
すずむし第 131号 1997年 5月 31日発行(重井博先生追悼号) 

重井博先生著述目録   

重井博先生を偲んで 青野孝昭 

重井博先生を悼む（先生との思い出の中から） 小野洋 

重井先生の思いで 近藤光宏 

重井先生の思いで 守安敦 

岡山県におけるカワトンボ属分布調査結果について 倉敷昆虫同好会 

倉敷市立自然史博物館に寄贈されている重井博先生収集の岡山

県産トンボ類標本 
青野孝昭 

岡山県におけるナニワトンボの分布と新産地 守安敦 

岡山県におけるルリボシヤンマの分布と新産地 守安敦 

岡山県におけるオオルリボシヤンマの分布と新産地 守安敦 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地治 

岡山県のシャチホコガ 渡辺和夫 

おとしぶみ（短報） 

日本初の特異型シオヤトンボ－河内建氏が岡山市北郊で採集－ 小野洋 

庭で発生したミヤマカラスアゲハ 中村具見 

倉敷市内でウラミスジシジミを採集 土畑重人 

瀬戸内海沿岸におけるシロヘリハンミョウの記録 土畑重人 

キンケトラカミキリの記録 岩出斉 

旭川水系のグンバイトンボ，初採集記録 澤田博仁 

マルタンヤンマの記録 奥島雄一 

樹上で一冬を越したクマゼミの死体－山本隆朗氏が発見－ 小野洋 

    

すずむし第 132号 1997年 12月 25日発行 

岡山県のコガネムシに関する文献目録 高橋寿郎 

岡山県におけるグンバイトンボの分布と新産地 守安敦 

岡山県におけるハネビロエゾトンボの分布と新産地 守安敦 

岡山県におけるミヤマサナエの分布と新産地 守安敦 

岡山県におけるアオハダトンボの分布と新産地 守安敦 

イチモンジセセリの海岸での吸水行動の観察 土畑重人 

タガメを採集 山地治 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地治 

1960年代倉敷市の丘陵地，沖積平野で採集された甲虫類 青野孝昭 

ベトナムで買ったクワガタムシ 奥島雄一 

おとしぶみ（短報） 

ツマグロヒョウモンの異常型 広瀬正明 

サツマシジミを蒜山で採集 岡本博文 

ムネアカアワフキの記録 近藤光宏 

クビアカモモブトホソカミキリの遅い記録 山地治 

オオモモブトハナアブの記録 近藤光宏 



セマダラナガシンクイとチョウセンハナボタルの記録 青野孝昭 

倉敷市におけるアオマツムシの採集記録 近藤光宏･奥島雄一 

岡山県南でのアオマダラタマムシの記録 奥島雄一 

アカスジオオメクラガメの記録 近藤光宏 

英田郡のオオルリボシヤンマについて 末宗安之 

岡山県未記録のゾウムシ 3種 吉原一美 

シコクヒメコブハナカミキリの記録 山地治 

ナガシンクイムシ 2種の岡山県における記録 渡辺昭彦 

美作町でウラミスジシジミを採集 末宗安之 

    

すずむし第 133号 1998年 5月 20日発行 

岡山県及び周辺地域から採集したナガゴミムシ類（Ⅰ） 山地治 

岡山県内産アリスアブ属５種について 近藤光宏 

岡山県のツツキノコムシ科甲虫類分布資料 川那部真･吉原一美･青野孝昭･山地治 

津川川流域の興味深いカミキリムシ 渡辺昭彦 

広島県尾道市でのオオヨツスジハナカミキリの記録 山地治 

奄美大島･喜界島で採集した蜂類について 原田裕康 

1995年に採集した竹富島･波照間島の蜂類について 原田裕康 

1995年に採集した沖縄の蜂類について 原田裕康 

岡山県からのキアシシモフリコメツキ採集記録 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

キガオナガハナアブ岡山県内の記録３例 近藤光宏 

ミヤマサナエの記録の訂正・追加 守安敦 

勝央地方でのウラクロシジミの記録 末宗安之 

岡山県におけるムスジイトトンボの分布と新産地 守安敦 

トゲナナフシ岡山県初記録なる 近藤光宏 

岡山県からのヒサマツハチモドキハナアブの記録 近藤光宏 

    

すずむし第 134号 1999年 4月 30日発行 

岡山県内産アリ科採集品目録 近藤光宏 

岡山県内産ベッコウハナアブ（属）5種について 近藤光宏 

岡山県産ミズムシ類の記録 藤井陽子 

総社市，岡山市，吉井町，和気町で採集したムカシトンボ幼虫 守安敦 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地治 

