
すずむし 1号(Vol.1.No.1) 1951年 1月 23日発行 

倉敷昆虫同好会の発足を祝って 深谷昌次 

倉敷昆虫同好会に就いて 山川東平 

倉敷に於ける 2･3昆虫の方言 靑野孝昭 

カミキリムシの飼育について 友野良一 

おとしぶみ（短報） 

アサギマダラ 白神  昭 

アサギマダラ倉敷産地追加 広瀬義躬 

電燈に飛来したアカタテハ 小野悦夫 

モンシロチョウ燈火に飛来す 青野孝昭 

鶴形山公園で採れたスミナガシ 小野  洋 

蝶 3題 小野  洋 

モンキアゲハ倉敷に産す 広瀬義躬 

ジャコウアゲハの一産地消滅 小野  洋 

セグロツノカメムシの卵保護 白神  昭 

倉敷に於ける近年のタカサゴシロカミキリ 小野  洋 

ヒラタツヤゴミムシダマシ 白神  昭 

黒田附近の甲虫 3題 小野  洋 

シオカラトンボがモンキチョウを捕う 青野孝昭 

クロマツの樹皮下に居たカニムシ 小野  洋 

    

すずむし Vol.1.No.2 1951年 2月 23日発行 

台湾の思い出 虫の事ども(I) 山川東平 

おとしぶみ（短報） 

ネジロハキリバチ倉敷に産す 青野孝昭 

オオシロオビゾウムシ 山川東平 

カタビロトゲトゲの越冬 山川東平 

ヒメチャバネアオカメムシ倉敷に産す 白神  昭 

モンキチョウの一異常型 広瀬義躬 

倉敷附近ヒメアカタテハに関する分布知見 広瀬義躬 

花屋に飛来したアサギマダラ 小野悦夫 

倉敷のウスイロオナガシジミ 小野  洋 

シジミチョウの早期発生一例 友野良一 

トビムシモドキの発生 山川東平 

    

すずむし Vol.1.No.3 1951年 3月 23日発行 

螟虫のキンタマ 深谷昌次 

ギフチョウとうすばさいしん 古屋野寛 

岡山県産やぶまお属について 古屋野寛 

岡山県産蟻類目録 古屋野寛 

無題 古屋野寛 



ねずみを喜ばした話 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

ゴミムシ 小野  洋 

シラホシカメムシの寄生虫 白神  昭 

ウラジロミドリシジミ？倉敷に産す 広瀬義躬 

天牛の天敵三題 白神  昭 

モンシロチョウの初発生 青野孝昭 

    

すずむし Vol.1.No.4 1951年 4月 20日発行 

台湾の思い出 虫の事ども(II) 山川東平 

怪我の功名 中塚憲次 

一晩で表面積の増した足 小野  洋 

岡山県産蟻類採集品目録(1) 古屋野寛 

おとしぶみ（短報） 

倉敷産セセリチョウの一不明種 Halpe sp.について 青野孝昭 

ウラギンシジミの越冬 白神  昭 

アサマイチモンジ 小野  洋 

クロツバメシジミに就いて 白神  昭 

倉敷附近のツチハンミョウ 小野悦夫･広瀬義躬 

倉敷の天牛数種に就いて 白神  昭 

    

すずむし Vol.1.No.5 1951年 6月 1日発行 

台湾の思い出 (III) 山川東平 

岡山県産蟻類採集品目録(2) 古屋野寛 

ねずみいと憎し 白神  昭 

おとしぶみ（短報） 

アサマイチモンヂ倉敷にも産す 青野孝昭 

アサマイチモンジ更にもう一個体 小野  洋 

シルヴィアシジミ倉敷に産す 白神  昭 

本年度アゲハチョウの初発について 広瀬義躬 

アカタテハの一食草 白神  昭 

アサマイチモンヂの記録 白神  昭 

アラメヒゲブトゴミムシダマシ 白神  昭 

マツノキハバチの天敵ヤニサシガメ 白神  昭 

訂正追記二三 広瀬義躬 

ねずみいと憎し 白神  昭 

    

