沖縄両生爬虫類研究会
https://oki-herp-soc.sakura.ne.jp/
会誌 Akamata 1-27 号（総目次 : 2018.09.07 版）

No. 1（1983 年 3 月）
1-2

阿嘉小中学校に保管されている両生爬虫類の標本

当山昌直

3

ホルストガエルの渡嘉敷島からの記録

4

サキシマハブ Trimeresurus elegans によるキシノウエトカゲ Eumeces kishinouyei の捕食

当山昌直・城間侔・佐藤文保

田中聡・干川裕
5

オガサワラヤモリの西表島からの記録

柴田保彦

5

波照間島産オガサワラヤモリの採集例

当山昌直・宮城邦治

6

ハンミョウ幼虫に補食されたクロイワトカゲモドキ

7

リュウキュウアオヘビ（Opheodrys semicarinatus）の夜間採集例

7

イワサキワモンベニヘビ（Calliophis macclellandii iwasakii）の一採集例

8-10

イワサキセダカヘビ（Pareas iwasakii）の一採集例と

田中聡
仲井間弘
大谷勉

飼育下におけるマイマイの捕食について
11

大谷勉

リュウキュウアオヘビ（Opheodrys semicarinatus）の飼育下における交尾の一例
仲井間弘・伊良波隆

12-23 カーペンター・ファーガソンによるヘビの行動の分類の紹介

西村昌彦

No. 2（1984 年 4 月）
1

シロアゴガエルの新しい分布地

2

沖縄島北部におけるシロアゴガエルの記録

千木良芳範

3-4

アイフィンガーガエルの産卵場所の観察

千木良芳範

5

セマルハコガメ幼体の鳥による捕食の可能性

6

ホオグロヤモリの自然死

7

サキシマバイカダの西表島からの記録

8

ヤエヤマヒバァの幼蛇によるマダラコオロギの捕食

9-11

那覇市のシロアゴガエル Polypedates leucomystax に寄生していた
Skrjabinodon sp. （線虫綱：蠕虫上科：Pharyngodonidae 科）

