
すずむし第 141号 2006年 3月 31日発行 

岡山県沿岸部における半翅目（Hemiptera） ～瀬戸内市邑久町

虫明宇藤の事例～ 
野崎達也・野崎陽子 

岡山県で採集したテントウムシダマシ科甲虫 鈴木 茂 

トラサンドクガの記録と生態 渡辺和夫 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

二上山と大平山の甲虫若干の採集記録 青野孝昭 

岡山県から採集されたチビシデムシの記録 藤谷美文  

岡山県沿岸部における半翅目（Hemiptera） ～瀬戸内市邑久町

虫明宇藤の事例～ 
野崎達也・野崎陽子 

岡山県で採集したテントウムシダマシ科甲虫 鈴木 茂 

トラサンドクガの記録と生態 渡辺和夫 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

二上山と大平山の甲虫若干の採集記録 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

メスアカミドリシジミの異常型について 中村具見 

アオアシナガハムシﾉ越冬場所と分布地 青野孝昭 

岡山県南部におけるイチモンジハムシの記録 木下義久 

ハネナシサシガメの記録 山地  治 

矢掛町のメスアカミドリシジミ卵について 難波圭吾 

岡山県のアリツカコウロギ類ﾉ記録と訂正 末長晴輝 

岡山県におけるヒサゴクサキリの追加記録 末長晴輝 

シラホシアシブトクチバの記録 渡辺和夫 

スジミズアトキリゴミムシの記録について 近藤光宏 

吉備中央町加茂川でメスアカミドリ採卵 難波圭吾 

岡山市内でメスアカミドリシジミ卵採れる 難波圭吾 

訂正(すずむし第 138 号) 鈴木 茂 

岡山市のメスアカミドリシジミ、追加記録 中村具見 

岡山県産ハムシの記録 末長晴輝 

訂正（すずむし第 140 号） 鈴木 茂 

クロアナバチがアオマツムシを狩る 近藤光宏 

シラハタキスジノミハムシの岡山県からの記録 青野孝昭 

高梁市からベニシタバを記録 中村具見 

ツマアカベッコウその後の記録 近藤光宏 

岡山県におけるコルリクビボソハムシの追加記録（黄脚型を含

む） 
末長晴輝 

 

すずむし第 142号 2007年 3月 31日発行 

ヒサマツミドリシジミの新産地（新見市） 河邉誠一郎・有田忠弘・高崎浩幸 

岡山県におけるオキナワコアオハナムクリの分布調査 末長晴輝 

岡山県産ハムシ科甲虫の分布資料 末長晴輝 



岡山県真庭市大原湿原の甲虫相に関する一資料 青野孝昭 

金平国有林（岡山県）のチビシデムシ 藤谷美文・鈴木 茂 

穴門山神社周辺の半翅目（Hemiptera） 野崎達也・野崎陽子 

岡山県で採集したトンボ（第 2 報） 守安 敦 

おとしぶみ（短報） 

井原市西部のメスアカミドリシジミについて 中村具見 

トビムシ目の記録数種 岡本 忠 

ゴミアシナガサシガメの記録 岡本 忠 

クロメンガタスズメの記録 渡辺和夫 

訂正（すずむし第 141 号） 鈴木 茂 

一尺谷のウラナミアカシジミ 近藤光宏 

児童の手でニッポンハナダカバチを記録 近藤光宏 

アサマキシタバの訪花習性について 中村具見 

岡山市北部のメスアカミドリシジミ，追加記録 中村具見 

続 クロアナバチがアオマツムシを狩る 近藤光宏 

ニホンミツバチの分封 近藤光宏 

ムネアカアワフキその後の記録 近藤光宏 

マツノクロホシハバチ幼虫をアカマツより記録 近藤光宏 

今年もコブシハバチの幼虫発生 近藤光宏 

岡山県産アリヅカムシ数種の採集記録 鈴木 茂・藤谷美文 

キマダラカメムシを倉敷で記録 近藤光宏 

ナカグロクチバを総社市で観察 中村具見 

フシキキシタバの新産地 中村具見 

井原市のクロヒカゲモドキ 中村具見 

総社市西部のメスアカミドリシジミ 中村具見 

メスアカミドリシジミの吉備中央町における追加記録 難波圭吾 

旧御津町よりメスアカミドリ採卵 難波圭吾 

岡山県南部におけるウスズミカレハの記録 渡辺和夫 

ムラサキシタバの新産地 渡辺和夫 

 

すずむし第 143号 2008年 3月 31日発行 

岡山県のアシブトゾウムシ亜族の記録 瀬島翔馬 

岡山市旭川礫川原の小調査報告 ― カワラバッタねらいがルリ

ナガッツハムシの発見に― 
青野孝昭 

ナナホシキンカメムシ・鹿児島県・徳之島からの初記録 安田剛長 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

