
発行年 号　数 著　者 論文タイトル

2013 第35号 丸山まさみ・山崎真美
大雪山国立公園，然別湖の植物　V. 然別湖の水生植物相 ―
2012年の状況と新たな確認種，および聞き取り調査による過
去の分布について

2013 第35号 丸山まさみ
北海道然別湖の周辺にて大正時代の登山家・大島亮吉の足
跡をたどる ―特に自然・植生景観に注目して―

2013 第35号 須田　修 ミヤマクワガタの雌雄モザイク
2013 第35号 乙幡康之 丸山噴泉塔群の形成年代に関する一考察
2012 第34号 芳賀　馨・柴田浩一 上士幌町ひがし大雪博物館に所蔵される甲虫の希少種２種の
2012 第34号 乙幡康之 十勝平野北部における屋敷林と卓越風の推定

2012 第34号 丸山まさみ
北海道大雪山国立公園，然別湖の植物　Ⅲ．大雪山系でヒダ
カキンバイソウ（キンポウゲ科を確認）

2012 第34号
山崎真実・丸山まさみ・
持田　誠

北海道大雪山国立公園，然別湖の植物　Ⅳ．然別湖および東
雲湖の水生植物相

2011 第33号 鳥倉英徳 ドロハタマフシを食べるダウリアノミゾウムシ
2011 第33号 丸山まさみ・丸山立一 大雪山国立公園・然別湖において生じた自然攪乱の記録
2011 第33号 須田　修・乙幡康之 丸山噴泉塔群と隣接する白色沼に関する調査
2011 第33号 乙幡康之 丸山噴泉塔群に生育する蘚苔類
2011 第33号 乙幡康之 十勝上士幌町における防風林の分布と変遷
2011 第33号 須田　修 上士幌町から新たに記録されたトンボ

2010 第32号
芳賀　馨・柴多浩一・伊
藤勝彦・川辺百樹

上士幌町の甲虫類

2010 第32号 川辺百樹 大雪山国立公園鳥類目録補遺
2010 第32号 川辺百樹 ひがし大雪博物館の調査研究事業と教育普及事業

1970～2012年までの42年間開館していた旧上士幌町ひがし大雪博物館の研究報告です。冊子はひがし
大雪自然館、またはTEL/FAX/E-maiでも購入できます。

上士幌町ひがし大雪博物館研究報告



2009 第31号 川辺百樹 上士幌町の鳥類目録
2009 第31号 川辺百樹 北海道中央部の山間集落におけるスズメの減少
2009 第31号 川辺百樹 大雪山の高山帯におけるメダイチドリの初記録

2009 第31号
川辺百樹・清水長生・
澤田結基

夕張山地のエゾナキウサギの生息地

2008 第30号 川辺百樹 北海道におけるエゾナキウサギの分布
2008 第30号 清水長生・山川信之 春日風穴と西クマネシリ風穴における地形・植生の資料
2007 第29号 松田まゆみ 北海道産クモ類目録
2007 第29号 川辺百樹 日本列島におけるセグロセキセイとハクセキレイの種間関係

2006 第28号
鈴木貴志・福山　隆・山
口裕司・柳川　久

北海道十勝・日高地方の翼手類相 （5）浦幌町昆布刈石における
記録

2006 第28号 芝野伸策 春のエゾシカの性比と雌が持つ仔の数
2006 第28号 岩見恭子・川辺百樹 大雪山国立公園でのオジロワシの営巣例
2006 第28号 岩見恭子・川辺百樹 十勝地方平野部で繁殖するノスリの営巣環境
2006 第28号 川辺百樹 セグロセキセイとハクセキレイの種間つがい形成要因

