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4月 28'日 月 曜日天気 （どb')) 

NOI 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）水i乱斗~

外気温 L-モγ球 温（ OC) 

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水J

外気温し---9e)守て温（ 。C)

様二三三三三二
：蓉主：°kZi_［~fB_玄~~1＝：＿~~2~－；：－＿~1~：：玄：lI~I~：互~~~~~~~

昼 中気温（ ℃）水温 昼 中気温（ ℃）水温
外気温 C -々 γJR温（ ℃） 外気温（ ~必ヤボ温（ ℃） 

様子 産主：五百二~1工I~~~亙二二二一

：；：里；；；三塁 二ll：~~志望~；；；~；；；
NO  2 部屋の中・水草なし小石あり N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 幻 ℃）水温（ ／？ ℃）

一一一・1-tB｝呈＿L:?J__ ：~Lz長混ーJ_Lt_'r;_L__ 
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様子

同援壬ーーーーーー・ーーーーーーーー一一”ー・－－－＝－＝＝＝＝二・ー－ー二二ご二：
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朝 中気温（ ℃）」以畠

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
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NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
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N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ／？℃）水温（／？℃）
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様子
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N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿＿ft.気温＿＿＿(_ ＿＿ー－－~~）_ ＿！白星ー＿Lーーー・3・ー・一一
譲二五一 一一一一一ー
昼 中気温（ ℃）水温.／＇ ℃） 

外気温（ ℃）赤穂（ ℃） 
様子

タ 中気i!iL-イ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様壬／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ －－~－ 

昼 中気温（ ℃）水庇（ ℃） 
外気温（ ℃レ保温（ 。C)

様子 ／／  

タ 中気7Y〔 ℃）水温（ ℃） タ 中気温（ ／ノピ）水温（ 。C)

ーーー一一ー観，＿_ _(_ _____ ~~2.__z国－ーしぶL一
様予／

外気温f ℃）水温（ ℃） 
様工



タ月 ／ 日 木 曜日 天気 （言明） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I ltNO 5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／｜｜朝 中気温（ ℃Lz凶国

外気温（ ℃）水温（ 0CY' I I ＿＿＿＿$｝.築住で一ーで）水温（ ℃） 

~£：二二二二二二二二二三三二二：1 I産主芸乞立五：~1：~：玄i~1~L~C：：玄二二二

昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） 
外気温（ ℃レ釆温（ ℃） 

様子 ， 

タ 中安え品ぺ ℃）水温（ 。C)

外切昆（ ℃）水温（ ℃） 

援：長一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温 CI 7℃）水温（ !J℃） 

外気温（ [_7_エL丞f!ffi:_j_J3' °C) 
朝 中気温（ ／？ ℃）水温（ 行 ℃）

ー＿＿i_t気混＿J_l~1___ o_(;)__J)S混 ＿＿(L宮崎伺：g）＿一
様子 様子

昼一一弔支湿マ－2ーそう－末~~r-r-20でア一一一1 ~一一市交誼－T~『－買うア末冨”で芝五モ了一ー
外気温（ 24-℃）水温（ 22-℃） ｜ ｜ 外気温（乙与℃）水温 （2ど℃）

様子 一一ll様子

タ 中気温（ 之3℃）水温（ 22.℃） ｜｜タ 中気温（ 之.5OC）水温（乙之 ℃）

一＿＿ft~｝昆」＿2~J二）一度混－－~！：J__ J三L____ J し一一一社気混一t~~笠Lz長混一〔三L~gよ一
様子 一一一一一一一一「 ｜｜様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

亙二竺主二 三竺：と＿＿＿!d:: ：し

昼 中気温 （ ℃）水温バ／ ℃） 

一一一弘知昆＿J一一－－－~（）＿必混＿＿（一一ユー
援壬一一一一一一 一一一一一
昼 中気温（ ℃）水温A ℃） 

一＿＿_1-IJ基準斗ーーー＿＿＿：~tぷ準＿J一一ーー：.cJ＿＿＿一
様子 ー 様子

外気温（ ℃）求温（ ℃） 

タ 中気温〆r 。'C）水温（ ℃） ｜｜タ 中知ιイ ℃）水温（ 。C)
一一外気温 〈 。C）水温（ 。C) I I タト炉温（ 。C）水温（ 。C)

様子ち／ ｜ 隙柔 ’ 

N04 部屋中日 当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ．泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一公三5混一i一．．．．．乞j
様子 ／／ ｜｜様子

"M-----c:p交通マ一－－0cr－末宮了一ーでj一一－ー 昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） 
外気温（ ℃V11<i且（ ℃） 

様子 ／ 
外気温（ ℃）釆温（ ℃） 

様子

タ 中気？昆／｛ 。'C）水温（ 。C) タ 中気湛ぺ 。C）水温（ 。C)
タト気温 （ ℃）水温（ ℃） 

伊
外鮒昆（ ℃）水温 （ ℃） 

援時



タ月忌日 笠曜日 天気（日菰） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中・水草小石あり I INO 5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） /1問 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ーエピ一一lL 外~~昼＿J＿一一主；＿＿2腿一一一＿:Q一一一l

援乏一一一一一一一一一一一一一－－－.L乙一一一一i援王一一一ー

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温 （:Jo℃）水温（ 2｛℃） 

外気温ム｛1_＿~2
様子

N04 部屋中日当たる、水草小石あり lIN08 日当たる．泥いれ水草あり

::r::！！！＝~＝＝＝＝ 
昼 中気温（ ℃）水語r< ℃） 
一一－－~気混＿j_______ ~・生涯＿＿（一一＿＿:g＿一一一
様子

タ 中気iV〔 ℃）水温（ ℃） 
然気温（ 一一主）水温（ 一℃）



日 3日ム曜日天気（略的 メダカの産卵の条件の記録

N01 部屋の中 ・水草小石あり I INO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温斗－－で） ｜｜朝 中気温（ ℃）水温斗－－で）
一＿_?l＇－｝｝昆－ー江主乞玄f~＿J_______ ~c;_L ____ __j L＿一一ーさ上気温－－~さーム温」一一－－~~）一一一一

援：乙：f_~z－ζ＿]l__ ?..58'Ld長ょヱム：－~否£一一一一・1 1想t壬＿j＿＇：＿乙1

昼 中気温（ ℃）水温 昼中気温（ ℃）水iι斗－－℃）
外気温 L-宅γ宋温（ 。C)

~~：ヨ三：I：亙：：三：M~~笠；~~c~~~~~~~~~~~~~－－－ー
外気温〔－－モア苛く温（ ℃） 

｜産主：~~ヱ｛~：至宝rt~~~玄二二二二二

タ 中気温（ ℃）水温 タ 中気温（ ，℃）水温
外気温 L -モ7寸く温（ 。C)

~~：ヨ~~；~~~＿！［三？h~／~~；~i~（ヨミ二二二二
外気温 ＿L-勾 γ宋温（ 。C)

産主：：ε：z~~［~：；ョ：：：1~fI：：；豆；：：：：：：：：：：：：：：：

NO  2 部屋の中 瓦示重な CIT~石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（1'1℃）水温（2＜）＿ ℃） ¥ 問 中気温（ 2炉℃）水温（之氏）

外気温（ヱ立：~2一夜混＿＿t？~？－~c;_L ____ __J I. 外気温（ 必7℃） 7)5_：混一〔三L：~）.一一－－
~.壬·~~A立与ヱム三｝－：＿！｝＿＿と2二五ム乏し一一一一l 援主：？；；二二二二；：：－－

豆一一市京混一て三－4-モ；－末温－T23ーち 一一一－1IF~－－Ci=i実？~－て五；でア末涯で葛で了一一一
外気温 （JS °C）水温（25'℃） ｜｜ 外気温 （ポ℃）水温（ 広 ℃）

~主宣伝：変1_t:_Ti_t~~：五三五：：：：二二二コ｜産主!i-;Jここ二二二二二二二三三三三

~－－－－革実直て存で；一末理一｛一方で；一一一－1 ~－－－一平気温ーて五平でア末百て玄デモy-----

外気温（ 2 ?:_:9-2一度温 c2_L℃） J 一一＿＿}j：気温＿＿t~－~－－~c;) _ _J_t＿湿ーはL＿：~）＿一一
議壬f豆主主＿!J_＿~＿11_J~JJ~？.＿t日二二二二コ 陵主二二二二二一一一一一一－ ---:J：：：：.，・－一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 守

護乏←Lム一一一一－－－－－－一一一~－－2一一 司

昼 中気温（ ℃）水温バ／ 。C)

外気温（ ℃）が視（ 。C)
様子 ’ ／／  ． 

タ 中気温A °C）水温（ 。C)
外気抵（ OC）ヲ天温（ ℃） 

穣手；；；；:r－－－ーーーーーーーーーーーーー一一；－－－－Tー一
ーヲァーーー

ff－－－－市交：m---c一ーーー．そうy－末事エニニぞj一一－ー
ト気温 レr モγ宋温（ OC) 

護主主主：~~~~~2~j：ロ：：；玄；二二二一一ー

タ 中気温（ ℃）水晶斗J ’で）
外気温 （＿＿－モア末温（ ℃） 

議手ーー弐すアグ主：万ーご宅－T=-i-"l了五

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 水温 c--で）

外気温（ ℃）水温（ ℃〕
援i:__ LLL・4 一一＿！一一－l ’ ぷ ／ ／

昼 中気温（ ℃）水I温 存r ℃）

m・”－－－－~jこ気混ー－~こ~~）＿＿窓混＿＿(_ ＿＿＿・＿：9-2ーー－－－－
｜様子－－→ー－一一ーι…ど乙－－－一一ー－ム、

1・21-----tj:i気温ヌァーーでア7.f涯－－c－ーーーーそう了一一

．ー・・”＿｝1.象混＿j_______ ~＜；上z色混同＿（＿＿＿ー・・：9-）一ーーーー
援玉ζ：ー」ー－－－＝.＿＿＿＿一一一一一一一一－~.＿＿ ＿］＿

'N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃） 水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温 （ 汁

l竺 ：二二二二三三ご三三ケ
昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 

－－－社気温ーJ＿ ＿＿＿＿ー匁~－混＿＿（一一ーエ）－－
fまテf..1.~L＿＿＿ーー一－－~土ζ＿_,J_ーしよ一一一一一一一

タ 中気7~ ℃）水温（ ℃） 
外白租（ ℃）水温（ ℃） 

｜援子三ζ：二二二二二：：；二二二：五二二二二



タ月4 日 向 曜日 天 気 （8凱）

01  部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温

外気温（－－－－宅γ沫温（ ℃） 

護主首長五：目立三~~~1~~；：二二二二二二二
ーI~－－~－ーの自白fL必；；？..J＿：一
昼 中気温（ ℃） 11<温 し一 q℃）

一一ft三~｝JP,一i一．ー＿＿：~Lzlsi昆＿J___ L一一－
様子 。 一

タ 中気温（ ／ぞ）水温（ ℃） 

ft三主」dご－こさ；）
t善壬＿,...;cζこ－～－－一－一一一一；．

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ／？℃）水温（ ／？ ℃）

外気温（ 2 I℃）水温（ ぷ ℃）

援壬－－~－－－~L'-'!l___ ,_::-:_ __ ~－－－－ーー：：－－ご
~－－－－モ戸支富田で21ーで｝－末？亘－－r2すでr－－一

外気温 （2ワ℃）水温（ 21℃） 

援壬＿＿＿c?j_j_~一三よー＿！.ニ＿... _ 

タ 中気温（ 22℃）水温（ 之1℃）
外気温（ to℃）水温（ お ℃）

援壬一ーニムJこー， － J J r1 

N03 水槽周 り暗く、 水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ぺ℃）

外気温（ モう水温（ 工
援壬－：一－ I一一一一一一一一一一
昼 中気温（ ℃）宅思メどJ 寸ブ）

外気温（ ℃）衣糧（ ℃） 
様子 / .) 

