
【Ａ】
明石英幹・中山博志：コフジガイの生態についての若干

の知見およびシャコに対する稀な共生例．51
（2），156－159．

明石英幹・滝川祐子・倉持卓司・吉松定昭・野村美加・
多田邦尚：瀬戸内海備讃瀬戸海域から得ら
れたドングリシャミセンガイ Lingula rostrum 
（SHAW, 1798）の記録．54（1），19－21．

朝井俊亘・小田真奈美・岡本なずな・川端　青・久保喜
計：和歌山県太地沖で漁獲されたダイナンウ
ミヘビ Ophisurus macrorhynchus  およびマア
ナゴ Conger myriasterの消化管内容物．54（1），
67－70．

荒尾一樹・田原大輔：福井県初記録のヒナハゼ（ハゼ科）．
53（2），164－165．

【Ｄ】
土井敏男：神戸市内における背中線型ヌマガエルの新産

地．54（1），45－47．
土井敏男：ヌマガエル幼体による大型のミミズに対する

捕食行動の観察例． 54（1），73－76．
土井敏男・青山  茂：神戸市内の都市河川である福田川

で確認されたモクズガニ科（Varunidae），お
よびベンケイガニ科（Sesarmidae）の 4 種． 
55（2），142－144．

土井敏男・大嶋範之 ･安井幸男：神戸市におけるシロマ
ダラ（ナミヘビ科）の記録．52（2），129－130．

土井敏男・中務裕子・國居彩子：兵庫県加古川で採集さ
れたヒラテテナガエビとミナミテナガエビ
（テナガエビ科）の記録．51（2），146－149．

【Ｅ】
江川和文：和歌山県産シロナルトボラの歯舌の観察例 

（軟体動物門，腹足綱，オキニシ科）．51（1）， 
13－14．

江川和文：和歌山県広川町西広海岸から採集したムラサ
キガイ生個体（軟体動物門，二枚貝綱，シオ
サザナミガイ科）．51（1），53－55．

江川和文・野田圭典：ベニイボヒトデシロスズメガイの
寄生状況（軟体動物門，腹足綱，ハナゴウナ
科）． 51（2），160－162．

江川和文・野田圭典：和歌川河口奥部におけるニセヒロ

クチカノコの産出記録（軟体動物門，腹足綱，
アマオブネガイ科） ． 52（1），72－74．

江川和文・土岐頼三郎：和歌山県におけるタイワンレイ
シの産出記録（軟体動物門，腹足綱，アクキ
ガイ科）． 52（1），51－53．

江川和文・土岐頼三郎：和歌山市名草浜産オオネズミガ
イ（軟体動物門，腹足綱，タマガイ科）の動
物残存個体の知見．53（2），124－126．

江川和文・野田圭典・土岐頼三郎：和歌山市産ネコガイ
（軟体動物門，腹足綱，タマガイ科）の歯舌の
観察例．52（2），151－152．

【Ｆ】
藤井伸二・梅本信也：コナミキ（シソ科）の和歌山県那

智勝浦町における新産記録．51（2），81－82．

【Ｈ】 
花﨑勝司・三宅壽一：大阪府阪南市の潮間帯で採集され

たヒガシナメクジウオ．55（1），31－32．
花﨑勝司・三宅壽一：大阪府泉州地域における河川魚類 

追補．55（1），59－62．
橋本伊勢雄・樫山嘉郎・久保田　信：和歌山県西牟婁

郡白浜町で採取された生きたスイジガイ
Lambis （Harpago） chiragra （盤足目，ソデボ
ラ科）の亜成貝．51（1），58．

秦　香織・石田　淳・松尾敏生・三浦知之：大分県初記
録種を含む番匠川感潮域における十脚甲殻類
の採集記録．52（2），143－148．

林　公義・久保田　信・田名瀬英朋・中坊徹次：稀少種
ヌメリテンジクダイ Pseudamia gelatinosa （テ
ンジクダイ科）未成魚の和歌山県白浜町の海
岸への漂着．51（1），56－57．

原　竜也・鳥越兼治・久保田　信：多数のムラサキイガ
イが生きたケフサイソガニの体の諸所に付
着．53（1），85－86．

原田　豊・宿里宏美・米田万里枝・瀧波りら・長濱　梢・
松元勇樹・大山亜耶・前田詩織・山根正気：
種子島のアリ相．51（1），15－21．

平澤絵理子・長尾　淳・倉持敦子・倉持卓司：三浦半島
沿岸域で観察されたゴマフアザラシの記録． 
52（2），153－154．

平澤康太・久保田　信：和歌山県白浜町番所崎付近へ
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打上げられた軟体動物腹足綱貝殻追加目録
（2011－2013 年）．55（1），90－91．