2006 第28号
芳賀　馨・伊藤勝彦・柴
多浩一

上士幌町黒石平において道路の水銀灯で採集された甲虫類につ
いて

2005 第27号 山川信之・清水長生 十勝三股十四の沢の永久凍土の資料 ―電気探査・温度測定―

2005 第27号 丸山まさみ・丸山立一
大雪山国立公園，然別湖北部地域における2004年台風18号によ
る風倒木被害の一例

2005 第27号 川辺百樹・鏡　坦 大雪山国立公園，音更川上流域における巨木目録Ⅰ

2005 第27号

出羽　寛・赤坂卓美・河
合久仁子・近藤憲久・
佐々木尚子・佐藤雅
彦・平川浩文・福井　大

十勝三股のコウモリ類

2005 第27号
ひがし大雪博物館友の
会エゾライチョウ調査グ
ループ

北海道中央部，十勝三股におけるエゾライチョウの個体数調査

2005 第27号
ひがし大雪博物館友の
会オオルリ調査グルー

北海道中央部，大雪山系におけるオオルリの個体数調査

2005 第27号 川辺百樹 北海道十勝平野北部，東居辺の鳥類
2005 第27号 川辺百樹 北海道中央部におけるハクセキレイ繁殖個体の帰還状況
2005 第27号 川辺百樹 分布北限域におけるセグロセキレイの季節的移動
2005 第27号 川辺百樹 セグロセキレイの生息地選好要因

2004 第26号
丸山まさみ・丸山立一・
紺野康夫

北海道大雪山国立公園，然別湖の植物 Ⅰ.然別湖植物目録（第1
版）

2004 第26号 丸山まさみ・丸山立一
北海道大雪山国立公園，然別湖の植物 Ⅱ.ヤチヤナギ生育地の
植生（予報）

2004 第26号 久保博之・久保田康裕 長期モニタリングによる北方林の群集動態

2004 第26号
柳川　久・瀧本育克・赤
坂卓美・佐々木尚子

北海道十勝日高地方の翼手類相 1.トマム，新得地区における記
録

2004 第26号
川辺百樹・松田まゆみ・
植田幹夫

エゾナキウサギの分布東限域において新たに発見された生息地

2004 第26号 川辺百樹 北海道の低標高地におけるコガラの繁殖例
2004 第26号 川辺百樹 セグロセキレイの生息地と分布制限要因
2003 第25号 川辺百樹 大雪山国立公園鳥類目録