台風 10号による洪水で漂着したゴミムシ 山地治 

岡山県御津郡建部町田地子におけるイトトンボ類及びトンボ類

の記録 
澤田博仁 

児島半島のゼフィルス 2種の採集記録 中村具見 

岡山県英田郡作東町の川で採集したトンボ幼虫 守安敦･近藤隆夫 

岡山県におけるグンバイトンボの 1998年の早期採集記録及び新 大島康宏 



産地について 

安江安宣先生を偲ぶ 河田和雄 

安江安宣先生の思い出 青野孝昭 

安江安宣先生の思い出 近藤光宏 

林匡夫先生の死を悼む 黒田祐一 

佐藤清明先生と岡山博物同好會 小野洋 

おとしぶみ（短報） 

臥牛山のミツオホシハナノミの記録 藤谷美文 

体長 30.6mmのナツアカネを採集 守安敦 

イシガケチョウの目撃記録 3例 近藤光宏 

岡山市高松でケブカマルクビカミキリを採集 山地治 

キオビホオナガスズメバチの採集記録 近藤光宏 

岡山市足守地区のスジボソヤマキチョウ 中村具見 

マダラツチカメムシの記録 近藤光宏 

ヒロオビミドリシジミの早期採集記録について 大島康宏･土畑重人 

岡山県内未記録のトラフホソバネカミキリが採集される 渡辺昭彦 

大佐山のウラクロシジミ 中村具見 

岡山県からハチモドキハナアブを記録 近藤光宏 

哲西町でギンイチモンジセセリを採集 中村具見 

岡山県産ムネアカアワフキの追加記録 近藤光宏 

チッチゼミ脱殻の記録と県内分布 近藤光宏 

ミズイロオナガシジミの尾状突起に奇形を持つ個体について 大島康宏 

スジグロチャバネセセリの新産地 中村具見 

クロアナバチのツユムシ狩り 近藤光宏 

オオヨツスジハナカミキリの記録 山地治 

フタテンカメムシの採集記録 近藤光宏 

晩夏に採集されたクロスジギンヤンマについて 大島康宏 

総社市のクモガタヒョウモンの記録 中村具見 

「トゲナナフシ岡山県初記録なる」の訂正 近藤光宏 

 

すずむし第 135号 2000年 3月 20日発行 

岡山県初記録のハバチ 2 種 篠原彰彦・奥島雄一 

児島半島のゼフィルス 2 種の調査記録 中村具見 

錦海塩田跡地のゴミムシ 山地 治 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

大室海岸で漂着ゴミから採集したゴミムシ類 山地 治 

篠原彰彦・奥島雄一岡山県からのハサミムシの記録 山地 治 

珍しいヤドリスズメバチの記録 近藤光宏 

吉永町のウスバシロチョウ 広瀬正明 

岡山県内甲虫分布記録種の訂正 青野孝昭 



おとしぶみ（短報） 

岡山県初記録のハバチ 2 種 篠原彰彦・奥島雄一 

児島半島のゼフィルス 2 種の調査記録 中村具見 

錦海塩田跡地のゴミムシ 山地 治 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

大室海岸で漂着ゴミから採集したゴミムシ類 山地 治 

篠原彰彦・奥島雄一岡山県からのハサミムシの記録 山地 治 

珍しいヤドリスズメバチの記録 近藤光宏 

吉永町のウスバシロチョウ 広瀬正明 

岡山県内甲虫分布記録種の訂正 青野孝昭 

岡山県初記録のハバチ 2 種 篠原彰彦・奥島雄一 

児島半島のゼフィルス 2 種の調査記録 中村具見 

錦海塩田跡地のゴミムシ 山地 治 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

大室海岸で漂着ゴミから採集したゴミムシ類 山地 治 

篠原彰彦・奥島雄一岡山県からのハサミムシの記録 山地 治 

珍しいヤドリスズメバチの記録 近藤光宏 

吉永町のウスバシロチョウ 広瀬正明 

岡山県内甲虫分布記録種の訂正 青野孝昭 

岡山県初記録のハバチ 2 種 篠原彰彦・奥島雄一 

 

