規

8 大阪 茨木市 東中条町（複数個体の鳴き声）　 谷角素彦

表 3　種類別セミの鳴き声情報 2020（◎初めて鳴き声を確認　●最後の鳴き声確認　×鳴いていない）．
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7

8 兵庫 神戸市 垂水区海神社 岡林りえ

9 兵庫 神戸市 ◎西区井吹台　1個体　 吉岡朋子

12 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城周辺 数匹 那倉智行

14 兵庫 豊岡市 日高町堀 日高東部健康福祉センター 1 頭 菅村定昌

18 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 数頭 菅村定昌

19 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一

20 兵庫 朝来市 田山町安井 近藤伸一

20 兵庫 養父市 鵜縄 多数 菅村定昌

23 兵庫 豊岡市 城崎町湯島 本住寺裏山 多数 菅村定昌

24 広島 三原市 頼兼町 山段眞彦

24 兵庫 佐用町 船越　 近藤伸一

26 兵庫 朝来市 和田山町市御堂　 近藤伸一

8

2 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一

3 兵庫 新温泉町 歌長 多数 菅村定昌

8 兵庫 豊岡市 祥雲寺 県立コウノトリの郷公園 多数 菅村定昌

10 兵庫 神戸市 東灘区住吉山手 松金知香

10 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

15 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 多数 那倉智行

31 岡山 美作市 ●市原 鳴き納め 藤本出

9 9 京都 京都市 左京区松ヶ崎 山間部 1 匹 那倉智行

クマゼミ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

6

9 兵庫 神戸市 ◎東灘区魚崎南町　初鳴、街路樹　 吉田浩史

20 兵庫 神戸市 東灘区魚崎南町　2個体鳴いている。公園内　吉田浩史

23 兵庫 神戸市 東灘区魚崎南町　1個体鳴いている。　 吉田浩史

7

5 兵庫 姫路市 手柄中央公園　採集　 蛭田永規

5 奈良 橿原市 ◎新賀町　午前ワンフレーズ鳴いただけ　　　　　　　　　　　　　　宮武頼夫

1 兵庫 明石市 ◎大久保町　（鳴き声なし姿の確認のみ） 久保弘幸 

1 大阪 茨木市 並木町（朝、１頭の鳴き声が聞こえた） 谷角素彦

5 高知 高知市 曙町 合唱 植松蒼

5 兵庫 明石市 ◎ 東野町 正井俊郎

9 兵庫 神戸市 ◎中央区下山手通　県庁２号館前緑地 数匹 瓜生隆宏

8 兵庫 神戸市 西区井吹台東町。　3匹の合唱です。 吉岡朋子

8 大阪 茨木市 ◎阪急茨木駅付近桜の木　
金子留美
子

8 京都 京都市 ◎西京区　阪急松尾大社そば桂川桜並木　　
金子留美
子

10 大阪 大阪市 中央区北浜 野口明美

11 徳島 松茂町 松茂町 西岡純

12 京都 京都市 伏見区 あちこちで合唱 那倉智行

15 兵庫 神戸市 須磨区須磨浦公園 吉田浩史

16 兵庫 神戸市 西区岩岡町岩岡　 近藤伸一

17 京都
福知山市神

戸市
長田野町 大槻浩

18 兵庫 神戸市 中央区　マンション 5F で撮影　
中川貴美
子

19 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

19 京都 綾部市 ◎高津町  児玉裕美

20 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 多数 瓜生隆宏

21 兵庫 福崎町 ◎南田原 尾崎真也

24 広島 三原町 頼兼町 山段眞彦

26 岡山 美作市 川北　 藤本出

26 岡山 赤磐市 周匝 多数　 藤本出

28 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一

28 京都 京都市 伏見区桃山井伊掃部  竹下順子

31 京都 京丹後市 丹後町久僧 山段眞彦

31 兵庫 豊岡市 ◎日高町上石 1 頭 初鳴 菅村定昌

8

2 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一

2 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 多数 瓜生隆宏

5 兵庫 豊岡市 ◎但東町相田 初鳴き 永井英司

