
すずむし第 121号 1986年 6月 15日発行 

岡山県のウスバシロチョウ 渡辺和夫 

岡山県より採集した甲虫類の記録 山地治 

岡山県のコメツキムシ追録Ⅲ 渡辺昭彦 

トモンハナバチの記録 原田裕康 

岡山県で採集したコノマチョウ属について 林博之 

近年のタガメの生息及び生態 西崎健二 

岡山県のクビキリギス 近藤光宏 

鳥取県右手峠におけるカミキリムシの記録 福田元信 

岡山県未記録のキバチ類 渡辺昭彦 

大佐町大佐山調査会における採集品目録 倉敷昆虫同好会 

ギフチョウの産卵植物２例 中村具見 

おとしぶみ（短報） 

オニクワガタの新産地 山地治 

岡山県のカミキリムシ数種の記録 山地治･渡辺昭彦 

岡山市におけるタテジマカミキリの記録 脇本浩 

ベニツチカメムシの記録 近藤光宏 

高梁市におけるゴマシジミの記録 脇本浩 

クロコノマチョウの越冬記録 織田明文 

クロコノマチョウ秋型の採集記録 中村具見 

オオウラギンヒョウモンの採集記録 中村具見 

マイマイカブリ ナメクジをおそう 近藤光宏 

ヒョウモンエダシャクの異常型 中村具見 

シルビアシジミの異常型 林博之 

ヒロオビミドリ♀Ｂ型の記録 中村具見 

風早保男氏を偲んで   

風早先生を偲ぶ 青野孝昭 

風早先生と大佐山の思い出 近藤光宏 

風早先生の思い出 渡辺和夫 

    

すずむし第 122号 1987年 9月 30日発行 

阿新地域に産する鞘翅目昆虫 羽鳥祐之 

岡山県のスギタニルリシジミ分布資料 渡辺和夫 

スギタニルリシジミの生態小観察 林博之 

岡山県より採集した甲虫類の記録 山地治 

コノマチョウ属の採集記録及び飼育記録 林博之 

おとしぶみ（短報） 

ムラサキシジミの産卵行動 安井茂夫 

ニシキキンカメムシの新産地 渡辺和夫 

高梁市西部でウスバシロチョウを採集 中村具見 

ウラキンシジミＡ型♀（ab.aｋｉｏ）の記録 渡辺和夫 



ミヤマセセリの産卵行動 安井茂夫 

ギンイチモンジセセリの一産地 近藤要一 

クロコノマチョウを倉敷市で採集 小松恵 

タテハチョウ科２種の食草について 林博之 

ネジロハキリバチ遂に我家へ！ 原田裕康 

スズバチネジレバネの記録 原田裕康 

マルタンヤンマ Anaciaeschna martini Selys －倉敷市玉島の

柏島で小学生が採集－ 
重井博 

Trichosea属の蛾２種の記録 中村具見 

アナアキアシブトハナバチの新産地 原田裕康 

イマイツツハナバチ岡山県に産す 原田裕康 

キベリゴマフエダシャクを富村で採集 中村具見 

イシガケチョウの記録 小松恵 

    

すずむし第 123号 1989年 3月 31日発行   

岡山県から採集した水生半翅目(1985～1987年の採集記録） 山地治 

英田郡のナガサキアゲハの分布と越冬について 末宗安之 

ヒメハルゼミ岡山県で初記録 近藤光宏 

岡山県から採集したベニボタル 山地治･渡辺昭彦 

作東町周辺のウスバシロチョウの記録 末宗安之 

岡山県より採集した甲虫類の記録 山地治 

黒澤良彦先生記念講演の概要について 倉敷昆虫同好会 

おとしぶみ（短報） 

クマゼミの異常型？ 山崎晃 

川上郡川上町でウスバシロを目撃 渡辺和夫 

草間台地でギンイチモンジセセリ 渡辺和夫 

フジミドリシジミの採集記録 末宗安之 

キタテハの睡眠 安井茂夫 

作東町日指で採集したゼフィルスについて 末宗安之 

ルリタテハ秋型の早い記録 林博之 

ツマグロヒョウモンの一越冬態 織田明文 

イシガケチョウの採集例 中村具見 

作東町でグンバイトンボを採集 末宗安之 

成羽町のウスバシロチョウ 渡辺和夫 

    

すずむし第 124号 1990年 1月 31日発行 

上斎原村三が上産カミキリムシの記録 山地治 

ギフチョウの交尾観察例 渡辺和夫 

岡山県のコメツキムシ追録Ⅳ 渡辺昭彦 

岡山県より採集した甲虫類の記録 山地治 

1986，1987 年度の調査会における採集品目録 倉敷昆虫同好会 



名は態をあらわすか 黒澤良彦 

岡山県のカミキリムシ数種の記録･整理 山地治 

おとしぶみ（短報） 

プールで採集したコバネカミキリ 赤枝一弘 

ナミアゲハの黒化異常型 青野孝昭 

室内に飛び込んだヤンマについて 赤枝一弘 

高倉山のオオムラサキとスミナガシ 赤枝一弘 

ギフチョウの訪花例 安井茂夫 

シロヘリクチブトカメムシ本州初記録 近藤光宏 

西大寺でアオヤンマ 赤枝一弘 

日応寺でムカシヤンマ 赤枝一弘 

ヒメアカタテハの異常型 渡辺和夫 

    

