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主要引用文献

共通

「群馬県動物誌」編集委員会編（1985）群馬県動物誌. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（1975 ～ 2011）良好な自然環境を有する地域学術調査報告書（Ⅰ～ⅩⅩⅩⅦ）. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（1976 ～ 1980）奥利根地域学術調査報告書. 群馬県. 

群馬県自然環境調査研究会編（1981 ～ 1982）奥多野地域学術調査報告書（Ⅰ～Ⅲ）. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（1985）烏川源流地域学術調査報告書. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（1985）湯桧曽川源流地域学術調査報告書. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（1987 ～ 1988）赤谷川源流地域学術調査報告書（Ⅰ～Ⅱ）.  群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（1988）至仏山・笠ヶ岳地域学術調査報告書.　群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（1990）群馬県の貴重な自然　動物編. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（2002）第二次奥利根地域学術調査報告書. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（2002）群馬県の絶滅のおそれのある野生生物　動物編. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（2003）大峰沼・古沼自然環境調査報告書. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（2003）絶滅危惧動植物保全対策調査報告書. 群馬県.

群馬県自然環境調査研究会編（2008）外来生物生息状況調査報告. 群馬県.

哺乳類

阿部　永編（2005）日本の哺乳類. 東海大学出版会. 

姉﨑智子・坂庭浩之・長尾由美・田中義朗・黒川奈都子・佐藤ゆり恵・佐藤　弘（2008）群馬県におけるアライグマ

の生息状況と個体の記録. 群馬県立自然史博物館研究報告, 12:73-78．

Imaizumi, Y.（1954）Taxonomic studies on Japanese Myotis with descriptions of three new forms （Mammalia: 

Chiroptera）.  Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo, 34:40-62. 国立自然科学博物館.

今泉吉晴・臼杵秀昭・織田　聡・尾崎　徹（1964）尾瀬沼畔長蔵小屋付近の哺乳類（資料）.  動物学雑誌, 73:242-243.

　　日本動物学会.

今泉吉典（1970）浅間山で発見されたヒメヒミズと尾長に基づくその系統の考察. 哺乳動物学雑誌, 5:76-79. 日本哺乳

動物学会.

小林　正（1980）小哺乳類の現存量調査 第１報 木曾駒ヶ岳及び高手山の二次林、沼田スキー場におけるネズミ類調査. 

群馬生物, 29:26-30. 群馬県高等学校教育研究会生物部会.

小山　宏・茂原信生・石黒直隆・金井英男（2011）群馬県で発見されたニホンオオカミ遺骸. 群馬県立自然史博物館

研究報告, 15:167-170.

草野　保・松本忠夫（1978）谷川岳マチガ沢のブナ林及び霧ヶ峰草原のネズミ類現存量調査. 各種生態系における野

生動物の現存量に関する研究報告書, 23-52. 立教大学.

宮原義夫（1995）群馬町のカヤネズミの営巣と繁殖. Field Biologist, 5:22-33. 群馬野外生物学会.

宮原義夫（1998）群馬町のカヤネズミの営巣と繁殖（II）. Field Biologist, 8:29-36. 群馬野外生物学会.

宮崎重雄（1987）大形哺乳類. 桐生市動物誌, 1-14. 桐生市教育委員会.

関口福一郎（1987）小形哺乳類. 桐生市動物誌, 15-21. 桐生市教育委員会.

長野県環境保全研究所（2010）第２回生物多様性長野県戦略策定委員会資料. 長野県の生物多様性の概況（中間報告）.

夏目道生（1999）上野村の自然　動物, 2-61 上野村.

新潟県環境生活部環境企画課編（2001）にいがたレッドデータブック. 新潟県.

野崎英吉・古林賢恒・丸山直樹・常田邦彦・遠竹行俊（1979）関東地方におけるツキノワグマの分布－アンケート・

聞きとり調査による－. 哺乳動物学雑誌, 8（1）:14-32. 日本哺乳動物学会.

埼玉県（2002）改訂・埼玉県レッドデータブック2002 動物編.
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境町（1909）境町郷土史.

佐々木尚子・三笠暁子・福井　大・吉倉智子・水野昌彦・今井英夫（2012）群馬県みなかみ町南西部のコウモリ類. 

群馬県立自然史博物館研究報告,16:131-144.

栃木県自然環境調査研究会哺乳類部会（2002）栃木県自然環境基礎調査 とちぎの哺乳類.栃木県林務部自然環境課. 宇

都宮.