タ 中気温X ℃） 水温（ ℃） 
外知 （ ℃） 水温 （ ℃） 

夢？~~~ L ~~l~ 

N04 部屋中日 当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温--k--で ）

外気温 ＜－－ぞnRi宜（ ℃） 

長主砲：i~I：て：E：亘：ε：；主主主：~~~~~~］＿~／；

昼 中気温 （ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿＿＿ft~混＿＿（一一＿＿：~Lz白星＿j__ _ _L一一一一
様子 」

タ中気温（ ／ぞ） 水 tlL-~℃）
外気tιモ／ ℃）水温（ ℃） 

様子 ／／ ／。

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 7/s.ti-キ---C)

・・ーー｝J:~t旦ー」三：き立三色混ーJ〔ーーーーーさ二）一ー－ー・・・l
j支壬＿＿＿:s三三＿＇L三＿2~~－1__ _(_} __ ，と一三Jー ｜ 

昼 中気温（ ℃）水温
外気温 C--ぞア味温（ ℃） 

援壬．足．之必司会ー之－~」＿＇＿＿：乞ーー

タ 中気温（ ℃）オ（lιキ---w
ー＿＿＿?1~主t~，ムtさぎよ豆混＿＿(_ _____ ：~） __ _ 

｜援壬：うこ！？..~2_－~＿：.z.二＿1:£_2ーの金ιti＿以lゴ

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ／？ ℃）水温（ ／弘。'C)

外気温（ 2( °C）水温（ ／正℃）

度f4~~~I：ぶ：？！E！！~~If._~~C~~？jii_~玉三］±21I
γ. 、，

昼 中気温（ 之／。'C）水温（ zυ。'C)
外気温 （2ワ℃）水温（ Z／ 。'C)

援王ー－－－－－－－ー一一一一二．こ二二二三

~：：：：~~~：：u：~'.2JJ1f辺豆一一棒ヱ 4 - / (I -
一二二ニェーーよよ士一一一一一一 ｜ 

N07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温

外気温（ ----3eγ啄温（ ℃） 

産主五仁王：：E五三：~~~｝－~ζ二五二二：－ ~~i 
昼 中気温（ ℃）水温

外気温 c~毛γ啄温 （ 。'C)
産主主豆：白蕊：玄：：：~~2~~（（；：：三二：：？：硲2~－－

タ ヰ1気温（ ℃）水温
外気温 C-々 γl.Ki昆（ ℃） 

様平一五百~If豆腐：I｝.：；コ弱：I~~＂！：：董x~c；~：~：「7ぞ二一ー一一一 I 

'NOB 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃） 1klι..t--で）

外気温レJ ぞ7守1宣（ ℃） 

！援壬ー~fin~？~￥~~·：：三三三二：：：：：：：：二

昼中気温（ ℃）水t/iL斗－－で〕
外気温 （－ 吃γ末温（ ℃） 

産主主溌：宣言：逼互五ヨ五：夜j亙忌：Tiiiii_9~~~

タ 中気温（ ℃）水ifilL斗－－で）
外気温 （＿－モγ禾温 （ ℃） 

張主主ペ：b5ifiiJJ_?jj_}Jjj：：夜、豆諸'Z~~玄！
ていYミ



タ月s日 月 曜日 天気 （く6'}) メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I !NO  5＇部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／／｜｜朝 中気温（ ℃j_ik温

外気温（ ℃）水温 （ り ／ I ~孟（ ℃）水温（ ℃） 

~£：二二二二二二二二二三！と二コ 1哀主：：~~~~2~~三？と玄なじ玄二一一一一

昼 中気温（ ℃） 水底（ ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃）水温 （_--5 

一一外気混斗一一・.~~~丞混＿j＿一ーエし一一I l _______ Zi~混＿＿L＿ーエu按ゴ二ーロ一
様子 ／／ ｜｜様子 一 一一一一一一一一一一一

タ 中気世ぺ ℃）水温 （ ℃） ｜｜タ 中気温（ ℃）」以品斗ー_-9j

タト気温 （ ℃）水温（ ℃） I l___JJ..気骨で一一℃）水温（ OC) 

援一二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l｜；援王1!_.__L必盆ュヱーとft＿＿＿＿＿一一一一一一一一一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ rr℃） 水温 （20℃） 

外気温（ ／？℃）水温（ Io℃）
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ：~ 

昼 中気温（ 21℃） 水温（ 20℃） ｜昼 中気温（ ℃）水痘（ 。C)
一一一・~t~混＿＿＿(2＿乙~~Lz長混＿J__ !_l_os:;_L一一・I ｜一一一＿｝.t~t昆＿j_______ o~一生涯ー〔一一－－~~）一一一
様子 ー 二三三三ごll様子 7 
タ 中気温（ 之0。C）水温（ ／？ ℃）

ーーー－~~l昆，＿（］＿＇l_~~よ五r~__ t_!_1＿~＜；；：＿L ___ _ 
様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温 （ 。C）水温（ ユ
様子
昼 中気温（ ℃）水温
一一＿ft忽j是＿＿( ______ ：~t~ __ L ＿＿＿ー＿＿os:;_) _____ _ 

様子

外気温（ ℃）水温（ ユ
l・援壬一－一一 一一一一－－－~
昼 中気温（ ℃）水温／ ℃） 

外気温 （ ℃）衣姐（ ℃） 
様子

タ 中気温〆イ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温／子 ℃）水温 （ ℃） 
タト’t盟（ ℃）水温（ ℃） ｜ ｜ 外気温 （ ℃）水温（ ℃） 

様る／ ｜隙る／

N04 部屋中日 当たる、 水草小石あ りIIN08  日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） ／／｜｜朝 中気混（ ℃）水温（ ℃） 

1-t~｝且i一一＿＿：~2－ぷ混＿＿t一一訟と－一一I＇－－－－－一位気温＿j_______ ~＜；；：＿l必混＿＿＿（・一一・3一一一
様子 / II：様子

一一一一一子7－－－－－－・ E・－－－－－1I一一一一一一一一一一一一一一一－－7一－
昼 中気温（ ℃）本涯（ ℃） 

外気温（ ℃引く温 （ ℃） 
様子

~－一－弔支妥＝マT『－－－

一一＆忽温，＿__ （一－－－一3二｝述温－－〔－『＿＿＿＿＿os:;l一．．嶋＿__j し一－．．－額昆一＿t一－－－了Q必混－ 一一5よ一－－
様壬「イ！ ｜ I様 ， － － － 

． 



主月 6 日 火 曜日 天気 （雨） メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・ 水草小石あり

｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

一－．－－
様子 ， 

豆一－－－c¥交通－（ ℃）水温－（一一一℃）三1r昼 中気温（ ℃）メd昆（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ／ぞ7 I I_ 外気温（ Pゲ水温（ 。C)

様子 －~二一一一一一一l l様子 ） 

ヲー－－i:戸支涯てつぞ）一末？亘一てーーで j一一一1r~－一一市~~Il'"r一一ーで）－末痘－－r－－－－－モ了一－
外気温rイ ℃） 水温（ ℃） ｜｜ 悠長温（ ℃）水温（ ℃） 

様そγ／／ ー｜ ↓拐し

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温 （I'1℃）水温（ {Cf℃） I I朝 中気温（／？℃）水温（ ／~℃） 
一一・1-t~l昆＿＿(J2 __ ：~L率f~＿j_l_~ __ oS::）＿＿一一J＇－－－－－－－・5主気温＿＿tj_1_0S::l-2色混ームl互＿：~）__ _ 

堅二二一一一 ] I様子 ’ 

昼 中気温（ Ir℃）水温（ I 7℃） 

一一一＿_1-t'-JJ昆ー＿（＿｛笠＿：~Lz長温ー＿LLt;;乞）＿＿＿＿ー

N03 水槽周り暗く 、水草小石あ り N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 水温 （ ℃） 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

蓬二竺空：：：：~~~~~~~；~：さき：~~~：二三：：：：：：：：：r 
昼中気温（ ℃）水rmt＜ ℃） 

一－－一｝jこ5塁j昆－一－－－－－~c;_L2色混混一F〔－－－
I.援王一．－ ．．．．．－一一一一~ 
昼 中気温（ ℃）本証 （ ℃） 

外気温（ ℃）ポ視（ ℃） 
様子 ／／  

外気温（ J21水温 （ ℃） 
様子

タ 中気砂「 。C）水温（ ℃） 1 rタ沖気温（ ℃）水温（ 。C)
h気温（ 。C）水温（ ℃） ｜レ／ 外気温（ 。C）水温 （ ℃） 

援二三二二二二二二二二二二二二二二二コ 陵5；支F3!ii2互に：二：ヨユエ三五三二二



グ月 '7日 1lく 曜日 天気（ a伽＼） メダカの産卵の条件の記録

(NO 1 部屋の中 ・水草；J、石あり
朝 中気温（ ℃）ょμ毘

水温（ ℃） 

議壬＿Jtt-.fl._OD._ 1＿：習とーさ．斗．之：＿2.：：一乏ーと五三ーーーーー

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 昼 中気温（ ℃）水温（ 九

ーー・1-t'-Y_;__ ＿（＿ー－－－－~~2一率直j__ _d ___ _ 
様子

外気温（ ℃）水温しレ／寸C)

様子 ー
：ヲ－－－－王F交富－て一コ巧了－末在r-r開一モT------1f29 _____ f:ii渠澄戸（一－－－－

c ） 外気品イ／ ℃）水温（ 。C) ｜ レ~外気温（ 。C）水温（ 。

j撃ま一三：一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿J ｜箆王＿＿f)_2©~：コヱ＿＿［＿~－－－~－－~一一一一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ /5℃）水温（ ｛々 ℃）

___ 1-t'-it且＿_(_J＿！；＿＿~~Lz長混ーJーしー－~＜；＿L＿＿ー－－
様子

昼 中気温（ IF℃）水温（ ／？ ℃）
外気温（ 22°C）水温 （23℃）

様子

ず苛石名示；一末fifT-2-Tでr一－－－－
外気温（ 乙Z℃）水温 C22℃）

様子

N03 水槽周 り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 工
援王ーーー一一一一一一一一一一一ー
昼 中気温（ ℃）水温.A ℃） 

外気温（ ℃）ポ組（ ℃） 

様子 ・A

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ／よ℃）水温（ ／.） ℃） 

一＿＿＿＿fl~t墨＿J__ ~£－of:) ＿＿三色混l__ （＿必－~~）＿一一
様子

昼 中気温（ L8"℃）水温（／γ℃）

ーーーー＿＿}J:気混J_2-~－0~＿Lz与~t;._＿＿〔2:3..＿：~）＿一
様子

ダー－cr:1奈？亘－Tljーモア末－痘－て乏；！で了一一ー
ーーー儲混＿＿t2Z＿~Cl_!_ls混一〔ー2ぷ~：~）___ _ 

様子

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ーー司ーー弘知昆＿j＿一一乞よ1.Kt昆ーし一－~一一
援壬一一一一一ー ー 一昼 中気温（ ℃）水温

…一一位気混＿＿L一－－－－0~）＿必』」一一ーロ一一一
様子 一

タ 中気iffij/( ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気也 イ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿＿＿？＿人註昆斗．．－－．－ロ｝
様号／ ｜ ト様王／

N04 部屋中日当たる、 1.K草小石あり JINO  8 日当たる．泥いれ水草あり

::t：~~；：：：：： 
昼 中気温（ ℃）水遁γ（ ℃） 

外気温（ ℃ ／保温（ ℃） 

様子 一



ケ月r日 木 曜日 天気 （日昔爪） メダカの産卵の条件の記録

昼 中気温 （ ℃） 水温（ _j 
外気温 （ 。C）」μイ . OC) 