すずむし第 125号 1990年 6月 30日発行 

岡山県のジョウカイボン相 今坂正一･山地治･渡辺昭彦 

伊藤芳明氏寄贈標本からの岡山県産昆虫目録［その１］ 小野洋 

岡山県より採集されたゴミムシダマシ科甲虫 渡辺昭彦･山地治 

総社市でウスイロコノマチョウを採集 難波圭吾 

川上町のイシガケチョウ 近藤要一 

真備町でクロコノマチョウ 渡辺和夫 

川上郡川上町のクロツバメシジミ 渡辺和夫 

倉敷市内でヒョウモンモドキを採集 小松恵 

建部町でムカシヤンマを採集 中村博仁 

データの追加について 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

加茂川町宇甘渓でクロコノマチョウを採集 中村具見 

梅の花に訪花する蝶 安井茂夫 

ヒメキマダラヒカゲの homoeosisの一例 中村具見 

    

すずむし第 126号 1991年 7月 31日発行 

岡山県中部（加茂川町）におけるアサギマダラ産卵と越冬の記

録 
河邉誠一郎 

加茂川町アサギマダラその後 河邉誠一郎 

伊藤芳明氏寄贈標本からの岡山県産昆虫目録［その２］ 小野洋 

岡山県より採集した甲虫類の記録 山地治･渡辺昭彦 

昆虫に学ぶ 窪津彰 

おとしぶみ（短報） 

鳥取県佐治村辰巳峠で採集した甲虫 2種の記録 山地治 

倉敷でウスイロコノマチョウを記録 近藤光宏 

ミドリシジミ異常型の採集例 大橋英雅 



クモによるギフチョウ卵の捕食 河邉誠一郎 

倉敷市でウスイロコノマチョウを採集 大橋英雅 

エゾミドリシジミ異常型の記録 大橋英雅 

鎌倉・横浜のアオマツムシ 近藤光宏 

総社市で３月にイシガケチョウを採集 渡辺和夫 

岡山県内で採集したカミキリムシ数種の記録･訂正 山地 治 

倉敷市でクロアゲハ無尾型を採集 大橋英雅 

六口島でクロコノマチョウ 近藤光宏 

成羽町でシンジュキノカワガを採集 中村具見 

クマゼミの異常型？ 近藤光宏 

クロコノマチョウを矢掛町で採集 中村具見 

    

すずむし第 127号 1992年 9月 31日発行 

ウスイロコノマチョウ－1991 年の採集記録 中村具見 

1991年  ウスイロコノマチョウとクロコノマチョウの採集記録 小松 恵 

1991年クロコノマチョウの採集記録 中村具見 

岡山市中島(百間川)の池で採集した昆虫 山地 治 

岡山県より採集した甲虫類の記録 山地 治･渡辺昭彦 

石垣島採蜂記 原田裕康 

中筋房夫先生記念講演の概要について 倉敷昆虫同好会 

おとしぶみ（短報） 

オオナギナタハバチを岡山県で採集 渡辺昭彦 

岡山市高島(児島湾内)からヒトオビアラゲカミキリ 山地 治 

シロアシクビナガキバチの採集記録 渡辺昭彦 

ウスイロコノマチョウ倉敷市で採集 土畑源作 

ヒメハラナガツチバチの雌雄型を採集 原田裕康 

偶産蛾３種の採集記録 中村具見 

クワガタムシの採集記録 2例 小松 恵 

美甘村のオナガシジミ採集記録 中村具見 

由加山のイシガケチョウとクロコノマ 近藤光宏 

チャイロホソヒラタカミキリの記録 赤枝一弘 

倉敷市でキンイロエグリタマムシ 松本吏樹郎 

久世町でムカシヤンマを採集 赤枝一弘 

由加山でクロコノマとウスイロコノマを 近藤光宏 

アブラゼミの遅い採集例 赤枝一弘 

センノキカミキリの遅い採集例 赤枝一弘 

真夏に倉敷でアサギマダラを 近藤光宏 

昆虫の長生き記録 3題 原田裕康 

カラスはヤママユの天敵？ 近藤光宏 

コノマチョウ属の記録若干 渡辺和夫 

    



