
すずむし Vol.2.No.1 1952年 1月 27日発行 

1952年の始頭に当り 山川東平 

蝶類観察雜録(II) セセリの渡り？の観察 廣瀬義躬 

県北の蝶類初発日(但し春季のみ) 安東瑞夫 

倉敷産スズメガ科目録 靑野孝昭 

第四回学徒博物コンクール   

倉敷附近新昆蟲採集地開拓論と候補地 廣瀬義躬 

おとしぶみ（短報） 

ホオジロアシナガゾウムシの越冬状態 近藤光宏 

燈火のカミキリ２，３ 小野洋 

    

すずむし Vol.2.No.2 1952年 2月 29日発行 

岡山県東北部の好採集地 安東瑞夫 

鳥取県下に於ける Zizina otis alope の記録 西村公夫 

蝶の採集と研究 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

1951年度蝶の初見 広瀬義躬 

ウリハムシモドキの大発生 小野洋 

    

すずむし Vol.2.No.3 1952年 3月 26日発行 

岡山県と関連している鳥取県の蝶類分布状態 西村公夫 

蝶の採集と研究［前号続］ 水野弘造 

岡山県にちなむ話題 K.N 

飼育箱 近藤光宏 

おとしぶみ（短報） 

大山で採集された美麗ちょっきりぞうむし 2種 小野洋 

湯原附近ギフチョウの新分布地 廣瀬義躬 

児島の山々を眺めて感じた事 船越俊平 

蝶の私の初見 船越俊平 

アブがモンシロチョウを襲う 水野弘造 

飼育ギフチョウの早期羽化 小野洋 

    

倉敷昆虫同好会会報 No.1 1952年 4月 1日発行 

アマチュア万才！ 深谷昌次 

岡山のメトマイ 小泉憲治 

青色蛍光誘蛾灯に対する 2，3ガムシの趨光性とその気象因子に

関する小調査(予報) 
小野洋 

二化螟虫の休眠(講演要旨) 中塚憲次 

倉敷市附近の天然記念物 佐藤清明 

    

すずむし Vol.2.No.4 1952年 4月 13日発行 



蝶類觀察雜録[III]Vanesaa属 2種の日周活動に関する一習性 広瀬義躬 

蛾の飛翔習性に就いて(1) 西村公夫 

蝶の採集と研究(3) 水野弘造 

先月号船越氏の文を眺めて感じた事 Y.H 

小黒田峠にて 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

福山でスジボソヤマキチョウ？を見る Mizuno，K. 

黒田産甲蟲雑記 廣瀬義躬 

コウモリガ科の奇習 西村公夫 

本年のアゲハチョウの初見 小野洋 

蝶の雜交一例 K.Mizuno 

    

すずむし Vol.2.No.5 1952年 5月 10日発行 

鳥取縣下に於ける Zizina otis sylvia の記録 西村公夫 

ネットかついで春の野山へ 近藤光宏 

蝶の採集と研究(4) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

ヤサイゾウムシ金盞花を害す 安江安宜 

ヤサイゾウムシの飛翔について 河田和雄 

蝶の訪花一題 小野洋 

キマダラヒカゲの訪花資料 広瀬義躬 

アゲハチョウの初見資料 広瀬義躬 

コンボウアメバチについて 近藤光宏 

天敵２題 広瀬 

倉敷附近に於けるメスアカケバエ大発生 近藤光宏 

スズメガの分布豆資料 靑野孝昭 

Polistes jokohamae Radoszhowski とミノムシの野外観察 近藤光宏 

    

すずむし Vol.2.No.6 1952年 6月 20日発行 

おとしぶみ特集号に寄せて 小野洋 

倉敷産ホシミスジの食草と周年経過について＝［予報］ 廣瀬義躬 

総社市附近に於ける本年の蝶の初発 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

ココクゾウに対する Marshall卿の見解 安江安宜 

熊山附近の蜻蛉 安東瑞夫 

岡山県下に於けるムカシトンボの産地 広瀬義躬 

イワタマルセイボウを神庭で採集 小野洋 

アカスジキンカメを採る 近藤光宏 

案外少ないシロスジコガネ 靑野孝昭 

羽島山にミヤマカミキリ 小野洋 

イカリモンガ豪渓に多産 水野弘造 



総社町に於ける今春のシルヴィアシジミ 水野弘造 

春の指標としてのハンミョウの出現 広瀬義躬 

シロヘリカメムシ 小野洋 

成虫越冬するカメムシ 2種 広瀬義躬 

ミノムシの羽化率 西村公夫 

トビモンオオエダシャクの食草に関する小観察 西村公夫 

トンボの共喰数例 安東瑞夫 

    