｜亙－－－－~気温一｛一一ーモア末混一－｛一一ーでー．

外気温（ ℃）水温 し／メで）

様子 ー 様子 ／ ／ ／  

タ 中内ド昆／（ ℃）水温 （ ℃） 
／／／ 気温（ ℃）水温（ ℃） 

-r産主：~~：三：：；§1t二二支：I~r~~亙：；：：：：：：：：：：：：：：：：：

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり

朝中気温（ 18わ 水準 ｛！？ロ ｜↓朝 中 気 温 （ /,2'℃）水温（げ ℃）
外気温（l!z_＿乞Lz長混一JLt℃l_＿~ I. 外気温~ L~l_0~よ水温 0:6 ℃）

箆乏一一一一一一一一二二二二二三三三三三ごコ 陵壬＿＿Wf}_I~己Ui_?J__ ¥_ __ &_t:.必："!ftt1_l_ __ _ 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一心ゑ一一一一一一一一一一一一一一一一一昼 中気温（ ℃） 水温（ エト／ ｜｜昼 中気温（ ℃｝ 
外気温（ ℃） zU骨「 ℃） I l__Ji..気温ヶ「一C）水温（ ℃） 

様子 ------ I l様子

タ 中気温（ 21℃）水温（ 之l。C)
一一ーー＿tt_~＿｛：昆ーL~tJ~~Lz;長混－－~一三よ－~c;;_L＿＿ー
様子

一一一一一一一一

N03 水槽周 り暗く 、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ J 
援壬一一 一一一一一
昼 中気温 （ ℃）水温~ 。C)

外気温 （ 。'C）氷組（ ℃） 
様子

タ 中気温 （2/ OC）水温（ 之l℃）

一＿＿＿}l~混ー，L~L－~＜；よJ_t混ー＿Q_J__~~）_______ _ 
態ミf__Pff!__j_ミー主主ム主主ーヨコーιーー一二二：

N07  日当たる ・水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃ 
______ }J:｝.三j畠＿＿L＿ーF『－~C_Lz長混＿＿（~ζ~） 
箆壬ーーーーーーーーー”ーーーーーーーーーーーーーーーー司昼 中気温（ 長門？昆（ ℃） 

－－－－~~三弘主こー主）＿＿_zj三温」一＿＿＿＿：~2一一．．．．
様子ー

タ 中気1昆イ 。'C）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温（ ℃）本温
外袋温 （ 。'C）水温（ ℃） 11 -3~千 十一一℃）水温 （ ℃） 

歩ど二二二二二二二二二二l区 友三五 五笈おこ－

N04  部屋中日 当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿＿＿＿ft忽混＿_(_ ＿＿＿＿＿乞j
様子 ／ ｜｜様子

昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） I r昼 中気温（ ℃），，，....J}(fg_ ( ℃） 
外気温（ ℃L泳 温（ ℃） ｜｜ 外気温 （ ／吃）水温（ ℃） 

様子 ／ ｜｜様子

タ 中気温ペ ℃）水温（ ℃） ｜｜タノギヲ気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜レ／ 外気温 （ ℃）水温 （ ℃） ｜ 

葉二三二二二二二二二二二二二：］I産主査三玉三：~＝（／）~蕊護玄二二二二二



I 5月刊 企 曜日天気（制 ） メダカの産卵の条件の記録

／ 

NOI 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ 。C）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水視（ ， 

様子 ／／  

一
昼 中気温 （ ℃）_,.,-11(温（ ℃） 

外気温（ ／吃）水温（ ℃） 

様子三？と：
タ /fr気温（ 。C）水温（ ℃） 
／／ 外気温（ 。C）水温（ 。C)
長王：；~~~z~j~~~~~~~玄互支~~~~二二

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 20℃）水温（ 19℃） 

外気温（ I勺 。C）水温 （Io℃）
様子
一一二二二二二ニエP

昼 中気温（ 22 °C）水温（ .21 °C) 

一一＿ft~J~」之ι~~2一定温ー＿t1~ま＿o_(:l___ _ 
様子

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃｝」凶昆

官寸一一℃）水温（ ℃） 

爆壬－－~ヱー斗

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 20℃）水混 CI~ ℃） 

外気温（ 1 'l℃）水温（ Lt℃） 
｜藻芋ーー－

E苛扇キ三元T末石｛芝｝ーで〉一一一

i一一ーー＿｝_t~混ーJ＿~ゑ＿o＿（：）.司法ー混」－~J＿：~よ－一一
様子

タ 中気温 （22 °C）水温（ 21℃） ｜｜タ 中気温 （2Z℃）水温（ 之＼ OC) 

一＿f上~｝~」－~＿＜？.＿：~2一志良上！＿＇！＿J三.）_______ J し＿＿＿＿？..！：気混＿J_1::Q＿~（よ必混一〔一！？二~）.一一
援：乙－~~＿［＿＿＇）＿＿＿ど1：：乏．し3＿ヒ？a＿＿＿＿三ご二三二lL援壬一ー

タ 中気也イ 。C）水温（ 。'C)
タレ黛温（ 。'C）水温（ ℃） 

様長

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ 。C)

外気温（ ℃）水温（ ℃j 
様子 ／ 

昼 中気温（ ℃）水温／（ ℃） 
外気温（ ℃L徐混（ 。C)

様子 ／ 

タ 中気世ぺ ℃）水温（ ℃） 
外刈 昆（ ℃）水温（ ℃） 

様号／
ファー・・・・ーーーー

N07  日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

譲二：竺堅二竺：竺堅二＿＿TI 一行

昼 中気温（ ℃）水温~ ℃） 
…＿＿＿ r.t_気i昆＿＿L _____ o~よ必ー＿（＿_____ ：~）一一一 l
様子 一

NOS 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿＿}_t~t墨－〔一一ー－－~＜；よz.K混．ムーーー＿：Q：..＿一－－－
様子

昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 

様子
外気温（ ℃徐温（ ℃） 

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一 位気混＿J一一℃）水温ム ーーさ二）一
様子



付月 lO 日 ＿＿±＿＿ 曜日 天気（制！ ） メダカの産卵の条件の記録

N01 部屋の中 ・水草小石あり NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 7,以Lト~ 朝 中気温（ ℃）ユ凶ー← ーモγー←

一一~法温~玄）
援：E今三－て；：L~2：：玄Lit之丞－－ー・ー

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿_?J~＿混＿＿（＿＿ー・・~~Lz長混＿＿L~－－”ーー
様子

← 無濫ー「ー ℃）水温（ ℃） R壬込 山 三2川山
昼 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 

一一位気温ームー一－－~（上三年混ーー〔ー」ヨ一一一
様子

タ 中気温（ ~）水温（ ℃） I iタ 中気温（ ／ ℃）水温（ 。'C)
外気7~イ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温／「 ℃）水温（ 。'C)

様子シ／ ｜ ｜様え

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（／？℃）水温（ I守℃） I l朝 中気温（ f, lj℃）水温（ ／γ℃）

外気温 （I q℃）水温（ I b℃） ｜｜ 外気温（ ／守℃）水温（ ／ら℃）

護主：：~~三TL~5-~~~t~1~王：；：~~：：：：：：：：：二二二1 I産主：：支三：：J：：二三~~tit~E豆二二二二二二

&I－－－－市交~rli－－で芝ヲ℃；一末iii－－了2ーモアー・
外気温（ 2 (3℃）水混（2~℃）

様子

一？苛石右ゐ－・末現－－（－－2-T"cT_____ _ 
一一.1-t忽温＿＿L?:J_:QLz~混ーj__ ~＿g＿~（；_l__ 
様二 二 二一一戸三三三

N03 水槽周り H音く 、水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃） ／／ 

外気温（ ℃） ＿！国＿＿L _____ ~c;.<2_: ____ _ 
長3:~－－－ フ？ ／
昼中気温（ ℃） ?k_t.昆／（ ℃） 

外気温（ ℃）／IJ(.t.昆 （ ℃） 
様子 ／ 

…一一一一一一一

タ 中気1咽〈 ℃）水混（ ℃） 
外＼昆 （ ℃）水温（ ℃） 

様る／

昼 中気温（ ~2 ℃）水温（ -:2／ 。'C)
外気温（2C℃）水温（27.℃）

様子

タ 中気温（ ~2℃）水温（ 21℃） 
外気温（之f℃）水温（2υ℃）

堅二二二二三三三
'N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ー．．．．．．泣~l昆＿J＿＿＿＿・”－~（よl.K混一ー〔ーーー＿＿：~－ーー
様子

N04 部屋中日当たる、水草小石あり ｜’IN08 日当たる ・泥い瓦示草あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） ／／｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

γー畑混よ－－－－－~Q）一茶i~＿j＿＿＿＿＿以 三一＿＿＿J L一一一服混＿j_______ oQ以混斗一一＿＿：~ 
様子 ／ ｜｜様子

昼 中気温（ ) 7}S,j l一一一旬 一一一l｜亙一一平実現γ一ーでア未定r-c－－－－－そう一一

一＿_1-t~｝昆斗一一－乞k:1Isi昆＿j一一＿＿＿ogJ J I. 外気温（ ℃低温（ ℃） 
様子 / l ｜様子 「一一一一一

｜タ接配 ℃）水温（ ℃） 
一・~iFiLJ一一＿＿＿0gJ_J)S混ムー一＿＿：~よ一一一－

，＿援ι…一一一一一一ーー



ゲ月 11日 日 曜日 天気 CA吉れ）

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温 （ ） 

~:f~！五ヨ：玉：E：：益三五五：亘：：主~I：；五三五J
____ ］＿＼＿~－~－－－一一 一一一一一一

昼 中気温（ ℃） 水温（ ℃）／／  
外気温（ ℃）水温（ ／矧

様子 ／／ 
一一一一一一一・

タ 中気温（ ／ぞ ）水温（ ℃） 
外気温...－－r℃ ）水温（ ℃） 

様子 ／／

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ？｜ ℃）水温（ I ~ ℃） 

外気温（ ~可 ℃）水温（ 三｛ ℃）

様子 一一一一一ーー一’
昼 中気温（ 2 l℃）水温（ l守℃）

一＿＿.1-t.~1昆ー＿（？：~1＿：~Lz長混血j三~－－0~三2___ 
l様子

メダカの産卵の条件の記録

NO 5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一位気混J一一ーー－o~l必混ーエー＿＿＿J一一－ーーーーー・
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 21℃）水温（ 7 ~ oC) 

外気温（ 211 CC）水温（ 2 I CC) 
様子

二二三三三三一一一一一一一一一昼 中気温（ 21。C）水温（ け 。C)
外気温 （2・1 °C）水温（ 之l。C)

様子

_,?i－→Z戸支）亙．て－－2年oc；一末遼－-rラ？3－モアーーーー－1 寸~＝一司王気通－－（”乏弓ーもとア禾湿－－－（乏：－3-0c了一－一
外気温（ z1oc）水温（ 2g℃） ｜｜ 外気温（ 22. CC）水温（ .28-oC) 

~£：二二二二二二二二二二三三三三コ：産主総：：百五玄~s；認二：：：二二二三

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃） 水温（ J 
援王．．．
昼 中気温（ 。C）水温

ー＿＿_1-t気混ーー＿（＿_____ ~~l_ぷ~－－L＿＿ー＿：.c＿しーーーー
様子

タ 中気1~ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿＿.1-tー混＿_(_ _____ ：~2一志温ゴ一一ー相－~c;_L_____ _ 
様モ／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

””＿＿ 1-tB-7~ __ ＿（＿＿一・・：~Lz長混ー＿L＿＿＿ーエー一一
様子

昼 中気温 （ ℃）本溢 （ ℃） 

様子
1-t2it且ーi一一ーー乞ー会混＿J_______ ~c;.2 

タ 中気温〆て ℃）水温 （ ℃） 

一一一＿fbー混：＿_ _(_ _____ ~~2一度混ーJ一一ー”＿o.C)_______ _ 

t主主．一一一一一一

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿r1気温＿J＿＿＿＿ー－－~CL2K混＿_(_ ____ ~一一
様子
昼 中気温 （ ℃）ヌk品イ ℃） 