平嶋健太郎：紀ノ川および有田川流域におけるシマヒレ
ヨシノボリの分布．53（1），47－50．

平嶋健太郎・揖　善継：和歌山県由良町から得られたア
カメ Lates japonicus KATAYAMA et TAKI．51（2），
154－155．

平嶋健太郎・丸山秀人：和歌川河口干潟の魚類相．54（1），
24－30．

平嶋健太郎・内山りゅう：和歌山県富田川で採集された
アユカケ．55（1），55－56．

邊見由美・伊谷　行：高知県浦ノ内湾における絶滅危惧
種ムツアシガニのツバサゴカイへの共生の記
録．55（2），115－117．

【Ｉ】
今井　正・大貫貴清：紀伊半島南西部の河川で採集され

たザラテテナガエビとコンジンテナガエビの
未成体．55（1），11－14．

今井　正・大貫貴清：伊豆半島戸田大川におけるザラテ
テナガエビ未成体の出現．55（2），112－114．

【Ｋ】
柏木健司：キセルガイモドキの地域変異．53（2），166－

172．
柏木健司・中山浩一・日野康久：ムササビの営巣場とし

ての岩穴利用．55（1），6－10．
揖　善継・中田　稔：和歌山県印南町切目川水系にお

けるオオウナギ Anguilla marmorata QUOY　et  
GAIMARDの県内北限記録．55（1），70－72．

勝見啓吾・斎藤　葵・林　博之：汽水に順化させたカワ
ヨシノボリの塩分耐性．54（1），71－72．

加藤幹男・Eman. M. ABBAS ・ 高柳　淳・清水信義・谷田
一三・竹門康弘：大阪湾にて採集されたハナ
オコゼのＣＯ I遺伝子配列．52（1），83－84．

川上寛子・高橋奏恵・溝口恵敬・山元　晃・山本好和：
和歌山市紀伊風土記の丘の地衣類．54（1），8－
12．

貴志　学・藤崎憲治：ナミアメンボの越冬についての一
考察．51（1），40－42．

北尾芳樹・久保田　信：和歌山県で発見された巨大カメ
ノテ（甲殻類）． 51（2），153．

北原佳郎： 静 岡 県 松 崎 町 に お け る ヒ ナ モ ロ コ 
Aphyocypris chinensis GÜNTHER の定着状況．
51（1），9－12．

北原佳郎・荒尾一樹：静岡県中部地域で採集されたヌエ
ハゼ ． 52（1），24－26．

北原佳郎・荒尾一樹：静岡県産イソギンポ科魚類２種の
分布に関する知見． 53（2），138－140．

木塚誉貴・櫻井大輝・林　博之：カワヨシノボリの成魚
の塩分耐性 ． 53（2），183－184．

木邑聡美・野元彰人・岸野　底：三重県赤羽川河口域で
採集されたカワスナガニ（ムツハアリアケガ
ニ科）．51（1），33－34．

小齊　孝・古仲裕貴・山下大希・林　博之：ドロメの低
塩分耐性．55（1），79－80．

小菅丈治：奄美大島屋入干潟におけるハサミカクレガニ
（ムツハアリアケガニ科）の生息状況．51（1），
1－3．

小菅丈治：石垣島吹通川におけるミナミヒメシオマネキ
の繁殖期．53（1），51－54．

小菅丈治：石垣島北部の小河川におけるアマオブネ科貝
類の生息個体数の年変動．53（2），119－122．

小菅丈治：石垣島大浜におけるヒメシオマネキの繁殖
期． 54（1），5－7．

小菅丈治：ベトナム南部ビントアン省フックテーの転石
海岸におけるヒメカノコ個体群の季節的消長
（軟体動物門：腹足綱：アマオブネ科）．54（2），
120－124．

小菅丈治：西表島産クマドリオウギガニの生態．55（1），
40－42．

小菅丈治：石垣島産シモフリシオマネキの繁殖特性．55
（2），101－104．

小菅丈治・堀　成夫：トウガタガイ科の一種 Colsyrnola 
hanzawai  （NOMURA）, n. comb. アンパルクチ
キレ（新称）の再発見と石垣島名蔵アンパル
干潟からの記録．51（1），37－39．

小菅丈治・河野裕美：八重山諸島におけるリュウキュウ
アカショウビンによるオカヤドカリ類の捕食
I. 石垣島北岸で捕食されたオカヤドカリ類の
大きさと宿貝の種組成．51（2），89－95． 