当山昌直

田中聡
当山昌直
千木良芳範
仲地明・田中聡

長谷川英男

12-17 西表島産サキシママダラにみられた寄生蠕虫

長谷川英男・岩附信紀

18-26 沖縄県産キノボリトカゲの寄生蠕虫相

長谷川英男・岩附信紀

27-30 琉球列島の両生爬虫類に関する文献

（Akamata 編集局）

No. 3（1986 年 8 月）
1-2

奄美群島におけるトカゲ類３種の新分布地

3-4

沖縄島南部で採集されたアマミタカチホヘビの一腹卵数について

太田英利・疋田努
田中聡

5-7

ガラスヒバァの胃内容物についての新知見

田中聡

8

ハイに捕食されたクロイワトカゲモドキの尾

田中聡

9-10

西表島におけるタイマイの幼体の打ち上げ

亀崎直樹・横地洋之

11-14 辺野喜川上流に生息するハナサキガエルの寄生虫感染状況
15-18 沖縄群島産アカマタの計測値Ⅰ

長谷川英男・岩附信紀

西村昌彦・香村昴男・新城安哲

19-23 沖縄島南部石灰岩林における蛇類の夜間調査
24

田中聡

リュウキュウアカガエルの久米島からの記録

当山昌直・太田英利

25-28 宜野湾市大山産ヌマガエルより得られたカラマヌス属線虫
（線虫綱：旋尾線虫目：カラマヌス科）

長谷川英男

29-31 与那覇岳産リュウキュウアオヘビに寄生していたキララマダニ属マダニについて
長谷川英男

No. 4（1987 年 10 月）
1-2

キシノウエトカゲの抱卵巣の観察例

樋上正美・村田行

3-4

夏に屋久島で見られたニホントカゲの雄の闘争行動

5

サキシマカナヘビを捕食しようとしたヌマガエル

田中聡

6

イボイモリの瀬底島からの記録

田中聡

7-8

野外におけるリュウキュウアオヘビの交尾目撃例

9

中国産セマルハコガメの計測値

当山昌直

10

イエネコを食べたハブについて

当山昌直

樋上正美

森口一・田中聡・樋上正美

11-14 沖縄群島産リュウキュウアオヘビの計測値Ⅰ
15-18 八重山群島のヌマガエルにみられた寄生蠕虫類

西村昌彦・香村昴男
長谷川英男・上田博之・仲宗根啓樹

19-22 沖縄島のシナスッポンから得られた Cephalogonimus 属吸虫
23-24 ウシガエルによるシリケンイモリの捕食観察例
25

西表島の海岸近くで発見されたサキシマバイカダ

26-34 琉球列島の両生爬虫類に関する文献Ⅱ

長谷川英男・野原敦
大谷勉
戸田光彦
（Akamata 編集局）

No. 5（1988 年 12 月）
1

沖縄島南部におけるシロアゴガエルの記録

森口一

2

飼育下におけるリュウキュウアオヘビの交尾

森口一

3-4

飼育下におけるセマルハコガメの産卵場所と卵の測定値

大谷勉

5

飼育下におけるセマルハコガメの孵化

大谷勉

6

伊江林道で見つけたリュウキュウヤマガメの仔ガメ

大谷勉

7-8

沖縄島産キノボリトカゲの一腹卵数

石島芳郎

9-10

道路上で得られたヘビ類の死体

当山昌直

1-14

沖縄島のヘリグロヒメトカゲから得た Parapharyngodon 属線虫（科 Pharyngodonidae）
長谷川英男

15-22 沖縄群島産アカマタの計測値Ⅱ

西村昌彦・香村昴男

23-38 琉球列島の両生爬虫類に関する文献Ⅲ

（Akamata 編集局）

No. 6（1989 年 2 月）
1

西表島のカエル類の卵に関するメモ

当山昌直

2

沖縄島産アカマタの胃内容物の一例

仲地明

3-6

オキナワアオガエルの泡状巣の構築場所について

田中聡

7-8

飼育下におけるリュウキュウヤマガメの仔ガメの成長

大谷勉

9-12

飼育下でのキノボリトカゲの生存日数

石島芳郎

13-14 飼育下におけるタイワンスジオ幼蛇の成長と食物消費

仲地明

15-19 台湾墾丁のヌマガエルにみられた Batrachonema synaptospicula
長谷川英男

Yuen, 1965（線虫類：ニコリニア科）
20

オキナワアオガエルの瀬底島からの記録

田中聡

21-34 琉球列島の両生爬虫類に関する文献Ⅳ

（Akamata 編集局）

No. 7（1991 年 3 月）
1-2

オキナワトカゲの卵およびふ化の観察

当山昌直

3

飼育下におけるアカマタの交尾

上原幸彦

4

アカマタ幼蛇によるトカゲ卵の捕食

仲地明

5-6

沖縄島産ガラスヒバァの飼育下での産卵

仲地明

7-8

沖縄島産ヒメハブの胃内容物の一例

仲地明

9-10

沖縄諸島・渡嘉敷島からのバーバートカゲの記録

太田英利・疋田努・当山昌直

11-12 西表島・崎山よりキノボリヤモリを採集：同島定着の新たな証拠
13-24 沖縄群島におけるハブの餌１

太田英利

新城安哲・上田博之・川島由次・西村昌彦

No. 8（1993 年 5 月）
1-2

沖縄島南部に移入されたサキシマハブの繁殖

仲地明

3-4

野外でリュウキュウアオヘビの交尾を観察

5-10

東アジア各島嶼およびサイパン島産メクラヘビにおける数量形質のデータ

太田英利

太田英利・疋田努・松井正文・森哲・アディソン H ワイン
11-12 イイジマウミヘビの胎児および新生幼蛇の計測値

上原幸彦

13-15 与那覇岳山麓産ハナサキガエルの寄生虫感染状況 ―辺野喜川上流のものと比較してー
長谷川英男・岩附信紀
16-18 宮古島におけるミヤコヒキガエルの寄生虫感染状況
19-20 オキナワアオガエルの久米島からの記録