すずむし第 128号 1994年 9月 30日発行 

最近の種松山山系のトンボ 守安 敦 

高梁川水系におけるアサギマダラの繁殖 河邉誠一郎 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

蒜山高原の興味深いハムシ 渡辺昭彦 

1992年に採集した八重山列島の蜂類について 原田裕康 

沖縄本島･宮古列島で採集した蜂類について 原田裕康 

吉備高原地域西北部のメスアカミドリシジミ（続報） 中村具見 

岡山県のオサムシ分布資料 山地 治 

おとしぶみ（短報） 

川上町と備中町でのイシガケチョウの記録 小路嘉明 

岡山県のコメツキムシ追録Ⅴ 渡辺昭彦 

ヨドシロヘリハンミョウの記録 赤枝一弘 

倉敷で採集したキバネツノトンボの記録 青野孝昭 

岡山県内のフトキクスイモドキカミキリの記録 山地 治 

ズボンに止まったコエゾゼミ 佐藤國康 

街中で得られたムラサキツバメ 中村具見 

県南におけるタガメの採集２例 青野孝昭 

フタイロチビジョウカイの記録 奥島雄一 

岡山市でタガメを採集 山地 治 

備中町でオナガシジミを採集 中村具見 

アカマダラコガネの再発見 奥島雄一 

サトキマダラヒカゲ玉野市で採集 土畑重人 

備中町でクロコノマチョウ採集 渡辺和夫 

イシガケチョウ－1992年の記録 中村具見 

クロカナブンの採集記録 青野孝昭･奥島雄一 

川上町でウスバシロチョウを採集 渡辺和夫 

旭町の南部におけるウスバシロチョウの一産地 中村具見 

後山の材からフタオビミドリトラカミキリが羽化脱出 渡辺昭彦 

県東部で採集したカミキリムシ数種の記録 山地治 

ソヨゴに集るカミキリムシ 岩出斉 

アオマツムシ岡山市で採集 河原宏幸 

高梁市西部でヒメシジミを採集 中村具見 

ミヤマカラスアゲハ春型の白色帯消失個体 小松恵 

イシガケチョウの目撃例 中村具見 

    

すずむし第 129号 1996年 2月 29日発行 

サツマシジミを大佐山で採集 広瀬正明 

岡山県のカラスシジミ分布調査記録 中村具見･渡辺和夫 

岡山県御津郡建部町田地子におけるヤンマ類の記録 澤田博仁 

キイロヤマトンボ幼虫を岡山県西部及び広島県東部で採集 守安敦 



岡山県におけるクロサナエの分布と新産地 守安敦 

岡山県から採集した甲虫類の記録･訂正 山地治 

ヒロオビミドリとハヤシミドリの混棲地について 中村具見 

浅野憲一氏の採集標本の中から 小松恵 

倉敷市立自然史博物館に寄贈されている故浅野憲一氏採集のチ

ョウ類標本 
青野孝昭 

岡山県南西部のウスバシロチョウ 広瀬正明 

岡山県におけるムカシトンボの分布と新産地 守安敦 

岡山県におけるタベサナエの分布と新産地 守安敦 

カラスシジミの寄生蜂について 渡辺和夫 

おとしぶみ（短報） 

倉敷市街地にてウラミスジシジミを採集 津田和良 

山陽町の蝶数種について 尾関啓吉 

ウラジロミドリシジミの倉敷市からの記録 青野孝昭 

メスアカミドリシジミの記録 山﨑法子 

ミドリヒョウモン暗色型♀の記録 土畑重人 

岡山市北部におけるヒロオビミドリの採集記録 中村具見 

データの訂正について 中村具見 

鬼ケ嶽温泉にてミヤマルリハナカミキリ採集 岩出斉 

クロシジミの記録２題 土畑重人 

アオマツムシの記録 近藤光宏 

オナガアゲハを備前市で採集 土畑重人 

真備町でウラジロミドリを採集 中村具見 

成羽町北部でのメスアカミドリシジミの記録 広瀬正明 

岡山市内におけるキイロヤマトンボ採集記録 大島康宏 

チャイロホソヒラタカミキリを倉敷市で採集 土畑重人 

英田町でのヒロオビミドリ採集記録 中村具見 

富村でヒロオビミドリを採集 中村具見 

    

すずむし第 130号 1996年 8月 31日発行 

岡山県産コガネムシ類の追加記録及び訂正 竹内幸夫･山地治 

キイロヤマトンボの岡山県における分布と新産地 守安敦 

伊藤芳明氏寄贈標本からの岡山県産昆虫目録[その 3] 小野洋 

吉備高原中部地域のメスアカミドリ分布調査記録 中村具見 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地治 

種松山のキイロヤマトンボ生息地について 守安敦 

おとしぶみ（短報） 

北房町でサツマシジミを採集 中村具見 

臥牛山における甲虫 2種の記録 土畑重人 

クロツバメシジミ川上郡川上町での採集記録 河原宏幸･太田亮二 

セグロバッタの記録 近藤光宏 



アカアシクワガタの岡山県における南限記録 松本吏樹郎 

市街地で得られた Catocala２種 渡辺和夫 

オオメコバネジョウカイの岡山県からの記録 奥島雄一 

キンケトラカミキリの記録 奥島雄一 

ウラゴマダラシジミを総社市で採集 土畑重人 

キヨウトアオハナムグリの採集記録 奥島雄一 

オツネントンボの記録 奥島雄一 

フジミドリシジミの遅い記録 松本吏樹郎 

ウスイロコノマチョウの早い記録 土畑重人 

イシガケチョウの採集記録 澤田博仁 

ハヤシミドリシジミの斑紋異常個体について 中村具見 

岡山県におけるヒラタタマバチ属の記録 松本吏樹郎 

ウラギンスジヒョウモンの採集記録 土畑重人 

クロカタビロオサムシの採集記録 土畑重人 

 


