
すずむし第 108号 1972年 6月 15日発行 

岡山県の蝶  The Butterflies of Okayama Prefecture 倉敷昆虫同好会編 

音水及び坂谷国有林(兵庫県)のカミキリムシについて 黒田祐一 

オキナワシリアゲコバチを県下で記録 近藤光宏 

岡山県のカミキリムシ(追録) 平田信夫 

那須敏氏採集による福島県湯の花および南アルプスの Symphyta

広腰亜目 
近藤光宏 

岡山県のカミキリムシ新記録･新分布地 三宅宗夫 

岡山県未記録のカミキリムシ数種 山地治 

おとしぶみ（短報） 

オオムラサキとゴマダラチョウの自然交雑例 横田正義 

臥牛山でヒゲナガモモブトカミキリを採集 横田正義 

    

すずむし第 109号 1972年 8月 27日発行 

ベニモンカラスシジミ吉備高原新亜種の分布と生活史 難波通孝･那須敏･難波圭吾･中村具見 

隠岐の蝶採集記録 松野宏 

稲荷山の蛾 浮田美勝･槇本精二 

倉敷昆虫館新展示蛾類目録Ⅰ 槇本精二 

ナガサキアゲハの生態について 西島真也 

おとしぶみ（短報） 

ヒメノウマノオバチ新見市長屋で採集する 三宅宗夫 

ミズイロオナガシジミの産卵 西島真也 

蛾２題 西島真也 

プラスチックを食う虫 竹内幸夫 

    

すずむし第 110号 1973年 12月 15日発行 

ベニモンカラスシジミをめぐって 日浦勇 

ベニモンカラスシジミ中国地方亜種の新知見 難波通孝 

岡山県のゼフィルス分布生態メモ 中村具見 

ツマグロキチョウ Eurema laeta bethesba Janson の生態小観

察 
難波通孝 

岡山県未記録の蛾数種 渡辺昭彦 

鳥取県東部のヤマキマダラヒカゲについて 竹内亮 

1973年に採集した蝶から 渡辺毅 

ヒメシジミの分布記録取消について 渡辺毅 

蝶７種の産卵植物について 難波通孝 

蝶３種の飼育例 難波通孝 

Maddester雑語録(11) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

ヨツボシチビヒラタカミキリ岡山県内での新分布地 青野雅樹 



ヒトオビチビカミキリの記録 那須敏 

モリヤママドガ矢掛町の記録 守屋健次 

ニッコウナミシャク総社市での記録 渡辺和夫 

ウスイロコノマチョウを採集 渡辺毅 

クロコノマチョウを浅口郡金光町で採集 西島真也 

クロコノマチョウの記録２例 赤枝一弘 

ヒメシジミの新産地 難波圭吾 

クロツバメシジミの新産地 藤原敏栄 

ホシチャバネセセリの新産地 三宅誠治 

ホシチャバネセセリ２化について 難波通孝 

カラスシジミを阿哲郡三室で採集 難波圭吾 

ウラギンシジミの卵採集 三宅誠治 

ムラサキシジミの産卵 藤原敏栄 

ウラナミシジミの一観察 難波通孝 

川上郡備中町のミヤマカラスシジミとその飼育記録 難波通孝 

岡山県のミヤマカラスシジミの新産地について 難波圭吾 

広島東部のミヤマカラスシジミの新産地 難波圭吾 

スギカミキリを清音村で採る 渡辺和夫 

岡山県東部におけるムラサキツバメの発見 難波通孝 

ムラサキツバメの淡色型を採集 難波通孝 

アゲハチョウ３種の幼虫採集 吉田徹也 

広島東部のメスアカミドリシジミについて 難波圭吾 

ギフチョウの産卵例 河原正幸･山崎稔 

ナガサキアゲハの食樹ユズ 西島真也 

ミスジチョウ後期の飼育記録 三宅誠治 

カシワの枯枝よりヒメコブヤハズカミキリ Parechthistatus 

gibber Bates が羽化 
赤枝一弘 

ミドリケンモンの採集例 渡辺和夫 

ミヤマサナエを新庄村で採集 赤枝一弘 

    