小菅丈治・河野裕美：八重山諸島におけるリュウキュウ
アカショウビンによるオカヤドカリ類の捕食
Ⅱ．西表島で捕食されたオカヤドカリ類の大
きさと宿貝の種組成．52（1），9－15．

小菅丈治・河野裕美：石垣島伊土名におけるオオナキオ
カヤドカリとオカヤドカリの貝殻利用（予
報）．52（2），113－118．

小山安生：和歌山県のカサガイ目・ワタゾコシロガサ目 
貝類目録．51（1），46－50．

小山安生：和歌山県の異旋目 （トウガタガイ上科を除く）
貝類目録（1）．52（1），39－46．

小山安生：和歌山県のアサガオガイ上科貝類目録（1）． 
52（2），133－140．
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小山安生：和歌山県のアサガオガイ上科貝類目録（2）． 
53（1），24－31．

小山安生：和歌山県のソデボラ上科・シロネズミ上科貝
類目録．53（2），131－136．

小山安生：和歌山県のカツラガイ上科 ･カリバガサ上科
･クマサカガイ上科・ムカデガイ上科貝類目
録．53（2），173－177．

小谷野有加・足立　文・島津恒雄・笠川宏子・崎山直夫・
久保田　信：相模湾江ノ島沖で得られたヒメ
オコゼ Minous momodactylusの体表上に生息
するコツブクラゲ属の一種 Podocoryna sp. の
飼育下での生活史．53（1），1－6．

久保喜計：三重県紀伊長島沖において採集されたヤマトト
ックリウミグモ（ウミグモ鋼，皆脚目，イソ
ウミグモ科）．52（2），157－158．

久保喜計・武内啓明・山野ひとみ・朝井俊亘：和歌山市
磯ノ浦沿岸で得られたタコブネ（頭足類，タ
コ目，アオイガイ科）． 54（1），77－78．

久保田　信：絶食させたベニクラゲモドキ Oceania 
armata KÖLLKER（ベニクラゲモドキ科）若返
りをおこさず．51（1），35－36．

久保田　信：和歌山県沿岸に漂着したサガリバナ
Barringtonia racemosa（サガリバナ科）の果実．
53（1），78．

久保田　信：和歌山県白浜町海岸へ漂着した熱帯系の海
藻．53（2），137．

久保田　信：２個の口柄を有するハナガサクラゲ（刺胞
動物門，ヒドロ虫綱）のたいへん稀な記録．
53（2），180．

久保田　信：多数のタコクラゲが和歌山県白浜町瀬戸漁
港へ再出現 一 小潮時の１日の時間帯による
出現数の相違．54（2），139－140．

久保田　信：アマクサクラゲの半世紀ぶりの和歌山県白
浜町への出現．54（2），147－148．

久保田　信・鰺坂哲朗：和歌山県西牟婁郡白浜町で発
見された稀少種フデノホ（緑藻綱）．55（2），
152．

久保田　信・川勝正治：和歌山県産コウガイピル類（扁
形動物門，三岐腸目，結合三岐腸亜目，リク
ウズムシ科，コウガイピル亜科）の続報と本
動物群の高次分類体系に関する注記．52（2），
97－101．

久保田　信・田名瀬英朋：和歌山県白浜町に所在する
京都大学瀬戸臨海実験所北浜に最近 9 年間
（2003 年－2012 年）に漂着したウミガメ（爬
虫類）．54（1），17－18．

久保田　信・田名瀬英朋：和歌山県白浜町に所在する京

都大学臨海実験所 “北浜” で 2012 年に産卵し
たアカウミガメ．55（1），23－24．

久保田　信・ 中 坊 徹 次： 希 少 種 ハ ナ ツ ノ ハ ギ
Pseudalutarius nasicornis （カワハギ科）成魚
の和歌山県白浜町の海岸への漂着．53（1），
68．

久保田　信・大藪　健：“大型”のベニクラゲ（ヒドロ
虫綱，花クラゲ目）の千葉県沿岸への初出現．
52（2），149－150．

久保田　信・樫山嘉郎・田名瀬英朋：和歌山県白浜町の
３箇所に発育したグンバイヒルガオ （ヒルガ
オ科） は初回の越冬できず．52（1），61－62．

久保田　信・東海林　明・中坊徹次：アラハダカ（ハダ
カイワシ科）が和歌山県白浜町に所在する京
都大学臨海実験所 “北浜” で 11 月に漂着．55
（1），43．