長谷川英男・岩附信紀
当山昌直・戸田守

21-22 奄美大島におけるトカゲ属の一観察例

当山昌直

23-24 アオカナヘビの飼育下における交尾および産卵の一例

仲本盛浩

25-27 サキシマキノボリトカゲの産卵数

石島芳郎

No, 9（1993 年 12 月）
1-4

名護市羽地産リュウキュウカジカガエルおよび
ヒメアマガエルの寄生蠕虫の感染状況

長谷川英男

5-6

シロアゴガエル・ガラスヒバァ・メクラヘビの藪地島からの記録

7-8

沖縄島産ハナサキガエルの産卵に関するメモ

9

那覇市で保護されたミヤコヒキガエル

10

高田爬虫類研究所沖縄分室に持ち込まれたタイワンスジオ

大谷勉・寺田考紀

11-12 久米島産ガラスヒバァによるヘリグロヒメトカゲの捕食例

森哲

13-14 沖縄島産アマミタカチホヘビの産卵

増永元
当山昌直
大谷勉

仲地明・森哲

15-16 沖縄島で同時に採集されたハブ幼蛇について

仲地明

17-20 サキシマスジオとタイワンスジオの卵数と卵サイズ

仲地明

21

飼育下のアカマタのコンバット様行動

仲地明

22

沖縄島産ガラスヒバァの卵の計測値

仲地明

23

リュウキュウアオヘビの飼育下での産卵

24-26 オガサワラヤモリの阿嘉島からの記録

太田英利
太田英利・森哲

27

トビズムカデによるミナミヤモリの捕食

田中聡

28

オガサワラヤモリの瀬底島からの記録

高橋健

No. 10（1994 年 8 月）
1

Akamata10 号までの歩み

Akamata 編集局

2-4

私の両生爬虫類採集記

当山昌直

5-12

第２回世界爬虫・両生類会議に参加して

太田英利

13-16 名護市羽地産ヌマガエルおよびシロアゴガエルの寄生蠕虫の感染状況
17-18 西表島産のイワサキセダカヘビの飼育下での産卵

長谷川英男
大谷勉

19-20 キスジクサヘビの胴をふくらませた威嚇行動

鳥羽通久

21-22 西表島のヤエヤマヒバァの胎生について

鳥羽通久

23-26 オビトカゲモドキの飼育下での繁殖
ユーリー カバーキン・セイゲル マメット・鳥羽通久
27-28 沖縄島産ヒメハブのコートシップ行動

仲地明

29-30 沖縄島で採集されたアカマタの計測値

仲地明

31-33 琉球列島産蛇類２種のバスキング様行動の観察
34

野外におけるアカマタの索餌行動の観察

35-36 私の一匹１ 於茂登岳山麓のアイフィンガーガエル
37

私の技１ ハブの頭をつかむ際の注意点

仲地明・田中聡
仲地明
前田憲男
城間侔

No. 11（1995 年 2 月）
1-4

古文書に現れた琉球列島の爬虫・両生類 ―15 世紀朝鮮人漂流記にみる動物相―
長谷川英男

5-6

硫黄鳥島で採集されたトカゲ属 Eumeces について

当山昌直

7-10

アオカナヘビの寝る位置

竹中践

11

ミナミヤモリによるキノボリトカゲの捕食

田中聡

12

ガラスヒバァによるシロアゴガエルの泡状巣内幼生の捕食の可能性

田中聡

13

沖縄本島におけるリュウキュウアオヘビの分布について

城間侔・赤峰博行

14

ハブの人に対する慣れについて

城間侔・香村昴男

15-16 ガラスヒバァの飼育下での産卵

嘉数肇・太田英利

17-18 奄美大島産ガラスヒバァの産卵

森口一

19-20 飼育下におけるサキシママダラの交尾，産卵，孵化
21

寺田考紀

北中城村にて保護されたタイワンスジオ

大谷勉

22-24 飼育下におけるリュウキュウヤマガメとセマルハコガメの
異属間雑種と思われる個体の出現

大谷勉

25-26 沖縄島で保護されたリュウキュウヤマガメとセマルハコガメの
異属間雑種と思われる個体について

大谷勉