すずむし第 111号 1975年 6月 20日発行 

臥牛山(高梁市)のカミキリムシについて 脇本浩･山地治･渡辺昭彦 

恵まれなかった対馬での採集 風早保男 

シロスジドウボソカミキリとその観察 青野雅樹 

蝶の吸水と訪花の記録１ 藤原敏栄 

ヘリコプターを使っての農薬の空散は自然を破壊する（予報） 

マツクイムシ防除のためのスミチオン散布について 
宇野弘之･青野孝昭･近藤光宏･重井博 

備中高松の天牛 －アカマツ林のカミキリムシ－ 山地治･分島徹人 

岡山県のカミキリムシ数種 山地治 

広島県高田郡白木町のシルビアシジミ 難波通孝 

倉敷市玉島地区のナガサキアゲハ  児童生徒の科学作品展から 近藤光宏 



フジミドリシジミの新産地と飼育例 難波通孝･三宅誠治 

深谷先生の思い出 黒田祐一 

深谷昌次博士を悼む 安江安宣 

深谷先生・スイムシ・アルバイト 近藤光宏 

深谷先生を偲ぶ 青野孝昭 

深谷先生のごせい去を悼む 小野洋 

    

倉敷市内でのイシガケチョウの記録 渡辺昭彦 

メスアカミドリシジミの新産地 難波通孝･那須敏 

モンシロチョウ Pieris rapae crucivora Boisduval を 12月中

旬に採る 
難波通孝 

臥牛山でオオキノコゴミムシが採れる 渡辺昭彦 

カラスシジミ Strymonidia w-album fentoni Butler の採集 渡辺毅 

ベニモンカラスシジミの訪花例 難波通孝 

スギタニルリシジミの新産地 難波通孝 

蛾２種の記録 赤枝一弘 

日応寺附近のトンボ２種 赤枝一弘 

モリヤママドガについて 赤枝一弘 

    

すずむし第 112号 1975年 12月 1日発行 

岡山県の広腰亜目（膜翅目）その１ 近藤光宏･三宅宗夫 

岡山県未記録の蛾 宇野弘之･槙本精二 

岡山県のゼフィルス（その採卵と飼育） 難波通孝 

岡山県産蝶類の生態に関する知見 難波通孝 

岡山県産蝶類の分布に関する知見 難波通孝 

阿新産の蝶二種について 渡辺毅 

岡山県のチョウ未発表の産地 尾さこ順三 

エゾスジグロチョウの新産地と食草について 中村具見 

蝶の訪花記録（その２） 難波通孝 

鈴虫の飼い方 難波稔明 

トビイロカミキリ Allotraeus sphaeriominus Batesの食痕につ

いて 
黒田祐一 

おとしぶみ（短報） 

イシガケチョウの幼虫を倉敷市六口島にて観察 富永栄作 

ハヤシミドリシジミの１産卵例 藤原敏栄 

倉敷市内でナガサキアゲハ春型の目撃 尾さこ順三 

ベニモンカラスシジミの訪花 尾さこ順三 

ミスジチョウを新見市長屋で採集 中村具見 

ヒメヒカゲの新産地 三宅誠治 

キタテハの行動について 風早保男 

ツクシリンガの新産地 中村具見 



臥牛山のカミキリムシ 2種 風早保男 

ムラサキツバメの新産地 中村具見 

岡山県内蝶採集例報告 荒喜斉 

    

すずむし第 113号 1976年 12月 28日発行 

岡山県の広腰亜目（膜翅目）その２ 近藤光宏･三宅宗夫 

久米町のヒロオビミドリシジミ，ウラジロミドリシジミ等の分

布について 
尾さこ順三 

話題の蛾の岡山県内記録について 宇野弘之･槙本精二 

高鉢山(鳥取県)のカミキリムシ 那須敏･山地治 

今年（1976 年）の蝶採集短報 渡辺毅 

伯耆大山でサツマシジミを採集 岸清己 

久米郡久米南町の蝶類 22種について 岸清巳･水島靖夫･岸洋司 

外国の蝶の話(Ⅲ) 水野弘造 

御津郡建部町入野の蝶８種 岸清巳･水島靖夫･岸洋司 

ヒロオビミドリシジミの産卵について 岸清巳 

福本のウスバシロチョウについて 山地治 

おとしぶみ（短報） 

柵原町の蝶２種 岸清巳 

モンクロベニカミキリの記録 水島靖夫 

イシガケチョウの１記録例 那須敏 

イシガケチョウを金甲山で採集 吉田嘉男 

臥牛山のチャボヒゲナガカミキリ 山地治 

ツメアカナガヒラタタマムシを総社市で採集 山地治 

アオバセセリを前島で目撃 那須敏 

    