すずむし第 136号 2001年 3月 20日発行 

岡山県のカトカラについて 中村具見・渡辺和夫 

岡山県から採集した陸生カメムシ類の記録 山地  治・福田元信 

山地治：岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

岡山県内で採集された甲虫類の分布資料[1] 青野孝昭 

岡山市足守地区のゼフィルスについて 中村具見 

大佐山.7 月上旬のゼフィルスについて 中村具見 

岡山県立森林公園調査結果報告 
伊藤國彦・中村具見・渡辺昭彦・渡辺和

夫 

笠岡市北木島調査報告 近藤光宏 

蛾類数種の記録 渡辺和夫 

おとしぶみ（短報） 

北房町でクロミドリシジミを採集 中村具見 

マーキングされたアサギマダラを採集 安田剛長 

アヤヘリハネナガウンカの記録 小野 洋 

山手村におけるミヤマクワガタの記録 渡辺和夫 

フェニックスから採集したシラホシハナムグリ 貝原千恵 

フタスジ型のオグマサナエ 守安  敦 

オオムラサキの採集記録数例 渡辺和夫 

すずむし第 135 号の訂正について 山地 治 



ツマグロキチョウの新産地 渡辺和夫 

ジョウザンミドリシジミの異常型 内田  光 

高梁市におけるウスバシロチョウの新生息地 広瀬正明 

賀陽町のミドリシジミの一産地 中村具見 

ギンヤンマ♂とヤブヤンマ♂の連結 守安  敦 

岡山県内で採集された注目すべき昆虫 渡辺昭彦 

吉備高原西部におけるオオヒカゲの記録 中村具見 

ミヤマカラスシジミの新産地 内田  光 

総社市北部でウスイロコノマチョウを採集 広瀬正明 

クロツバメシジミの異常型 中村具見 

胸側黒色条縮小型のヤマサナエ 守安  敦 

灯火に飛来したクロカナブン 渡辺和夫 

モンシロミズギワカメムシの記録 山地 治 

加茂町大釈山の蛾類 渡辺和夫 

 

すずむし第 137号 2002年 3月 31日発行 

岡山県のクロヒカゲモドキの分布資料 中村具見 

川上町穴門山神社の蛾類 渡辺和夫 

岡山県で採集したトンボ 守安 敦 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

岡山県から採集した昆虫類の記録 千田喜博 

岡山県内で採集された甲虫類の分布資料【2】 青野孝昭 

2001 年，クロミドリシジミの分布調査記録 中村具見 

ウラゴマダラシジミ，2001 年の調査記録から 中村具見 

新見市千屋花見，剣山山麓付近のゼフィルスについて 中村具見 

奥津町若曽付近，7 月上旬のゼフィルスについて 中村具見 

穴門山神社周辺のチビシデムシ 藤谷美文 

岡山県から採集した陸生カメムシ類の記録（Ⅱ） 山地 治・福田元信 

児島半島のチョウ類採集記録 中村具見 

岡山県野生生物調査検討会現地調査報告書 山地 治 

倉敷昆虫同好会年譜 小野 洋 

すずむし終日次 倉敷昆虫同好会 

おとしぶみ（短報） 

岡山県でオオセンチコガネを採集 宮国充義・中川邦隆 

美星町でメスアカミドリシジミを記録 中村具見 

ハマスズの記録について 近藤光宏 

ハマスズの記録について（続編）ハマスズの生息を確認 近藤光宏 

岡山県のウマオイについて 近藤光宏 

岡山県のカミキリムシ数種の分布記録 中野一成 

玉野市におけるヒメオサムシの採集記録 片山和久 

岡山市でヤノトラカミキリを採集 中野一成 



高鉢山（鳥取県）でケブトハナカミキリを採集 中野一成 

エゾミドリシジミの産卵位置異常の報告 内田 光 

井原市東部におけるメスアカミドリシジミの記録 中村具見 

ミンミンゼミを倉敷で捕獲 小野 洋 

「すずむし」の記事の訂正   

マダラウスバカグロウの記録 小野 洋 

恩原高原でエゾミドリシジミをコナラから採集 中村具見 

サトキマダラヒカゲの早期発生記録 織田明文 

ツマグロヒョウモンは蛸で越冬できるのか 織田明文 

 

すずむし第 138号 2003年 3月 31日発行 

岡山県北東部，那岐連峰から採集したナガクチキムシ 鈴木 茂 

トガリアメンボの岡山県・広島県東部への分布拡大 野崎達也・野崎陽子 

岡山県内で採集された甲虫類の分布資料〔3〕 青野孝昭 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地  治 