27-28 八重山近海におけるアオウミガメの成長例

亀崎直樹・平手康市・重井明男

29-31 インターネットで爬虫類，特にウミガメの情報を得る
32

徳永章二

サキシマバイカダによるキノボリトカゲの捕食

高橋健

33-34 イシガキトカゲの抱卵巣の一例

高橋健

35-36 琉球への想い

宇都宮妙子

37-40 私の技２ 新しい展示用資料（含浸標本）の紹介と関連するテクニックについて
41

私の一匹２ アオスジトカゲを求めて

林光武
当山昌直

No. 12（1995 年 12 月）
1-2

滋賀県産ミナミイシガメの産卵場所について

安川雄一郎

3-4

阿嘉島のミナミイシガメについて

5

ミナミイシガメの座間味島からの記録

当山昌直

6-18

琉球列島の両生爬虫類に関する文献Ⅴ

当山昌直

19

セマルハコガメの卵測定

大谷勉

20

私の一匹３

大谷勉

安川雄一郎・木村たすく

私の指を呑み込んだアカマタ

21-22 石垣島産サキシママダラによるメクラヘビの捕食

伊良波隆・嘉数肇

23-24 サキシマバイカダの飼育下での産卵

太田英利・戸田守

25-32 タイワンコブラとタイコブラの飼育下における産卵孵化の記録
森口一・西村昌彦・チャイ コー シン
33

沖縄島産リュウキュウアオヘビの一腹卵数の１例

田中聡

34-36 琉球の島々の景色を楽しむ

戸田守

37-40 私の技３ ヘビを扱うさいの要領と道具あれこれ

西村昌彦

No. 13（1996 年 11 月）
1-2

奄美諸島，加計呂麻島におけるアマミタカチホヘビの分布記録

林光武

3-4

種子島産ニホンカナヘビの産卵数および孵化幼体の計測値

5-6

ミナミイシガメの卵測定

7-8

イシカワガエルが産卵のために穴に入るまでの過程に関する報告

9

サキシマバイカダの伊良部島からの記録

細野明子・加藤順子
大谷勉
高橋健・増永元
高橋健

10-12 与那国島で固有亜種ミヤラヒメヘビの生体を発見

太田英利・外間康洋

13-14 野外でハイ（有鱗目コブラ科）のコンバットダンスを観察

太田英利・岩永節子

15-16 西表島における輸卵管卵を持ったサキシマアオヘビの記録

太田英利

17

長期飼育が困難な蛇の種について

深田祝

18-22 沖縄島南部産ヘリグロヒメトカゲの産卵および孵化について

田中聡・辻雅明

23-24 沖縄島産リュウキュウヤマガメの外部測定資料

当山昌直

25-26 沖縄島産ハナサキガエルの繁殖について

当山昌直

27-32 玉泉ハブ公園に納入されたタイコブラの繁殖

西村昌彦・寺田考紀

33-36 私の技４ トカゲの釣り採集法

疋田努

37-38 私の一匹４ 私が初めて採集した蛇

仲地明

39-42 SSAR 第 39 回大会（於カンザス大学）に参加して

森哲

No. 14（1998 年 3 月）
1-4

沖縄島北部地域におけるアカマタの胃内容物

本川雅治・森哲・戸田守

5-6

ウシガエルの瀬底島からの記録

7-8

沖縄島産ハイの計測値

9-11

玉泉ハブ公園に納入されたタイコブラの繁殖２

12

高田爬虫類研究所沖縄分室に持ち込まれたタイワンスジオ（Ⅱ）

高橋健・宮平聖子
西村昌彦
西村昌彦・寺田考紀
大谷勉

13-20 ミナミイシガメの飼育産卵個体と卵・孵化個体の測定

大谷勉・喜屋武優子

21-24 セマルハコガメの飼育産卵個体と卵・孵化個体の測定

大谷勉・喜屋武優子

25-28 沖縄島産リュウキュウアオヘビの飼育下での産卵，孵化例について
29-31 バーバートカゲの請島と与路島からの記録
32-34 戦前の沖縄の新聞にみられる両生爬虫類の分布情報
35-36 キノボリヤモリの多良間島からの記録