すずむし第 114号 1977年 12月 28日発行 

岡山県のコメツキムシ 渡辺昭彦 

岡山･鳥取両県よりのナガクチキムシ採集記録･追加報告 山地治 

高鉢山(鳥取県)のカミキリムシ追加記録 那須敏･山地治 

苫田郡上斉原村の蛾 道信順 

蒜山高原でヒョウモンモドキ及びヒメシジミの幼虫を採集 竹内亮 

広島県東南部の蝶の分布 門田亨 

Maddester雑言録(12) 水野弘造 

むかしとんぼ 佐藤清明 

おとしぶみ（短報） 

臥牛山のマルモンサビカミキリ 山地治 

リンゴドクガの幼虫をレンゲツツジから発見 風早保男 

燈火に交尾飛翔するシロフフユエダシャク 風早保男 

ゴマダラチョウ幼虫の１観察例 風早保男 

狂い咲きのエニシダ？にウラナミシジミの産卵 風早保男 



総社市でナガサキアゲハの越冬蛹 風早保男 

西大寺のナガサキアゲハ 赤枝一弘 

ホシミスジとナガサキアゲハについて 水島靖夫 

イシガケチョウを備中町で採集 中村具見 

７月にとれたアカジマトラカミキリ 堀亘 

    

すずむし第 115号 1978年 12月 20日発行 

岡山県のイシガケチョウについて 難波通孝 

鳥取県のカミキリムシ数種 山地治 

ケブカマルクビカミキリの越冬態について 分島徹人･山地治 

岡山県産蝶類に関する知見 難波通孝 

岡山県より採集した甲虫類 山地治 

川上郡穴門山のカミキリムシ数種 三宅宗夫 

高鉢山(鳥取県)のカミキリムシ追加記録Ⅱ 那須敏･山地治 

ニジュウヤホシテントウと国語辞典の怪？ 安江安宣 

おとしぶみ（短報） 

久米南町でナガサキアゲハ 尾さこ順三 

キボシチビカミキリの記録 山地治 

チシャノキクキバチを四国で初記録 近藤光宏 

高梁市のダイコクコガネ 近藤光宏 

倉敷市でイシガケチョウを目撃 近藤光宏 

    

すずむし第 116号 1979年 12月 31日発行 

水無山国有林の蛾 槙本精二 

岡山県のオサムシ採集記録 山地治･脇本浩 

高鉢山(鳥取県)のカミキリムシ追加記録Ⅲ 那須敏･山地治 

岡山県のカミキリムシ数種の記録･訂正 山地治 

岡山県・鳥取県産蝶４種類の飼育観察例 竹内亮 

おとしぶみ（短報） 

倉敷市市内に於けるモンクロベニカミキリの記録 中西信一 

県北のトンボ４種 道信順 

鳥取県のカミキリムシ数種(Ⅱ) 山地治 

キリシマミドリシジミの異常産卵 竹内亮 

訪欧の旅で得た昆虫 近藤光宏 

    

すずむし第 117号 1980年 12月 31日発行 

アカネキスジトラカミキリ Crytoclytus monticallisus KOMIYA 

の生態について 
黒田祐一 

岡山県未記録のハムシ 今坂正一 

岡山県のナガサキアゲハについて 難波通孝 

久米郡でのチョウ５種の知見について 尾さこ順三 



高鉢山(鳥取県)のカミキリムシ追加記録Ⅳ 那須敏･山地治 

ムツボシタマムシ３種の記録 那須敏･山地治 

岡山県南部の注目すべき蝶３種 三熊良一 

岡山県南部のシンジュサンの記録 那須敏･三河内房子 

イシガケチョウの分布資料 中村具見 

アメリカ滞在中に得たカミキリムシ 三河内房子 

おとしぶみ（短報） 

ヒゲナガヒメルリカミキリ臥牛山に産す 竹内幸夫 

ダイセンシジミを賀陽町で採集す 難波圭吾 

蒜山でキバネセセリを採集 三熊良一 

オオキンカメムシの２記録 那須敏 

総社市でウスイロコノマチョウを採集 中村具見 

クロコノマチョウを倉敷で記録 近藤光宏 

赤磐郡塩木でケブカヒラタカミキリを採集 渡辺昭彦 

    

