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各賞受賞者の記録

年 表彰状

1948 折居彪二郎　

年 蜂須賀賞 奨学賞 感謝状 表彰状

1949 黒田長禮 藤村和男 黒田長禮

1950 内田清之助 日向富士雄

1951 山階芳麿 千葉光穂 小林重三

1952 鷹司信輔 小林平一 籾山徳太郎・安部幸
六 下村兼史

1953 清棲幸保 羽田健三 蜂須賀正氏　 寺岡　直・中西悟堂

1954 川村多実二　 永田洋平　 中西悟堂 中村幸雄

1955 （中止） 黒田長久　 高島春雄 大塚勝太郎

年 学会賞 奨学賞 感謝状 表彰状

1956 葛　精一 芳賀良一 山階芳麿 高橋永造

1957 小林桂助　 高田武夫 松山資郎 高田重雄

1958 山田信夫 高野伸二・塚本洋三 
・中村登流

1959 宇田川竜男 （該当者無） 石沢慈鳥　 岩田　巖

創立会員：会費なし，終身会員：
一時金 120円．

1947～1948年 名誉会員：会費なし，終身会員：
500円，維持会員：200円，普通
会員：50円．

1949～1952年 名誉会員：会費なし，終身会員：
500円，維持会員：200円以上，
普通会員：200円．

1953～1953年 名誉会員：会費なし，終身会員：
500円，維持会員：1000円以上，
普通会員：200円．

1954～1956年 名誉会員：会費なし，終身会員：
500円，維持会員：1000円以上，
普通会員：400円．

1957～1962年 名誉：会費なし，終身会員：一時
金 1万円以上，維持会員：一時金
2万円以上 /または年2000円以上，
普通会員：400円．

1963～1969年 普通会員：年 800円．

1970～1978年 普通会員：年 1500円．終身会
員：一時払は普通会員の年額の
30倍．維持会員：（一時払）普通
会員の年額の 60倍，（年払）普通
会員の年額の 6倍．

1978～1982年 普通会員：年 3000円（入会金
2000円）．

1982～1990年 普通会員：年 4000円（入会金
1000円）．維持会員：年 1万円．

1990～1992年 普通会員：年 5000円（入会金
1000円）．維持会員：年 1万円．

1993～2011年 普通会員：年 5000円（入会金な
し）．学生会員：3000円．維持会
員：年 1万円．

1999年 購読会員：年 5000円が追加され
る．

2002年 団体会員：年 10000円が追加され
る．
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年 学会賞 奨学賞 感謝状 表彰状

1960 （記載無） 伏原春雄・団野　薫 古賀忠通 和田千蔵

1961 黒田長久 佐藤春雄

1962
石沢慈鳥・池田真次
郎・松山資郎・丘　
直通

金井郁夫・千羽善次　

内田清之助・黒田長
禮・森　為三・松永
安衛・和田干蔵
Oberholser・葛　精
一・岡田喜一・石沢
慈鳥・山階芳麿・小
林重三・清棲幸保

下郡山誠一・三井高
遂

1963 小林英司 吉田直敏 田中徳太郎

1964 （該当者無） 渡部栄一・藤沢　格 
・細野哲夫 斉藤幸治 高野伸二

1965 羽田健三 吉良幸世・山本　弘 黒田長久 倉成栄吉・大町山岳
博物館

1966 （該当者無） 赤城昭夫・小笠原暠 C･M･Barnes 蒲谷鶴彦・星野嘉助　

1967 浦本昌紀 小沢敬次郎・倉田　
篤 野村利吉 斎藤春雄・中坪禮治

1968 中村登流 山本　弘 風間辰夫

1969 中村　司 （該当者無） 伊藤和明・岩松健夫

1970 立花繁信 阿部　学・中村浩志 H.E. McClure 武内貞親

1971 常木勝次 内田康夫 蓮尾嘉彪

1972 細野哲夫 門崎允昭・山崎博道 真野　徹

1973 千羽晋示・倉田　篤
山岸　哲・大八木昭 
・永田洋平・風間辰
夫

日本野鳥の会柏崎グ
ループ

1974 （該当者無） 飯島一良・母袋卓也 
・佐野昌男 原　正・小川浩司 白石乃爾

1975 （該当者無） 由井正敏
動物園水族館協会ト
キ保護実行委員会・
我喜屋良晴

1976 （該当者無） （該当者無） 林田恒夫・松井　繁

年 鳥学研究賞 奨学賞 感謝状 表彰状 その他の賞

1977 樋口広芳・重田芳夫 （該当者無） 内田清一郎

1978 正富宏之 唐沢孝一 井上元則 《デラクール賞》
山階芳麿

1979 （該当者無） （該当者無） 嶋田　忠

1980 杉森文夫 田中　裕 黒田長久

1981 横田義雄・呉地正行 
・大津真理子 森　信也・西出　隆 池田真次郎

1982 真野　徹 井上良和・平野敏明

1983 （該当者無） 小島幸彦 松山資郎

1984 （該当者無） （該当者無）
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年 奨学賞 感謝状

1985 伊藤信義

1986 （該当者無） 高野伸二

1987 内田　博 伊藤信義・津戸英守

1988 （記載無） 内田たづ

1989 石川俊浩

1990 鳥羽悦男

1991 笹岡久美子 清水和雄

1992 内田　博

1993 濱尾章二
竹下信雄・川内　博 
・唐沢孝一・福田道
雄

1994 山田　清 森岡弘之

1995 荒木田善隆・成田　　
彰

1996 （該当者無）

1997 （該当者無） 中村　司

1998 中村純夫

1999 （該当者無）

2000 （該当者無）

2001 遠藤菜緒子・清水義
雄

2002 （該当者無） 藤田　薫

2003 小池重人

2004 小岩井彰

年 研究奨励賞 奨学賞 感謝状

2005 （該当者無） 吉田保晴

2006 富田直樹 （該当者無）

2007 森　さやか （該当者無）

2008 松井　晋 堀江玲子

2009 （該当者無） （該当者無）

年 黒田賞 内田奨学賞

2010 天野達也 （該当者無）

2011 相馬雅代 （該当者無）




