正誤表
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「総目次集」正誤表
2003年11月4日
日本烏学会誌第51巻特別号，「総目次集」に以下
の誤りがみつかりました．お詫びして訂正します．
この「正誤表」から漏れている誤植や誤った用
法にお気づきの方は，引き続き，郵便または電子
メールで下記にお知らせください．学会ホーム
ページで追加公表し，数が多くなったら本誌上で
公表します．
ご協力のほど，よろしくお願いいたします．
連絡先：〒607−8352

メモrfcmco／〟∫〟ル〟r／c〟〃J∫272Yを挿入

p．92 （シマ）シジュウカラ
報文番号272Yを追加

p．93

シロフクロウとズアオアトリとの間にシ
ロボシキンパラエ0〃C血Jm／e上′CO∫／Jc／〟581

を挿入
p．93 スズメ
p．93 セッカ

コーポ寺岡3−A

報文番号272Yを追加

p，95 ツツドリ 報文番号451Yを追加
p．95 ドバトの行トキの行とトビの行との閃
に移動
p．95 最終行トラツグミ
報文番号772を追加

p．96 第1行 トラツグミ（雅椎名）
p．96 ノジコ

和名一学名索引

報文番号451Yを追加

p．95 （ツシマ）ヤマガラ

京都市山科区西野岸ノ下町29
E−mail：uranOrn＠mbc．ocn．nejp
「総目次葉」編集代表 浦野栄一郎

報文番号188を柑8Yに訂正

行全体を削除
報文番号432を432Yに計l仁

p．83 アカハラ 報文番号730を追加

p．96 ノビタキ 雑文番号730を追加

p．83 アケボノモドキとアシナガコシジロウミ

p．97 ハシブトガラス

ツバメとの間にアサヒスズメのl亜椎
〃goc人肌血ev（7〃ge／J〃αe＊（〟〆αe／0〃el′〟〃一

邦文番号432Yを追加
p．97 ハシポソガラス
報文番号432Yを追加

ge／加）581を挿入

p．85 オオアジサシとオオキパラノジコとの閃
に（オオ）カワラヒワ Cb血Jビ砧∫J〃′c〟
血w〟和郎占β451Yを挿入

p．86 オオヨシキリ
戟文番号272を272Yに訂ニロニ

p．87 カケス

雑文番号641，650，680，697，

698を64lY，650Y，680Y，697Y，
698†に訂正

p．87 カササギ 串良文番号432を432Yに訂正
p．88 キジの亜樺Pカα∫血〃〃∫CO／c力めJ∫SSP．を
Phasia77uSCO／chicLtSSubsp．に訂IE

p．88 キジバト 報文番号435，471を435Y，

p．98 ヒシクイ（亜稗宰■）〟几ゞピ「．伽α砧∫ビr一
J・Jm∫／r′．一 報文殊片677を追加
p．98 14行目 ヒドリガモ油化ぐ〟〝ビ〃e／叩e＊
（」〃α叩ピ〝e／叩e）37をヒドリガモ＊とし，
（加〟．叩ピ〃ビ／叩ビ）を削除し，1行上の雑文
番号363Yをこの行に移す

p．98 ヒヨドリ 雑文商号451Yを追加
p．98 ピンズイ 報文番号730を追加
P．99 ペニバシガラス ペニバシガラス ノ（ペ
ニハシガラス）に訂jヒ

p．99 ホオジロ 報文番号272Yを追加
p．100 ムクドリ 報文番号451Yを追加，322

471Yに訂正し，451Yを追加

を1322に訂正

p．88 キセキレイ 報文番号45IYを追加

p．100 ムジセッカ＊の（）内の学名を叫仙−

p．88 キビタキ キビタキ＊に訂正
p．88 上のキビタキとキマユホオジロとの閃
にキビタキ＊肋J∫C／c叩〟／〟〝肌J∫∫／〃〟＊

∫ぐ叩∫J∫．／．伽c助J∫に訂止
p．102 2行目ヨシガモ＊
報文番号363を追加

（昂ce血仏〝〟Ⅳ豆∫血）730を挿入

p．102 ヨシガモ×ヒドリガモ 学名を古附把／／〟

p．89 キンパラ秤′（ハタオリドリ科）をキン

．β／ぐ〟／e＊×ルねノでぐ叩e〝ビ／叩ビに訂正

バラ科 （カエデチョウ科）ploceidae＊
（Estrildidae）に訂正

p．90 ゴイサギ 和文番号272を272Yに訂正
p．90 （コ）カワラヒワ′′

学名一和名索引
P．103 月ぐm亡でpカ〟んJ∫〟川〝〟血〟C甜∫

報■文番ぢ・272を272Yに訂
報文番号45IYを追加

p．91 サンコウチョウの次にサンシヨウクイ

了†二し，399Yを追加
P．104 ノ4〝∫ビr．舟わ〝砧．−err／m∫／r豆

正誤表

Jββ

報文番号677を追加
p．104 ノ4〝∫ergαm占e／／f＊ 加∫ergα椚占eJf＊に訂正

との間に〟〝∫C′c甲〝Jα〃α化∫∫∫血＊（昂ce血ね

朋Ⅳね∫血）730を挿入

P．115 〃eocαJ叩カd∫′∫椚fた〟ゐ＊ と 〃eo〃eC什∫∫

p．104 ノ4出血J∫如（な∫0〃∫

報文番号730を追加
p．105 −4叩〟dJe肋椚αriJ血eた〟r∫／e〃∫∫∫＊ ナシマ
シギを亜種ナシマシギに訂正
p．106 G7血JeJね∫f〃血とCb血Je／由∫血血揖〃J泌
との間にCム〟〃e／ね∫f〝fcα肋wαm揖占α亜