竹中利明
本川順子・戸田守
当山昌直
菊川章・戸田守

No. 15（1999 年 7 月）
1-4

屋久島の哺乳類による爬虫両生類の捕食

松原幹

5-6

対馬産アカマダラの胃内容物の一例

池内敢

7-10

沖縄島産アマミタカチホの計測値

西村昌彦

11-27 沖縄諸島産ヒメハブの計測値
28

西村昌彦・香村昴男

渡嘉敷島におけるホルストガエルの生息地の確認

当山昌直

29-30 浅野直樹氏によるリュウキュウヤマガメの測定資料の紹介

当山昌直

31-34 第３回世界爬虫両生類会議に参加して

安川雄一郎

No. 16（2002 年 12 月）
1-4

両生類や爬虫類の指や尾の一部からの DNA の抽出法

本多正尚

5

八重山諸島鳩間島からのミナミヤモリの初記録

6

伊平屋島と伊江島からのシロアゴガエルの新記録

7-8

野外におけるナミエガエルの幼生期間に関する観察一例

9-12

奄美大島で採集され，徳之島で撮影されたイシカワガエル

大河内勇

13

戦前の沖縄におけるカエル類の調理方法について

当山昌直

14

伊江島からのミシシッピーアカミミガメの初記録

当山昌直

亀崎直樹・太田英利
河内紀浩
村山望・河内紀浩

15-18 クロイワトカゲモドキの保全遺伝学，特に沖縄島中部の個体群について
19-21 ヤクヤモリの林内神社の利用
22

本多正尚
竹中践

トカラ列島宝島産タカラヤモリの胃内容について

本多正尚

23-24 沖縄諸島伊平屋島からのミナミイシガメの新記録

本多正尚・戸田守・前之園唯史

25-26 アオカナヘビの与論島からの記録

戸田守・高橋洋生

27-29 サキシマハブ幼蛇によるイシガキトカゲの捕食：直接観察

田中聡

No. 17（2006 年 2 月）
1-2

慶良間諸島慶留間島からのリュウキュウヤマガメの新記録

渡辺伸一

3-4

沖縄島北部におけるヒメハブの胃内容物の一例報告

角田羊平

5-8

南琉球産オオカミヘビ亜科（有鱗目，ナミヘビ科）２固有亜種における
飼育下での産卵と孵化

9-12

太田英利・東正輝

琉球列島産ヒバカリ属２種の飼育下での出産・産卵

13-14 トカラ諸島，小島からのヘリグロヒメトカゲの新記録

木寺法子・太田英利
戸田守・山本麗子・原村隆司

15-17 沖縄島において 1971 年以来２例目となるオガサワラヤモリの発見
戸田守・前之園唯史・山城彩子
18-23 沖縄島産ガラスヒバァの計測値

西村昌彦・香村昴男

24-26 リュウキュウアオヘビの産卵場所および孵化について

田中聡

27-28 ガラスヒバァのバスキングらしき行動の観察例

田中聡

No. 18（2007 年 4 月）
1-2

イワサキセダカヘビの飼育下での産卵

3-6

海岸環境に生息するリュウキュウカジカガエル繁殖個体の河川間の移動

松井創
原村隆司

7-8

沖縄島におけるオガサワラヤモリの生息状況

戸田守・前之園唯史・角田羊平

9-11

サキシマバイカダによるオガサワラヤモリの捕食例

細将貴

12-16 宮古島産サキシマスジオの飼育下での産卵と孵化

瀧口勲

17-20 与那国島産サキシママダラの飼育下での産卵と孵化

瀧口勲

21-22 オガサワラヤモリの渡嘉敷島からの記録

本多正尚・金城祐希

23-27 沖縄諸島におけるシロアゴガエルの新分布

角田羊平・前之園唯史

28-46 琉球列島における両生類および陸生爬虫類の分布

前之園唯史・戸田守

No. 19（2008 年 4 月）
1-4

奄美大島におけるアマミハナサキガエル幼生の出現時期

迫田拓・永井弓子・迫田裕子

5-8

沖縄島北部産ヒメハブの新生個体によるリュウキュウアカガエルの捕食
増永元・中村泰之・富永篤

9-11

伊是名村の屋那覇島におけるオガサワラヤモリの採蜜行動の観察

城野哲平

12-14 沖縄島千原池でのヤエヤマイシガメとクサガメの記録
本多正尚・藤井亮・大長賢太朗・関喜満
15-16 慶良間諸島外地島におけるシリケンイモリの初分布記録