2003 第25号

川辺百樹・田中康夫・
須田　修・根本国彰・川
島絵美・松田まゆみ・吉
村正志

大雪山国立公園東部で収集されたクマゲラの死亡個体

2003 第25号 川辺百樹・田中康夫 大雪山国立公園，音更川上流域におけるエゾタヌキの交通事故

2003 第25号
柳川　久・野呂美紗子・
谷崎美由記・西村千
穂・室瀬秋宏

大雪山国立公園におけるエゾアカガエルに対する交通事故防止
策の効果

2003 第25号
中田和義・川井唯史・
五嶋聖治

北海道然別湖で再発見されたニホンザリガニ

2003 第25号 松田まゆみ・山田和幸 北海道，長流枝丘陵に生息するコケオニグモ

2003 第25号
丹羽真一・渡辺修・渡
辺展之・辻本涼子

大雪山国立公園内，上士幌町幌加地区の植物相（予報）



2003 第25号
永光輝義・松崎智徳・
森洋佑

十勝地方南部におけるケショウヤナギの分布と北海道成木集団
の絶滅確率の推定

2003 第25号 川辺百樹
十勝地方北部において新たに発見されたケショウヤナギの生育
地

2003 第25号
川辺百樹・松田まゆみ・
比企知子・平田正明

北海道，北見地方におけるヤエガワカンバ（コオノオレ）Betula
davurica の分布

2002 第24号 永光輝義・河原孝行 日高・北見地方におけるケショウヤナギの分布と性比
2002 第24号 丹羽　真一 キク科２種における訪花昆虫の観察例

2002 第24号
渡辺　修・渡辺展之・丹
羽真一

音更川上流域における稀少植物クロミサンザシの成長動態

2002 第24号

川辺百樹・久保　進・辻
本涼子・松田まゆみ・山
岸寿美子・山田和幸・
山田真弓

十勝地方におけるカラフトモメンヅルとモメンヅルの新産地

2002 第24号
中田和義・田中　全・浜
野龍夫・川井唯史

北海道然別湖におけるウチダザリガニの分布

2002 第24号 松田まゆみ 北海道中央高地東部における高山性クモ類の分布
2002 第24号 松田まゆみ 北海道産クモ類目録補遺Ⅱ
2002 第24号 須田　修 上士幌のトンボ相

2002 第24号
岩見恭子・太田こるり・
飯田朋子

十勝地方平野部におけるカワアイサの営巣環境

2002 第24号 川辺百樹 大雪山国立公園，沼の平湿原の鳥相
2002 第24号 川辺百樹 北海道中央部，ピシカチナイ山のエゾナキウサギ生息地

2002 第24号
宗像公司・工藤研治・
須田　修

上士幌町萩ヶ岡6遺跡について

2001 第23号
吉谷昭彦・川辺百樹・
須田　修・水舟一郎・長
畑建三

居辺 17遺跡から出土した黒曜岩の原産地について ―黒曜岩の
微量元素組成からのアプローチ―

2001 第23号 清水長正・山川信之 ひがし大雪地域における夏期凍結層の確認（Ⅱ）
2001 第23号 松田まゆみ 北海道に生息する北方系の2種のサラグモ

2001 第23号
渡辺展之・丹羽真一・
渡辺　修

札内川中流域におけるケショウヤナギ3林分の推移

2001 第23号
丹羽真一・渡辺展之・
渡辺　修

札内川流域におけるケショウヤナギ成木の死亡例

2001 第23号
丹羽真一・渡辺展之・
渡辺　修

札内川中流域の植物相：ケショウヤナギ林分の発達に伴う変化

2000 第22号 河合久仁子 糠平周辺におけるコウモリ相
2000 第22号 河合久仁子 ひがし大雪博物館所蔵のコウモリ類の標本について
2000 第22号 川辺百樹・中岡利泰 北海道におけるエゾナキウサギの南限の生息地

2000 第22号
ひがし大雪博物館友の
会ナキウサギ調査グ

北海道中央部，佐幌岳とその周辺におけるエゾナキウサギの生
息地

2000 第22号
ひがし大雪博物館友の
会水鳥調査グループ

1993～1999年の十勝地方北部の湖沼における水鳥のカウント

2000 第22号 秋沢成江・柳川　久
大雪山国立公園，黒石平における繁殖池に隣接する道路でのエ
ゾアカガエルの交通事故

2000 第22号 松田まゆみ アメイロハエトリ属の日本新記録種

2000 第22号 松田まゆみ
これまでWalckenaeria antica（Wider，1834）に誤同定されてきたW.
golovachi Eskov et Marusik，1994の記載