徳田御稔（1954）尾瀬ケ原周辺の哺乳類. 尾瀬ヶ原, 661-683. 日本学術振興会.

常田邦彦・丸山直樹・古林賢恒・赤坂　猛・宮本雅美（1976）群馬県におけるカモシカの分布－アンケート・聞きこ

み調査による－. 生物科学, 28（3）:120-132.

吉行瑞子（1980）尾瀬の森林棲翼手類について. 哺乳動物学雑誌, 8（2/3）: 89-96. 日本哺乳動物学会.

鳥類

日本野鳥の会群馬県支部編（1972 ～ 1982）市町村別鳥獣生息調査報告書. 群馬県.

日本野鳥の会群馬県支部編（1983 ～ 2010）市町村別鳥類生息密度調査報告書. 群馬県.

日本野鳥の会群馬県支部編（1992 ～ 2010）野の鳥. 188 ～ 302号.

爬虫類

長谷井稔（1983）爬虫類. 上信越高原国立公園霧積山付近と地蔵峠付近の野生動植物調査報告書, 42-46. 群馬県立女子

大学群馬県植物相動物相研究会.

疋田　努（2010）本草綱目啓蒙の爬虫類. 爬虫両棲類学会報, 2010（1）:66. 日本爬虫両棲類学会.

小林敏男（1982）太田市周辺のシロマダラ、タカチホヘビの採集記録. 両生類爬虫類研究会誌, 23:35-37. 日本両生爬虫

類研究会.

齋藤　晋（1993）は虫類. 長野原町の自然　八ッ場ダムダム湖予定地及び関連地域文化財調査報告書, 383-384. 長野原

町.

竹内美里・河村功一・呉　弘植・太田英利（2011）ミトコンドリアＤＮＡから見た東アジアにおけるニホンスッポン

（Pelodiscus sinensis）種群の遺伝的多様性. 日本爬虫両棲類学会報, 2011（1）:84. 日本爬虫両棲類学会.

鳥羽通久（1987）爬虫類. 桐生市動物誌, 53-61. 桐生市教育委員会.

両生類

廣瀬文男（2008）2007年の大峰山古沼におけるクロサンショウウオとモリアオガエルの繁殖状況. Field Biologist, 

17:33-36. 群馬野外生物学会.

廣瀬文男・金井賢一郎（1999）トウホクサンショウウオの卵数. Field Biologist, 9:1-2. 群馬野外生物学会.

廣瀬文男・金井賢一郎（2008） 温泉の流れ込む伊香保温泉-湯沢におけるカジカガエルの産卵期. 両生類誌, 17:25-28. 

日本両生類研究会.

廣瀬文男・富岡克寛（1978）群馬県内のニホンアカガエルとヤマアカガエルの分布１. 群馬生物, 27:16-18. 群馬県高等

学校教育研究会生物部会.

金井賢一郎（1997）群馬県におけるトウホクサンショウウオの新産地について. Field Biologist, 7:61-63. 群馬野外生物

学会.

金井賢一郎（2007）群馬県産ヒダサンショウウオHynobius kimurae DUNN, 1923について. Field Biologist, 16:1-10. 群馬

野外生物学会.

金井賢一郎（2008）館林の自然と生きもの　両生類・爬虫類. 館林市史特別編. 3:476-485. 館林市.

環境省自然環境局野生生物課（2010）日本の動物分布図集 両生類. 279-280.

片山満秋（1995）武尊山におけるモリアオガエル・クロサンショウウオ・マメシジミ. Field Biologist, 5:63-65. 群馬野

外生物学会.

片山満秋・金井賢一郎（2006）大峰山古沼に産するクロサンショウウオ幼生の食性. Field Biologist, 15:7-11.  群馬野

外生物学会.

Saito,S.（1981）Mortality of eggs and site selection for egg laying of the salamander Hynobius nigrescens Stejinger. 
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Bull. Gunma Pref. Woman’s Coll., 1:111-119.

齋藤　晋（2007）群馬県のトウホクサンショウウオ Ⅰ. Field Biologist, 16:11-19. 群馬野外生物学会.

齋藤　晋（2008）群馬県のトウホクサンショウウオ Ⅱ. Field Biologist, 17:1-8. 群馬野外生物学会.

高橋克之・金井賢一郎（2007）群馬県内におけるナガレタゴガエルの分布. 群馬県立自然史博物館研究報告, 11:87-92.

