
すずむし Vol.15.No.1 1965年 7月 30日発行(通巻 95号) 

岡山県産ゾウリムシ類の記録 林憲一 

帝釈峡でのトンボ採集品 林憲一 

岡山県の蛾(5)－カノコガ科 AMATIDAE－ 槇本精二 

岡山県の蛾(6)－オオカギバガ科･カギバガ科－ 槇本精二 

ドクトル･ザーメン採集回顧録(７）青野孝昭氏””メジロ””

を採集する 
ドクトルザーメン 

Maddester 雑言録(2) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

カミキリ雑交一例 水野弘造 

    

すずむし Vol.15.No.2 1965年 12月 10日発行(通巻 96号) 

1965年同定会の蛾について 槇本精二 

岡山県の蛾(7) 槇本精二 

高梁市産蝶類目録 脇本浩 

カミキリムシ科採集目録 脇本浩 

岡山市 西大寺市のとんぼ 赤枝一弘 

投稿規程   

伯耆大山蝶類採集品回顧録 難波通孝 

会員広島便り 難波通孝 

Maddester 雑言録(3) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

新見市草間でスジグロチャバネセセリ 赤枝一弘 

新見市草間でクロスズメ 赤枝一弘 

    

すずむし Vol.15.No.3 1965年 12月 15日発行(通巻 97号) 

本年採集した西大寺市のスズメガについて 赤枝一弘 

岡山県下のクロツバメシジミの越冬と発生回数について 赤枝一弘 

岡山県の蛾(8) 槇本精二 

大山採集記 那須敏 

    

    

南アルプス採集行メモ(I) 水野弘造 

備前地区で採集したカミキリムシ 赤枝一弘 

おとしぶみ（短報） 

阿哲郡大佐町布瀬でナカスジシャチホコ 赤枝一弘 

本年採集したシャクガ 赤枝一弘 

    

すずむし Vol.15.No.4 1965年 12月 31日発行(通巻 98号) 

トカラ列島採集品目録 秋山博志･前田喜四雄 

南アルプス採集行メモ(II) 水野弘造 



南西諸島採集記 秋山博志･西伸一郎 

ギフチョウの幻想 松野宏 

ドクトル･ザーメン採集回顧録(8)青帽組赤帽組活躍す黒坂にウ

スバシロチョウを追う 
ドクトルザーメン 

おとしぶみ（短報） 

四国産甲虫数種(その 2) 水野弘造 

大山産甲虫ニ題 水野弘造 

カミキリムシの新しい記録 岡本忠 

    

すずむし Vol.16.No.1 1966年 7月 1日発行(通巻 99号) 

広島県のハムシ相 大野正男 

県下で記録されたウスモンヒラタハバチ 近藤光宏 

倉敷の蛾 槙本精二 

交換誌紹介   

今年の冬採集した蛾 田辺恒彰 

Kurarua rhopalophoroides Hayashi クビアカモモブトホソカミ

キリを臥牛山で採集 
重井博 

林匡夫先生をおまねきして   

ドクトル･ザーメン採集回顧録(9)"曇り一時晴れ"ニジマス釣り

に興じる 
ドクトルザーメン 

南アルプス採集行メモ(Ⅲ) 水野弘造 

Maddester雑言録(4) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

レールにとまったコバネカミキリ 近藤光宏 

アカスジキンカメムシを琴平で 近藤光宏 

倉敷市でケブカヒラタカミキリを記録 山砥司朗 

倉敷産タマムシ数種 山砥司朗 

熊の湯産甲虫数種 山砥司朗 

Trichius japonicus Jansonトラハナムグリの記録 山砥司朗 

    

すずむし Vol.16.No.2.3.4合併号 1966年 12月 31日発行(通巻 100号記念号) 

創刊 100 号おめでとう 深谷昌次 

思い出すままに 石原保 

むかしとんぼ 佐藤清明 

日本産 Aphotona属ハムシ類の覚え書き 大野正男 

北八ヶ岳奥蓼科のカミキリ 重井博 

岡山県北部のカミキリムシ採集目録 道信順 

伯耆大山･天牛採集行メモ 水野弘造 

岡山県未記録の天牛及び既報告種の訂正 青野孝昭 

大山産カミキリムシ類採集品目録 脇本浩 

本年県下で採集したスズメガについて 赤枝一弘 



ニシキキンカメムシの生態(予報) 小野洋･近藤光宏 

岡山県未記録の蛾 槙本精二 

岡山県北部における蛾類分布資料 道信順 

1966年採集会報告 T 

西大寺産スズメガ発生状況 赤枝一弘 

アケビコンボウハバチ羽化に成功 近藤光宏 

アオイラガの寄生蜂 近藤光宏 

トンボ雑記 林憲一 

津川でトビイロカミキリを採る 脇本浩 

Maddester 雑言録(5) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

ヒゲナガカミキリの目撃 脇本浩 

タカサゴシロカミキリの記録 脇本浩 

アカネカミキリの岡山県内での記録 脇本浩 

クロコノマを総社市で採る 近藤要一 

モリヤママドガ岡山市に産す 田辺恒彰 

ダイセンシジミ臥牛山に産す 中村具見 

シロトラカミキリを穴門山神社で採る 脇本浩 

臥牛山のウンモンテントウ 脇本浩 

ツツジの花からミヤマルリハナカミキリを採る 脇本浩 

    