久保田　信・田名瀬英朋・湯浅和良：和歌山県西牟婁郡
白浜町番所崎，京都大学瀬戸臨海実験所 “北
浜” と “南浜” および白浜沖から採集したタ
コブネ（頭足類）の貝殻．55（1），57－58．

久保田　信・山口一夫・岸田拓士：和歌山県田辺湾に最
近の 20 年間に漂着・座礁・迷入したクジラ
類（哺乳類）．54（1），79－80．

久保田　信・樫山嘉郎・山本泰司・田名瀬英朋・湊　宏・
小山安生：和歌山県白浜町沿岸へのオウムガ
イ（オウムガイ科）の漂着記録４例．52（1），
79－80．

久保田　信・武藤望生・東海林　明・中坊徹次：アラハ
ダカ Myctophum asperum（ハダカイワシ科）
の和歌山県白浜町京都大学瀬戸臨海実験所
“北浜”への漂着．53（2），123．

倉持敦子・倉持卓司：房総半島南部沿岸域から得られた
特筆すべき軟体動物の記録．51（1），4－8．

倉持敦子・倉持卓司：飼育下で観察されたエムラミノウ
ミウシ Hermissenda crassicornis  （ESCHSCHOLTS） 
の捕食行動．51（2），118－119．

倉持敦子・倉持卓司：相模湾産イソウミウシの初期発生
について．53（1），19－21．

倉持敦子・倉持卓司：相模湾で採集されたイズミミドリ
ガイ（軟体動物門，腹足綱，後鰓亜綱，ゴク
ラクミドリガイ科）の記録．55（1），81－82．

倉持卓司：三浦半島沿岸域より採集されたオオアカハラ
（十脚目，異尾亜目，カニダマシ科）．53（2），
129－130．

倉持卓司：三浦半島の潮間帯より採集されたムラサキク
ルマナマコ（ナマコ綱：無足目）の生息環境． 
54（1），43－44．
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倉持卓司：相模湾の潮間帯から採集されたカニダマシ科
（十脚目，異尾綱）稀種の記録．54（2），144－
146．

倉持卓司・厚井晶子・長沼　毅：京都府阿蘇海で採集さ
れたコウロエンカワヒバリガイ（軟体動物門：
二枚貝綱：イガイ科）．54（1），55－56．

倉持卓司・厚井晶子・長沼　毅：瀬戸内海備讃瀬戸から
採集されたチゴマテ（軟体動物門，二枚貝綱，
マテガイ科）．55（2），128－129．

倉持卓司・倉持敦子：相模湾で採集されたツルガウミウ
シ（軟体動物門，腹足綱，後鰓亜綱，ドーリ
ス科）．52（1），81－82．

倉持卓司・倉持敦子・川島逸郎・小野広樹・鈴木　裕：
相模湾沿岸に漂着したコアホウドリの体内か
ら検出された人工物．53（1），83－84．

倉持卓司・倉持敦子：相模湾で採集されたハマタニミド
リガイ（軟体動物門，腹足綱，後鯨亜綱，ゴ
クラクミドリガイ科）．53（2），149－150．

倉持卓司・倉持敦子：相模湾で採集されたベニハマグリ
（軟体動物、バカガイ科）に寄生したカギヅ
メピンノ（十脚目，カクレガニ科）の記録． 
55（1），53－54．

倉持卓司・藁谷崇史・木村一磨・奥村誠一：岩手県越喜
来湾沖から採集された Laqueus属の一種（腕
足動物門：ホオズキチョウチンガイ目）．51
（2），165－166．

倉持卓司・藁谷崇史・木村一磨・奥村誠一：岩手県越喜
来湾より採集されたブランフォルドチョウチ
ン（ホオズキチョウチン目：ラクエウス科）
に寄生したホオズキピンノ（十脚目：カクレ
ガニ科）．52（2），141－142．