富岡克寛（1987）両生類無尾目. 桐生市動物誌, 63-69. 桐生市教育委員会.

富岡克寛・廣瀬文男・金井賢一郎（2005）群馬県大峰山古沼におけるモリアオガエルの2003年の産卵調査. Field 

Biologist, 14:10-14. 群馬野外生物学会.

魚類

川那部浩哉・水野信彦編（2001）日本の淡水魚. 山と渓谷社.

中坊徹次（2000）日本産魚類検索 全種の同定 第２版. 東海大学出版会.

中村守純（1969）日本のコイ科魚類. 資源科学研究所.

斉藤裕也（2004）神流川における銀毛ヤマメ（スモルト）の出現. Field Biologist, 13:10-18. 群馬野外生物学会.

関根和伯（2009）渡良瀬遊水地の魚図鑑. （財）渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団.

昆虫類

カゲロウ目、カワゲラ目､ トビケラ目

川合禎次（1985）日本産水生昆虫検索図説. 東海大学出版会.

川合禎次・谷田一三（2005）日本産水生昆虫 科・属・種への検索. 東海大学出版会.

川合禎次（1954）尾瀬ヶ原のカワゲラとトビケラ．尾瀬ヶ原，769-772．日本学術振興会．

Kawai, T. （1967） Plecoptera（Insecta），Fauna Japonica. Biogeographical Society of Japan．

Uchida, S. and Maruyama, Ｈ.（1987）What is Scopura longa Ueno, 1929（Insecta, Plecoptera）? A revision of the 

Genus. Zool. Sci., Tokyo, 4：699-709. 日本動物学会.

Ueno, M．（1929） Studies on the stoneflies of Japan. Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., B, 4：97-156. 京都帝国大学.

トンボ目

朝比奈正二郎（1954）尾瀬ヶ原の蜻蛉類. 尾瀬ヶ原（尾瀬ヶ原総合学術調査団研究報告）, 758-768. 日本学術振興会.

岡﨑太郎（2010）群馬県におけるトンボの希少種や絶滅が心配される種の生息状況について. 群馬生物, 59:3-7. 群馬県

高等学校教育研究会生物部会.

大森武昭（1995）トンボ類. 多々良沼周辺動植物生態調査報告書, 112-122. 群馬県.

大森武昭（2006）トンボ類. 渡良瀬遊水池と谷田川下流域の自然環境, 171-192. 板倉町教育委員会.

大森武昭・荒井堅一（2006）トンボ. たてばやしの動植物－目録および調査基礎資料集－, 83-106. 館林市.

尾園暁・川島逸郎・二橋亮（2012）日本のトンボ.  文一総合出版.

カマキリ目

大川秀雄・内山裕司（2008）館林の自然と生きもの 甲虫類・その他の昆虫. 館林の自然と生きもの館林市史 特別編, 

3:388-425. 館林市.

バッタ目

Ishikawa, H. and Wada, I.（2001）Three new species the genus Eobiana Bey-Bienko （Orthoptera, Tettigoniidae） 

from Japan. Tettigonia, 3:1-8. 日本直翅類学会.

Kusakari, K.（2006）Redescription of Eobiana nagashimai and descriptions of its two new subspecies （Orthoptera, 

Tettigoniidae）.  Tettigonia, 8:1-11. 日本直翅類学会.

草刈広一（2008）尾瀬・越後山脈の地形と昆虫. Insect Tohoku, 23:8-21.  福島昆虫ファウナ調査グループ.

草刈広一（2010）ハラミドリヒメギス尾瀬個体群の特徴と基亜種内変異. ばったりぎす, 145:25-36. 日本直翅類学会.

村井貴史（2005）よりどりはらみどり. ばったりぎす, 137:1-3. 日本直翅類学会.

大川秀雄・内山裕司（2008）館林の自然と生きもの 甲虫類・その他の昆虫. 館林の自然と生きもの館林市史 特別編, 

3:388-425. 館林市.

関口福一郎（1987）直翅類. 桐生動物誌, 180-185. 桐生市教育委員会.
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Uchida, M. and Ichikawa, A. （1999）Description of three new species and two new subspecies of the genus Tetrix 

Latreille （Orthoptera: Tetrigidae） from the Kanto District, central Japan. Tettigonia, 1（2）:88-98. 日本直翅類学

会.