6 京都 京丹後市 峰山町丹波 山段眞彦

8 兵庫 豊岡市 祥雲寺 県立コウノトリの郷公園 1 頭 菅村定昌

10 兵庫 神戸市 東灘区住吉山手 松金知香

10 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

8
27 兵庫 神戸市 東灘区岡本 吉田浩史

28 兵庫 神戸市 東灘区魚住町　2個体 吉田浩史

9

2 兵庫 神戸市 垂水区苔谷公園 吉田浩史

4 兵庫 明石市 ●大久保町　以降鳴き声を聞かない 久保弘幸

6 三重 鈴鹿市 ● (alt.10m) 鳴き納めか ? 前川和則

6 兵庫 豊岡市 ●但東町相田 鳴き納め 永井英司

23 兵庫 神戸市 ●東灘区魚住南町　 吉田浩史

ヒグラシ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

6
27 兵庫 朝来市 ◎　朝来市立脇　 近藤伸一

30 兵庫 豊岡市 ◎但東町相田 初鳴き 永井英司

7

2 兵庫 丹波市 ◎氷上町氷上ヒノキ林 初聞き 尾崎真也

3 山形 小国町 ◎小玉川 初鳴き 永幡嘉之

4 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一

5 京都 綾部市 ◎高津町 初聞き 児玉裕美

8 岡山 美作市 ◎原  朝早くと日暮れ間近に数頭短時間 藤本出

8 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

8 京都 京丹後市 荒山 山段眞彦

9 京都 与謝野町 与謝 山段眞彦

10 兵庫 新温泉町 ◎久斗山 池ヶ平 雑木林で初鳴きを確認 山本一幸

11 兵庫 姫路市 夢前町護持　 下山早苗　

14 兵庫 神戸市 ◎北区有野台　初鳴き　 八田康弘

14 兵庫 香美町 ◎小代区神水 初鳴き 寺川庸一

15 兵庫 朝来市 和田山町桑原 南側の山 数頭 安積茂年

15 兵庫 佐用町 櫛田 2417 の自宅で 野村智範

15 兵庫 神戸市 西区井吹台谷口公園　 吉岡朋子

16 兵庫 豊岡市 京町 (裁判所裏 )神武山公園 北垣和也

16 兵庫 養父市 八鹿町三谷の山里 維田浩之

17 兵庫 神戸市 北区唐櫃台　
竹田真木
生

18 兵庫 川西市 　能勢電鉄畦野駅 18 時 30 分　 足立隆昭

20 兵庫 香美町
村岡区板仕野トロ川 トロ川氷ノ山林道沿い
スギ林 

尾崎真也

20 兵庫 養父市 氷ノ山大段平〜大屋避難小屋 少数 菅村定昌

20 兵庫 養父市 鵜縄 多数 菅村定昌

20 兵庫 西宮市 ◎山口町下山口 松金知香

27 兵庫 神戸市 ◎須磨区竜が台 1 匹  瓜生隆宏

8

2 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一

2 兵庫 豊岡市 納屋 多数 菅村定昌

10 兵庫 神戸市 東灘区住吉山手 松金知香

10 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

15 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 1 頭 那倉智行

29 兵庫 豊岡市 但東町 この後、9月 7日まで鳴かず 永井英司

31 岡山 美作市 ●市原 鳴き納め 藤本出

9
7 兵庫 豊岡市 但東町相田 フェーン現象の影響か ? 永井英司

8 兵庫 豊岡市 ●但東町相田 鳴き納め 永井英司

アブラゼミ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

7

3 山形 鶴岡市 ◎若葉町 (伝聞 ) 永幡嘉之

5 兵庫 姫路市 ◎手柄中央公園　 蛭田永規

14 兵庫 神戸市 ◎北区有野台　♀ 姿初認　　 八田 康弘

15 兵庫 佐用町 石井地区　
竹田真木
生

16 大阪 茨木市 水尾（１頭の鳴き声） 谷角素彦

17 兵庫 豊岡市
祥雲寺 コウノトリ文化館内 捕獲幼虫が羽
化を始めた 

菅村定昌

19 京都 福知山市 福知山市猪崎 山段眞彦

19 兵庫 豊岡市 江本 正木詔一

19 兵庫 朝来市 和田山町桑原 数分鳴く 安積茂年

20 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 少し  瓜生隆宏

21 兵庫 新温泉町 ◎久斗山 家の裏山の広葉樹林 山本一幸

23 岡山 美作町 ◎原 藤本出

24 広島 三原市 頼兼町 山段眞彦
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24 京都 綾部市 綾部市高津町 児玉裕美

