
すずむし Vol.3.No.1 1953年 1月 20日発行 

那岐山採集記 清水慶子 

おとしぶみ（短報） 

豪渓のトンボ 2,3 について 水野弘造 

ナツアカネの羽化期間について 安東瑞夫 

神庭のオナガサナエ 小野洋 

訂正 水野弘造 

    

すずむし Vol.3.No.2 1953年 3月 6日発行 

倉敷に於けるヒオドシチョウの周年経過と天敵 小野洋 

南方紀行(5) 黒田祐一 

おとしぶみ（短報） 

倉敷のクロバネツリアブ 小野洋 

岡山県下に於けるラミーカミキリの産地追加 広瀬義躬 

Lantus susukii Oguma オジロサナエに就いて 安東瑞夫 

イチモンジセセリの燈火飛来記録 広瀬義躬 

モモスズメの悲劇 広瀬義躬 

山 井出千代子 

昆虫季節の資料として日記の記入をすゝめる Y.S.H 

    

すずむし Vol.3.No.3 1953年 3月 15日発行 

兵庫縣宍粟郡(市西部)の蝶(I) 松井俊公 

いせりやかいがらむしの研究 能勢登美子 

津山東部に於ける Zizina otis alope Fentonシルヴィアシ

ジミに就いて 
安東瑞夫 

おとしぶみ（短報） 

オオムラサキ 安東瑞夫 

本年のモンシロチョウ初発 小野洋 

倉敷のアカスジツチバチ 小野洋 

訂正 安東瑞夫 

生とみのむし 小野千鶴 

    

すずむし Vol.3.No.4 1953年 4月 30日発行 

作東産蝉類目録 安東瑞夫 

おとしぶみ（短報） 

作東にヒメアカネ産す 安東瑞夫 

モヽスズメの燈火飛来時刻 広瀬義躬 

高梁にクビアカサシガメ 小野洋 

ホシミスジ成虫の一食性 広瀬義躬 

キタテハと春の花 広瀬義躬 

「1952年度モンシロチョウの没姿期観察メモ｣ 広瀬義躬 



テングチョウの習性 2題 広瀬義躬 

訂正 広瀬義躬 

    

すずむし Vol.3.No.5 1953年 5月 30日発行 

ちびみづ虫の研究 清水慶子 

四月の熊山採集報告 小野洋 

物見峠採集記 小川大右 

おとしぶみ（短報） 

物見峠のイタドリハムシとモモブトカミキリモドキ 小野洋 

豪渓の蝶 2･3 広瀬義躬 

倉敷市街地産天牛 2種の採集記録 広瀬義躬 

    

すずむし Vol.3.No.6 1953年 6月 30日発行 

岡山県に期待されるミドリシジミの新種 磐瀬太郎 

ホシミスジ覚え書(1) 広瀬義躬 

おとしぶみ（短報） 

コムラサキの地域占有性観察 広瀬義躬 

チャバネセセリ燈火に飛来 広瀬義躬 

ハッチョウトンボの一産地 小川大右 

キハダカノコガの訪花一資料 広瀬義躬 

ナミテントウ幼虫の共食い 広瀬義躬 

本年のクロアゲハとアオスジアゲハの初発 小野洋 

蝶の初見記録(1953年半期) 広瀬義躬 

    

すずむし Vol.3.No.7 1953年 8月 5日発行 

岡山県下に於けるクリタマバチ(Drycosmus Kujiiphilus 

Yasumatsu)と防除に関する一考察 
中塚憲次 

おとしぶみ（短報） 

蝶の燈火飛来 3例 広瀬義躬 

伯耆大山にムツモンミツギリゾウムシ？ 小野洋 

    