内田正吉（1991）群馬県榛名山で確認した直翅類. 寄せ蛾記, 61:1164-1165. 埼玉昆虫談話会.

内田正吉（2001）群馬県富岡市で確認した若干の直翅類. 埼玉動物研通信, 37:7-9. 埼玉県動物研究会.

内田正吉（2002）群馬県藤岡市におけるマツムシの記録. 寄せ蛾記, 104:7-8. 埼玉昆虫談話会.

内田正吉（2005）群馬県沼田市北部にて7月下旬に確認された直翅類. 埼玉動物研通信, 49:18-21. 埼玉県動物研究会.

和田一郎、鵜川　茂（1983）草津白根山で採集されたトゲフキバッタ －クサツフキバッタ（仮称）発見のいきさつ－. 

昆虫と自然, 18（11）:15-19. ニューサイエンス社.

ナナフシ目

Ichikawa, A. and Okada, M.（2008）Review of Japanese species of Micadina Redtenbacher （Phasmatodea, 

Diapheromeridae）, with description of a new species. Tettigonia, 9:13-31. 日本直翅類学会.

ハサミムシ目

大川秀雄・内山裕司（2008）館林の自然と生きもの 甲虫類・その他の昆虫. 館林の自然と生きもの館林市史 特別編, 

3:388-425. 館林市.

カメムシ目

船山洋一（1996）アカエゾゼミの産卵行動について. Cicada, 13（1）:12. 日本セミの会.

船山洋一（2005）アカエゾゼミ発生数の年次変化にみられる周期性について. Cicada, 18（3）:50. 日本セミの会.

橋本洽二（1971）今月の虫 アカエゾゼミ. 月刊むし, 2:27. むし社.

橋本洽二（1972）蝉しぐれ－上州の蝉属. 月刊むし, 151:16-17. むし社.

原　栄一（2002）群馬県のカメムシ類. 乱舞, 11:247. 群馬昆虫学会.

長谷川 仁（1954）尾瀬ヶ原の半翅類．尾瀬ヶ原 尾瀬ヶ原総合学術調査団研究報告，746-757．日本学術振興会．

林　正美（1989）日本産セミの分布調査報告書（1）. Cicada, 18（1）:17. 日本セミの会.

金杉隆雄（2003）「セミの抜け殻調査」からみた群馬県内のセミの分布. 群馬県立自然博物館研究報告, 17:83-96. 群馬

県立自然史博物館.

金杉隆雄（2008）赤城山におけるアカエゾゼミの記録と群馬県内の分布. 群馬県立自然博物館研究報告, 12:83-84. 群馬

県立自然史博物館.

黒沢良彦（1974）アカエゾゼミ情報. 月刊むし, 41:36. むし社.

金子順一郎（2007）群馬県の貴重な昆虫. 乱舞, 16:148-149. 群馬昆虫学会.

神部昭夫（1989）土合口（群馬県）のアカエゾゼミ. 神奈川虫報, 88:34. 神奈川昆虫談話会.

環境庁自然保護局生物多様性センター（1998）第5回自然環境保全基礎調査（緑の国勢調査）'95身近な生き物調査　

セミの抜け殻データ総目録.

小林秀太郎（1940）水上村産昆虫目録（8）. 昆虫界, 18:456-467.

大川秀雄・内山裕司（2008）館林の自然と生きもの 甲虫類・その他の昆虫. 館林の自然と生きもの館林市史 特別編, 

3:388-425. 館林市.

高橋正和（1966）上昇気流に乗ったアカエゾゼミ. 昆虫と自然, 1（8）:14. ニューサイエンス社.

Tomokuni， Ｍ．（1982）The heteropterous fauna of the Ozegahara Moor and its adjacent area．Ozegahara：

Scientific Researches of the Highmoor in Central Japan，347-353．日本学術振興会．

コウチュウ目

堀口　徹（1999）群馬県産食糞性コガネについて. 乱舞, 9:101-131. 群馬昆虫学会.

金井直樹（2003）2002年群馬県食糞性コガネムシの記録. 乱舞, 12:137-142. 群馬昆虫学会.

金子順一郎（1999）ヘイケボタルの発生消長記録. 乱舞, 9:43-46. 群馬昆虫学会.

Morita, S. and Suda, T.（2007）A new pterostichine carabid beetle from Kwantō, central Japan. Elytra, 35（1）:287-293. 

Japanese Society of Coleopterology. Tokyo.