すずむし Vol.17.No.1号 1968年 3月 31日(通巻 101号) 

ニューヨーク自然科学博物館など-アメリカ東部紀行と生態学

的考察- 
安江安宣 

むかしとんぼ 佐藤清明 

トカラ列島採集品目録 槙本精二 

伯耆大山天牛採集品目録(第Ⅱ報) 水野弘造 

大山産カミキリムシ 2種の記録 那須敏 

臥牛山のカミキリムシ 脇本浩 

岡山県内産ゴミムシの採集記録 山砥司朗 

西大寺産カミキリムシの記録について 那須敏 

岡山県未記録の蛾について 赤枝一弘 

岡山県のガロアムシについて 
小野洋･青野孝昭･宇野弘之･近藤光宏･

重井博 

台湾産蝶土産 水野弘造 

Maddester雑語録(6) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

高梁市臥牛山のカミキリムシ類の記録 脇本浩 

備中産甲虫雑記(Ⅰ) 山砥司朗 

    

すずむし Vol.17.No.2号 1968年 8月 30日発行(通巻 102号) 



隠岐諸島のハムシ類(3) 大野正男 

屋久島天牛採集行失敗の記 水野弘造 

岡山県産テントウムシの採集記録 山砥司朗 

石の下の四年目-高山蝶の周年経過についての推測- 松野宏 

Maddester雑語録(7) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

西大寺市内でコウチスズメを採集 木村基樹 

備中産甲虫雑記(2) 山砥司朗 

オオヒラタハナムグリの新産地 竹内幸夫 

    

すずむし Vol.18.No.1号 1969年 8月 30日発行(通巻 103号) 

伯耆大山産天牛目録(第Ⅲ報) 水野弘造 

岡山･鳥取両県よりのナガクチキムシ採集記録 水野弘造･青野孝昭 

茂木幹義氏の琉球産昆虫採集品目録［Ⅰ］ 水野弘造 

キベリクキバチの食草を確認 近藤光宏 

オオシロオビクロハバチの生態断片 近藤光宏 

Maddester雑語録(8) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

ニイジマチビカミキリ岡山県に産す 近藤光宏 

    

すずむし Vol.18.No.2号 1970年 8月 15日発行(通巻 104号) 

岡山市の蛾類目録１ 赤枝一弘 

岡山県未記録の蛾２種 赤枝一弘 

Maddester雑語録(9) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

ヒメアケビコノハの分布 後藤雅人 

金甲山でヒメボタルを採集 赤枝一弘 

クリストフコトラカミキリ岡山県に産す 近藤要一 

クビアカトラカミキリを採集 後藤雅人 

湯原のグンバイイトトンボ 赤枝一弘 

    

すずむし Vol.19.No.1.2号 1970年 11月 8日発行(通巻 105号) 

岡山県のカミキリムシ 青野孝昭･宇野弘之･重井博･脇本浩 

    

すずむし Vol.20.No.1.2号 1970年 11月 28日発行(通巻 106号) 

近畿北部－中国地方におけるウスバシロチョウの分布 松野宏 

臥牛山のミヤマカラスアゲハ 赤枝一弘 

岡山市の蛾類目録Ⅱ 赤枝一弘 

Maddester雑語録(10) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 



岡山県下の蝶おぼえ書き 赤枝一弘 

大山でキヌツヤハナカミキリを採集 赤枝一弘 

ホソバミツモンケンモンについて 赤枝一弘 

    

すずむし Vol.20.No.2号 1971年 4月 25日発行(通巻 107号) 

近藤光宏氏採集品目録 槇本精二 

故白神昭氏採集品目録 槇本精二 

岡山県からヒゲブトマルハバチの幼虫を確認 近藤光宏 

ウツギのハバチ Asiemphytus属３種とも県内に産す 近藤光宏 

岡山市の蛾類目録  訂正と追加 赤枝一弘 

外国の蝶の話(Ⅱ) 水野弘造 

おとしぶみ（短報） 

蛾三題 渡辺昭彦 

 