草間裕子・原　光二郎・小峰正史・山本好和：紀伊半島
産の興味ある地衣類 Ⅲ．53（1），79－82．

【Ｍ】
真野　進・淤見慶宏・倉持敦子・倉持卓司：沖縄県石垣

島より採集されたリュウキュウダカラ（軟体
動物門，腹足綱，タカラガイ科）．55（1），63－
64．

桝谷英樹：兵庫県家島諸島で発見されたトックリガンガ
ゼモドキ．53（1），69－70．

桝谷英樹：兵庫県家島諸島で発見されたタコクラゲ ．
54（1），57－58．

丸村眞弘・武田正倫：和歌山県立自然博物館所蔵のカニ
類標本（永井コレクション）の分類学的研究
Ⅱ．日本新記録種（2）．51（2），75－80．

湊　　宏：大島（和歌山県）の陸産貝類．51（1），24－32．

湊　　宏：ノミガイの白崎石灰岩地（和歌山県由良町）
からの初記録 ．52（1），37－38．

湊　　宏：悪石島（トカラ列島）からアズキガイを記録
する．52（2），109－110． 

湊　　宏：田辺湾畠島の陸産貝類．53（2），141－145．
湊　　宏：小大下島（愛媛県）の陸産貝類，特にシメク

チマイマイとタダアツブタムシオイについ
て．54（1），31－36．

湊　　宏：日ノ御崎（美浜町・日高町）の陸産貝類相． 
54（2），107－113．

湊　　宏：ハコダテヤマキサゴの東北地方（秋田県）に
おける南限記録．55（1），51－52．

湊　　宏：紀伊山地熊野地方で採集されたオオベソマイ
マイ属の小形種．55（2），125－127．

湊　　宏・池辺進一・吉田　誠：和歌山県で新しく記録
された稀少有肺類３種．51（2），105－111．

湊　　宏・室原誠司：鶴見岳（大分県）から採取された
モリサキギセルの近似種Ａと他の近似種につ
いて．53（1），15－18．

森　喜信・久保田　信・上野俊士郎：和歌山県みなべ町
沿岸で小型魚類を捕食した稀少種ヒクラゲ 
（刺胞動物門，箱虫綱，アンドンクラゲ科）．
52（1），16－17．

森口宏明：静岡県におけるミナミサルハゼの初記録． 
52（1），63－65．

【Ｎ】
中川雅博・浅香智也・鈴木誉士：2011 年の淡海湖（滋

賀県高島市）におけるタンカイザリガニの生
息状況．53（2），161－163．

中川雅博・浅香智也・鈴木誉士：滋賀県湖北地域で冬季
に採集されたアメリカザリガニの抱卵個体． 
55（1），65－66．

中川雅博・山野ひとみ・鈴木誉士：2002 年の琵琶湖の
堅田内湖におけるタイリクバラタナゴの繁殖
期．52（1），75－78．

中川雅博・浅香智也・山野ひとみ・鈴木誉士：琵琶
湖につながる農業水路におけるカネヒラ
Acheilognathus rhombeus 個体数の経月および
経年変化．51（2），122－126．

中村清美・毛塚千穂・亀崎直樹：神戸港に迷入したハナ
ゴンドウの 1例．55（1），88－89．

中本博之・土岐頼三郎・野田圭典・江川和文：和歌山市
加太周辺の貝類相Ⅰ．53（1），41－46．

中本博之・土岐頼三郎・野田圭典・江川和文：和歌山市
加太周辺の貝類相Ⅱ．53（2），155－160．

中本博之・土岐頼三郎・野田圭典・江川和文：和歌山市
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加太周辺の貝類相Ⅲ．54（1），61－66．
中本博之・土岐頼三郎・野田圭典・江川和文：和歌山市

加太周辺の貝類相Ⅳ．54（2），149－154．
中本博之・土岐頼三郎・野田圭典・江川和文：和歌山市

加太周辺の貝類相 Ⅴ．55（1），73－78．
中本博之・土岐頼三郎・野田圭典・江川和文：和歌山市

加太周辺の貝類相 Ⅵ．55（2），153－158．
中尾史郎・増田倫士郎：同所的に生息するオヨギカタビ

ロアメンボとナガレカタビロアメンボにおけ
る有翅型出現の時期と頻度の比較．55（1），33
－39．

中尾史郎・増田倫士郎：滋賀県におけるオヨギカタビロ
アメンボの初記録．51（2），150－152．

中尾史郎・増田倫士郎：京都府と滋賀県における絶滅危
惧昆虫３種の記録．52（1），49－50．

中尾史郎・山尾あゆみ：和歌山県北部におけるシマア
メンボの周年経過と卵休眠の地理的変異．53
（1），59－64．

中尾史郎・景井直人・増田倫士郎：京都府におけるイト
アメンボの再検討と新産地．54（1），22－23．

中尾史郎・小林怜史・谷川寛樹・神吉紀世子：紀伊半島
北西部におけるミヤマフキバッタ属とダイリ 
フキバッタ属 （バッタ目，フキバッタ亜科） 
の分布．52（1），66－69．

中尾克比古・平嶋健太郎：紀伊半島初記録のナンヨウボ
ウズハゼ Stiphodon percnopterygious WATSON  
et  CHEN．54（1），50－51．