村田元彦（2003）群馬県のカミキリムシ. 乱舞, 12:177-263. 群馬昆虫学会.

中根猛彦（1973）日本の甲虫（3）ひぶとおさむし科・おさむし科. 昆虫と自然, 8（11）:2-7. ニューサイエンス社.



295

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
主
要
引
用
文
献

小倉佳夫（1971）群馬県におけるオオシロカミキリの記録. 月刊むし, 3:37. むし社.

大川秀雄（2006）群馬県館林市で得られた甲虫2種の記録. 月刊むし, 424:46. むし社.

大川秀雄・内山裕司（2006）その他の昆虫類. たてばやしの動植物 －目録および調査基礎資料集－, 155-224. 館林市.

須田　亨（1989）鞘翅目（コウチュウ類）. 藤岡市史 自然 目録 動物（昆虫類）,  243-289. 藤岡市.

須田　亨（1999）群馬の歩行虫. 乱舞, 9:77-100. 群馬昆虫学会.

栃木県林務部自然環境課・栃木県立博物館編（2005）レッドデータブックとちぎ－栃木県の保護上注目すべき地形・

地質・野生動植物－.

ハチ目

金杉隆雄（2007）東毛地域のチャイロスズメバチの記録. 乱舞, 16:146. 群馬昆虫学会.

金杉隆雄・青沼秀彦（2010）安中市でルリモンハナアブを確認. 乱舞, 19:37. 群馬昆虫学会.

中山全央（1987）膜翅目 ハチ. 桐生動物誌, 124-125. 桐生市教育委員会.

南部敏明（2002）群馬県のハチ目（１）－アナバチ類－. 埼玉動物研通信, 41:25-31. 埼玉県動物研究会.

南部敏明（2003）群馬県のハチ目（２）－ハナバチ類－. 埼玉動物研通信, 42:12-20. 埼玉県動物研究会.

日本産アリ類データベースグループ（2003）日本産アリ類全種図鑑.

中川　宏（1956）尾瀬でトワダオオカを目撃. 新昆虫, 19（12）:48.

須田博久（1974）山で採ったハナダカバチの採集例. 昆虫と自然, 9（6）:31. ニューサイエンス社.

須田　亨（2006）平野部におけるチャイロスズメバチの記録. 乱舞, 15:56. 群馬昆虫学会.

ハエ目

早川博文（1991）群馬県赤城山周辺におけるアブ類の採集記録. 衛生動物, 142（1）:47-49. 日本衛生動物学会.

早川博文（1982）アブの分類、生態とその対策（8）. 動薬研究, 30:32. バイエル薬品株式会社.

早川博文（1986）アブの分類、生態とその対策（14）. 動薬研究, 36:53. バイエル薬品株式会社.

Hayakawa, H.（1983）Description of Atylotus ozensis n. sp. from Honshu Island, Japan （Diptera, Tabanidae）. Jap. J. 

Sanit. Zool., 34（3）:235-239. 日本衛生動物学会.

市川顕彦（1995）群馬県でベッコウクサアブを採集. 昆虫と自然, 30（4）:16. ニューサイエンス社.

紺野　剛・金杉隆雄（2011）ツリアブ科ノート 群馬県のツリアブ科1. Systropus属 （Toxophorinae）. はなあぶ, 328:29-

31. 双翅目談話会.

大野正男（1989）トワダオオカの分布総説. 日本の生物, 13（12）:49. 文一総合出版.

Saigusa, T., Nakamura, T. and Saito, S.（2009）Insect mist-swarming of Nymphomyia species in Japan. Fly Times, 

Issue 43:2-8.

須田　亨（2002）トワダオオカの採集例. 乱舞, 11:331-332. 群馬昆虫学会.

玉木長寿（1983）フタオビアリスアブを群馬県の赤城山で採集. 昆虫と自然, 18（14）:16. ニューサイエンス社.

玉木長寿（1983）ツリアブ科Systropus sp.を群馬県の赤城山で採集. 昆虫と自然, 18（14）:16-17. ニューサイエンス社.

竹内正人（2009）群馬県でオオナガハナアブを採集. はなあぶ, 28:67. 双翅目談話会.

チョウ目

阿部勝次（2000）[群馬県]宮城村のオオムラサキ. 宮城村・群馬県前橋行政事務所.

赤城昆虫同好会編（1967）群馬県の蝶蛾特集号. 赤城, 8（1）:1-167. 赤城昆虫同好会.