すずむし Vol.1.No.6 1951年 6月 30日発行 

ホシミスジとコミスジ 青野孝昭 

カンアオイを食べる幼虫 白神  昭 

おとしぶみ（短報） 



ウラジロミドリを採る 小野  洋 

今年のウスイロオナガシジミ 小野  洋 

クロツバメシジミの新産地 若林三郎･友野良一 

フタツメホソヒゲナガカミキリ 小野  洋 

鶴形山のカミキリ数種 白神  昭 

鶴形山のカメムシ 白神  昭 

    

すずむし Vol.1.No.7 1951年 7月 31日発行 

倉敷の Limenitis 白神  昭 

ホシミスジの産卵について 広瀬義躬 

おとしぶみ（短報） 

シルヴィアシジミの記録 小野  洋 

七月下旬の黒田 T.A 

    

すずむし Vol.1.No.7 別冊 1951年 7月 1日発行 

鶴形山の昆蟲 倉敷昆虫同好会編纂 

    

すずむし Vol.1.No.8 1951年 8月 15日発行 

イラガに寄生するイラガイツツバセイボウについて 近藤光宏 

別れの四重唱 靑野孝昭 

白神 昭君を悼む 小野  洋 

深谷先生からの第 1報 深谷昌次 

白神 昭君を悼しのびて 廣瀬義躬 

飼育箱 小野  洋 

自動車の窓から昆蟲採集 小野  洋 

おとしぶみ（短報） 

カメムシの雜交 友野良一 

ウラギンスヂヒョウモンの Gynandromorph 小野  洋 

カメムシの雜交 友野良一 

ハッチョウトンボの記録第１号 近藤光宏 

テングチョウの一異状型について 廣瀬義躬 

    

すずむし Vol.1.No.9 1951年 9月 16日発行 

蝶が自分の場所を占有する性質 廣瀬義躬 

二化螟虫の生殖器 中塚憲次･河田和雄 

道後山蝶類採集品目録 小野  洋 

おとしぶみ（短報） 

鶴形山でクチバスズメ採集 小野  洋 

クロヒカゲモドキを採る 近藤光宏 

    

すずむし Vol.1.No.10 1951年 10月 25日発行 



ものいわぬは腹ふくるるわざなれば T.Y. 

ズイムシサムライコマユの生育と温度 中塚憲次 

おとしぶみ（短報） 

ホソハンメョウ 友野良一 

イチモンヂセセリ蛍光燈に飛来 広瀬義躬 

ナガサキアゲハ T.Y. 

ビワの花とアカタテハ 小野  洋 

倉敷産ガムシ目録 小野  洋 

素晴らしい倉敷市の昆虫熱 小野  洋 

秋の山野を行く 青野孝昭 

    

すずむし Vol.1.No.11 1951年 11月 25日発行 

昆虫の休眠とはなにか 中塚憲次 

昆虫を取扱った音楽 M,IM 

人間のために自然を愛し自然を畏れる人間 S.F 

おとしぶみ（短報） 

シルヴィアシジミの再記録 靑野孝昭 

鶴形山蝶類目録 廣瀬義躬 

颱風時に蛍光燈に飛来せる虫 小野  洋 

道後山産蝶類 2.3 について 廣瀬義躬 

    

すずむし Vol.1.No.12 1951年 12月 23日発行 

Zephyrus(特にアカシジミ)の訪花について 廣瀬義躬 

岡山懸北部の昆虫雜感 西村公夫 

大山カミキリの新産地？ 古屋野寛 

第四回学徒博物コンクール   

倉敷附近の昆虫採集地開拓 古屋野寛 

ホシミスジとコミスジのことなど 靑野孝昭 

第 4回虫供養.第 39回岡山博物同好会盛大に挙行される N 

虫供養に参列して H.O 

岡山博物同好会總会に参加して T.K 

おとしぶみ（短報） 

サツマシジミ安芸宮島には普通 水野弘造 

冬のウラナミシジミ 友野良一 

シルヴィアシジミ総社市にも産す 水野弘造 

倉敷産ガムシ更に１種追加 小野洋 

ムラサキツバメ豪渓で発見 水野弘造 

 