すずむし Vol.2.No.7 1952年 7月 20日発行 

蝶の採集と研究(5)［クロアゲハの蛹化］ 水野弘造 

ありのこだから(1) 広瀬義躬 

思いつくまま 清水慶子 

おとしぶみ（短報） 

アカマダラコガネをタコラ山で記録 小野洋 

6月中旬のハルゼミ 小野洋 

タコラ山にセアカウスグロリンゴカミキリ 小野洋 

タコラ山のヘリグロリンゴカミキリ 小野洋 

タコラ山に多いタカサゴシロカミキリ 小野洋 

セアカツノカメムシタコラ山に産す 小野洋 

ゴマダラオトシブミ 小野洋 

タコラ山での割合めずらしい蝶の採集短報 松井俊公 

キマダラルリツバメの新産地 安東瑞夫 

津山鶴山城のミスジチョウ 安東瑞夫 

蜻蛉の衝突 安東瑞夫 

キイロサナエの水難 小野洋 

キアゲハの蛹と環境色 近藤光宏 

今年の黒田産ウラジロミドリシジミとウスイロオナガシジミ 広瀬義躬 

ヤマトモンシデムシの寄生ダニ？ 広瀬義躬 

ビロウドカミキリ 小野洋 

羽島のカメノコテントウ 小野洋 

ウリハムシモドキ 小野洋 

今年のオオキンカメムシの記録 小野洋 

ヘリグロチャバネセセリの新産地 水野弘造 

ダイミョウセセリ豪渓に産す 水野弘造 

蝶の訪花二･三 水野弘造 

蝶の訪花二題 小野洋 

ドウガネブイブイ虫瘻を食す 小野洋 

本年のニイニイゼミの初鳴日 小野洋 

メスグロヒョウモンの触角と前翅，後翅 近藤光宏 

ウラナミジャノメの一異常型 水野弘造 

本会寄贈同好会誌紹介 無記名 



鳥取市の大火災に就いて K.N 

    

すずむし Vol.2.No.8 1952年 8月 24日発行 

ニジュウヤホシテントウ日本海沿岸に産す 安江安宣 

南方紀行 黒田祐一 

おとしぶみ（短報） 

トホシカメムシ 小野洋 

今年のミヤマカミキリ 小野洋 

シオヤトンボの遅い記録 安東瑞夫 

キマダラルリツバメの再記録 安東瑞夫 

ウラナミジャノメの新産地 水野弘造 

蝶の訪花 2,3 小野洋 

ヒメマルカメムシ 小野洋 

チャイロクチブトカメムシ 小野洋 

キアシクチブトコバチ 近藤光宏 

金山にイタヤカミキリ 小野洋 

大山にてアカスジキンカメ採る 近藤光宏 

黒田のミドリシジミ 水野弘造 

大原農研図書館の利用を図れ X 

第四回学徒博物コンクール見たまま Y.S・H 

    

すずむし Vol.2.No.9 1952年 9月 24日発行 

目的を忘れると 田河鳴蛙 

おとしぶみ（短報） 

スズバチに平行寄生せるオオセイボウとヒメバチ一種について 近藤光宏 

伯耆大山のベニモンカメムシ 小野洋 

ヒメチャバネアオカメムシ倉敷で再記録 小野洋 

ニラの花とヒメアカタテハ 広瀬義躬 

カミキリ 2,3題 水野弘造 

キバラヘリカメムシ那岐山に多産 小野洋 

クチブトカメムシ那岐山で採集 小野洋 

エゾツノカメムシ那岐山で記録 小野洋 

1952年初春のモンシロチョウの発生小録 広瀬義躬 

南方紀行(2) 黒田祐一 

    

すずむし Vol.2.No.10 1952年 10月 28日発行 

本州にダイズクキモグリバエ 小泉憲治･安江安宣 

倉敷産ラミーカミキリ小録 広瀬義躬 

南方紀行(3) 黒田祐一 

おとしぶみ（短報） 

Neptis 属 2種の訪花資料 広瀬義躬 



ナガサキアゲハ広島市に産す 水野弘造 

トンボがセセリチョウ採る 近藤光宏 

金山に多産するヤホシゴミムシ 広瀬義躬 

シロスジコガネを採集す 広瀬義躬 

ヒカゲチョウ燈火に飛来 小野洋 

ホシミスジの蛹化部位 広瀬義躬 

観察メモ 3題 広瀬義躬 

    

すずむし Vol.2.No.11 1952年 11月 30日発行 

倉敷産蝉類覚え書(1) 広瀬義躬 

訪花二三について 松井俊公 

南方紀行(4) 黒田祐一 

北京の蟋蟀雑孝 広瀬義躬 

眞夏の狂態 小野洋 

私の迷想ケラ Cryllotalpa africana Palisot de Beauvois

の口笛を聞くことども 
松井俊公 

おとしぶみ（短報） 

平地のあさぎまだら Ｆ生 

ベニシジミの訪花 井手千代子 

ウラナミシジミの訪花 井手千代子 

塩水にちびみず虫 清水慶子 

アカシジミ蛹の寄生バチ 松井俊公 

岡山市金山より記録するダイミョウセセリ及スジボソヤマキチ

ョウ 
広瀬義躬 

彦崎にてオオキンカメムシ採る 近藤光宏 

    

すずむし Vol.2.No.12 1952年 12月 31日発行 

金山附近の注目すべき蝶類 広瀬義躬 

児島半島タコラ山附近調査記録 すずむし編集部 

本年のオサムシの記録 友野良一 

土巣に於けるキゴシジガバチの越冬 能勢房子･能勢登美子 

おとしぶみ（短報） 

タコラ山にナニワトンボ 小野洋 

Oides bowringi Baly キベリハムシの新産地 西村公夫 

岡山県下に於けるラミーカミキリの産地 広瀬義躬 

本年栃原附近にて採集した天牛類に就いて 西村公夫 

タカサゴシロカミキリ 松井俊公 

児島半島タコラ山より記録するミドリシジミ 広瀬義躬 

ヒカゲチョウの燈火飛来について 井手千代子 

イカリモンガの訪花 松井俊公 

チョウの訪花二例 小野洋 



ウラキンシジミの食樹について 西村公夫 

ミヤマチャバネセセリの交尾に就いて 西村公夫 

ぶどう畠のこがね虫 清水慶子 

虫屋冬の課題 松虫 

訂正 K.N 

 


