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◎種名は太字，亜種名は細字で示した。種和名と亜種和名が同じ場合は太字で示した。
◎掲載ページの前に「水」とあるものは，その種または亜種が『日本の鳥 550 水辺の鳥』

に収録されている（解説で触れているのみの場合もある）ことを示す。
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