
すずむし Vol.6.No.1 1956年 7月発行 

倉敷のコガネムシ相(1) 小野洋 

新見市草間町産の蝶ニ･三について 青野孝昭 

阿哲峡採集記 若林正史 

向州と思い出 赤枝一弘 

おとしぶみ（短報） 

タコラ山のメダカカミキリはニセアリモドキカミキリ 小野洋 

クロツバメシジミの最終羽化 赤枝一弘 

西大寺のヒオドシチョウ 赤枝一弘 

阿哲峡でヒゲナガコバネカミキリ 小野洋 

オオムラサキ幼虫を臥牛山で採集 青野孝昭 

黒田でウラゴマダラシジミ 若林正史 

倉敷附近よりミドリシジミの多産地を発見 青野孝昭 

君の名は Ｔ．Ｔ 

'56 年度黒田のウスイロとウラジロ 青野孝昭 

ウラキンとウラゴマダラの再記録 青野孝昭 

ウラナミジャノメを黒田で記録 青野孝昭 

    

すずむし Vol.6.No.2 1956年 9月 10日発行 

作東の蜻蛉類 1 安東瑞夫 

邑久郡長船町附近の蝶類 4題 秋山茂 

クロツバメ観察 1 赤枝一弘 

おとしぶみ（短報） 

総社市門田でラミーカミキリ採集 若林正史 

新見市草間町でラミーカミキリ 小野洋 

倉敷附近でヒメヒカゲ その他 友野良一 

ウラナミジャノメについて 安東瑞夫 

岡山金山に行く人に 赤枝一弘 

ムラサキツバメを豪渓で採集 青野孝昭 

ウスイロオナガシジミとウラジロミドリシジミの分布 小野洋 

クロスジギンヤンマ金甲山に多産 安東瑞夫 

西大寺市龍の口にネブトクワガタ 赤枝一弘 

    

すずむし Vol.6.No.3 1956年 11月(1957と誤記) 

作東の蜻蛉類 安東瑞夫 

岡山県にも発見されたヒロオビミドリシジミ 青野孝昭 

奥津附近の蝶類について 風早保男 

クロツバメ観察(2) 赤枝一弘 

ヤブヤンマ，オナガサナエ倉敷に多産か「夏休み科学作品展示

会から」 
友野良一 

第三回採集会報告   



おとしぶみ（短報） 

勝山にラミーカミキリ 船越俊平 

半田山の虫二･三 松井俊公 

金甲山でヘリグロベニカミキリ 小野洋 

金甲山でヘリグロベニカミキリ（目次では金甲山でシロヘリツ

チカメムシ） 
小野洋 

向州でアヤナミカメムシを採集 赤枝一弘 

西大寺産すゞめ蛾追加 赤枝一弘 

竜の口でオジロサナエを記録 赤枝一弘 

金甲山にヤブヤンマ 友野良一 

岡山市内でタカネトンボ 友野良一 

    

すずむし Vol.6.No.4 1956年 12月 28日発行 

徳川中期における岡山地方の蝶と蜻蛉類 安江安宣 

竜の口採集記(西大寺近隣産蝶四報) 赤枝一弘 

白水隆先生より本会宛に寄贈された論文 3篇の紹介 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

コシボソヤンマ豪渓に多産 友野良一 

御津町でヒメアカネ 友野良一 

Zoradia 属(ハネナガウンカ)の二珍種 松井俊公 

イチモンジセセリの飛速度 (飛→飛翔) 友野良一 

福山でアサギマダラ 友野良一 

豪渓でクロツバメシジミ 若林正史 

    

すずむし Vol.7.No.1 1957年 3月 21日発行 

美作の蝶について 道信順 

クロツバメ観察(3) 赤枝一弘 

名士と昆虫学-倉敷と東京の生活から- 深谷昌次 

思っておること 佐藤清明 

無題 安江安宣 

無題 広瀬義躬 

無題 近藤光宏 

無題 守安義光 

無題 大塚勲 

無題 黒田佑一 

無題 平田信夫 

無題 赤枝一弘 

無題 水野弘造 

無題 宮尾幹郎 

半田山と私 松井俊公 

思い出の肥つぼ 若林正史 



無題 清水慶子 

無題 小野洋 

無題 風早保男 

無題 青野孝昭 

蜻蛉と蚊の話 友野良一 

おとしぶみ（短報） 

あまのじゃく一考 松井俊公 

西大寺地方の稀蝶のその後の記録 赤枝一弘 

金甲山について 赤枝一弘 

ネキトンボの竜の口に於ける記録 赤枝一弘 

タイリクアカネ 道信順 

キチョウの初見 友野良一 

蝶 2題 青野孝昭 

コムラサキの訪花 青野孝昭 

矢の峰とそこに棲む 7月上旬の蝶 青野孝昭 

    