2000 第22号 松田まゆみ 北海道クモ類目録補遣

2000 第22号 丹羽真一・渡辺　修
十勝三股地区（上士幌町）の植物相および生態的特性と開花季
節との関係地域植物相の繁殖特性 ―分析の試みと自然解説へ

2000 第22号
丹羽真一・渡辺　修・川
辺百樹・辻本涼子

上士幌町維管束植物目録補遺

2000 第22号
丹羽真一・渡辺　修・渡
辺展之

ひがし大雪地域における野生植物の盗掘事例

2000 第22号
ひがし大雪博物館友の
会カラフトモメンヅル調
査グループ

十勝地方におけるカラフトモメンヅルとモメンヅルの分布



1999 第21号

吉谷昭彦・須田　修・川
辺百樹・陶守統一・片
山博臣・涌嶋三奈・上
村　暁

十勝地方に産出する黒曜岩の微量元素の組成について

1999 第21号 中川光弘・高島　勲 北海道中央部，十勝三股層中の軽石のTL年代

1999 第21号
松本穂高・澤田結基・
森　淳子

大雪山系丸山火山における不淘汰条線土と植被階状土

1999 第21号 丹羽真一 北海道産の樹木4種の花序サイズと結果率の関係

1999 第21号
渡辺　修・丹羽真一・渡
辺展之･辻本涼子・山岸
洋貴

オニクの個体群構造と寄主ミヤマハンノキの分布との関係

1999 第21号

渡辺展之・丹羽真一・
渡辺　修・辻本涼子・鈴
木　有・山田和幸・小葉
松弘恵・川辺百樹

大雪山国立公園の音更川上流域におけるクロミサンザシの生育
地環境と個体群構造

1999 第21号 渡辺　修 北海道産アカネ科植物の検索図譜 ―葉で見分ける植物図譜―
1999 第21号 松田まゆみ ヌマチコモリグモ とカイゾクコモリグモの間性個体
1999 第21号 松田まゆみ 北海道中央高地から採集された北方系の2種のヤドカリグモ
1999 第21号 溝井正春・芳賀 馨 楽古岳と野塚海岸で採集した半翅目について

1999 第21号
澁谷辰生・川辺百樹・
柳川　久

大雪山国立公園，糠平における鳥類のガラス衝突

1999 第21号 川辺百樹
北海道中央部の山岳地帯におけるハクセキレイの越冬個体の出
現と近年の暖冬化

1999 第21号
川辺百樹・田中康夫・
会田美帆子

大雪山国立公園におけるエゾクロテンの交通事故

1999 第21号 会田美帆子･川辺百樹 北海道中央部で収集されたエゾクロテンの胃内容物

1999 第21号
渡辺　修・丹羽真一・渡
辺展之

自然教育展示に対する利用者の評価と要望 ―ひがし大雪博物
館の事例―

1998 第20号 斎藤新一郎・川辺百樹
音更川支流シンノスケクシュンベツ川（中の川，十勝三股地区）に
おけるオオバヤナギ河畔林の現状について

1998 第20号 丹羽真一・渡辺　修 稀少植物ベニバナヤマシャクヤクの生態：個体群構造と繁殖特性
1998 第20号 丹羽真一 針葉樹林の林床に生育するラン科植物2種の生態
1998 第20号 川井唯史 北海道の小河川と湖沼におけるニホンザリガニの相対成長
1998 第20号 芳賀　馨 ウペペサンケ山高山帯における甲虫類相について
1998 第20号 松田まゆみ・柴多浩一 喜登牛山風穴地のクモ相

1998 第20号
岩見恭子・川辺百樹・
石毛千栄子

オジロワシのカラマツ植林地での繁殖

1998 第20号 筒渕美幸 十勝地方の中部と北部における鳥類センサス

1998 第20号
川辺百樹・松田まゆみ・
会田美帆子

旧国鉄士幌線廃線跡で発見された｢クマの木｣

1997 第19号 松田まゆみ 北海道産クモ類目録
1997 第19号 松田まゆみ 日本新記録種 Robertus kastoni の記載
1997 第19号 米川　洋・川辺百樹 オオタカAccipiter gentilisの子殺し
1997 第19号 川辺百樹 ノスリの攻撃に対するアオダイショウの反撃
1997 第19号 川辺百樹・田中康夫 大雪山国立公園の森林帯におけるハリオアマツバメの営巣例
1997 第19号 川辺百樹 大雪山国立公園，十勝三股におけるハシブトガラの営巣例
1997 第19号 比企知子 十勝地方東部，本別町の鳥類

1997 第19号 川井唯史
北 海 道 の 河 川 と 湖 沼 に お け る ニ ホ ン ザ リ ガ ニ Cambaroides
japonicusの胸脚欠損状況と室内水槽における闘争行動と胸脚欠