岡山県で採集したホソカタムシ類 鈴木  茂 

岡山県産甲虫類採集記録 鈴木  茂 

オオイトトンボの年 2 化の記録 守安 敦 

倉敷市立多津美中学校プールで羽化したウスバキトンボ 守安 敦 

岡山県産テントウムシ数種の記録 末長晴輝 

鳥取県産コメッキムシ採集記録（1） 岸井 尚・山地 治 

2002 年，クロミドリシジミ調査記録 中村具見 

鳥取県大山産甲虫目録 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

倉敷市内でヒメノコメエダシャクを採集 広瀬正明 

ウスイロコノマチョウの採集例 中村具見 

キイオオトラフコガネの記録 青野孝昭 

久々井海岸のヒゲブトハネカクシ 藤各美文 

星山でヒゲナガムシヒキを採集 近藤光宏 

イチジクヒトリモドキを採集 近藤光宏 

岡山県のクシヒゲチビシデムシの記録について 藤各美文 

倉敷市内におけるアリツカコオロギの追加記録 末長晴輝 

新見市小坂部ダム付近のウラクロシジミ 中村具見 

勝山町でウラクロシジミを採集 中村具見 

倉敷でツマグロキチョウの夏型を採集 近藤光宏・秋山直也 

八束村でスギタニルリシジミを採集 中村具見 

クロヒカゲモドキを総社市で採集 中村具見 

賀陽町大和山でメスアカミドリシジミを採集 中村具見 

 

すずむし第 139号 2004年 6月 30日発行 

岡山県から採集したカギバラバチ科の記録 斉藤光男・近藤光宏・原田裕康 



岡山県から幼虫で採集されたオオギンヤンマについて 大島康宏・奥島雄一 

岡山県から採集したミズカメムシ属 4 種の記録 野崎達也・野崎陽子 

コブシハバチ羽化 近藤光宏 

ニシキキンカメムシを多数確認 片山和久 

岡山県のカミキリムシ 千田喜博 

岡山県黒岩高原の甲虫採集記録 青野孝昭 

鳥取県産コメッキムシ採集記章（2） 岸井 尚・山地 治 

おとしぶみ（短報） 

六口島でヒョウタンゴミムシを採集 安田剛長 

人の手に乗り汗を吸うシルビアシジミの観察記録 市村敏文 

岡山県で採集されたホソカタムシの追加記録 鈴木 茂 

オキナワコアオハナムグリを種松山で採集 末長晴輝 

アサギマダラ 4 月の目撃例 渡辺和夫 

ヒゲナガムシヒキ過去の記録 近藤光宏 

ニシキキンカメムシ 5 齢幼虫を高梁市で初記録 小野 洋 

哲多町でニシキキンカメムシを採集 安印剛長 

アメンボの終見と初見 青野孝昭 

スズキベッコウハナアブその後の記録 近藤光宏 

オオヒカゲを北房町で採集 中村具見 

ニシキキンカメムシ 4 齢幼虫県下初記録 小野 洋 

ウスバシロチョウの早期発生記録 織田明文 

臥牛山でメスアカミドリシジミを採集 中村具見 

キマダラカメムシの記録 小野 洋 

錦海塩田跡地で採集した Sigaralataralis の記録 野崎達也・野崎陽子 

 

すずむし第 140号 2005年 3月 31日発行 

新見市草間・カルスト台地の蛾類 渡辺和夫 

岡山県で採集した異翅亜目（Heteroptera）の記録 野崎達也・野崎陽子 

岡山県内で採集された甲虫類の分布資料〔4〕 青野孝昭 

ニシキキンカメムシの飼育及び５齢幼虫の野外観察 安田剛長 

岡山県中和村山乗山で FIT によって採集したオオキノコムシ科

甲虫 
鈴木 茂 

岡山県産甲虫類採集記録 鈴木 茂 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地  治 

高鉢山（鳥取県）から採集したオオキノコ 山地  治 

2003-2004 年，クロミドリシジミ調査記録 中村具見 

スジグロチヤバネセセリの新産地（続報） 中村具見 

総社市未記録のゼフィルス 3 種について 中村具見 

おとしぶみ（短報） 

アサマイチモンシの黒化型を採集 中村具見 

倉敷でイチモンジハムシを記録 近藤光宏 



ミズイロオナガシジミの異常型の記録 中村具見 

頭部が欠損しているカマキリの生存例 奥島雄一 

美星町におけるメスアカミドリシジミの新産地 難波圭吾 

芳井町のメスアカミドリシジミ新産地 難波圭吾 

データの訂正について 中村異見 

アワダチソウグンパイの記録 山地 治 

鳥取県の水生甲虫 2 種 山地 治 

高梁市玉川町でメスアカミドリシジミを採集 中村具見 

美星町中央部におけるメスアカミドリシジミの記録 中村具見 

由加山でオニペニシタバを採集 近藤光宏 

メスアカミドリシジミのメス O 型について 難波圭吾 

 