外気温（ ℃） ぐ温（ ℃） 

堅二二二二三？と：
タ 中気渇／イ ℃）水温（ ℃） 

・・”””ー＿_r,t一軍ム一一：~）.＿本混＿＿（＿一＿＿＿：~）＿一一ー．
援品

NOS 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃ 

二竺と：：竺：空里；＝；？：二；日-f / 

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

拘．－．．－－
様子 ／ 

タ 中気tlit'( ℃）水温（ ℃） 

一一一生家混ーー｛ー『『ー主L述混J〔一ーーー＿：~）＿＿＿＿ーー
援受－－~－一一ーーーーーー一一一一一一一
／ 



5月 ／2日 間 曜日天気（崎れ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 
様子

二二之三二二．二
昼 中気温（ ℃）水遊（ ℃） 

外気温（ ℃ k温（ ℃） 
様子 ／ 

一一一－一一一・タ 中気温〆〔 ℃）水温（ 。C)
先気温（ ℃）水温（ ℃） 

様予／17－－ーー一一一一一一一一一一

・No  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ .20°C）水温 （20℃）

ー＿it'-5.｝昆＿_LL~：~Lz長混同J_j_生－－~＜；）
様子

二二二三三三三士：二二二二二
昼 中気温（.21℃）水温（21℃）

．一it)主j昆＿＿（＿~＿笠）
様子

一－－＝＝＝＝＝＝＝二三二二二－ーーー・ーーーー
タ 中気温（ 22℃）水温（ 2 l℃） 
一一ーー＿it.室温＿＿＿（＿？：：ょ：~2ーオi混ーj＿之L主2_______ _ 
様子 一一一一一一一一戸
一二二二二ニヱエ＝＝＝－一一一一一一一ーー一一一一ーー－－

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿＿it三草混一1一一一－－笠）
援壬－ー－一一一一一一一一一一一一ーー＿＿/_ 
昼中気温（ ℃）水1ι了 ℃） 

外気温（ ℃） k温（ ℃） 
様子 ／／  

タ 中気？昆／「 ℃）水温（ ℃） 

一＿＿＿＿＿ftー;JI@.__ ＿（＿ーーー＿＿：~Lz出昆＿J_______ o_g_l_ ＿＿＿ーー”
様 色／

メダカの産卵の条件の記録

必J0 5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）ユ住温ート ーで

外気温 「ご：℃）水温（ 笠L -I 
F壬ぷ工－~Q~~－；＿：とー支：TL£~ーし
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）ヌk温（ メ
様子 ／ ／  

タ 中気温（ ）水温（ ℃） 
外気1ιf ℃）水温（ ℃） 

様子 ／ ／

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 20°C）水温（20。'C)
一一＿＿}J:~t昆＿J_ _i＿~＿~＜；＿Lz色混＿＿_(_j__Q.：~） __ _ 
様子
ーーーーー 二二二ニニエ＝
昼 中気温（ 21 OC）水温（ 21℃） 
_______ r..i:気j昆＿＿t.:?-J __ ~＜；＿Lz長温＿＿(__2_互支；）＿＿＿＿一
様子 一一一一ーと一一－＿.／＇
同ーー二二二二ニニニエ戸一一－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

タ 中気温（ 之2°C）水温（ 2／ ℃） 
外気温 （22°C）水温（ 2／。'C)

棒三ーーーー’ーーーーーーーーー・ーーーー－－二二二二二三三三三三ご

N07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

・一卦ー~t旦＿j＿ーー－－－~c.よ.z]S_：混＿＿(_ _____ :'t 
様子
「亙ーーー市交通一了一ーでア－1fru－－－－モアーー

外気温（ ℃）氷組（ ℃） 
様子

タ 中気渇／ぞ ℃）水温（ ℃） 

様柔
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ レ，，，－－ I I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ft 

一＿it忽j旦i”．．．．．ロ
援壬．．．．一．一－一－一－一．一．一．一司一－一－－ぷ乙一．一一；；~］ ｜；捲子

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿＿it'-5...t昆ム一一二一z~i~且（ 。C)
様子 ／ 

夕 中気Jケ（ ℃）水温（ 。'C)

一一－夕回J~一L一－－－－－乞j
様矛／ 

昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 
外気温（ 。Cl.ぷ温（ 。C)

様子 ー

y一一市交混；1－－・－もδ－京・rg--c-----0c了一ー－－－
_____ J~混＿j一一二~）＿＿三国＿＿＿（一一ーーロー一一一
様妥 ’



5月 13日 三曜日 天気（ 部 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ 「℃）ュj昆ー（一一斗
一一穿ト気温－（一て》水温（ 。C)
志主3ミJI~~~~~三ゴ：ミ；：：査：：~~~~~t:2：~E~：：主主：
ー！：
昼 中気温（ 。C）水温（ 。C)

一司－””＿ft気温＿＿＿（一－－－－主）一Z主混一
様子

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ／？℃）水温（ 2b℃） 

外気温（ Is℃）水温（ (b℃） 
様子

昼ー－－i:戸支冨－て芝芝で；－末iHfT-2-i”で；－－－－－園田
外気温（22℃）水温（2. I ℃） 

様子

戸面三三モ；一末夜TT｛－：~－［・－－－
外気温（ 2 I℃）水温 (ICf℃） 

竺ニコニコーーここごご
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／｜ 

外気温（ ℃）水温（ ℃Y ｜ 

援壬一一一一一 一一一一＿L__________ _ 
昼 中気温（ ℃）水温バ／ ℃） 

様子
外気温（ ℃）本祖（ ℃） 

タ 中気rffiL.{"' ℃）水温（ ℃） 
外録湿（ ℃）水温（ ℃） 

様丞

メダカの産卵の条件の記録

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ~~ 

「亙－－－－Cf-I案理・T－－－－ーモ了京宣マー・－－0c:了一
一一＿＿＿21_気t~__ L ＿＿＿＿エレヨE温＿＿(_ ＿＿ー＿＿：~） ＿＿＿ー開『，J
様子 ／ 

一 一タ 中気tV〔 ℃）水温（ ℃） 
外気疏（ ℃）水温（ ℃） 

伊

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） 

二二竺！？：とさとさき；2と竺寸子

一一一ーーー・・・・・・・・ー一一一一一・－・－.L'.乙 ー司ーーー
昼中気温（ OC,Y7J(温 （ ℃） 

ーーー同司社気i昆＿j____ 2Ql＿会混ーエーーー＿＿：~）.一ー・ーー
「援王一一－－－ァどごと－－ー

lタ沖気温 （ 。C）水温（ 。C)

一一位気温J一一－－－~ο 水温（ 。C)
箆王位L：当主投ー昆ネ!i..i__ 



ダ月 14-日 11く曜日 天気 （晴れ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あ り
朝 中気温 （ ℃）水瓶（ ℃） ／ ／ 

外気温（ ℃）水温（ ℃ゲ
様子

NO 5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）ょ以昆

'C)水温（ ℃） 

主主壬－~~
昼 中気温て ℃）本柾（ 。C) ｜｜昼 中気温（ ℃）水温（ 。C)

1-t忽温Lム一－－－笠ど~混一
様子 ／／  一．－－．．－．－．－－｜．援王一－－－－－－

－ － － 

司

タ 中気7~（ ℃）水温（ ℃） 
温（ ℃）水温（ ℃） 

様4

N O  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃） 水温 （ ℃） ／ 
様子 ／ 

昼中気温（ ℃）水.） ( ℃） 

様子
外気温（ ℃）／炊温 （ ℃） 

タ 中気温ぺ ℃）水瓶（ ℃） 
外れ昆（ ℃）水温 （ ℃） 

歩－ー－
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温 （ ℃） 水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水瓶（ ユ
援三一一一一一一 一一一一
昼中気温（ ℃）水？ι子 ℃） 

外気温（ ℃）氷慌 （ ℃） 

様子 一

IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 20°C）水温（ 2 Ct二）

外気温（ {8" OC）水温（ lg℃） 
l議字~~lh~1亦Zワ－G1I~ヲ~~tミ三：ζ：ヌ万三万．
[&'L？~2 __ 1_9f-~~－歪：：ミ：re主主1；ミム．．
｜昼 中気温 （ヨヲ 。C）水温 （21。C)

外気温 （之i7oc）水温（ .2斗℃）

産主二二二二二一二二三三三三三｜
ー 百 t 三二二ご＝ι－－ーーーーー
タ 中気温（ J_ q。C）水温（ 23。C)

外気温（ 2 l。C）水温（ 2 / °C) 
様子
－－~二二二二ニニエー

N07 日当たる ・水草小石あ り
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ~ 

昼 中気甑（
外気温 （ 。C）求温（ 。C)

｜濠 字一一・・・・・ーーー・ーーーー二一－一一ーー－

タ 中気混／「 。C）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温／了 。C）水温（ 。C)
外気温（ 。C）水源（ ℃） ｜｜ 外で 温（ ℃）水温（ ℃） 

様子る／ ｜ 隙季

N04 部屋中 日当たる、水草小石ありIlfNQ  8r 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） ／ ｜｜朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ）水温（ ℃〆 ｜｜ 外気温（ ℃）水楓（ j 
様子 ／／  ｜ ト様子

昼 中気温（ ℃）水底 （ ℃） l l昼 中気温 （ ）~温 （ ℃） 『

_____ ｝｝~｝旦ム一一笠lafs混＿j_______ ~＜；J＿一一 l L 外気温（ _L_ L水温 （ ℃） 
様子 ／／ ｜ 十様子 ’ 

Lタ 見 I気温（ ℃）水温（ ℃） 
し／ 外気温 （ ℃）水温（ ℃） 

護i:~！J~~x~~e：互？.！.＼：三茎互互広t~二二二二



5月 げ 日 ポに曜日 天気（ 前 ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一会気温ーし－ーエLz長混＿j一一－－－~c;_L__ 
援王ム~＿｝－－：＿＿止とど7_l：一主ー旬－

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃）水1昆（ ℃） 
外気温（ __ ：~Lzi'温（ ℃） 1 I 外気温（ 乞.L2色準＿＿＿（ー」~－－~

~？E二：~~~~f?Iーム！i二：£ムiJ：こ玄二コ 産主二二

タ 中気温（ ℃）水温（ __j 
外気温（ 。C)-2長准r OC) 

様子 ー

昼 中気温（ 22℃） 水温（ 之2℃）

一一＿ft~｝旦ーi司j_j主）
様子 一一一一－一一「二二三三三三士＝：：：二二二二二二二二
夕 中気温（ 2ヨ℃）水温（ 包2℃）

外気温（ 24℃）水温（ 乞3℃）
様子

N03 水槽周り暗く 、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ OC1, 

議二五一一一一一一一一一一 ーどこ
昼 中気温（ ℃）水温 〆 OC)

外気温（ ℃）ポ温（ ℃） 
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2 2℃）水温（ 之之℃）

外気温（ ／＆ ℃）水温（ ／守 ℃）
様子

一一一一一一一一←昼 中気温（ )2 °C）水温（ 22°C) i 

_______ }U室温＿＿LLt＿~C_L1Js混一〔＿！＿:t＿：~）＿＿＿・－－｜

箆王宣オi＇..企ムぽー」6－~－仕泊三－ーー

タ 中気t昆（ 23°C）水？昆 （之之℃）
外気温（ ~Cf 。C）水温（ 之さ。C)

「康平一一 一
N 07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ：~ 

昼 中気温（ ℃）水温% ℃） ｜ 

一一生気混＿＿L ____ ~_c上主混斗一一＿＿：~2一一 ｜ 

様子 -6  

タ 中気也イ 。C）水温（ ℃） ｜！タ 中気；fillA" 。'C）水温（ ℃） I 

外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外畑温（ 。C）水温（ 。'C) I 

様子シ／ ｜ ｜様Z

NOB 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃‘ 

様子
外気温（ ℃）水温レ／℃）

タ 中気温（ ℃）水温（ _j 
外気温 （ ℃）み涯で－ OC) 