すずむし第 118号 1982年 10月 31日発行 

岡山県内ホタル生息調査報告 倉敷昆虫同好会 

岡山県のスズムシ現況調査報告 倉敷昆虫同好会 

創立 30周年記念講演について 倉敷昆虫同好会 

創立 30周年記念  台湾採集旅行の報告 浅野憲一･渡辺和夫･吉原一美 

台湾のクマゼミとニイニイゼミ 及川正博 

岡山県中南部における未記録の昆虫 原田裕康 

ヒョウモンモドキの飼育による知見 岡嶋秀紀 

おとしぶみ（短報） 

鳥取県西部のキリシマミドリシジミ一産地 中村具見 

岡山市内でスミナガシとアオバセセリを採集 及川正博 

アオスジアゲハの異常型を採集 及川正博 

アオスジアゲハの斑紋異常型 風早保男 

岡山県でナガサキアゲハの越冬を確認 岡田耕一 

ナガサキアゲハの分布と生態について 岡田耕一 

チャイロホソヒラタカミキリの記録 山地治 

ウラナミジャノメの２化を採集 織田明文 

ミヤマチャバネセセリを岡山市内で採集 織田明文 

テングチョウの第２化について 中村具見 

岡山市内のムラサキツバメ 中村具見 

訂正とお詫び 那須敏･山地治 

滝山において採集したチョウ 尾関啓吉 

岡山県西部におけるゴマシジミの採集例 門田亨 

大多府島(和気郡日生)を訪ねて 赤枝一弘 

南西諸島のカクモンシジミ 河邊誠一郎 

ハネビロトンボ倉敷市の南部白尾で初採集 熊野皓夫 



赤磐郡でウスバシロチョウ 尾関啓吉 

日名倉山のコキマダラセセリ 尾関啓吉 

    

すずむし第 119号 1984年 8月 31日発行 

岡山県におけるキマダラヒカゲ属の分布資料 織田明文 

岡山県のカミキリムシ数種の記録 山地治 

吉備高原地域西北部のメスアカミドリシジミ 中村具見 

黒岩高原７月のチョウ 近藤要一 

岡山県のコメツキムシ追録 I 渡辺昭彦 

高鉢山(鳥取県)のクワガタムシ 山地治 

高鉢山(鳥取県)のカミキリムシ追加報告Ⅴ 山地治 

おとしぶみ（短報） 

ミドリシジミ異常型の記録 織田明文 

賀陽町上竹におけるゼフ数種 渡辺和夫 

イシガケチョウ越冬個体の採集例 中村具見 

総社市におけるムラサキツバメの新産地 中村具見 

ウラナミジャノメ第２化の記録 中村具見 

ヒメウラナミジャノメ交尾行動の一観察 安井茂夫 

カラスシジミを草間で採集 渡辺和夫 

クロコノマチョウの採集記録 中村具見 

ウスイロコノマチョウを笠岡市で採集 近藤要一 

ミスジチョウの新産地 渡辺和夫 

モンキアゲハの飼育と越冬について 岡田耕一 

ウスバシロチョウ♀の白化個体 渡辺和夫 

クロツバメシジミの採集例 門田亨 

食草園で発生したチョウ 安井茂夫 

フサヒゲルリカミキリ岡山県に産す 近藤要一 

アゲハチョウ科の蛹の緑色型と褐色型について 岡田耕一 

岡山県内のセアカオサムシ 山地治 

鳥取県のカミキリムシ数種(Ⅲ) 山地治 

トビナナフシ岡山県北部に分布 重井博･近藤光宏 

ヤマトマダラバッタを沙美の海岸で！ 近藤光宏 

    

すずむし第 120号 1985年 4月 30日発行 

岡山県下でヒサマツミドリを採集 中村具見 

川上村明連渓谷のシジミチョウ 渡辺和夫 

岡山県のコメツキムシ追録Ⅱ 渡辺昭彦 

岡山県のカミキリムシ数種の記録 山地治 

岡山県より採集した甲虫類の記録・訂正 山地治･渡辺昭彦 

総社市のヒゲナガヒメカミキリ 竹内幸夫 

おとしぶみ（短報） 



臥牛山の材よりヒゲナガヒメカミキリ羽化脱出 福田元信 

ミドリシジミ類の黒紋消失個体について 渡辺和夫 

アカエゾゼミ蒜山でも記録される 近藤光宏 

蜂に寄生する甲虫 2種の記録 原田裕康 

ナガサキアゲハ岡山県東南部にも分布 原田裕康 

倉敷でクロアガハ無尾型を採集 青野孝昭 

ワタナベカレハを岡山県大佐町で採集 風早保男 

蝶の異常型２例 尾関啓吉 

ミズイロオナガシジミの異常型 近藤要一 

赤坂町におけるヒメヒカゲの採集記録 中村具見 

津山市下高倉におけるカミキリムシ 4種の記録 福田元信 

草間台地でヒメキマダラヒカゲを採集 織田明文 

コクワガタ♂の大腮異常型 原田裕康 

メスアカミドリシジミＯ型♀の記録 尾関啓吉 

イシガケチョウの新産地 織田明文 

岡山市内で採集したカミキリムシ２種の記録 山地治 

オニクワガタを中和村で採集 吉原一美 

ミヤマカラスアゲハを岡山市街地で採集 中村具見 

灯火に飛来した蝶 渡辺和夫 

 