FIT によって採集されたチビシデムシ 藤谷美文 

倉敷市立自然史博物館収蔵のカメムシ類（1） ―竹内幸夫コレ

クション― 
野崎達也・野崎陽子 

高梁市高倉町飯部の昆虫 近藤光宏 

おとしぶみ（短報） 



ヤエムグラを食べるヒメツチハンミョウ 脇本 浩 

岡山県におけるヒメハルゼミの新産地 安田剛長 

旭川水系のグンバイトンボ追加記録 澤田博仁 

岡山県におけるカワラバッタの記録について 近藤光宏 

絶滅危惧種のカワラバッタを採集 澤田博仁 

岡山県北部におけるカツラネクイハムシの記録 瀬島翔馬 

岡山県における Microchaetes 属マルトゲムシの一種の記録 吉田貴大・末長晴輝 

岡山県におけるクチキコオロギの追加記録 末長晴輝 

岡山県から採集した半題目 山地 治 

カブトムシの早い採集記録 奥島雄一 

総社市内でキマダラカメムシを採集 脇本 浩 

ショウリョウバッタモドキの記録 脇本 浩 

岡山県におけるウスバシロチョウの新産地と南限を求めて 澤田博仁 

セスジチビシデムシの記録 藤谷美文 

 

すずむし No.144  2009年 3月 31日発行 

FITで得られた岡山県未記録の甲虫類 渡辺昭彦 

ダルガ峰で得られた興味深い食糞性コガネムシ 渡辺昭彦 

岡山県高梁市金平国有林で得られたコメッキムシ 渡辺昭彦・鈴木 茂 

岡山県広戸山，滝山，那岐山山塊で得られたコメッキムシ 渡辺昭彦・鈴木 茂 

岡山県野生動植物調査検討会現地調査報告 山地 治 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

岡山県産ゾウムシ類の分布資料 瀬島翔馬 

岡山県で FIＴによって採集したオオキノコムシ科甲虫 鈴木 茂 

FIT採集された半翅類 野崎達也・野崎陽子 

岡山県産甲虫類若干の分布資料 青野孝昭 

岡山県で採集したトンボ（第 3報） 守安 敦 

高梁美しい森の昆虫 近藤光宏 

真庭市山乗山・ブナ林の蛾類 渡辺和夫 

新見市のニシキキンカメムシのその後と高梁市における古

い記録 
片山和久・大橋英雅 

おとしぶみ（短報） 

ホソアシチビシデムシ，兵庫県の記録 藤谷美文 

オキナグサはキイロハバチの新しい食草－岡山県産のキイ

ロハバチについて－ 
近藤光宏 

岡山県未記録のガガンボモドキ 2種を記録 近藤光宏 

岡山県において記録の少ないハナムグリ 2種の分布記録 瀬島翔馬・瀬島公彦 

加賀郡吉備中央町でヨツボシカミキリを確認 木下義久 

岡山市でキマダラカメムシを採集 渡辺和夫 

ヂムグリカメムシ岡山県内の記録 三宅宗夫 

岡山県から発見されたハバチ新種の飼育記録等 近藤光宏 



キマダラカメムシのその後－倉敷市内で繁殖を確認－ 近藤光宏 

トンボ類 3種の記録 脇本 浩 

フタモンウバタマコメッキの岡山県北部および中部におけ

る採集例 
瀬島翔馬・瀬島公彦 

ヤマコウバシグンバイの記録 野崎達也・野崎陽子 

交尾中のキイロスズメ 澤田博仁 

蒜山でカンボウホソトラカミキリを採集 渡辺昭彦 

サイカチマメゾウムシの記録 岡本 忠 

シロバフトカスミカメの記録 山地 治 

コカマキリの産卵について 脇本 浩 

新見市草間で FITにより得られた興味深いカミキリムシ 渡辺昭彦 

エゾヨツメを鬼城山ビジターセンターで記録 脇本 浩 

 