様子
プニニコァー－－ーーーーーー



f月 Ib日 企 曜日 天気（紛 れ メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり NO  5 部屋の中 ・水草小石あり

朝 中気温（ ℃） 水温（ ℃ 朝 中気温（ ℃）主1L」J
外気温（ ℃）水温 レ ／で）

様子 ー
水温（ ℃） ｜ 

棒三：s~二三二~2~~玉三玄：工三：~~~：二二二｜

昼 中気位可 ℃）水温（ ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 
ト気温 （ ℃）水温 （ ℃） I I 外気温（ ℃）水温 （／ そ））

j霊至宝：：r~~，r~~j_：：豆：：主主~；~五二二二二l I産主：二二二二二二二 一一一一一一 ｜ 

タ 中気温（ ℃）水混 （ Jじト－－－1 rタ 中忽准て ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）ュ弘社寸r ℃） ｜｜／ 引気温（ ℃）水温（ ℃） 

j雲；Eこ二二三三三二二二二二二二二コ 際主玄：itJ；~~長三：主主主：る：：広三三~~It;｝~

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ユl℃）水温（ 2＼℃） 

一一＿＿＿itB_t且＿_(_l＿~1~~Lz長混＿＿LL？..＿~c;_L __ _ 
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ~c 

昼 中気温（ 21℃） 水温 （23℃） ｜｜昼 中気温（ 。C）水症（ ℃） 
外気温 （2b℃） 水温 （2~℃） ｜｜ 外気温（ ℃）ぷ温（ ℃） 

様子 一一一一一一一一一 ll様子

タ 中気温（ 引℃）水混（ 会7℃） ｜｜タ 中気Vて ℃）水温（ ℃） 

一一＿_}J気温＿＿（三三笠j必混＿j_ _?::t_＿~c;_l_ ____ J L一一＿＿?iー亀ーし－－－~＜；；L1t＿~__ (_ _____ ~~）＿一一
様子 一一一一一一一一「 ｜｜様？

N03 水槽周り暗く、水草小石あり N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 水温（ ℃） 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 九
議豆二二二二二二二二二二二二二一
昼中気温（

一一泣~t旦ーしーー－－~cよ.zK温ーー〔ーー世2__ _ 
援壬ー・幽一一－一一一一一一一一一一昼 中気温（ ℃）本紅（ ℃） 

ーー＿ft気温ー・_c_____ ~ct広告t_L_____ 0.C) ___ _ 

様子 一
外気温（ 'Pr水温（ ℃） 

様子 ー

万一一市交通ヌf一一吃｝－京語－－cーーモ7一一－－－1r~－つ一気翠－-r－－ーーもES-末冨ーで一ーで了一一一

建設と 二二：？と聖子三二二三：：：：：：Jr駐笠払：主主設会：：：：：：？と二二

昼 中気温 （ ℃）水温（ ℃ 

一一ーー＿it'-J:｝旦ーし．ー－－~~Lz長混，ムι三笠iーー四国
様子
二二二三三三二二二

タ 中気位／（ 。'C）水温（ 。'C)
／／すト気温（ ℃） 水温（ ℃） 

産主：：5：望：：E：夜否：反Z豆玄＼~：：三EI:5·歪

N08 日当たる・泥いれ水草あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃ 

__ }l:~t旦．ー〔ーーーー－－~＜；；l_J)S混斗ζ三~）一ーーーー”
様子 ー



5月 I？日 ム 曜日天気（馴 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝中気温（ ℃Ll ・-

水瓶（ ℃） 

］駐：：互三極；歪：；~~cc~~二二一

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気視（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温レ／句）

様子 －一
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃）＿＿...－イ ｜昼 中気誼ぺ ℃）水温（ 。'C)

外気温（ ℃）水温（／／℃） ｜｜ ／’堺気温（ ℃）水温（ ℃） 

援王一一一一一一＿＿＿＿＿，.－－ど三二一一一一一一一一l｜箆王＿＿＿fL土ム勉＿＿;lム乙＿P..!!l~'X二ユヒ＿1_~~1

タ 中気設T ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温（ 。'C）水源（ 。'C)
気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ 。'C)

援王二三ζz~j－；＿~1~~rζ玄：~~二二二：l ｜産主：~~広三立と玄l~t~~二二二

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 21℃）水温 C2o℃） I l朝 中気温（ 2／℃）水温 （20℃）

一＿＿.1-t'-5-:混よ3－~－~~2－述混＿j__ 2={氾－－－~ ｜一一一・2こ気混＿j＿~L_0~2_z)S_：混一〔＿ZQ＿~~）＿一
様子 一一一一一一一一一 ｜｜様子

宮中気温 （ 22℃）水温（ 2 7℃） 
外気温（ '.23℃）水温（'.2. 2.℃） 

~?f＇二忍：三y_－；＿~7_：豆：［I~~~~：；：：二二二二二

タ 中気温（ 23 ℃）水温（ ~ ℃）
外気温（ 23℃）水恨（ 2i℃） 

様子一二二二二三三
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 工
援壬一一一一一一 一一一一一一
昼 中気温（ ℃）水温バ／ ℃） 

外気温（ ℃）場組（ ℃） 
様子

タ 中気温メ／ ℃）水温（ ℃） 
外福（ ℃）水温（ ℃） 

様え

昼 中気温（ 22℃）水温（之l。C)
一一一一位~混斗－~J__os;よzJs混一〔－~~－：~）＿＿＿・－－ー
様子
戸三三ごごご三三二ーー
タ 中気温（ 23 °C）水温（ 2千。C)

外気温（ 23 °C）水混（ 2/ °C) 
｜穣字一・・ω・・・・・ー

N07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一－－－~気混＿J＿一－－－－~＜；Lz.K温ーー〔一一ーユーーーー一一
1・援壬一一一一一一一一一一一一一－－－ ' 
昼中気温（ ℃）水i~ ℃） 

外気視（ ℃）ポ視（ ℃） 

降
タ 中気7.~ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 
牒毛／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり LIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水視（ ℃~II朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿＿it.室温ム＿＿＿＿J~~Lzfi~LJζこ：：c::L______ J l ＿＿＿＿一位気混－－~一一一主2-z.K温ム一一・~g・・・一一
様子 __...---- I I；様子

一一一一一二ココf 一一一一一一一一一一1「一一一一一一一一一一一一一－－7一

昼 中気誼ぺ ℃）水温（ ℃） 
気温 （ 。C）水温（ ℃） 

駁Zおお；~~~二二二二二二



守月to日 日 曜日 天気（晴爪 ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I INO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／｜問 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿_?l~l昆斗一一ー乞Lzt混＿j一一・3詠こ一一＿J ＇－－－－一一位気混＿j_______ o＿（）＿＿法混＿＿（一一－－~g一一一一
様子 / I l様子 ， 

昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） I L昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 
外気温（ ℃レ釆温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃徐温（ ℃） 

様子 ／ ｜｜様子 ， 

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 22℃）水温（ ユl℃）

一一＿＿＿ft忽温＿＿＿（~五ー笠Lz~混ーj＿）＿~＿~＜；）＿＿＿＿ー－
様子

宮苛霜千忘れ草・1・すまモγ
外気温（ 28"℃）水温（ 廷 ℃）

議手－－：否：τ汀；右：［；~－ζ：三五：：乙：；；；t7.E{1~
一一一乏＿L~－ミ一一ー一 一
タ 中気温（ '2 If oC）水温（ 2司℃）

外気温（ ヱら℃）水温（ 2＼℃）

援王一一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ oc 
援3：＿白”ーーー一一一一一一一一一一一一ーどこ

昼 中気温（ ℃）水1匠（ ℃） 

様子
外気温（ ℃ 泳 温（ ℃） 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃、

____ ft~l昆ー＿（＿＿＿ー＿＿：~2一定j昆ーム三三乏しーー・ー
様子

昼 中気温ぺ ℃）水温（ ℃） 
気温（ ℃）水温（ ℃） 

1註：0~玄2J（~芝：l三：ζ五j：五三：~~~1Ir~~~
タ 中気温 （ ℃） 水温（ _-5 

外気温 （ ℃）本揖--c-℃）

様子 一

タ 中気7VC 。'C）水温（ ℃） 
処気温（ ℃）水温（ ℃） 

液予ァ一一一一一一一一一一

~06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ℃）｜ ιιーーで ー

よt必去ゴ旦主二二豆L法混一〔－－－－－－~~よ－－－－－－ーl
J援王－－－~＿fJ_＿＿ど［二五J~~土－~－－－一一一一一一一一一｜

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（

外気温（

援壬．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

昼中気温（
｜ 外気温（
様子 ／ 

｜タ 中気？（ ℃）水温（ ℃） 
I. 処家温 （ ℃）水温（ 。'C)
織る／

N08 日当たる ・泥いれ水草あ り
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一一位気j昆＿j一一ー＿＿o＿（）＿必ー混．エーー－－－~~一一
様子 ／ 

昼 中気温（ ℃）水底 （ ℃） 
外気温〔 ℃L保 温（ ℃） 

様子 ／ 

タ 中気戸 ℃ ）水温（ ℃） 

l：ごりゴ：！二二三竺二三二－~~）__ 川王



5月／？ 日 月 曜日 天気（ 静代 ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中・水草小石あり INO 5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）__zkl fr-←ーでアー 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

気糧一「ー℃）水温（ ℃） 

駐二三i:l~z~~~t：立五三二二二二
ーー・2気i昆＿j一一ー－－o~）＿＿］)S_~ι〔－－－・帯設？．．．

様子 ／／  

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 
_ _1-t三草1昆

様子

昼 中気温（ ℃レポ温（ ℃） 
外気温（ ...JC)水温（ 。C)

｜様子 -I< 

タ 中気温（ ／吃）水温 （ ℃） ｜｜タ月気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温~ ℃）水温（ ℃） ｜レ／外気温（ ℃）水温（ ℃） 

j蓄：z：三ど二二二二二二二二二二二二二二l 医王~~ヱ！I~~~~z~~！~Ir~~~：二二二二：：

!NO 2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 21 ℃）水温（ 之1℃）

外気温（ l'7℃）水温 （I r℃） 
様子 へ9 Iソシヂ、tLT l’る

~－－－－市交:r~：－て~z-3－モア末現．．了三三ーモ了ーー－ーーー

____ ft~｝昆ー＿（~~？__ ~＜：：Lz長混＿J＿~~－~＜；＿L__ 
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 21℃）水温（之j℃）

外気温（ / 17℃）水温（ I 8"℃） 
露三．且7-__ t/.l＿金二：：－__ LL＇－－－~－一一一一
亙一－－－市気？亘

外気温（2‘7℃）水温（2S一℃）
l様子

タ 中気温 （2ヨ℃）水混（ 21。C) ｜｜タ 中気温（ 23℃）水温（ 之'I-OC) 
外気温 （ぞ'j__ ~＜：：）水温（ 2J℃） J '---- 外気温（之3℃）Jf.＿混＿＿（＿＿？：二＇Q)_______ _ 

箆壬一一一一一一一一一二三三三三ご］｜産主二二
N03 水槽周り暗く、水草小石あり N07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃‘ 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
ーーー一＿＿ft＿~混斗．ー一＿＿:<::Lz~JιL __ _h_t _____ _ 
援壬－－－ 一一どと一一

昼 中気温（ ℃）ポ慌（ ℃） 

hー－－－－ー泣~t~＿J_______ ~cよ2Js混ー’〔－－－ーユー
l援壬一一一一一一 一一－－－~
昼 中気温（ ℃）阿毘（ ℃） 

外気温（ 0 y水温（ ℃） 

様子 ー
一一一一位~混＿j___ ..,L之江z随一仁一一＿：＜：：）＿＿＿＿＿ーーー
様子

タ 中気~（ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ月気温（ ℃）水温（ ℃） 
·~温（ ℃）水温（ ℃） ｜レ／ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