角田羊平・持田浩治・岡本卓

17-19 面積わずか 0.4 ヘクタールあまりの生息環境，沖縄県南城市コマカ島の爬虫類相
岩永節子・前之園唯史・戸田守
20-22 沖永良部島におけるアオカナヘビの生息分布の標本にもとづく初記録

中村泰之

23-30 オキナワヤモリとミナミヤモリの識別点について（予報）

戸田守

31-43 採集後に産卵した沖縄島南部産サキシマハブの雌とその卵・孵化個体の計測値
西村昌彦・香村昂男
44-48 シロアゴガエルの石垣島，ならびに北大東島からの記録
太田英利・角田正美・仲座寛泰・中山愛子
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追悼 城間侔氏のこと

当山昌直

No. 20（2009 年 4 月）
1-4

ヤクシマザルによるヤクヤモリの捕食例

西川真理

5-7

イリオモテヤマネコによるヤエヤマアオガエルの轢死体の捕食例

渡辺伸一

8

ナミエガエルによるリュウキュウアカガエルの捕食例

9-18

沖縄島南部産サキシマハブの繁殖特性

森哲
西村昌彦

19-23 リュウキュウアカガエルとハナサキガエルの繁殖日の 12 年間にわたる年変動
森哲・戸田守・村山望
24-28 サキシマハブの沖縄島南部移入個体群における体色２型
29-32 シリケンイモリの体サイズと体表面積の関係
33-37 オキナワヤモリの本部町水納島からの記録