すずむし No.145   2010年 3月 31日発行 

オオキトンボを岡山市，総社市で採集 
守安 敦・原田 浩 

近藤隆夫・北山 拓 

岡山県から採集した甲虫類の記録 …… 山地 治 

新見市草間・カルスト台地の蛾類（追録） 渡辺和夫 

総社市北西部（昭和地区）の甲虫相 岡本 忠 

岡山県内におけるセグロイナゴの一現状報告 青野孝昭 

岡山県のヘクソカズラグンバイについて 末長晴輝・野崎達也 

クサアリの巣から採集した甲虫 藤谷美文・山地 治 

岡山県から採集されたチビシデムシの記録（2） 藤谷美文 

おとしぶみ（短報） 

岡山県産アリヅカムシの記録（1） 藤谷美文 

イチジクヒトリモドキその後の記録 近藤光宏 

岡山市のキマダラカメムシ追加記録 渡辺和夫 

総社市で記録した昆虫 3種 脇本 浩 

岡山県未記録のゴミムシダマシ 渡辺昭彦 

ルイスヒメテントウ岡山県にも分布 … 青野孝昭 

ルイスチビヒラタムシ岡山県にも分布 青野孝昭 

シャウフスキクイムシ岡山県にも分布 青野孝昭 

ムモンオオハナノミの記録 脇本 浩 

加賀郡吉備中央町で採集された岡山県下で記録の少ない甲

虫 2例 
木下義久 

クロナガアリの岡山県内分布について 近藤光宏 

岡山県初記録のヤマシロツリアブについて 近藤光宏 

チシャノキの幼虫からチシヤノキオオスヒロキバガ羽化 近藤光宏 

クロマダラソテツシジミについて 澤田博仁 

シロヘリハラビロヘリカメムシ岡山県初記録 澤田博仁 

 



すずむし No.146   2011年 3月 31日発行 

総社市種井・高間キャンプ場の蛾類 渡辺和夫 

岡山県産ハネカクシの分布資料（Ⅰ） 千田喜博 

岡山県から採集された昆虫類の記録 千田喜博 

クマゼミの生活史に関する一観察例 奥島雄一 

岡山県北部，那岐連峰で採集したチビシデムシ 鈴木 茂 

鳥取県産チビシデムシの採集記録 藤谷美文 

岡山県内タイワンウチワヤンマの分布調査報告 青野孝昭 

岡山県北部におけるクロシジミ分布調査報告 青野孝昭 

総社市北西部（昭和地区）の甲虫［Ⅱ］ 岡本 忠 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

子ども地域活動促進事業（昆虫教室）においてフタモンクモ

バチを記録 
近藤光宏 

おとしぶみ（短報） 

オオムラサキからキバラケンモン羽化 近藤光宏 

庭でトガリアメンボを採集 近藤光宏 

コセスジハバビロガムシを岡山県初記録 澤田博仁 

甲虫 2種の記録 脇本 浩 

ウスイロキシタバを倉敷市で採集 近藤光宏 

高梁市で記録した甲虫類 脇本 浩 

ニセフシトビムシを採集 近藤光宏 

「岡山県のヘクソカズラグンパイについて」の訂正 末長晴輝・野崎達也 

シロフクロノメイガの記録 青野孝昭 

岡山県産アリヅカムシの記録（2） 藤谷美文 

クロメンガタスズメの記録 脇本 浩 

岡山県南部でガロアキマダラハナバチを採集 澤田博仁 

ミヤマアカネの記録 脇本 浩 

ハチモドキハナアブの岡山県中部からの記録 青野孝昭 

弥高山山頂でナシアシブトハバチを！！ 近藤光宏 

 

すずむし(創立 60周年記念号） No.147   2012年 3月 31日発行 

一倉敷昆虫同好会 60周年記念事業一 

    重井薬用植物園昆虫調査報告 
倉敷昆虫同好会 

倉敷市から採集された４種の昆虫 越山洋三・園田昌司 

2011 年時点での岡山県におけるキマダラカメムシの発生状

況 

奥島雄一・近藤光宏 

橋本 響・末長晴輝 

中野一成・脇本 浩 

山田 勝 

真庭美しい森づくりの会自然観察会で確認された昆虫 近藤光宏 

庭で採集した蛾類について 近藤光宏 

スカシバガ４種の記録 脇本 浩 



岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

FITで採集された半麹類（２） 野崎達也・野崎陽子 

岡山県で採集したトンボ（第４報） 守安 敦 

総社市北西部（昭和地区）の甲虫（Ⅲ） 岡本 忠 

おとしぶみ（短報） 

真庭市におけるチャイロスズメバチの営巣記録 渡部晃平・古屋達規 

ホリカワクシヒゲガガンボを採集 山地 治 

甲虫類２種の記録について 脇本 浩 

浅口郡遥照山からのハリゲカシワクチブトゾウムシの記録 藤澤侑典 

タイリクアカネを高梁市で採集 脇本 浩 

コツボシカミキリの記録 橋本 響 

ムネアカアワフキの追加記録 澤田博仁 

ニホンカワトンボの岡山県最南端確認記録 青野孝昭 

岡山県末記録のスズキフタモンハナアブを総社市で撮影 青野孝昭 

フクズミコスカシバを倉敷の河川敷で撮影 青野孝昭 

環境学習出前講座でタガメを採集 池田剛介 

岡山県野生生物目録 2009 において県北未記録となっている

昆虫５種の記録 
渡部晃平 

グンバイトンボの記録について 脇本 浩 

総社市でツマアカベッコウを採集 脇本 浩 

ノコギリクワガタとコカブトムシの遅い記録 越山洋三 

オオタカ営巣木の根際で採集されたアカマダラハナムグリ

の幼虫 
越山洋三 

珍種 ホシアシブトハバチを採集 澤田博仁 

 