中尾克比古・平嶋健太郎：紀伊半島で採集されたコンテ
リボウズハゼ．54（2），114－115．

新稲一仁・久保田　信：ダイダイウミウシ（後鰓亜綱，
クロシタナシウミウシ科）の幼若体．51（1），
51－52．

新稲一仁・久保田　信：和歌山県白浜町の海岸へのハ
チジョウダカラ Cypraea mauritiana（腹足綱，
タカラガイ科）の出現．51（2），144－145．

西　栄二郎・梶原直人・川根昌子・浜口昌巳：瀬戸内海
周防灘中津干潟に産する多毛類．55（1），67－
69．

西　栄二郎・片岡大輔・吉田裕之・森　敦史・水永　勲：
斐伊川水系宍道湖と中海から採集されたオク
ダイサゴムシ（新称）Pectinaria okudai （多毛
綱：ウミイサゴムシ科）．54（2），141－143．

西　栄二郎・柚原　剛・多留聖典・陶山典子：福島県松
川浦干潟と千葉県市原沿岸の干潟から採集さ
れたヒガタケヤリムシ Laonome albicingillum

（多毛綱・ケヤリムシ科）．54（1），52－54．
野田圭典・中本博之・土岐頼三郎・江川和文：和歌川河

口奥部の貝類相Ⅰ．51（1），59－63．
野田圭典・中本博之・土岐頼三郎・江川和文：和歌川河

口奥部の貝類相Ⅱ．51（2），83－88．
野田圭典・中本博之・土岐頼三郎・江川和文：和歌川河

口奥部の貝類相Ⅲ．52（1），27－32．
野元彰人：鹿児島県口之永良部島で採集されたタイワン

ベンケイガニ（ベンケイガニ科） ．52（1），70－
71．

野元彰人・岸野　底・木邑聡美・酒野光世・唐澤恒夫：
三重県におけるクマノエミオスジガニ（ムツ
ハアリアケガニ科）の分布．52（2），119－123．

【Ｏ】
大平仁夫・有本久之：日本産シモフリコメツキ類の形態

について（10）．52（1），6－8．
大南真緒・中島敦司・竹内照文・山本将功・仲里長浩：

紀伊半島西部の田辺湾におけるアマモ場の経
年変化．52（1），18－23．

小川数也・野村恵一：分類形質としての刺胞の再検討－
Ⅱ．イシサンゴ類刺胞の有効性と出現する型． 
51（2），127－134．

小川数也・野村恵一・山田豪朗：分類形質としての刺胞
の再検討－Ⅳ．ムカシサンゴ科・ハナヤサイ
サンゴ科．54（1），37－42．

小川数也・野村恵一・山田豪朗：分類形質としての刺胞
の再検討―Ⅴ．ミドリイシ科（1）ミドリイシ
属・ニオウミドリイシ属．55（1），15－22．

小川数也・野村恵一・山田豪朗：分類形質としての刺胞
の再検討―Ⅵ．ミドリイシ科（2）トゲミドリ
イシ属・アナサンゴ属・コモンサンゴ属．55
（2），118－124．

【Ｓ】
阪口正樹：大阪湾初記録のウミモワレカラ（端脚目，ワ

レカラ科．51（2），163－164．
佐藤亜紀・亀崎直樹：高知県甲浦で採集されたクレナイ

ヤドカリテッポウエビ．54（2），159．
佐藤あゆみ・伊谷　行：高知県浦ノ内湾で得られた死殼

による絶滅危惧種ヒメアカガイの形態計測．
54（2），125－127．

佐藤あゆみ・伊谷　行：高知県浦ノ内湾におけるマゴコ
ロガイの多重寄生．55（1），46－48．

佐藤達也・木村昭一・井上誠章・関口秀夫：三重県鳥
羽市沖で採集されたキタンヒメセミエビ
Galearctus kitanoviriosus  （HARADA） の最終期
フィロソーマ幼生．54（2），101－106．

関口秀夫・木村昭一：本邦水域の初記録のヒメセミエビ
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類１種の報告と HOLTHUIS （2002）のヒメセミ
エビ類の新分類体系．53（1），11－14．