西村昌彦・香村昂男
持田浩治
戸田守

38-40 ヤエヤマイシガメの藪地島からの記録

本多正尚

41-46 大宜味村の宮城島および名護市の奥武島における両生爬虫類相

片山亮・戸田守

47-48 [訂正] ”採集後に産卵した沖縄島南部産サキシマハブの雌とその卵・孵化個体の計測値”，
西村昌彦・香村昂男，Akamata (19): 31-43

（Akamata 編集局）

No. 21（2010 年 4 月）
1-6

オガサワラヤモリのゲットウにおける採蜜行動

小林峻・伊澤雅子・傳田哲郎

7-8

ナミエガエルによるオキナワアオガエルの捕食例

中村泰之

9-10

サキシマアオヘビの飼育下での産卵

亀田和成

11-18 沖縄諸島産ハブにおける尾切れ個体の頻度

西村昌彦・香村昂男

19-22 沖縄諸島産ハブにおける体色頻度の変異

西村昌彦・香村昂男

23-24 八重山諸島黒島におけるヤエヤマイシガメの初記録

亀田和成

25-26 ブラーミニメクラヘビのトカラ諸島，中之島からの記録

中村泰之・ゾルタン=コルソス

27-28 沖縄島やんばる地域で目撃されたウシガエルの一例報告

角田羊平・木寺法子

29-32 読谷村でのタイワンハブ初捕獲例およびその胃内容物

田原義太慶・松井創

33-35 座間味島におけるオキナワトカゲの再発見

笹井隆秀・大嶋大地

36-38 慶良間諸島黒島からのアオカナヘビの初記録

前之園唯史

39-43 沖縄島におけるオキナワトカゲの分布状況

栗田和紀・角田羊平

44-49 八重山諸島の上地島（新城島）および嘉弥真島の両生爬虫類相

木寺法子・戸田守

50-55 両生爬虫類野外調査記録―1973 年奄美大島・喜界島

当山昌直

No. 22（2011 年 4 月）
1-4

ウシガエルによるオキナワアオガエル雄 4 個体の捕食例

富永篤

5-8

沖縄島および奄美大島産イボイモリ（両生綱：有尾目）の胃内容について
本多正尚・八畑謙介・富永篤・太田英利

9-11

沖縄島におけるシリケンイモリの夏季から秋季産卵の観察例

富永篤・山越悠貴

12-14 渡嘉敷島のイボイモリ（両生綱: 有尾目）の分布について 富永篤・本多正尚・太田英利
15-20 沖縄県名護市屋我地島からのクロイワトカゲモドキの初記録
21-27 渡嘉敷村の中島およびハテ島の爬虫類相

栗田隆気・川村玲未

栗田隆気・角田羊平・戸田守

No. 23 (2012 年 9 月)
1-5

イリオモテヤマネコによるヤモリ類の捕食例

6-8

具志川島におけるアカマタによるアカマタの捕食例

9-14

ガラスヒバァによるイボイモリ卵の捕食

15-16 トカラ諸島小宝島で確認されたアマミヤモリの共食いの一事例
17-20 サキシママダラによるキシノウエトカゲの捕食の観察
21-24 シリケンイモリの警告行動の野外観察と室内実験

中西希・伊澤雅子
笹井隆秀・角田洋平
皆藤琢磨
添田晴日
劉威廷・笹井隆秀
持田浩治・城野哲平

25-28 沖縄島中部から発見された最大背甲長 221mm のヤエヤマイシガメ

高橋亮雄・藤井亮

29-36 オキナワヤモリの沖縄島中央部からの初記録

福田大介・戸田守

37-38 ハブの孵化個体における精巣サイズの左右性

西村昌彦

No. 24（2013 年 12 月）
1-2

ハイによるアマミタカチホヘビの捕食行動の観察

小原祐二

3-4

イソヒヨドリによるホオグロヤモリの捕食例

宇井大晃

5-8

リュウキュウカジカガエルの卵の発生速度

9-12

同一個体と考えられるオキナワイシカワガエルを複数年に渡って確認した事例

田場美沙基・竹中践・富永篤

小原祐二
13-16 カナヘビ類が日中に利用している微生息環境

持田浩治・竹中践・戸田守

17-18 人為的に運ばれ那覇市内のホテルの一室で発見されたシナトカゲ
19-20 与論島におけるシロアゴガエルの確認

戸田守・菊川章

高尾彰・竹盛窪・竹真弓

21-24 沖縄諸島における外来淡水生カメ類の分布に関する新知見

青柳克

25-28 沖縄県国頭村の東海岸においてウミガメの産卵巣から発見されたアカマタ
松本和将・高岡千早
29-31 ミヤコカナヘビの孵化幼体サイズの一例報告

持田浩治・竹中践・戸田守

32-34 ハブにおける左右の精巣間のサイズ補償例

西村昌彦

35-39 沖縄島産アカマタにおける卵胞サイズの季節ならびに成長に伴う変異
西村昌彦・寺田考紀

No. 25（2015 年 6 月）
1-4

リュウキュウカジカガエルの変態サイズ，野外，飼育下での幼体の成長速度
仲宗根貴道・田場美沙基・清澤昇太・富永篤

5-8

沖縄島周辺におけるオガサワラヤモリの新たな分布地と花外蜜腺からの採蜜行動
酒井理

9-12

アカマタによるヒメハブの捕食行動の観察

小原祐二

13-14 ナミエガエルによるクロイワトカゲモドキの捕食例

越野一志

15-16 ヤエヤマヒバァによるオオハナサキガエルの捕食例

竹内寛彦・原村隆司

17-20 沖縄島北部におけるオキナワヤモリの交尾の観察例
戸田守・小島光明・前田真希・正井佐知・坂田ゆず
21-22 徳之島におけるハイのコンバットダンスの観察記録

皆藤琢磨

23-24 来間島のサキシマキノボリトカゲ（爬虫綱：アガマ科）の確認記録

本多正尚

25-27 屋我地島と古宇利島のオキナワキノボリトカゲ（爬虫綱：アガマ科）の確認記録
本多正尚
28-30 慶良間諸島阿嘉島，並びに久高島からのシロアゴガエルの初記録
31-34 伊江島から２番目となるクメジマハイの標本について