援ーζ~~~~~二一一一一一一一一一一一一一一一一一一コ 援王瓦C2亙室三三五!a：~

N04 部屋中日当たる、水草小石あり ’
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃；、

外気温（ ℃）水温レ／℃）
様子

一一一一昼 中長嶺ぺ ℃）水温（ ℃） 
ト気温（ ℃）水温（ ℃） 

援王．ー＿：：＿うー＿＿＿？.＿~｝＿~＿7..二三J_l~－~－－－－ー

タ 中気温（ ℃）水温 （ 二~f云~1 rタ 中気通河 町示直一｛…ーで了一一－－

T 一＿＿ft気混＿_(_ _____ ~~よみ揖ゴ三二主i一一＿＿＿J ｜一一一一件~~＿j_______ ~三l必混ーエー＿＿＿：＜：：）.一一
様子 _____--- I ｜様 -



5月 20日 火 曜日 天気（ 晴れ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I INO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃~II朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ 一－－ ~℃2- z~i@Lよζ三金1・一一一｜ I. 外気温（ 。C）水温（ ~~ 
様子 ___.-- I 4策子 ， 

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 4 ℃）水温（ 2人。C)
___ itB.混斗ー（_cf___ ~＜：；J _ _z長混＿J＿！＿~－－~c;_L__ 

様子

E苛否苛五；一末？亙一了芝 ．モy--
外気温（:i.マ℃）水？毘（ 26。C)

様子

す 一市交涯－て．τ平7そう；一末：直

外気温 （zb℃）水f毘 （2b℃）

様工ニニー一

昼 中気温（ ℃）水涯（ ℃） 
外気温（ 。C 徐温（ ℃） 

様子

タ 中気rV〔 ℃）水温（ 。'C)
七気温 （ ℃）水温（ ℃） 

炉－－ーー

－~－－－－－~－気温－T玄~もとア未明痕ーてZ三ーで了．．．．

外気温 （2ι。C）水損（ 26°c) 

様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） /'I I朝 中気温（ ℃） 水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温（ ℃〆 ｜｜ 外気温（ ℃）水温 レ／℃）

産主二二二二二二二二二二三士二二：l際主二二二二二二二二二二二二
昼 中気温（ 。C）水．γ（ 。C) ー－一ーでア末冨ーで・・ー・＂c了一－．．．．｜

外気温（ 。C〕,,-11<視（ 。C)
様子 両

下気温（ ℃）水温（ ℃） 

長主：~~I~i':~弱i~：互：認？；：ξ：：：：：：

タ 中気砂ぺ 。C）水温 （ 。C) ｜｜タ 中気温（ ℃）水温（ ___j 

外気温（ ℃）水温 （ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃品位で °C) I 

議王土二二二二二二二二二二二コ l産主二二二三三三二二：二二二二：｜

N04 部屋中日 当たる、水草小石あり Il'N08 日当たる ．泥いれ水草あ
朝中 気1昆（ ℃）水？昆（ ℃） //I I朝中気温（ 。C)7k温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温（ ℃〆 ｜｜ 外気温（ ℃ ） 水 温 レ／℃）

様子 ーどこ一一一ー｜｜様子 __ _... 

昼 中気温 （ ℃）水漏γ（ ℃） 
外気温（ 。C)Af<.混（ ℃） 

様子

l"Ji ____ rfl訴 匠ナーーーモー；喝未混一－｛ーーーで了一一ーー．

気温 （ ℃）水温（ ℃） 

産主：：~~KJ：~Ji~：王三三~lie~：区：：ョ：王立：玄ー
タ 中夕刻＆ぺ 。C）水温 （ 。C) タ 中気温（ ℃）水温（ __j 

外気温（ 。C）水温（ ℃） 
様長

1~ 外気温（ 包 成 主＿＿:c) 
様子



ゲ月之j 日 え 曜日 天気（ 両 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（

外気温（ ℃）水温（＿＿＿.......－－－＇
様子 ／／／  

昼 中気温／｛ ℃）水温（ ‘ 
／／堺気温（ ℃）水温（ ' 

長主：：Jj＿：豆：；（~？lr~h~：：万三三：：~＼；；二畳一一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 22℃）水温（ 勾 ℃）

外気温（ /'i>℃）水温（ ／） ℃） 

議豆二夏~~5-?E室三三：；ご玄二二二二

昼 中気温（ 23 °C）水温（ 22 °C) 
外気温（ 16 °C）水温（ I 9 °C) 

翠：E~~~~~f~店主玄区立玄二二一

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ 

外気瓶（ ℃）水温（ ocJ〆

l様子 ぶ三
昼中気温（ ℃）水（ ℃） 

外気温（ ℃：），，，-JF:.t昆（ ℃） 

様子 -" 

タ 中気世ぺ 。C）水温（ ℃） 

様る
外気視（ 。C）水温 （ 。C)

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温 （2 2 °C）水温（ど3°C)

一一＿＿｝＿！：気温ーJ_L2.:9~l_zJs混ーー－〔Jム－~~）＿一
様子
－－－二二二ニニ：；；；＝－＂一一

昼 中気温 （2宝。C）水温（.22°C) 

一一’ーー必，気温ーJ＿ど安7♀LA三混一〔ーどl~~）一－－－一
様子 ~三士：三三二二ー二二二二ニニニ戸一

タ 中気温（ 2.ト℃）水温 （22℃） 「｜タ 中気温（ 2壬~） 水混（ .22℃）
外気温（ I E℃）水温 CI 7℃） ｜｜ 外気温（ ／含モ）水温（ Iワ℃）

護主二二 二二二三三三l民二二二二二三；：二三三：

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿＿1-t~｝昆．ムーー・3；よーさ温＿j＿＿＿＿＿＿ー －
様子 ／ 

昼中気温（ ℃）水mt"( ℃） 
外気温（ ℃L徐温（ 。C)

様子

万一－－－CfJ京事ニヤーーで；－末？亘－了一ーでj一一…1r?9－－－－－~気混一一一ーモア禾混ーで－－－－－c;c了一一一

一一一＿1-t忽混ムーーー 。C）水温（ ℃） J l一一一：外気温－｛← ℃）水温（ ℃） 
様毛／ I l様王／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） I I朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃）コア

外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ ℃〆
様子 ｜ ｜様子 7 一一一 一

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） i r昼 草案理一｛一一ーモア未定，.c－－－ーモ了一一一

一＿＿1-t~｝l@. ___ （一一＿＿：~2一志混，＿t_____ J;l_ ______ J l一一一位気混＿J一一－－－0~一生涯よ＿＿＿＿＿：~） 
様子 I r様子 一一一一一一

夕 中気温（ ℃）水温（ ℃） l rラ－－．一市3ま混アt一．．－圃－モ了禾

投気温．〔一－．－－？巳） －水混（ 。C) J I 込壁｝旦｛ ℃） 7.k温（ ℃） 
援壬ーごと工-22二l二一玄工三；：ε：~：二二二：：l 陵：一一一一一一－－－－－－－－一一一一



ザ月仰 木 曜日天気献）

01 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） _2hlι~ 

気温（ ℃）水温（ ℃） 
議主主：：f:~~~y_：：：豆：己万三：Iif;~~：王］＿~~：歪：：
豆一－－－~~＼：11収容す？・4県ァ

外気温（ ℃）水温 ／ ’e・e・－バ℃）

様子 ／／  
タ 中気温／（ 。'C）水温（ ℃） 
／ 下気温（ ℃）水温（ 。'C)
~~二三五立とま：五五：：Ti：否：：三：IE~

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（／？℃）水温（ 之0℃）

外気温（／。 。'C）広温j_j_J℃）
援王＿＿Ll＿~－~~－］~~， _ _I~~］1LL：畳一二

豆一一市支涯で至rで；一末混一了－2{5で；－一一回
外気温（ 2j℃）水温（ 包之℃コ

~~二~j：ミ：丞五三：：豆：~~~ffi~t~：亙二

タ 中気温（ユ3℃）水温（ 2 ~ ℃） 
外気温（ :2S-℃）水温（ J句℃）

護主：a~言及ζ］~~~~~Ji：五三五二二二二

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
___ ftB:混」一一＿＿：~L主混＿j＿一一·－－~~－－－

援三一一 / 

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一ーー・ft.~｝旦＿_(_ ＿＿ー＿＿：~2~ztt昆旬車｛一一－－－~＜；；：＿L＿＿ーーーー
様子

二二 二 二Z二二二二二二一
タ 中気温／（ 。'C）水温（ 。C)

外ー観（ 。C）水温（ 。C)

夢と

メダカの産卵の条件の記録

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ / 9℃）水温（ 之0℃）

外気温（ / 6℃）水温（ ｛工主よー
箆王－~－－三－－~Tl_!..1：二てを一_L］.」三一歪ーーー－ーーー
昼一一－cp奈r~fT'Z1ーもとア末冨．て－26－そう了一

1 _______ ｝上気j昆＿J＿？：~__ og_L本混＿L?:L：~よーーー一
様子 一一一一一一一一一

戸云~：：溜ーでミーおー首ーーーー：
外気温（~な＿＿0_(:) Jf温（ 之＜.［~よー

｜援壬一会？＿＿L_fj＿~~！＿Z：：之ム1どー~~~~－－－－－”一一一

昼 中気温（ 。C）水温（ 。Cレ／／
外気温（ 。'C）水温（ ／ ℃）

様子 ／／  

タ 中気温（ ／ノ℃）水混（ 。'C)
外気湛イ ）水温（ 。'C)

様土

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たるー泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃上広.i.ffil-トーモγ一一｜｜朝 中気温（ ℃）」μ昆戸←ーでγ一一

官で一 C）水混＿j＿一ーエし一一＿JLdJ去昨「 ーで）水温
~~.：竺こ~i1：江；：玄ーZI（；ゑ一一一一一一一一一一l 医主二：I~：：：玄白ζ：i~~3；互二二二二：一一
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温レ／℃）
様子 - ← 

タ中刻~：：水温（ ℃） 
ト気温（ 。'C）水温（ ℃） 

援王ーム三ヱ'1之念：＿＿I__LT!eゑーーー－一

｜豆一市気温一了一ーで了末冨－－c－ー－－－9寸コア
外気温（ 。'C）水温ν／℃）

l竺 一一一一 ー
一一一一一二~－＂＇ー

タ セ気温（ 。'C）水温（ ℃） 
ト気温（ ℃）水温（ ℃） 

援王＿＿＿ .：乙：：＿3~乏－~！＿.，__ .｝＿~：芳一ーー



5月 23日 三こ 曜日 天気（崎爪）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 1以且斗ー~

）水温（ ℃） 

室主12！.主：主．与．ユーエL＇－~－－一一
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ・4
様子 ， 

タ 中気温 （／ぞ）水温 （ ℃） 
外気回／「 ℃）水温（ ℃） 

様乙

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あ り
朝 中気温（ ／？。C）水温（ 20°C) 

外気温（ I'7℃）水温（Lb°C) 

啓三一民主j亙；L主主b一一

昼 中気温（ ユl℃）水温（ 20℃） 
外気温（ 2-q...oC）水温（ :21 ℃） 

援壬＿＿'Y:__:J.ご！L＿~:.7.：：一：を＿＿_LJ __ ＿！ム~－＝ー

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） _2ki且斗ー~
_J~千最一「ーで）水温（ ℃） ｜ 