1997 第19号 町野洋一・宮内博之 大雪山系からのムハンオショロコマ

1997 第19号
千葉一成・渡辺　修・丹
羽真一

大雪山国立公園東部におけるエゾシカの空間的・季節的な土地
利用様式(Ⅱ） ―国道法面の利用―

1997 第19号
中西正人・中西悦子・
高橋武夫・高橋　康・村
上卓也・斎藤新一郎

渡島で発見されたヤエガワカンバ

1997 第19号
ひがし大雪博物館友の
会コマクサ調査グルー

然別火山におけるコマクサの分布

1997 第19号
池田　翔・米川　洋・出
原金生・舟倉　聡

鳥類の繁殖生態研究におけるビデオ機器の運用



1996 第18号
滝田謙譲・川辺百樹・
辻本涼子・牧田英男・
丸山まさみ

上士幌町維管束植物目録

1996 第18号 松田まゆみ 十勝海岸部沼沢地のクモ類
1996 第18号 川井唯史 冬期に結氷植生た湖沼におけるニホンザリガニの行動

1996 第18号 柴多浩一
十勝海岸部のｵｻﾑｼ科甲虫相 Ⅳ.調査地点におけるゴミムシ類群
集の多種様度と類似度

1996 第18号
千葉一成・細野隆史・
丹羽真一・渡辺　修

大雪山国立公園東部におけるエゾシカの空間的・季節的な土地
利用様式（Ⅰ） ―十勝三股の草原利用―

1995 第17号
米川　洋・川辺百樹・岩
見恭子

十勝地方平野部におけるノスリButeo buteoの繁殖生態と 繁殖個
体群の減少要因

1995 第17号 岩見恭子・川辺百樹 十勝地方北部の山岳森林地帯におけるノスリの営巣環境
1995 第17号 斉藤　学 大雪山系東部，上士幌町におけるマルハナバチ相
1995 第17号 芳賀　馨 日高山脈チロロ岳で採集した甲虫について
1995 第17号 柴多浩一 十勝海岸部のオサムシ科甲虫相 Ⅲ.ゴミムシ類
1995 第17号 宮下公範 石狩岳，ニペソツ山高山帯における甲虫類相についてⅡ（補遺）
1995 第17号 松田まゆみ・柴多浩一 十勝海岸沼沢地のコモリグモ類

1995 第17号 川井唯史
北海道におけるニホンザリガニCambaroides japonicusの 隠れ家
の特性と抱卵数

1995 第17号 和田理央・渡辺展之
音更川上流域における河川の物理的環境とオショロコマの生息
密度と体長の関係

1995 第17号 丹羽真一
大雪山国立公園の亜寒帯針葉樹林における花密花植物の開花
フェノロジーと訪花昆虫の訪花フェノロジー

1995 第17号 佐藤　謙・川辺百樹
北海道上士幌町十勝三股における稀少群落，カラフトダイオウ群
落を含む流水辺と周辺の植生

1995 第17号
川辺百樹・比企知子・
松田まゆみ・斎藤新一

十勝地方におけるヤエガワカンバ（コオノオレ）Betula davurica
Pallasの分布

1995 第17号 佐藤　謙 北海道の風穴植生概説
1994 第16号 米川　洋・川辺百樹 十勝地方平野部におけるハリオアマツバメの繁殖生態

1994 第16号
川辺百樹・小野登志
和・宮嶋浩路・岩見恭
子・牧田英男

十勝地方におけるオジロワシの繁殖例

1994 第16号 川井唯史
北海道におけるニホンザリガニCambaroides japonicusの分布状
況と生息地の環境

1994 第16号 松田まゆみ
北海道中央高地（大雪山国立公園）東部の 高山帯に生息する真
生蜘蛛類

1994 第16号 宮下公範・杉本　肇 石狩岳，ニペソツ山高山帯における甲虫類相について
1994 第16号 柴多浩一 十勝海岸部のオサムシ科甲虫相 Ⅱ.オサムシ族