青柳克
戸田守・庄司直嗣

35

慶良間諸島外地島におけるアオカナヘビの初分布記録

持田浩治

36-40 小浜島におけるサキシマカナヘビの標本採集およびその他の爬虫類・両生類の記録
竹中践・皆藤琢磨・戸田守
41-45 沖縄諸島産リュウキュウアオヘビの計測値２

西村昌彦・香村昂男

No. 26（2016 年 11 月）
1-2

野外におけるオキナワミナミサワガニによるシリケンイモリの摂食例

小原祐二

3-7

アカマタによるリュウキュウヤマガメの捕食例

福家悠介

8-10

河口域で発見されたオオヒキガエルの幼生

竹内寛彦・原村隆司

11-15 飼育下におけるミナミヤモリおよびアマミヤモリの繁殖行動の観察例

城野哲平

16-18 野外におけるミナミヤモリの交尾の観察

戸田守・高尾彰

19-24 ミヤコカナヘビの繁殖行動の観察および体表面の咬み痕について
笹井隆秀・才木美香・戸田守
25-30 宮古島および伊良部島における稀少なヘビ 2 種，ミヤコヒバァと
サキシマバイカダの観察例
角田羊平・青柳克・徳山孟伸・才木美香・笹井隆秀・戸田守・前之園唯史
31-32 外地島からのオキナワキノボリトカゲ（爬虫綱：アガマ科）の新記録

本多正尚

33-34 多良間島からのミナミイシガメの初記録

青柳克

35-37 八重山諸島の竹富町黒島におけるサキシマカナヘビの生息確認報告
峯光一・石田憲・福原亮史
38-40 頸部に Y 字模様をもつミヤコヒバァ標本について

皆藤琢磨

41-48 沖縄諸島産リュウキュウアオヘビの計測値 3
繁殖参加メスの卵胞・卵，ならびに孵化個体の計測値

西村昌彦・香村昂男

No. 27（2017 年 12 月）
1-6

沖縄島の破風墓より見つかったミナミヤモリの大型卵塚
小林峻・長嶺隆・中谷裕美子・伊澤雅子

7-12

沖縄島における 2016 年の記録的大寒波のもとでのヤモリ類の観察

13-17 野外でのイボイモリの孵化サイズとその発生段階

戸田守・城野哲平
栗田一輝・富永篤

18-20 沖縄島北部で発見された胴の短いシリケンイモリについて
上開地広美・プレブル=ジェイソン・佐久真沙也加・中根優・皆藤琢磨
21-24 アシダカグモによるヤモリ属 2 種の捕食例

徳山孟伸・東樹宏和・城野哲平

25-28 西表島におけるカンムリワシによるヤエヤマセマルハコガメの捕食事例
小林峻・伊澤雅子
29-32 渡嘉敷島で日中に観察されたアカマタによるウミガメ卵採餌とマダニ類の過剰寄生
松本和将
33-34 サキシマハブによるヒメアマガエルの捕食例

竹内寛彦

35-37 沖縄島に侵入したサキシマハブの胃内容例

高田賢人･山本結沙･鷹野晶敏

38-40 口永良部島からのシロマダラの初記録
神林千晶・藤本将也・児玉敦也・綾田淳平・三好祥太・岡祐一朗・清水則雄・倉林敦
41-43 宮古諸島下地島と池間島からのオガサワラヤモリの新記録
河内紀浩・渡邉環樹・前之園唯史
44-46 宮古諸島来間島からのミヤコヒキガエルの初記録

河内紀浩・渡邉環樹・新里和野

47-51 ホオグロヤモリのトカラ諸島宝島からの初記録 岡本康汰・城野哲平・太田英利・戸田守
52-55 渡嘉敷島のオキナワアオガエルの記録について
56-64 奄美諸島の 6 つの無人島の両生爬虫類相

前之園唯史
戸田守・角田羊平・前之園唯史

