
すずむし Vol.12.No.1 1962年 5月 10日発行 

スズメバチ科採集品目録 近藤光宏 

備中のカミキリムシ類採集記録 青野孝昭 

湿度と蛹の関係について(第１報) 前田喜四雄 

伊吹山登山へついていって 前田喜四雄 

    

すずむし Vol.12.No.2 1962年 8月 25日発行 

Scoliidaeツチバチ科採集品目録 近藤光宏 

広瀬方面採集会   

おとしぶみ（短報） 

高梁市臥牛山のカミキリ数種 青野孝昭 

オオキトンボ(Sympetrum uniforme Selys)を採集 林憲一 

サナエモドキ(Gomphus Postocularis Selys)を採る 林憲一 

岡山県南部の蝶分布資料 赤枝一弘 

ウラクロシジミ県内に産す 道信順 

スギタニルリシジミ県内に産す 道信順 

トラカミキリの羽化 近藤光宏 

アカスジキンカメムシ 5令ニンフ羽化す 近藤光宏 

ヨコズナツチカメムシ備中広瀬に産す 近藤光宏 

トラフシジミその後の記録 近藤光宏 

ハッチョウトンボの新産地 青野孝昭 

倉敷でムラサキツバメを記録す 小野義正 

    

すずむし Vol.12.No.3 1962年 12月 20日発行(倉敷昆虫館開館記年号) 

倉敷昆虫館の開館にあたって 重井博 

倉敷昆虫館について 小野洋 

大佐町の蝶目録 赤枝一弘 

ナガサキアゲハ倉敷でついに記録される 近藤光宏 

ジュウジ科植物を害するハバチ三種の発生状況 近藤光宏 

昆虫館開館風景 小野洋 

おとしぶみ（短報） 

天神山のオオトビサシガメ 小野洋 

上高地でカメムシ 2種を採集する 近藤光宏 

県南のオオメカメムシ 小野洋 

    

すずむし Vol.12.No.4 1962年 12月 30日発行 

美作地方のコガネムシ類目録 竹内幸夫 

備中産カミキリ採集品目録(1962 年度) 青野孝昭 

今年の科学作品展に見られた蜂 2･3 近藤光宏 

1961年及び 1962年に採集したトンボ 10 種 重井博 

倉敷附近のヒメアカネ(Sympetrum parvulum)の記録 林憲一 



岡山県産蝶類分布資料の追加-1959年中の採集行から- 青野孝昭 

私の標本箱から 赤枝一弘 

湯原にギフチョウを求めて 近藤光宏 

後山採集記 小野洋 

おとしぶみ（短報） 

クロコノマチョウを岡山市街で採集 高原哲夫 

岡山市内でアキギマダラを採集 高原哲夫 

高滝山付近のモンクロベニカミキリ 高原哲夫 

ウラミスジシジミを新見市で採集 青野孝昭 

伯耆大山のオオクチキムシダマシ 小野洋 

臥牛山のムツボシテントウ 小野洋 

湯原でスギカミキリ 近藤光宏 

ヒラアシハバチ倉敷市に多発 近藤光宏 

アミダテントウ高梁川流域に産す 青野孝昭 

    

すずむし Vol.13.No.1 1963年 6月 20日発行 

アサギマダラの新しい食草(ガガイモ)を発見 近藤光宏 

伯耆大山昆虫採集品目録 高橋友治 

”大佐町の蝶目録”の採集記録訂正 青野孝昭 

早起は三文の得という話-マツノシラホシゾウムシでの実験の

思い出 
宇野弘之 

おとしぶみ（短報） 

ムラサキツバメの雌を倉敷で採集 重井博 

オオヒカゲ天銀山に産す 重井博 

高滝山にて Leptepania japonica を採集 大森斉 

高梁川河岸に越冬するゴミムシ科 山砥司朗 

ホシアシブトハバチを採集 近藤光宏 

    

すずむし Vol.13.No.2 1963年 9月 20日発行 

新庄村の昆虫調査報告(その１) 
重井博･青野孝昭･小野洋･近藤光宏･林

憲一 

県北部のカミキリムシ採集品目録 道信順 

クロスジギンヤンマの記録 林憲一 

岡山県のセミ 赤枝一弘 

おとしぶみ（短報） 

ミスジチョウを備中広瀬にて採集 中島孝文 

金山にてアサギマダラを採集 黒田卓也 

総社市南奏にてウラキンシジミを採集 難波通孝 

金山にてウラキンシジミの終令幼虫採集 中島孝文 

井倉，方谷間でクロツバメシジミを採集 大野憲一 

井倉のスミナガシ 近藤光宏 



蛾 2題 槇本精二 

倉敷市内でモンクロベニカミキリを採集 大野憲一 

    

すずむし Vol.13.No.3 1963年 12月 25日発行(通巻 89号) 