1994 第16号 斎藤新一郎・対馬俊之
上士幌町三国峠の緑深橋ふきんのアカエゾトウヒ･トドモミ天然生
林の現状について

1994 第16号 渡辺　修・渡辺展之 大雪山国立公園音更川上流部における河畔林の構造と動態（2）
1994 第16号 丹羽真一 十勝地方北部，白樺峠周辺の草原群集の多様性
1994 第16号 丹羽真一 オオカメノキの結実特性と飾り花のポリネ-タ-誘引効果

1994 第16号 丹羽真一
白樺峠におけるショウジョウバカマ個体群の開花特性と開花時期
に受ける凍霜害(予報）

1994 第16号 小林千穂 ハンゴンソウの生長動態および開花特性
1994 第16号 川辺百樹・斎藤新一郎 十勝地方におけるケショウヤナギの新産地

1994 第16号
渡辺　修・大谷直史・丹
羽真一

大雪山国立公園における登山客の利用形態と自然認識

1993 第15号 芳賀　馨
上士幌駅跡土場で採集された甲虫 ―その多様性と生態学的意
義について―

1993 第15号
宮下公範・杉本　肇・芳
賀　馨・柴多浩一・幸田
和富

大雪山地東部におけるラウスオサムシの ―分布と地下温度の
関係について

1993 第15号 宮下公範
石狩岳，ニペソツ山高山帯におけるチシマオサムシの亜種の確認
と甲虫類相について

1993 第15号
柴多浩一・芳賀　馨・伊
藤勝彦

十勝海岸部のオサムシ科甲虫相 Ⅰ.十勝川河口域のオサムシ
科甲虫相

1993 第15号 松田まゆみ ハエトリグモの日本新記録種

1993 第15号 川井唯史
北海道におけるザリガニCambaroides japonicusの青色変異個体
出現状況



1993 第15号 斎藤新一郎・川辺百樹
音更町駒場のカシワ林について（4）カシワの萌芽性および異常ｻ
ｲｽﾞの葉について

1993 第15号 丹羽真一・久保田康裕 十勝地方北部，白樺峠周辺の草原群集の開花フェノロジー
1993 第15号 丹羽真一・久保田康裕 北海道中央部，温泉山におけるツツジ科8種の開花フェノロジー

1993 第15号
久保田康裕・丹羽真
一・渡辺　修

大雪山国立公園におけるアカエゾマツ崩壊林分の再生過程（1）

1992 第14号

斎藤新一郎・川辺百
樹・久保田康裕・平田
正明・磯野照弘・安藤
御史・森　幸估・岡戸め
ぐみ・比企知子

ピシカチナイ山の1尾根における北限のキタゴヨウ林分の現状に
ついて

1992 第14号
斎藤新一郎・川辺百
樹・久保田康裕

東ヌプカウシヌプリ山の森林植生（3） 岩塊上のアカエゾマツ林分

1992 第14号
日浦　勉・佐野淳之・紺
野康夫

北海道中央部，温泉山の亜寒帯針葉樹林の構造発達と攪乱の再
来間隔

1992 第14号
斎藤新一郎・川辺百
樹・久保田康裕

音更町駒場のカシワ林について（2）カシワ・ハンオキ林分の1例

1992 第14号
斎藤新一郎・川辺百
樹・平田正明・玉木良
枝・斉藤敦子

音更町駒場のカシワ林について（2）カシワの2林分の現状および
年輪解析について

1992 第14号 米川　洋 北海道の集約農業地域におけるチゴハヤブサの食性

1992 第14号
加藤　誠・近堂祐弘・小
崎　隆

東大雪山麓における点在的永久凍土の土壌温度測定

1992 第14号
宮下公範・芳賀　馨・幸
田和富・柴多浩一

大雪山地東部におけるラウスオサムシの個体群に対する永久凍
土の面積の影響

1992 第14号 松田まゆみ 十勝地方平野部の真正蜘蛛類（2）
1992 第14号 川辺百樹 ナキウサギの分布と地質要因（1）
1992 第14号 川辺百樹 大雪山国立公園におけるキンメフクロウの繁殖