締次美穂：熊野灘でキタフナムシを採集．55（2），130．
締次美穂：三重県におけるマメアカイソガニの記録． 55

（2），159－162．
諏訪　剛：和歌山県沿岸各地におけるヒジキ幼芽の生長

特性の違い．54（1），13－16．
諏訪　剛：和歌山県沿岸において 2011 年秋季～ 2012 年

春季に観察されたヒジキ主枝の伸長特性．54
（2），155－158．

鈴木誉士・中川雅博：モンゴル国北部で採集されたフナ
属魚類の形態と倍数性．53（1），87－90．

【Ｔ】
田所　悟：東京湾におけるムツハアリアケガニ（ムツハ

アリアケガニ科）の初記録．53（2），178－179．
高橋芳明・平嶋健太郎：和歌山県北部における外来種コ

クチバスの確認．53（1），22－23．
武田正倫・今原幸光：日本新記録のツブイボショウジ

ンガニ（新称）Plagusia immaculata LAMARCK, 
1818（甲殻綱 , 十脚目 , ショウジンガニ科）． 
53（2），115－118．

竹本和哉：和歌山県日置川におけるヒゲナガカワトビケ
ラ Stenopsyche marmorata NAVAS の生活史４．
夏世代と冬世代の発育段階別個体数ならびに
生産量．51（2），113－117．

武内啓明・玉井隆章・北野　忠：静岡県で採集された
ノボリハゼ属およびサルハゼ属魚類．52（2），
105－108．

田中大介・鈴木誉士・中川雅博：滋賀県大石川における
国内外来魚オヤニラミの定着．52（1），58－60．

田名瀬英朋・久保田　信：和歌山県みなべ町で最近発見
された大形のグンバイヒルガオ（ヒルガオ
科）．51（1），22－23．

谷口真理・亀崎直樹：熊野灘に出現するウミガメ類．53
（1），65－67．

土岐頼三郎・江川和文：和歌山市名草浜から採集したム
ラサキガイ（軟体動物門，二枚貝綱，シオサ
ザナミ科）の新鮮な死殼個体例．52（2），131－
132．

土岐頼三郎・江川和文：和歌山市水軒浜産ネコガイ（軟
体動物門，腹足綱，タマガイ科）における殻
形変異．53（1），55－58．

土岐頼三郎・江川和文：紀ノ川河口産蛾の繭中で生育し
たアサリ．53（2），185－186．

土岐頼三郎・江川和文：和歌山県産ミズスイ（軟体動物
門：腹足類：アクキガイ科）の卵嚢とその幼

生．54（1），48－49．
土岐頼三郎・江川和文：和歌山市水軒浜産ヒナイソマイ

マイ（軟体動物門，腹足綱，イソコハクガイ
科）の記録．55（1），1－2．

土岐頼三郎・中本博之・野田圭典・江川和文：和歌山
県紀ノ川河口域の貝類相（補遺）．53（1），91－
94．

【Ｕ】
内田紘臣：和歌山県沿岸の潮間帯における多毛類相の近

年の推移－Ⅱ．河口干潟．51（2），99－104．
宇井賢二郎・久保田　信：秋田県男鹿半島で記録さ

れた稀少なハナクラゲモドキ Melicertum 
octocostatum（軟クラゲ目，ハナクラゲモド
キ科）．52（2），111－112．

上出貴士：2006 年に田辺湾で採集されたリシケタイラ
ギ Atrina （Servatrina） lischkeana  （CLESSIN, 
1891）（二枚貝綱，ハボウキガイ科）．52（2），
102－104．

上出貴士：和歌山県沿岸におけるイヨスダレ Paphia 
undulata （BORN, 1778） （二枚貝綱，マルスダ
レガイ科）の分布．52（2），159－165．

上出貴士：和歌山県沿岸におけるキヌタレガイ Petrasma 
pusilla と ア サ ヒ キ ヌ タ レ ガ イ Acharax 
japonica（二枚貝綱，キヌタレガイ科）の分
布と生息環境．53（1），71－77．

上出貴士：和歌山県日ノ岬周辺で漁獲されたオナガウ
ツボ Evenchelys macrurus とヒブダイ Scarus 
ghobban．53（2），146－148．

上出貴士：2010 年 10 月から 2011 年 3 月の和歌山県日
高郡日高町高家地区へのハイイロチュウヒ
Circus cyaneus（タカ目 Falconiformes, タカ科
Accipitridae）の出現状況．54（1），81－88．

上出貴士：和歌山県和歌浦湾の底質環境とマクロベント
ス群集Ｉ－夏季－．54（2），128－133．

上出貴士：和歌山県和歌浦湾の底質環境とマクロベント
ス群集Ⅱ －春季− ．55（1），25－30．

上出貴士：和歌山県日高町高家におけるクロハラアジサ
シ Chlidonias  hydrida（チドリ目，カモメ科） 
の飛来記録．55（1），83－87．

上出貴士：和歌山県沿岸の潮下帯におけるウメノハナガイ
Pillucina pisidium（二枚貝綱、ツキガイ科）の
分布と生息環境．55（2），105－111．

