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川口弘一・丸茂隆三：ヨコエソ (Gonostoma 

gracile Gunther）の生態－I. 形態，生活史
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小牧勇蔵： Nematoscelisdz涜cilisHansenの初

期変態について (KOMAKI, Y.: On the 
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里見至弘： Scenedesmusおよび Naviculaに対

する Anabaenaおよび Microcystis の括抗

作用について（SATOMI,Y.: Some experi-

mental observations on the antagonisms 

between several fresh-water algae）……………191 
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the sea）……………………………………………201 

徐明徳・徳田広・新崎盛敏：潮間帯藻類の

光合成リズムに関する 2,3の実験特にウス

パアオノリについて（SHYU,M., H. TOKU-
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algae, especially on that of Enteromorρha 
linza) ・・・・ H ・－－……...・ H ・・・・・・・ H ・－－……...・ H ・－－……207

菅原健・寺田喜久雄：海産 Naviculaによる

ヨウ素の同化とヨウ素酸イオンの生成

(SUGA WARA, K. & K. TERADA: Iodine 

assimilation by a marine Navicula sp. and 
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and the data reported from various areas）……19 

木立孝：本州太平洋沿海における Calanus

finmarchicusの生活について（KIDACHI,T.: 

Dynamic ecology of a marine Copepoda, 
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