藤田好信（1951）群馬縣新町附近のシルビアシジミ・ミヤマシジミの量的変化. 新昆虫, 4（11）:22.

福田晴男・美ノ谷憲久（1989）群馬県至仏山におけるフタスジチョウの分布資料. Neptis, 2:34-35. ネプティス研究会.

布施英明（1974a）ミツモンケンモンの新産地. 蛾類通信, 77:285. 日本蛾類学会.

布施英明（1974b）オガサワラヒゲヨトウ群馬県に産す. 蛾類通信, 77:285. 日本蛾類学会.

布施英明（1974c）群馬県の蛾 仮目録Ⅰ. 自刊.

布施英明（1975）群馬県の蛾 仮目録Ⅱ. 自刊.

群馬昆虫学会編（2002）群馬の蝶相（3）アゲハチョウ科・シロチョウ科. 乱舞, 11:3-51. 群馬昆虫学会.

堀江清史・大和田守（1988）群馬県御荷鉾村でも採集されたニシキシマメイガ. 蛾類通信, 150:394. 日本蛾類学会.

市川和夫（1979）関東地方におけるクロツバメシジミの生息地の記録. 昆虫と自然, 14（14）:18. ニューサイエンス社.

井上　寛・杉　繁郎・黒子　浩・森内　茂・川辺　湛・大和田守（1982）日本産蛾類大図鑑Ⅰ 解説編, 講談社.



296

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
主
要
引
用
文
献

飯塚新真（1988）尾瀬至仏山の高山蛾. 誘蛾燈, 114:141-142. 誘蛾会.

神保一義・柳田慶浩（1982）乗鞍岳高山帯の蛾. 蛾類通信, 116:250-255. 日本蛾類学会.

川辺　湛・布施英明（1977）動物に関する調査（蛾類）. 国道291号整備計画立案のための自然環境調査報告書,  29-

132. 国立公園協会.

小林栄一（1995）ガ類. 多々良沼周辺動植物生態調査報告書, 132-150. 群馬県.

小林栄一（1997）蛾類. 邑楽・館林地域 ウエットランドの保全と活用, 227-247. 館林財務事務所地域振興室.

小林栄一・小池正之（1995）鱗翅目 蛾. 大間々町誌 動物編, 312-363. 大間々町.

小林栄一・小池正之（2006）蛾類. 渡良瀬遊水地と谷田川下流域の自然環境 2005, 295-327. 板倉町教育委員会.

小林栄一・小池正之・新井　武・片山雅資・宍田幸男（2009）群馬県湯の丸山におけるミヤマシロチョウの産卵・卵

塊および孵化について. Field Biologist, 18:1-19. 群馬野外生物学会.

小林栄一・小池正之・宍田幸男（1991）チョウセンコウスグロアツバの群馬県における採集報告.　蛾類通信,　

161:189. 日本蛾類学会.

小池啓一（1995）群馬県水上町におけるフタスジチョウの記録. Field Biologist, 5:14-15. 群馬野外生物学会.

小池正之･小林栄一（1993）長野原町の自然 チョウ類（鱗翅目）. 八ツ場ダムダム湖予定地及び関連地域文化財調査報

告書, 285-301. 長野原町.

松村行栄（1969）ヒメヒカゲの採集記録. Cosmia, 4:84. 群馬蛾類同好会.

中村敏夫（1963）赤城山採集の記録－1963年－. 群馬昆虫, 4:15-16. 群馬昆虫同好会.

中村正直・工藤広悦（2010）イチモジヒメヨトウの幼生期の記録. 蛾類通信, 255:115-118. 日本蛾類学会.

中沢和則（1968）群馬県のヒメギフチョウの新産地. 昆虫と自然, 3（10）:33. ニューサイエンス社.

成田正嗣（1986）群馬県利根郡のクロツバメシジミについて. 乱舞, 5:19-20. 群馬昆虫楽会.

長野県生物多様性研究会長野県自然保護研究所・長野県生活環境部環境自然保護課（2004）長野県版レッドデータブッ

ク ～長野県の絶滅のおそれのある野生生物～　動物編.

荻原　裕・宮崎和夫・小島松男・森本　明・日向博美・関　俊夫（1972）大峰山の昆虫相について蝶. 日本大学農獣

医学部動植物研究会報, 20:73-84. 日本大学農獣医学部動植物研究会.