1992 第14号
小林千穂・藤田　玲・渡
辺　修・久保田康裕

大雪山国立公園音更川上流部における河畔林の構造と動態（1）

1991 第13号
芳賀　馨・幸田和富・宮
下公範

東大雪山地におけるラウスオサムシと永久凍土の関係について

1991 第13号
近堂祐弘・川辺百樹・
右谷征靖・川名淳二・
角舘正勝・朝倉　勝

丸山火山噴泉塔ふきんの泥流堆積物中の埋没樹型

1991 第13号 久保田康裕・日浦　勉 大雪山系東部における針葉樹林の構造とギャップ形成パタン
1991 第13号 川辺百樹・斉藤新一郎 十勝地方北部におけるケショウヤナギの分布とその要因

1991 第13号
斎藤新一郎・川辺百
樹・中村まさみ

ケショウヤナギおよびドロノキの成長量について

1991 第13号
斎藤新一郎・川辺百
樹・中村まさみ

上士幌町清水谷における音更川のケショウヤナギﾞ・ドロノキ･オオ
バヤナギ林分の1例

1991 第13号
斎藤新一郎・川辺百
樹・森　幸估

音更町駒場のカシワ林植生について

1991 第13号
門崎允昭・川辺百樹・
田中康夫・田中年男・
大出行秀

北海道，石北峠でのヒグマによるシカ捕殺例

1991 第13号 松田まゆみ
北海道から得られたEuophrys erratica (WALCKENAER，1825)と
Euophrys iwatensis BOHDANOWICZ et PROSZYNSKI，1989の記

1991 第13号
川辺百樹・桧座幸男・
丹治重雄・千葉圭介

大雪山国立公園でのシロフクロウによるナキウサギの捕食

1990 第12号
斎藤新一郎・川辺百
樹・久保田康裕・春日
井　潔・森　幸估

ウペペサンケ山の森林植生（2） 1610m峰ふきんの尾根筋の植生

1990 第12号 斎藤新一郎・川辺百樹 東ヌプカウシヌプリ山の森林植生（2） ハイマツそう林の2例

1990 第12号
斎藤新一郎・川辺百
樹・中岡利裕

上士幌町糠平の温泉山における森林植生について

1990 第12号 斎藤新一郎・川辺百樹 糠平湖における水没する湖畔林の1例
1990 第12号 丹羽真一 大雪山系高山帯における人為影響
1990 第12号 松田まゆみ 北海道中央高地（大雪山国立公園）の真正蜘蛛類 補遺（3）
1990 第12号 松田まゆみ ブチエビグモの色彩変異及びキハダエビグモとの識別について



1990 第12号
辻　秀子・川辺百樹・北
沢　実

音更川流域のチャシ

1990 第12号 川辺百樹 ナキウサギの生息地を標高50mの所に発見

1990 第12号
川辺百樹・桧座幸男・
久保田利裕

音更川上流域における1988・1989年のクマゲラ営巣例

1989 第11号 桧座幸男・川辺百樹 大雪山国立公園，五色岳付近におけるヒグマの生息状況
1989 第11号 松田まゆみ ヌカグモTmeticus japonicusの雌雄モザイク
1989 第11号 川辺百樹 ライマンの石狩岳越えルート
1989 第11号 米川　洋 チゴハヤブサの個体識別法
1989 第11号 川辺百樹 十勝地方北部において最近発見されたナキウサギの生息地