25 兵庫 朝来市 和田山町市御堂　 近藤伸一

25 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一

26 兵庫 明石市 東野町 初現認 正井俊郎

8

2 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 多数 瓜生隆宏

8 兵庫 豊岡市 祥雲寺 県立コウノトリの郷公園 多数 菅村定昌

9 兵庫 佐用町 船越　 近藤伸一

10 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

15 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 多数 那倉智行

9

5 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

6 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 数匹 那倉智行

6 兵庫 豊岡市 日高町池上 1 頭 そろそろ終わりか？ 菅村定昌

9 京都 京都市 左京区松ヶ崎 山間部 数匹 那倉智行

11 岡山 美作市 市原 数頭 藤本出

11 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

13 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 1 匹 那倉智行

14 三重 四日市市 日永 (南部丘陵公園 alt.50m) 晴れ 前川和則

17 兵庫 豊岡市 市場 1 頭 菅村定昌

19 三重 鈴鹿市 高岡台 前川和則

ミンミンゼミ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

7

18 兵庫 神戸市 ◎須磨区竜が台 1 匹 瓜生隆宏

24 兵庫 神戸市 ◎西区伊川谷町有瀬 正井俊郎

25 兵庫 豊岡市 ◎祥雲寺 コウノトリの郷公園 1 頭 菅村定昌

25 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一

26 兵庫 豊岡市 ◎但東町相田 永井英司

26 兵庫 新温泉町 ◎久斗山の集落近くの山地雑木林 山本一幸

27 兵庫 明石市 ◎東野町 正井俊郎

29 兵庫 明石市 ◎大久保町 久保弘幸

25 兵庫 朝来市 和田山町安井　 近藤伸一

27 兵庫 高砂市 北浜町西浜　 下山早苗

31 兵庫 高砂市 西畑　 島崎正美

31 京都 福知山市 野花 野花郵便局近く 金谷栄子

31 京都 京丹後市 丹後町久僧 山段眞彦

31 兵庫 香美町 ◎香住区上計 寺川庸一

31 京都 綾部市 城山町 児玉裕美

8

1 岡山 美作市
◎原 梅雨が開けて晴れたら早速鳴きだした
! 

藤本出

1 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一

2 京都 綾部市 ◎高津町 初鳴き 児玉裕美

2 兵庫 豊岡市 納屋 数頭 菅村定昌

3 兵庫 新温泉町 歌長 数頭 菅村定昌

3 兵庫 豊岡市 ◎江野 僕の初聞き 尾崎真也

5 徳島県 鳴門市 里浦町坂田 数匹 西岡純

8 兵庫 豊岡市 祥雲寺 県立コウノトリの郷公園 1 頭 菅村定昌

8 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

10 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

15 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 1 頭 那倉智行

22 兵庫 加西市 上芥田町久学寺 尾崎真也

9

5 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

6 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 数匹 那倉智行

8 兵庫 市川町 市川サービスエリア　 近藤伸一

8 兵庫 神戸市 西区岩岡町　岩岡神社　 近藤伸一

9 兵庫 新温泉町 久斗山 村の下 鳴き声を確認 山本一幸

9 京都 京都市 左京区松ヶ崎 山間部 大合唱 那倉智行

9 兵庫 姫路市 姫路城 1 匹 力強く鳴く 瓜生隆宏

11 岡山 美作市 市原 藤本出

11 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

11 兵庫 明石市 ●大久保町　以降鳴き声を聞かない 久保弘幸

13 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 数匹 那倉智行

14 京都 京都市 左京区松ヶ崎山間部 多数 那倉智行

14 兵庫 朝来市 ●和田山町牧田　 近藤伸一

9

16 兵庫 養父市 ●森　 近藤伸一

16 京都 京都市 左京区松ヶ崎 山間部 那倉智行

17 兵庫 豊岡市 市場 1 頭 菅村定昌

19 兵庫 豊岡市 祥雲寺 県立コウノトリの郷公園 1 頭 菅村定昌

19 京都 福知山市 上川口 六十内山 金谷栄子

19 兵庫 豊岡市 但東町相田 永井英司

21 京都 京都市 松ヶ崎 山間部 2 〜 3 匹急激に減った。 那倉智行

21 兵庫 豊岡市 京町 亀山 正木詔一

22 三重 伊勢市 宇治館町 前川和則

22 兵庫 豊岡市 京町 亀山 正木詔一

22 兵庫 朝来市 ●立脇　 近藤伸一

24 京都 綾部市 ●高津町 鳴きおさめ 児玉裕美

24 兵庫 豊岡市 京町 亀山山中 正木詔一

10 3 兵庫 新温泉町 久斗山 自宅の裏山の雑木林で 山本一幸

ツクツクボウシ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名
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23 岡山 美作市 ◎原 初鳴き 藤本出