すずむし Vol.7.No.2 1957年 8月 5日発行 

シルヴィアシジミの分布とその食草について考えること 安江安宣 

阿哲峡のニシキキンカメムシ 風早保男 

高滝山付近採集記 青野孝昭 

続高滝山付近採集記 青野孝昭 

採集メモ 友野良一 

採集メモ 青野孝昭 

昭和町日羽，美袋間の調査報告及び高滝山付近の採集品目録 若林正史 

冬眠中の夢 水野弘造 

私の現在 船越俊平 

採集会報告   

おとしぶみ（短報） 

タイリクアカネについて 安東瑞夫 

和気でグンバイトンボの棲息を確認 友野良一 

高梁市でアオサナエ 友野良一 

オグマサナエの大量羽化 友野良一 

倉敷にゴイシシジミ 尾崎年彦 

豪渓からトラフシジミ 風早保男 

アオバセセリ金山にて捕獲 大森豊彦 

和気のオオウラギンヒョウモンとウラゴマダラシジミ 友野良一 

本年のハルゼミの初鳴 小野洋 

金山のツマグロヒメコメツキモドキ 小野洋 

    

すずむし Vol.7.No.3 1957年 11月 30日発行 

倉敷市福田町産昆虫雑記(1) 船越俊平 



クロツバメ観察(4) 赤枝一弘 

採集メモ 広瀬義躬 

採集メモ 赤枝一弘 

採集メモ 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

漱石と虫の本 茨川虎夫 

オサムシ二種について 船越俊平 

邑久郡長船町でラミーカミキリ 秋山茂 

ウラギンシジミの好む色彩 秋山茂 

邑久町でモンキアゲハを目撃 大森豊彦 

竜の口でミドリヒョウモン 赤枝一弘 

竜の口でナニワトンボとクモガタヒョウモンを採集 赤枝一弘 

    

すずむし Vol.7.No.4 1957年 12月 31日発行 

八ヶ岳採集記 船越俊平･青野孝昭 

八ヶ岳採集品目録 風早保男･"船越俊平･青野孝昭 

明治後期における岡山の昆虫相を知る為の一資料の紹介 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

冬至の日にムラサキシジミ 安江生 

神庭の滝の甲虫二種 船越俊平 

    

すずむし Vol.8.No.1 1958年 5月 15日発行 

倉敷市福田町産昆虫雑記(二) 船越俊平 

道後山及び帝釈峡 赤枝一弘 

室内に飛込む蝶について 赤枝一弘 

八ヶ岳採集品目録中の一部訂正について K.F.A. 

昆虫採集の用具（その 1） 無記名 

季節の昆虫 N.T.K 

    

すずむし Vol.8.No.2 1958年 11月 20日発行 

伯耆大山の昆虫相 I 佐藤清明 

採集メモ 新見市西川流域 青野孝昭 

採集メモ 上石見･足立間 青野孝昭 

採集メモ 柳井原 青野孝昭 

採集メモ 三室･足立間 青野孝昭 

採集メモ 大佐山付近 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

シラホシテントウとシロトホシテントウの記録 小野洋 

小豆島でクロツバメ採集 赤枝一弘 

    

すずむし Vol.8.No.3 1958年 11月 30日発行 



伯耆大山の昆虫相 II 佐藤清明 

雌山付近採集小記 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

セセリチョウ 3種の新産地 安東瑞夫 

    

すずむし Vol.8.No.4 1958年 12月 31日発行 

伯耆大山の昆虫相 III 佐藤清明 

道後山採集雑記 青野孝昭 

おとしぶみ（短報） 

高清水高原に登る 青野孝昭 

那岐山の土産品 青野孝昭 

小豆島のクロツバメシジミ 赤枝一弘 

竜の口でクロスジギンヤンマ 赤枝一弘 

竜の口の蜻蛉 赤枝一弘 

自宅附近で採集した蜻蛉 2種 赤枝一弘 

アオサナエの記録 赤枝一弘 

ヤブヤンマの記録 赤枝一弘 

金甲山でウラジロミドリシジミを採集 赤枝一弘 

阿哲峡でゴイシシジミ 赤枝一弘 

竜の口でダイミョウセセリ 赤枝一弘 

 