すずむし No.148   2013年 3月 31日発行 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

岡山県野生動植物調査検討会現地調査報告 山地 治 

岩屋のウマノオバチ 脇本 浩 

総社市北西部（昭和地区）の甲虫［Ⅳ］ 岡本 忠 

ムナカタハキリバチ岡山県の記録について 近藤光宏 

おとしぶみ（短報） 

モチノキハマダラミバエの記録 青野孝昭 

オオヒメヒラタアブを倉敷市で採集 青野孝昭 

イヌビワハマダラミバエを倉敷市で撮影 青野孝昭 

イヌビワでイチジクヒトリモドキの幼虫と卵 近藤光宏 

ハチョウトンボの記録 橋本 響 

キリギリスの地理的変異の１例 青野孝昭 

倉敷にムナカタハキリバチの出現 青野孝昭 

 

 



すずむし No.149  2014年 3月 31日発行 

石上布津御霊神社（岡山県）社叢の甲虫 藤谷美文・山地 治・渡辺昭彦 

倉敷市でキョウチクトウスズメの幼虫を確認 奥島雄一 

真庭市におけるコガタノゲンゴロウの記録 渡部晃平 

岡山県未記録及び記録の少ない甲虫類 渡辺昭彦 

ニッポンハナダカバチの観察記 青野孝昭 

岡山県におけるハムシ類の分布記録（１） 末長晴輝 

岡山県におけるハムシ類の分布記録（２） 末長晴輝 

岡山県産タマキノコムシの記録 藤谷美文 

島根県のタマキノコムシ科甲虫 藤谷美文 

倉敷由加山で得られた甲虫類 渡辺昭彦 

岡山県から採集した甲虫類の記録 山地 治 

おとしぶみ（短報） 

若杉原生林の幼虫はナシアシブトハバチだった 近藤光宏 

サクラヒラタハバチ羽化 近藤光宏 

岡山県下から採集例の少ないゾウムシ２種の分布記録      藤澤侑典 

ネグロクサアブの記録 山地 治 

鬼城山ビジターセンターでキマダラカメムシを記録する 脇本 浩 

ミヤマミズバチの記録 山地 治 

二トペナガハナアブを岡山県立森林公園で撮影 青野孝昭 

セイボウ類３種の記録 脇本 浩 

ネクイハムシ類２種の記録 脇本 浩 

キイロコウカアブの記録 脇本 浩 

ムツボシハチモドキハナアブを臥牛山で確認 青野孝昭 

総社市におけるマスダクロホシタマムシの記録 脇本 浩 

鳥取県でタテスジヒメヒゲナガハナノミを採集 山地 治 

モートンイトトンボの記録 脇本 浩 

アカヒゲドクガ幼虫の採集と飼育 近藤光宏 
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ヤブガラシの花に来た昆虫の確認記録 青野孝昭 

2012年～2014年に備前市吉永町八塔寺周辺で採集した甲虫

類 
山地 治 

ベニイトトンボを倉敷市で採集 守安 敦 

岡山県で採集した水生昆虫の記録 渡部晃平 

辰巳峠（岡山県）のタマキノコムシ科甲虫 藤谷美文 

岡山県で採集したコメツキダマシ科甲虫 鈴木 茂 

総社市北西部（昭和地区）の甲虫（Ⅴ） 岡本 忠 

岡山県で採集したトンボ（第５報） 守安 敦 

雪上で採集したカワゲラ類 野嶋宏一 

  



おとしぶみ（短報） 

ムネアカトゲコマユバチを倉敷市で確認 青野孝昭 

コガタノサビコメツキとオオタコゾウムシの記録 脇本 浩 

岡山県で採集したアリ類 野嶋宏一 

甲虫２種の記録訂正 山地 治 

真庭市におけるクロカタビロオサムシの追加記録 渡部晃平･佐桑正浩 

岡山県産サルゾウムシ３種の記録 青野孝昭 

倉敷市酒津で確認したハエ目３種 青野孝昭 

岡山県初記録のベンテンアリガタバチ 藤澤侑典・辻井健太郎 

岡山県におけるマダラコガシラミズムシの追加記録 渡部晃平･新田涼平 

岡山県で採集したマルテントウダマシ亜科甲虫 鈴木 茂 

真庭市でマルクビツチハンミョウを採集 渡部晃平 

岡山市からサトアリヅカコオロギを採集 渡部晃平 

倉敷スポーツ公園でカヤキリを採集 近藤光宏 

 