すずむし Vol.3.No.8夏季特大号 1953年 8月 31日発行 

一筆啓上 杉山生 

蟲とにおい 安江安宣 

根切虫(コガネムシ類幼虫)の日週垂直移動に就いて 中塚憲次 

ダイコンアブラムシ Brevicoryne brassicae L.の二三の生態に

就いて 
亀山竹志･河田和雄 

広島市附近の蝶類 古市景一 

セミノタカラダニの寄生に関する一調査(第 1報) 広瀬義躬 

磐瀬太郎氏よりホシミスジの卵･幼虫･蛹について 広瀬義躬 

倉敷南部山脈縦走採集報告 小野洋 



おとしぶみ（短報） 

タコラ山で採集したメダカカミキリの 1種 小野洋 

熊山にヤコンオサムシ 友野良一 

岡山より記録するハンミョウ 2種 広瀬義躬 

伯耆大山のムツモンミツギリゾウムシ 小野洋 

伯耆大山のナガタマムシ 3種 小野洋 

伯耆大山のベニヒラタムシ 小野洋 

県南部より記録するハナノミ２種 小野洋 

アサギマダラは土着しているか？－総社町附近に於ける記録－ 水野弘造 

シルヴィアシジミの新産地 安東瑞夫 

福山にミドリシジミ 水野弘造 

小黒田のトビイロサシガメ 小野洋 

アオスジアゲハの一経過 広瀬義躬 

今年の初認数例 古市景一･小野洋･広瀬義躬 

コアオハナムグリの早期出現 広瀬義躬 

倉敷に於けるイカリモンガとその発生期に関する疑問 広瀬義躬 

シンジュサン楠の木の葉を食す？ 古市景一 

イチヂクはアカタテハの食草か？ 広瀬義躬 

ウリハムシの花弁食害 広瀬義躬 

ドウガネブイブイの威嚇動作 小野洋 

ヒオドシチョウ成虫の発音 広瀬義躬 

アオスジアゲハの地域占有 2型 広瀬義躬 

ツマグロヒョウモンの山頂占有性 広瀬義躬 

ムシヒキアブ捕食 2題 小野洋･広瀬義躬 

蝶の訪燈数例 広瀬義躬 

ヤマトシジミ♀の再交尾 広瀬義躬 

倉敷産ラミーカミキリ小記補遺 広瀬義躬 

ホシミスジ memo(1) 広瀬義躬 

モンキチョウの雌雄型を採集す 広瀬義躬 

紀州のイタドリハムシ 古市景一 

アブラゼミの寄生菌？ 広瀬義躬 

ヤコンオサムシの性比 古市景一 

汽車による蝶の移動の 1例 広瀬義躬 

    

すずむし Vol.3.No.9 1953年 9月 30日発行 

我が家の庭に於けるカイガラムシ及びアリと気温との関係につ

いて 
能勢登美子 

足守町竜泉寺附近の蝶を追って 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

水島地区にシルヴィアシジミ 船越俊平 

倉敷のクロツバメシジミ 船越俊平 



クロオビサルハムシ倉敷では黒田に普通 小野洋 

ホソハンミョウ羽島山に多産す 広瀬義躬 

案外少ないアカボシテントウ 小野洋 

大山にゴーラムオオキノコムシ産す 船越俊平 

蝶の初見記録(1953年前半期)-続- 広瀬義躬 

ウラジロミドリの一習性 水野弘造 

    

すずむし Vol.3.No.10 1953年 10月 31日発行 

剣山昆虫採集品目録 清水･井出･野口･小川･小野 

ドロバチのミイラ 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

倉敷のベニスズメ 小野洋 

オサムシモドキ倉敷に産す 広瀬義躬 

児島郡のシルヴィアシジミ 古市景一 

アオスジアゲハ幼虫の一天敵 広瀬義躬 

    

すずむし Vol.3.No.11 1953年 11月 25日発行 

ナモグリバエの生態に就いての研究［第一報］ 安達正人 

おとしぶみ（短報） 

ムナミゾハナカミキリ(♂)を捉う 野口弘 

繁殖を続けているベダリアテントウ 小野洋 

    

すずむし Vol.3.No.12 1953年 12月 31日発行 

岡山懸のテントウムシ科 小野洋 

おとしぶみ（短報） 

広島附近の蝶追加 小野洋 

倉敷のベニヘリテントウ 小野洋 

再びモンキチョウの雌雄型に接す 広瀬義躬 

イシヂクの果汁に飛来する蝶 2,3 古市景一 

汽車と昆虫短報 広瀬義躬 

オオシオカラトンボのキンモンガ捕食 古市景一 

 