種オオカワラヒワ 451Tを追加
p．106 Cαd〟eJ′∫∫加わα椚f〝Or

報文番号451Yを追加
p．107 Cfco〝∫αC．Cfco扇α＊（Cfco〃メβCfco〃ね）

Gco〝ねc．c∫co〝由だけとする

gr加〟∫＊との間に楠oc如！′αeVα〃geJ血e＊

（〟グ毎e加e帽〝ge肋αe）アサヒスズメの

1亜種581を挿入
p．116 0柁甲〃e〟∫／eル！Cα／αα血fce＊の和名を亜
種ムジセッカに訂正
p．116 0rわ／〟∫C肋e耶ね血dね〟∫＊の和名を亜種
コウライウグイスに訂正
p．116 0rわJ〟∫C柚e〝∫f∫γαmαmエ′用e＊の和名をコ
ウライウグイスのl亜種に訂正
p．116 助川∫Vαr血∫抽e〝∫J∫の最後に ＊ をつ
ける

p．107 C如血J〟ノ〟〝C∫d∫∫
報文番号45l†を追加

p，117 伶／励Jαゆf〝α＊と食rfcJ℃CO血相∫elJ∫／e−

p．108 Cocco′カ用〟∫／e∫C．捲〝〃占e愕′＊亜種小名は

g血αe＊との間に食rfcJ℃／〟∫d血「血加サ

ンシヨウタイ272Yを挿入

／∂〃〃占e愕f＊；J∂の後のブランクを詰める

p．117J）烏α血〝〟∫∫Oe肌用e巾gff∫C′〝／〟ね那＊亜種

p．108 Cbrv〟∫COm〝e
報文番号432†を追加

ヤマドリ とタカα∫ね〝〟∫∫Oe肌用er血g〃封止一

明伽＊亜種ウスアカヤマドリ との間に

p．108 Cbrv〟∫CO和〃e∫喝カαJe〃∫e＊の和名カラフ
トハシボソガラス〟を（カラフト）ハシ

p．118のPカα血〃〟∫∫Oem椚errJ〃g〃平eJg〃一

ボソガラスに訂正
p・108 Cbnw∫〝柑C′℃r／リ〝C力0∫

報文番号432Yを追加

汁fo〝αJf∫＊亜種ヤマドリ の行を移動・挿

入
p．11S タカ耶ぬ〃〟∫J叩〟α加q〟ゆαr血＊の和名を
亜種サイシュウキジ〝に訂正

p．108 C〃C〟J〟∫甲ね／〝∫たe／〟ge〝∫f∫＊（C．∫．∫β血和一
抽∫）の行をC〟C〝J〟∫励の行とC〟C〟／〟∫

p．118 P血〆edカササギ
報文番号432を432一に訂正

po／加甲力αJ〟∫の行との間に移動
p．108 C〟Cl血∫∫αJ〃相加

p．118 最終行をPloceidae＊（Estrildidae）キンバ
ラ科＃（カエデチョウ科）に訂正

報文番号451†を追加

p，109 βγ0占♂Je川血or〃少最be那f∫の最後に ＊
をつける
p．110 肋〃e加ルノcα／α＊（血相り以元血）

p．120 ふ㍑fco／αわ叩〟α／αノビタキ
報文番号730を追加
p．121∫′／甲J呼eJfαOr融ねJ∫∫キジバト

報文番号435と471を435Y

報文番号363を追加

と47l†に訂正し，45lYを追

p．111GαmJ〟∫g／β〃（ね「血

報文番号641，650，680，697，
698を641†，650†，680Y，697Y，
698一に訂正

p．111G′叩力甲カα血〃〟∫＊属（勘r〝7α庇〟S属）

加
p．1215■／〟r〝〟∫C血mce〃∫ムクドリ
報文番号451Yを追加
p．122 乃関わゆJのどJ関わ少／g∫Orノブと花成J∫α／r画一

報文番号288Tを288に訂正

ねr正＊との間に巧y〝g′′錯∫〟みn〆co肋コ

p．111Gr〟∫gr〟∫ 報文番号583を削除

モンシギ427を追加

p・112 月匝痺鵡川肌肌血

p．122 れ1rduschrysolausアカハラ

報文番号451Tを追加
p．114 エoc〟∫Je肋クね∫々e′とエ0〃C力〟用∫／r加αとの

p．122 乃J血∫血〟椚α（Zooタカem（ね〃椚α）乃〝d舶

報文番号730を追加

間に⊥0〝Cカ〝mJe〟CO∫如α シロボシギン

（ね打椚αの最後に＝＊いをつける

p．123Iお〝g中血∫舶z〟々f∫α止血〃∫ね＊ の和名を

パラ581を挿入

p．115 Motacillacinerea

（サイシュウ）コゲラ〝に訂正

報文番号451Yを追加
p．115 九九′∫Cfc叩叩αrVα＊と叫′C／e血〟椚er血〃α

以上