大塚依久（1962）渡良瀬川下流に於けるシルビヤシジミの分布について. 群馬昆虫, 2:14-18. 群馬昆虫同好会.

大塚依久（1963）邑楽・館林産蝶類目録. 群馬昆虫, 4:1-4. 群馬昆虫同好会.

大内一彦（1959）谷川岳虹芝寮付近蝶類目録. 新昆虫, 12（2）:14-18.

里見哲夫（1981）昆虫類. 南牧村誌, 201-204. 南牧村誌編集委員会.

里中正紀・山田邦雄・遠山　豊（1991）群馬県のクロツバメシジミ. 蝶研フィールド, 6（8）:11-14. 蝶研出版.

里中正紀（1992）東日本のクロツバメシジミ（Ⅱ） -生態-. 蝶研フィールド, 7（8）:10-15. 蝶研出版.

佐藤力夫（1998）新潟・群馬県境三国峠地域の蛾類. 誘蛾燈, Supplement 6:1-47. 誘蛾会.

武井武一（1970）種名不明尺蛾の雌. Cosmia, 7:166. 群馬蛾類同好会.

谷口高司･高橋隆一（1971）尾瀬笠ケ岳高山帯の蛾. 蛾類通信, 65:77. 日本蛾類学会.

栃木県林務部自然環境課・栃木県立博物館編（2005）レッドデータブックとちぎ －栃木県の保護上注目すべき地形・

地質・野生動植物－.

山田昭二（1987）桐生蝶類誌.　桐生市みどりと花の会.

クモ類

林　俊夫（1989）真正蜘蛛類. 藤岡市史自然編, 887-910.

林　俊夫（2001）過去15年間に群馬県で記録されたクモ. Field Biologist, 11:9-13. 群馬野外生物学会.

林　俊夫（2008）興味ある３種のクモについて.　Field Biologist, 17:41-43. 群馬野外生物学会.

林　俊夫（2011）赤城のクモ. 自刊.

笹岡文雄（2006）北関東３県（群馬・栃木・茨城）におけるキシノウエトタテグモについて. Kishidaia, 89:39-42. 東

京蜘蛛談話会.

新海　明・安藤昭久・谷川明男・池田博明・桑田隆生（2010）CD日本のクモVer. 2010. 自刊.

武井武一（1967）利根沼田の真正蜘蛛. 群馬生物, 16:1-15. 群馬県高等学校教育研究会生物部会.



297

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
主
要
引
用
文
献

甲殻類

藤野隆博（1972）日本の淡水産エビ類の分類と見分け方. Nature Study, 18（5）:5-10. 大阪市立自然科学博物館. 

林　健一（2007）日本産エビ類の分類と生態. 生物研究社.

片山満秋（2002）群馬県におけるカブトエビ類の分布（１）. Field Biologist, 12:21-26. 群馬野外生物学会.

上田常一（1970）日本産淡水産エビ類の研究. 園山書店.

上野益三（1973）川村 日本淡水生物学. 北隆館.

陸・淡水産貝類

松本充夫（1984）叶山の陸産貝類－叶山の自然－. 叶山自然調査報告, 133-152. 秩父セメント（株）叶山自然環境調査会.

松本充夫（1999）動物 陸産貝類. 上野村誌（Ⅲ）－上野村の自然－, 243-266. 上野村教育委員会.

関根和伯（1998）湖沼. 板倉町の自然環境'97 , 49-111. 板倉町教育委員会.

高橋　茂（1984）群馬県陸産および淡水産貝類目録. 自刊.

ヒドロムシ類

片山満秋・茂木伸枝（1969）マミズクラゲの新産地と二三の知見. 群馬生物, 18:30. 群馬県高等学校教育研究会生物部会.

ウズムシ類

片山満秋（1972）群馬県の淡水産プラナリア類の分布. 採集と飼育, 34:41-45.

手代木 渉（1987）プラナリアの生物学. 共立出版.

コケムシ類

向井秀夫（1982）群馬県淡水苔虫についての覚え書. 群馬大学教育学部紀要　自然科学編,31:17-32.

向井秀夫（1984）群馬県淡水苔虫補遺. 群馬大学教育学部紀要　自然科学編, 33：49-60.

鳥海　衷（1973）触手動物 Tentaculata. 川村　日本淡水動物学, 277-288. 北隆館.

（注）種の解説において、引用が共通文献である場合表記は著者別となり、一致しない場合がある。