張主主：五玄；~2~：：：玄白二王室二二二｜

l昼 中気温（ 。C）水温（ 。C)
外気温（ 。C）水温（ー

様子 -

タ 中気温（ ／ぞ ）水温（ ℃） 
外気品イ ℃）水温（ ℃） 

様子 ／／
一一一一ーー

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（ ℃」以ι←ーでγ一

湿「ー←℃）水温（ ℃） 

j援壬＿］？企＿"Elt2＿ヱょこふ一一一ーーーーーーー一一一一－－－－－

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

・・ー・.r1気温＿j_______ ~＜；.よz)S＿混＿＿（＿＿~－－－－－一一
｜箆王一一一一一一一一一

タ 中気温（ '.22。C）水温（ 2n℃） ｜｜タ 中気1昆（ ／／℃）水温（ ℃） 

1-L~｝昆ム~~~~Lzt混＿＿L2-Jぷi一一一JI. 外気唱ゴ二一℃）水温（ ℃） 
様子 －＝ごごごごごご二l｜様王

N03 水槽周り 暗く 、水草小石あり I JN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃）／寸 ｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

一一・it~｝呈ム＿＿＿＿＿：~よ本混斗－－－－－－~<2と＿＿＿＿J L一一一泣きj墨ゴ一一－－－~C_l必混一〔＿＿＿＿b）一一一
援壬一一一一一一一一一一一一一一＿＿_Lζ一一一一l｜箆壬一一一ーー _ _., - ← 

昼 中気温 （ 。C）水温（ 。Cl

様子
外気温（ ℃） 水1且（一

I l昼 中気温（ で了承奄（ ℃） 

一一－－－泣気混ーJ一一一主主主註エ一一＿J；~よーー
様子

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
l朝 中気温 （ ℃）出ι← ーでy
___ =1-l=短士三宝Lz阻 1 OC) 

畑援壬ー~公こ玄主r:::z＿ヱーと－~－－ーー



5月 24日 え曜日 天気（日献）

昼 中気混（ ℃）水温（ ℃レ／
外気温（ ℃）水温 レ／で）

様子 ／ ／ ／  

夕中 吋℃）水温（℃）

／／雰気混（ 一：~2一恋揮（ －~＜；） 
i£~~~~§~~~I~~＠＿L~］~~－－豆J二．さとjゴ三一

ー京 （マい -7)• 

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気混（ 20℃）水温（ .2 0℃） 

外気温（;2. 2℃）水温（刈℃）

援壬＿＿f!_主＿＿f_ _ ＿（壬ー＿21~こ~－－－－－－－－－－－－－－
墓－－－－－CiJ実7亙－て玄ゴモr－末~~rT~－σ℃了．．．．．．

外気温（ ユ当℃）水温（ 2L。'C)

様子 一一一一一一一一「
タ 中気温（ コL℃）水温（ 22℃） 

外気温 （2-こ3°C）水温（ タ之。'C)

j委主·~il：平：：変：：Fl~霊：ミ：：主主：：歪；：：：：：：：：：：：：

メダカの産卵の条件の記録

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 
外気温（ ℃）水温 y...-℃）

様子 -

一一タ中繍ケ（ ℃）水温（ 。C)
ト気温（ 。'C）水温 （ ℃） 

産主玄互援二5：ま二
N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ユd'C）水温 c2o℃）

外気温（ 2 ~－~C.2 _J)S混 （ 2／乞よ一一

援王ー会~－－T..'J＿主＿＇｝＿~＿玄ームU二~－－・・”・ー・ーーーー一

タ 中気温（ 22°C）水温（ 2 2 °C) 
外気温（ 2.3 CC）水温（ :zZ。'C)

産主：~三：~I＞－~~1~：玄：11~~~~歪：二二：：：：：：：

店 主；；~議謹土

昼 中気温（ 。'C）水温（ ℃~I I昼 中気温（ 。C）水温（ ℃ 
外気温（ 。C）一本温ム竺一六＇.：：） I L 外気温（ 。'C）水温レ／℃）

様子 ___- I 十様子 ←一一一一一一

タ中知 イ（℃）水混（ 。'C)
気温（ ℃）水温（ ℃） 

援主：~~~~~·玄fi~］~t~~：玄二二二二二



5月 之了日日 曜日 天気（ぽれ）

NOl 部屋の中 ・水草；j、石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ 。C)

外気温（ ℃）水温（ 。C)

塁王＿＿b~ ___ LJーむ＿＿＿］ゴーュL主＿_LI_L＼＿歪＿，.＿

昼 中気温（ 。'C）水温（ 。'C)
外気温（ 0~2- 1Jsi昆（ ℃） 

忌壬－－~ぉ：~~~~主＿_1ふ立f-~~~－－~－~－一一一一一ー．
タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 

援二乙会~－~！1ーと］~~－－-:t－目ム主主こ歪－－．

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ユ之。C）水温（ 2 1℃） 
一一・・・~t~l旦＿＿(g＿~＿~QLz~t墨＿＿L？＿~＿os;_t ＿＿・・ーー
援王合三＿＿T:_一斗ーとtz二一－－ーし土－－~－－~－：三一一

昼 中気温（2 3 °C）水温（ 22 °C) 
外気温（21℃）水温（ 2υ。'C)

芸春玉三史＿L_"＿~lーととと三＿LJ__ ~－~－2－一一一

?l－－ーー市京Ti－－てT子0cr－末現－T乏ヲーモ了－－－

外気温（<23℃）水温（ ユ2°C)

援壬－－－~！主：；色｛丞ー＿q_J__ ¥_:_Q・ーーーー

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 

護主二率五玄亙；~~~Ci；：ヨ二二二二一

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ __ :Q2一夜混＿j一一一主）
様子 11（＂警ーの；Jr.ど ヤ も、い 内＼Ii) 2 ~ 
一一：エェー!c－~~：・－二二二
タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 

~豆：：Ji~T-:_Jfjj二三：：玄エ：~CI~~~~~~~~~~~~~~

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水混（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 

5奪三＿＿＿0_三三－－－~｝ーミ：.＿~T~－－E－－ーしヱ＿l_I___ ~・一一

昼 中気温（ ℃）水温（ 。C)
外気温（ ℃）水温（ 。'C)

産主：忍三·iヨ：：玄：；；~~~：玄二

タ 中気温（ 。C）水温（ ℃） 
外気温（ 。C）水温（ 。'C)

箆壬ーー－~ご虫色lーと生：：－~_ _l＿ユ＿.I,＿二．ゑ －ー

N06 日当たらない ・水草無小石あり

；竺と土竺IlLト ，i昆 〓 ！
．援王”ふと｝__ 1)_”と＿＇f：乏 ιb_l＿：丞ーーーーーー－ー

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気視（ ℃）水温（ ℃） 

じ援壬，司公｛＿＿T_~｝一之汀：：一乏ーーしT__ L~－~~－－－ー－－－－－－

｜タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
｜ 外気視（ ℃）水温（ ℃） 

援壬~J..'if71当日A、~1.51:.L~ヱ．ピ：痘ー と

JJ＼ くゾ L1~ . 

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温 L_____ ~C）水温ー〔一一－~~）
箆王．会εI._＿~l_＿＿どz~：~E.Ll_L~－~－－－

｜昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜ 

外気温 （ ℃）水温（ ℃） 

産主：~！f;；：玄rn二：z：ζ：語：：：：：：

！タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） ．｜ 

外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜ 

援王~4:_t＿伝乙ヱ！こ＿2____ I 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる・泥いれ示室あり
朝 中気温（ ℃）水混（ ℃） ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

翠王立E_I~~笈蓬玄五：：五五三五亙コ｜産主三：広三iζ~iI~~~~：：：二二二二
昼 中気温（ ℃）水温（ 。C) 昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ___ :QLzJ<温（ 。C)

援壬．ゴヨ：惹－~－－企tこ＿！£__ ~＿：弘－ぷ『z:f~；~~~~
外気温（ 。C）水温（ ℃） 

：産主五三三ヨ：：三立二玄i；王立：：~~~~~~~~~~~~~~~~~
タ 中気温（ 。C）水温（ 。'C)

外気温（ 。C）水温（ ℃） 

翠：z：：ぉ：t~：：友：：百二三二！~［~［~~~~二二

タ 中気温（ 。'C）水温（ 。C) I 

外気温（ 。C）水温（ ℃） ｜ 

箆王~；~11~~：王立：ε：：二



毎月26日 日 曜日 天気（同研

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 7kJ./Lレーモγ一一l

よ 」鼠企j二三宝ut混＿j一一＿＿＿os;) ___ _ 
援乏－－~（｝＿＿－~＿！｝＿＿之ヨ~~－乏ーレヱ＿J＿］＿ゐーーーーー・

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃~ 
外気温（ ℃）水温 し／／℃）

様子 ／， ．．．． 

／／／  

タ 中気温’（ ℃）水温（ ℃） 
／／ 気温（ ℃）水温（ 。C)

日芸：1：二信：：三五三五三：1~＆I！ミ：室二二二二

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 22℃）水温（ 22.℃） 

外気温（ 21℃）水温 （18℃） 
j塁王：：夏三：~~：ョ：：！~~~：：二二二二二二

っとと！l と：？＿＇~~・Jil い否
昼 中気温（ 2.lf. °i℃水温（－汚℃）

外気温（ ?-4℃）水温（ 23℃） 
様子 r て三三士三 一ー－ ＝－

二二三三三三三二二~~~~
タ 中気温（ 2ぅ℃）水温（ 之与℃）
一一・？J＿~｝旦＿＿(A._＿ユ：g2一度混＿J_J~-t－~（－L＿一
様子 一一一一一←一一一
一一一一一一一一一

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜ 

［産主二~~~·二三－~2ょ－~2~~~1:ーし支店－~~~ ~~I 
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

ー・ー・?J:~l~__ L _____ ~＜；上z.K温－ムζ三~）＿＿＿＿ーーーー
様子

－戸’ ｜

｜夕中 r~（ ℃）水温（ ℃） 
〕／ ト気温（ ℃）水温（ ℃） 

｜援壬－~こそ＿＿＿l_ __ IJ__~－－~J~＇－主ーー~.！~＿＇.よーー句一ー
フ治会勺マい忍

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2Z℃）水温 c22℃）

外気温（を＿＿os;）水温（広℃）

｜蕗．壬亙企乏亙~；__ 1_t_1一色．ー－－－－ーーーーー

亙．．．．市交ri－－了芝草モγ末：rfauCて・2ヲそう了一－

f一一＿｝＿！：気温＿＿t三年：.0s;_Lz_ls_：混土空シ
様子

タギ平安否－｛ー乏ヲーモ7・末現一C1存モ｝一－－－－

外気混（22笠＿：＿水温（ -:2’~~g) I 

箆壬－~~一Z崎：l一－ ゴ：：－：室：＿lJ.一_l＿：一－否－－－一一一’｜

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ :c;! ／勺 ｜朝 中気混（ ℃）水温（ ℃） ／ 

外気温（ __ ：~LzJ<温 .C －－－－~~ど；＿＿＿＿J L 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

~ま一一一一一一一一一一一一一一一一一三と二コ 箆王一一一一一一一一一二二一一一一一一三三二二

昼 中気温（ 。C）水tmr'( ℃） 昼 中気温（ 。C)7.Ki.昆ア（ 。C)
外気温（ 。C）／保温（ 。C)

様子

タ 中安1溢ぺ 。C）水温 （ 。C)
然気温（ ℃）水温（ ℃） 

犠ーt

外気温（ ℃）,,-11( i且（ ℃） 

様子 テど
1・37-----Cf-i葱長；rーで；－末冨了一ーで了一一一

:$¥I.且 L ℃）水混（ ℃） 
様る／
／ 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃以温 ベ一一℃γ I l朝 中気温（ ℃） zkiιトーモγ一

タト気混 「 C）水温（ ℃） ｜ ｜ ー外気低寸一一℃）スk温（ ℃） 

一＇j忍：：万三：EI--;2-~~t：じZ：五五二二二二二l・産i:Ji~l"i；~1~~~：二一
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃2--- I I昼 中気温（ ℃）水温 （ ℃L云Y