28 兵庫 朝来市 立脇　 近藤伸一

29 兵庫 豊岡市 日高町 神鍋高原の噴火口中腹のクヌギ林 山本一幸

29 兵庫 豊岡市 京町 正木詔一

30 兵庫 佐用町 ◎大撫山　（鳴き声多数） 久保弘幸

8

2 京都府 綾部市 ◎高津町 初鳴き 児玉裕美

2 兵庫 神戸市 ◎須磨区竜が台 初鳴き 瓜生隆宏

5 兵庫 高砂市 ◎松波町　 島崎正美

5 兵庫 養父市 ◎大屋町明延 僕の初聞き 尾崎真也

7 兵庫 神戸市 ◎北区有野台　初鳴き　 八田康弘

8 兵庫 豊岡市 祥雲寺 コウノトリの郷公園 1 頭 菅村定昌

8 京都 福知山市 猪崎 1 頭 山段眞彦

8 兵庫 福崎町 南田原 尾崎真也

9 兵庫 豊岡市 但東町相田 初鳴き 永井英司

9 兵庫 朝来市 立脇 尾崎真也

10 兵庫 神戸市 ◎住吉山手 初鳴き 松金知香

10 石川 珠洲市 正院町正院 江田敏昭

10 兵庫 香美町 ◎味取 初鳴きと思われます 寺川庸一

10 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

10 兵庫 西宮市 甲山森林公園 野口明美

15 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 多数 那倉智行

16 兵庫 朝来市 朝来市和田山町 盈岡神社 内藤絹子

19 兵庫 猪名川町 木間生  尾崎真也

20 兵庫 豊岡市 日高町栗栖野〜太田 神鍋山 多数 菅村定昌

25 兵庫 明石市 東野町 初鳴き 正井俊郎

9

5 京都 福知山市
9月 5日 12:00 京都府福知山市猪崎 山段眞
彦

山段眞彦

6 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 多数 那倉智行

7 兵庫 西宮市 東山台
浜ノ上史
子

8 兵庫 神戸市 西区岩岡町　岩岡神社　 近藤伸一

8 兵庫 市川町 市川サービスエリア　 近藤伸一

9 兵庫 新温泉町 久斗山 村の下 山本一幸

9 京都 京都市 左京区松ヶ崎 山間部 大合唱 那倉智行

9 兵庫 姫路市 姫路城 数匹 力強く鳴く 瓜生隆宏

9 兵庫 西宮市 国見台 4丁目 雨の合間に細い声で 
浜の上史
子

9 兵庫 朝来市 ●立脇 近藤伸一

11 兵庫 明石市 ●大久保町　現在　まだ鳴いている 久保弘幸

11 岡山 美作市 市原 藤本出

11 京都 福知山市 猪崎 山段眞彦

13 京都 京都市 伏見区 伏見桃山城 多数 那倉智行

14 京都 京都市 左京区松ヶ崎山間部 多数 那倉智行

16 京都 京都市 左京区松ヶ崎 山間部 那倉智行

19 京都 福知山市 上川口 六十内山 金谷栄子

19 兵庫 豊岡市 祥雲寺 県立コウノトリの郷公園 1 頭 菅村定昌

19 兵庫 神戸市 須磨区竜が台 1 匹 瓜生隆宏

20 兵庫 豊岡市 京町 亀山 正木詔一
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20 三重 鈴鹿市
高岡台 alt.10m 線路脇のアカメガシワ蘖に
て 

前川和則

21 京都 京都市 左京区松ヶ崎 山間部 数匹 那倉智行

21 兵庫 豊岡市 ×京町 亀山 聞こえず 正木詔一

21 兵庫 丹波篠山市 今田町 県立陶芸美術館 1 匹だが力強く鳴く 瓜生隆宏

22 三重 伊勢市 宇治館町 前川和則

22 兵庫 豊岡市 京町 亀山 正木詔一

24 兵庫 豊岡市 京町 亀山山中 正木詔一

24 兵庫 明石市 ●魚住町　　現在　まだ鳴いている 　 久保弘幸

26 兵庫 高砂市 ●曽根町日笠山　 島崎正美

27 兵庫 佐用町 ●昆虫館　まだ鳴いている　 久保弘幸

10

1 京都 綾部市 ●高津町 鳴きおさめ 児玉裕美

1 兵庫 豊岡市 但東町相田 永井英司

1 兵庫 豊岡市 三宅 1 頭が断続的に鳴く 菅村定昌

6 東京 三鷹市 井の頭公園 野口明美

11 京都 福知山市 猪崎 1 頭 山段眞彦

エゾゼミ 2020

月 日 府県 市町 記事 氏名

7

16 石川 珠洲市 上戸町 江田敏昭

20 兵庫 養父市 氷ノ山大段平〜大屋避難小屋 数頭 菅村定昌

20 兵庫 香美町
村岡区板仕野トロ川 トロ川氷ノ山林道沿い
スギ林 

尾崎真也

8

3 兵庫 新温泉町
扇の山 畑が平登山口〜山頂 少ない 標高
1060 〜 1080 1 頭 / 標高 1180 〜 1200 2 頭 /
標高 1280 3 頭

菅村定昌

7 京都 与謝野町 与謝 与謝峠 山段眞彦

12 兵庫 神河町 川上　とのみね高原 尾崎真也

チッチゼミ 2020
月 日 府県 市町 記事 氏名

9 21 京都 福知山市 猪崎三段池 山段眞彦