1989 第11号
斎藤新一郎・川辺百
樹・中岡利泰

ウペペサンケ山の森林植生（1）1610m峰のハイマツそう林

1989 第11号 斉藤新一郎・川辺百樹
東ヌプカウシヌプリ山の森林植生（1）アカエゾマツ・ダケカンバ林
分の1例

1988 第10号
清水長生・山川信之・
鈴木由告

ひがし大雪地域における夏期凍結層の確認（Ⅰ）

1988 第10号 松田まゆみ 北海道中央高地（大雪山国立公園）の真正蜘蛛類　補遺（２）
1988 第10号 斎藤新一郎・成田俊司 カシワ天然生林の現状について ―中札内村の1例―
1988 第10号 川辺百樹 北海道，音更川の水辺性鳥類
1988 第10号 川辺百樹 音更川上流域におけるクマゲラの生息状況
1988 第10号 川辺百樹 大雪山国立公園におけるルリビタキの営巣例

1987 第9号
鈴木由告・山川信之・
清水長生

十勝三股十四之沢の永久凍土上の森林植生

1987 第9号 松田まゆみ 十勝地方平野部の真正蜘蛛類（1）
1987 第9号 山之内　統 糠平とその周辺のトビゲラ相（第4報）
1987 第9号 山之内　統 足寄町で発生植生たハチ死傷による死亡例
1987 第9号 斎藤新一郎・柿崎　靖 道路法面への木本の侵入について ―糠平国道における2例から
1987 第9号 川辺百樹 大雪山国立公園におけるオコジョの最近の観察例
1986 第8号 小野　泱 十勝地方の蛾類相（その1）
1986 第8号 松田まゆみ 北海道中央高地（大雪山国立公園）の真正蜘蛛類 補遺（1）
1985 第7号 松田まゆみ 北海道中央高地（大雪山国立公園）の真正蜘蛛類
1985 第7号 金谷研一 ニペソツ山の高山植物
1985 第7号 川辺百樹 大雪山国立公園、原始ケ原湿原の鳥相
1985 第7号 川辺百樹 上士幌町に飛来したタンチョウについて
1985 第7号 川辺百樹 捕食されたギンザンマシコの死体を採集

1983 第6号
宝川範久・田中康夫・
芝野伸策

北海導中央部の糠平―十勝三股間定期バス運行中に確認したエ
ゾシカ

1983 第6号 山之内統 音更川の水生昆虫相調査（Ⅰ）

1983 第6号
川辺百樹・室瀬秋宏・
松田まゆみ

大雪山国立公園，沼の原湿原の鳥相

1980 第5号 山﨑桂洋 大雪山地域の昆虫相　(Ⅰ）東ヌプカウシヌプリ山の昆虫類
1980 第5号 山之内　統 糠平とその周辺のトビゲラ相（第3報）
1980 第5号 山之内　統 北海道のカワゲラ類（Ⅰ）
1980 第5号 川辺百樹・山之内　統 チゴハヤブサ幼鳥のそ嚢および胃の内容物（英文）
1978 第4号 堀　浩二 カメムシのにおい
1978 第4号 川辺百樹 音更川におけるセキレイ属の分布
1978 第4号 山之内　統 糠平とその周辺のトビゲラ相（第2報）

1978 第4号 山之内　統
エグリトビケラ科の一種，Neophylax muinensis Kobayashiの幼虫
の記載

1977 第3号 山之内　統
エグリトビケラ科の一種，Kogurea ezoensis Kobayashiの幼虫と蛹
について

1977 第3号 川辺百樹 1976年にひがし大雪博物館に持ちこまれた鳥類
1977 第3号 川辺百樹 1965年から1972年に帯広動物園に持ちこまれた鳥類
1976 第2号 山之内　統 糠平とその周辺のトビゲラ相（第1報）
1976 第2号 川辺百樹 十勝北部の水鳥相 1．秋から初冬にかけて

1975 第1号 山之内　統
糠平人造湖に流入する小河川， 不二川に生息するオショロコマと
ヤマべの食性について

1975 第1号 川辺百樹 大雪山国立公園東部の鳥類