上出貴士：和歌山県田辺湾内ノ浦の潮間帯におけるス
ジホシムシモドキ Siphonosoma cumanense

と イ ケ ダ ホ シ ム シ Golfingia margaritacea 
margaritacea （星口動物門，スジホシムシ綱）
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の分布と生息環境．55（2），145－151．
上出貴士・木村英則・初井　是：2008 年に和歌山県阿

尾漁港で水揚げ若しくは確認された希少な魚
介類．51（2），139－143．

上出貴士・木村英則・初井　是：2009 年に和歌山県日
高町で水揚げ若しくは確認された希少な海洋
生物．52（1），54－57．

上出貴士・山崎繁幸・中野眞次・村尾敏一：2010 年に
和歌山県美浜町三尾漁港で水揚げされたナガ
ユメタチモドキ Assurger anzac  （ALEXANDER，
1917）．53（1），38－40．

【Ｗ】
渡邊　俊・張廖年鴻 ･ 陳　靜怡 ･ 葉　信明 ・ 阿井文瓶 ･ 

大竹二雄 ･ 飯田　碧 ･ 塚本勝巳：台湾から採
集されたボウズハゼ （Sicyopterus japonicus）の
アルビノ個体．52（1），33－36．

【Ｙ】
山田ちはる・伊谷　行：高知県浦ノ内湾産ミドリイガイ

の形態計測．51（2），135－138．
山口一夫・久保田　信：和歌山県田辺湾でのスジイルカ

の集団座礁．55（2），141．
山川   武：高知県柏島と鹿児島県黒島で採集されたヤク

シマキツネウオ Pentapodus aureofasciatus（イ
トヨリダイ科）．53（1），32－34．

山本修平：紀伊半島におけるミサオノキ（アカネ科）の
分布．51（2），120－121．

山本修平：和歌山県産のタイワンヒデリコ （カヤツリグ
サ科）．52（1），47－48．

山本修平：近畿地方におけるツゲモチ（モチノキ科）の
分布．52（2），155－156．

山本修平：近畿地方におけるウラギク（キク科）の分布．
53（2），127－128．

山本修平：近畿地方におけるバクチノキ（バラ科）の分
布．54（1），59－60．

山本修平：近畿地方におけるアオイゴケ（ヒルガオ科）
の分布．54（2），134－136．

山本修平：近畿地方におけるシバナ（シバナ科）の分布．
55（1），44－45．

山本修平：和歌山県絶滅危惧植物目録（2） 種子植物　予
報．55（2），131 －136．

山本修平・北野一夫：シマヒメタデ（タデ科）を和歌山
県から記録する．53（1），35－37．

山本修平・大谷雄一：紀伊半島におけるカワゼンゴ（セ
リ科）の分布．51（1），43－45．

山本好和・黒木秀一・原　光二郎・小峰正史：紀伊半島
産の興味ある地衣類 Ⅳ．53（2），151－154．

山本好和・溝口恵敬・土永浩史・板東　誠：和歌山県江
須崎の地衣類．53（1），7－10．

山本好和・高橋奏恵・木村全邦・原　光二郎・小峰正史：
紀伊半島産の興味ある地衣類Ⅱ．52（2），124－
128．

山本好和・原　光二郎・小峰正史・川上寛子・溝口恵敬・
山東智紀：紀伊半島の興味ある地衣類Ｉ．52
（1），1－5．

山本好和・溝口恵敬・黒木秀一・川上寛子・原　光二郎・
小峰正史：紀伊半島産の興味ある地衣類　Ⅴ．
54（2），116－119． 

山根英征・富永浩史・加藤雅之・渡辺勝敏：産卵巣の底
面に産み付けられたドンコ（ドンコ科）の卵．
54（2），137－138．

山西良平：大阪湾におけるキタフナムシの分布と生息場
所．55（1），3－5．

山下大希・古仲裕貴・小齊　孝・林　博之：宇治川産ヌ
マチチブの塩分耐性．55（1），49－50．

大和茂之・遊佐陽一・田名瀬英朋：南方熊楠の［ウガ］の
標本について．54（1），1－4．

安井幸男・江川由紀子・大嶋範行・土井敏男：神戸市福
田川におけるカワアナゴ（ハゼ科）の初記録．
53（2），181－182．

横岡博之・野元彰人：ヒメヤマトオサガニの静岡県にお
ける生息地の記録．55（2），137－140．

吉田朋弘・本村浩之：屋久島から得られたテンジクダイ
科魚類アマミイシモチ Apogon amboinensis．
51（2），96－98．
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