ムラサキツバメの食樹シリブカガシについて 難波通孝 

ゼフィルス 4種飼育記録 難波通孝 

伯耆大山蝶採集品 難波通孝 

北海道記(1) 秋山博志 

岡山県井原市以北蝶類採集記 難波通孝 

ドクトル･ザ－メン回顧録(1)行きはよいよい帰りはこわい畏友

青野孝昭氏と天銀山にカミキリを追う 
ドクトル･ザ－メン 

おとしぶみ（短報） 

児島郡灘崎町でトラフシジミの終令幼虫を採集羽化する 大野憲一 

総社産甲虫三種 水野弘造 

四国産甲虫数種 水野弘造 

草間でイッシキキモンカミキリを採集 山砥司郎 

備中井川にアカジマトラカミキリ 貝原栄治 

草間でフタテンカメムシを採集 小林健二･楠田雲居 

倉敷のミンミンゼミ 小野洋 

    

すずむし Vol.13.No.4 1964年 1月 3日発行(通巻 90) 

備中産カミキリムシ類採集目録 重井博･林憲一 

岡山県の蛾(1) 槇本精二 

備中町での蜻蛉採集記録 林憲一 

岡山のマダラナニワトンボのこと 林憲一 

1年ぶりに羽化したヒラアシハバチ 近藤光宏 

ネキトンボの脱殻をとる 林憲一 

北海道記(2) 秋山博志 

ドクトル･ザ－メン回顧録(2)アカジマトラカミキリ 6人の侍を

走らす 
ドクトル･ザ－メン 

おとしぶみ（短報） 

蛾 2題 槇本精二 

フサヒゲサシガメを倉敷で採集 楠田雲居 

    

すずむし Vol.14.No.1 1964年 8月 30日発行(通巻 91) 

岡山県の蛾(2) 槇本精二 

カミキリムシ科採集目録 岡本忠 

備中広瀬蛾類採集品目録(1) 槇本精二 

龍の口山系でトンボを追う［1］ 赤枝一弘 

ドクトル･ザーメン採集回顧録(3)””灯台下暗し”” ドクトルザーメン 

おとしぶみ（短報） 



蝶の異状型 2題 赤枝一弘 

アサギマダラを鴨方町で採集 宇野弘之 

アサギマダラの食草について 赤枝一弘 

アオモンギンセダカモクメを倉敷で採集 山砥司郎 

クロスジギンヤンマのおそい記録 林憲一 

    

すずむし Vol.14.No.2 1964年 9月 15日発行(通巻 92号) 

岡山県の蛾(3) 槇本精二 

方谷･井倉間蛾類採集目録 槇本精二 

県下で採集した蛾 赤枝一弘 

備中広瀬蛾類採集品目録(2) 槇本精二 

龍の口山系でトンボを追う Ⅱ （アオヤンマを採る) 赤枝一弘 

ドクトル･ザーメン採集回顧録(4)－人形峠でウラン鉱ならぬム

カシトンボを捕らえる－ 
ドクトルザーメン 

Maddester 雑言録(1) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

メスアカミドリシジミの新産地 竹内幸夫 

ウラクロシジミの新産地 竹内幸夫 

倉見でアカマダラセンチコガネを採集 竹内幸夫 

阿哲郡大佐町布瀬のサナエトンボ 4種 赤枝一弘 

    

すずむし Vol.14.No.3 1965年 1月 30日発行(通巻 93号) 

美袋附近のハムシ類 大野正男 

県北部のカミキリムシ採集品目録 竹内幸夫･道信順 

近着交換誌紹介   

岡山県の蛾(4) 槇本精二 

1964年同定会の蛾について 槇本精二 

ドクトル･ザーメン採集回顧録(5)トクトル三たびダウンを喫す

-その 1- 
ドクトルザーメン 

おとしぶみ（短報） 

モンクロベニカミキリの新産地 槇本精二 

浅原峠のトラフシヅミ 横田正義 

トラハナムグリ 秋山新一郎 

    

すずむし Vol.14.No.4 1965年 3月 30日発行(通巻 94号) 

新庄村の昆虫調査報告(その２) 
重井博･青野孝昭･小野洋･近藤光宏･林

憲一 

美作産カミキリムシ類採集目録(1962-1964年分) 重井博･林憲一 

ドクトル･ザーメン採集回顧録(6)トクトル三たびダウンを喫す

-その 2- 
ドクトルザーメン 

蝶の和名と英名 赤枝一弘 



おとしぶみ（短報） 

ツバメシジミ無尾異常型の一例 松野宏 

県下で採集したカミキリムシ数種 赤枝一弘 

県下で採集したベニボタル４種 赤枝一弘 

蛾類目録の訂正 赤枝一弘 

訂正 岡本忠 

 