一一一・.1-t'-5-J~－－－〔一一＿J~~2－ 丞温ムζご乏し一一一l L 外気混（ ℃）水温（ ／℃） 
様子 ------- I ト様子 ／／  

?j一一司支温7マ一一ーで；一末imCT＿＿＿ーで了一一－1r31－－－－可支涯でーーーモア末富一｛一一一そう一一一－

c三：土忽j~___ (_ _____ :g2_2恒星一｛一一－－－0~） J I/ ／外気温（ ℃）水温（ ℃） 
l援壬＿＿＿＿＿0:-_~＿！：lム辺、；＿！.lJ＿~－~一一一一一コ ｜産主：：7S_~~？_ll21~こぎ：：立五三二二二二二二



r s月 2'7日 ／だ 曜日 天気 (<0ソ）

昼 中気温（ ℃）水温（ q℃·~ 
外気温（ 。C）水温（ ／で）

様子 ／／／  

一－

~－－－’－Ci=ij.\iY（一・寸·cy－末現－了一ーでj一一

気温（ ℃）水温（ ℃） 

長主二i三五l~~!J.：：三五三二二二二二

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ＂）.＿／ ℃）水温（ 22℃） 

外気温（之ラ ℃）水温（ '2 l..f℃） 
援壬＿：＿＼~＿乙！L~辺二三－幻－~L~－－ー－－－－－

昼 中気温（ ヌ千 。C）水温（22°C) 
外気温（ .2円。C）水温（2号。'C)

様子 一一一一一一一一
二二二三三三三三二二二：
タ 中気温（ 1) °C）水温（ 〉プ。C)

ー＿＿＿＿＿＿ft.忽混ーーL~~－~~Lzlst墨．ーにム－~（：_L__ 
援王－－－－~~·てJ）ーと！＿〕；：玄Lヱピうーー

N'o3 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）必Lトーでγ一
~~知ヶ十一℃）ス！く温（ ℃） 

護主：百三玄：区二三工~：~二二二二二二二二二

思 中気温（ 。C）水温（ ℃） 

ー＿＿_1-t_~｝昆＿_c _____ ~~Lz長混ーj___ L一一
様子 ／／  

タ 中気温（ ／ ℃）水温（ ℃） 

ー・”ーーー＿.？l忽混とζーー自主）一定混ーームーー－－－~Cl＿＿＿ー
様子／／／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）出品ふーーでγ一
一一外気温ードーで）水温 （ ℃） 
援三ElLC二万立五三玄：I~l~L~~~~：~~~~~

昼 中気温（ ℃）水温（ ぷ二ド／
I タト気温（ ℃）水J昆J 「 ℃）

翠豆二二二二三三三二二：－

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ 。'C）水温（ ℃） 

援王”おと企'11会4 ヱ．ピー生一ーー

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）ァ凶tふ一一斗
一一 同社十一ーで）水温（ ℃） 

箆壬~！1乙之｛ム＿-:l_l＿＇＿＿ゑ－－－－－－
中気温（ ℃）水温（ ℃ 
外気混（ ℃）水温 レ ／℃）

子
一一一一一一ーココアー ｜ 

水温（ ℃） I 

水温（ ℃） 

王ムヨヱー斗2ことr：：主ーLユ＿l~36.一一

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2 ／℃）水温（三2℃）

外気温（ 23℃）水温（フム ℃）
議字－疋］~~~~｝奇－L：玄－~~~：：亙：z：：歪：r~I.~~~~

二r）＿蚕二司ー一一一
昼 中気温（2年℃）水温（ 公 ℃）

一一一＿l'J：気混ー与：ヱ＿o_(:)__J)S混－．〔＿3三~~）一－－一
様子 一一一一一一一一

タ 中気温（ 2S℃）水温（ －：句。'C)

｜一一ーー＿l'J:気混ー＿t:±_LJ:＿~＜；＿よJ.t＿混ー＿（＿f:__ t~） 
J援壬．ごと＿＿L_U＿ネー＿Q~~；主＿＿_Lユ－＇－－＇－－~

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ー ℃7

知十仁三＝~cJ 水温（ ℃） 
－，産主二五：c：~hS_f士之ζ三：~Ii：ョ：二一一ー・””ー・旬開ー

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ 
外気温（ ℃）水温（ J 。C)

様子 ／／ 

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温...( 。'C）水温（ ℃） 

箆f／三

N08 日当たる・泥いれ水草あり
！朝 中気温（ ℃） 2k温ート ーセγ一

- 14一寸一一℃）水温（ ℃） 
j産•:t：：五三重径百：11~~~~~~；；否：亙：：~~~r~；：互：：

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（一一＿＿＿0.(:J 7}S混－－( 一三~）一
様子 ／／  

／／／ 

タ 司王気温プ（ 。'C）水温（ ℃） 
／／外気温（ 。'C）水温 （ ℃） 

l援王＿：!f:,_-f:__lf.之ユーピ五一ーーーー



な月28'日 オく 曜日 天気（婿れ） メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝中気温（ ℃） z.kI1L←~ 

1＿＿＿$矧ー（で5：本混＿＿（一一一℃）
｜威主回会主ーと；；：：：ミ：Ei~~：玄：：L~］j二五二二

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃~II昼 中気温（ ℃）水温（ ℃l 
外気温（ ℃）水温 レ／℃） ｜｜ 外気温（ ℃）水温（／／そ）

様子 ／／／ ｜ ｜様子

タ 中気温ぺ ℃）水温（ ℃） 1 rタ 中雲散て ℃）水温（ ℃） 
気温（ ℃）水温（ ℃） ｜ ｜／／ずト気温（ ℃）水温（ ℃） 

長王町三f仁三：：J工：三：！！~：三；：I~ii：：：語：：：：：：：l ｜蕊王去三：王：：Ir~~］~；：：玄ヱヨエミ：~：；：；：；；：二

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 23℃）水温（ 23℃） 

外気温（ 20℃）水温（ ／？℃）
様子

昼 中気温（之主 ℃）水温 （24℃）
ー・ーーーー・1-1::忽j昆ー_ca_Q_：~Lz長混ー_s_g＿~－－0~）____ _ 
f塁3:＿互f2;.:_.:t怠zゴJ~＿盃ー－ー一一一一一一一一一一一一

タ 中気温（ ユぐ ℃）水温（ 24 °C) 
一一一帽1-1::＿~混
箆：E一4歪t主．主＿la－＝－－エJ_~j量．－－一一一一

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃、

外気温（ ℃）水温（／／て）

院 二二二二二二二二二二二一一一二

昼 中集被／〔 ℃）水温（ ℃） 
ト気温（ ℃）水温（ ℃） 

’長主主X1'Z:i~b.＼；~i~rJ;Jl豆：，ft_］；~二

タ 中気温（ ℃）水温（ ~ 
外気温（ ℃J枇 ヤ ℃） 

｜藻主二二二二二二ご二二二二二二

N03 水槽周り暗く、水草小石あり 1 IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ －－~~） _ _zls温 L－－－－~c,と~－－－－J I. 外気混（ ℃）主混一〔一一ーヰ－
j塁王一一一一一一一一一一一一一一一二之二二：l｜蕊主二一一一一一二二一一一 一

昼中気温（ ℃）水tr( 。'C)
外気温（ 。Cレ釆温（ ℃） 

様子

タ 中気温パ ℃）水温（ ℃） 
外ー租（ 。'C）水温（ 。'C)

掻玉どーーー一一一一一

昼中気温（ ℃）水t'ffi:"'( ℃） 
外気温（ ℃）＿，，糸温（ ℃） 

様子 ／ 

｜タ 中気？品／〔 。'C）水温（ 。'C)

し一＿＿｝＿ト乳@1_J一一ー－－o~＿L主役＿（＿＿＿＿ー－~~）一一ーー－－
」様る／

／壬N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）＿＿....－ 'I I朝 中気混（ ℃）水温（

一一一・1-1::%混＿＿_(_ _____ ：~2一定混一ζ三笠l一一一l ｜－一一一位気混＿J＿一一＿＿0~＿l-1.K混一一一
様子 ／／／’ ｜ ｜様子

昼：；：；一戸ミ）水温（℃） ｜｜昼 ~~［：水瓶（ ℃） 
.. .i..－－－現気温（ ℃）水温（ ℃） ｜／ 三2こ気温（ ℃）水温（ ℃） 

·~霊主主互z；互~fti_：安：E~~fi~蚕二二二二二コ／：箆主：；J立をヨ：~~~？i：：：主主：記：：：：：：：：：：：：：：：：：
－~b~＿1＿＇：…」民生主E三一一一一一一一一一一一一＿＿J J一一一一一一一
タ 中気温（ ℃）水温（（ 二ひ－－－1 rタ 中気温（ CLlJq 

外気温（ ℃）」同 一「 ℃） l一一---1?ト＼此寸一 ℃）水温（ ℃） 
~£：二二二三三三二二二二二二二コ｜産主：羽三五週夜~議五二二二二：：二二



庁月 21白 木 曜日 天気（日昔れ）

NOl 

昼 中気温（ OC）水温ーレJ
__2i::集撮ー十一寸.11<温（ OC) 

穣手・7：ぇζ亨ーf~~~~~1ーを有夜；ffIを－~~~~
一一一二金Jt室主~~£~~＼~~jj_t~－－ ~LL~~雪一一
タ 中気温（ ℃）本11iil.-ト---9l

一到凶片世十ーーで）水温（ OC) 

率三：：-s~：三!I~~T~~~~G1~~2互二二－

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 23℃）水温（ 2年℃）

外気温＿（＿~5J~~2一水温（ き3＿~じ）
援王ふとf__ ~L>-:7~－－玄ー：仁三，L~－－~：二ーーー－

昼 中気温（ 21-十℃）水温 （25℃） 
ーー＿_1-t'-5-｝昆ー喝し三.9.~~Lz長i~－－L~~笠）＿＿＿＿ーー，m

様子 一一一一一一一一一ー十二二二二ニニニエ戸ーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－ーーーーーー
ター・－－－i:戸支）］［－て－－~：i6-0c；一末冨て芝存でr-

一一一外気温（ 2乙fC）水温（ 2?1℃） 
様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） z以昆斗ー~
一一 時刻~一一℃）水温（ ℃） 
産主：志：~（~~：蕊：：百三三：豆：：乙；三：：〕三：；歪二二

－~－－－－－時現一了一一切開疋ii＝＜－＝ニモデー！

．－＝金祭混立二百五混＿＿＿(_ _____ ~~） ＿＿＿＿＿ー－－｜
箆壬一司会ご＿［＿~］

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 23℃）水温（ 211-℃） 

外気温（2S-℃）水温（ 23℃） 
定主zI~霊：否認玄変：忍歪：立：（：ョ：：：：：：：

昼 中気温（ 2作℃）水温（ 23℃） 
ーー同『｝J:気混”＿L：？＿~＿0s;_)__z長混＿＿（＿~丘：~）＿＿＿＿＿ー－

様子

昼 中気温（ 。'C）水温（ ℃シ.－－－ I r昼 中気温（ 。'C）水温（ ℃〕
外気温（ ℃）水温斗／／℃） ｜｜ 外気温（ 。'C）水温（ ／ぺ）

様子 ~ 1r様子

タ 中気r~－-c－－－ － ℃工孟盃λ二ニモ7ニエ戸1 ~－－－－－cp気温－｛一一ーでγ玉ア二手孟弓コ2・ー
世で一一℃）水温（ ℃） I I __!L版社寸ーーで）水温（ 。'C)

室長主主工：；万三：ョ：三三：玄IIE~：：コ 頂主二五亙五三五三五万三~~ま泊五二二



l;A 3t>日 企 曜日天気（崎nu
NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 水温（ ℃） 

外気温〈 －－~~）水温（ 。C)
援王ヨヨ且包＿E~＿ft＼~-11_J_'__-:I_l二亙二

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ 。C)

1主主：認豆二ε：：fTf：二玄：：互豆：五三五ヱ
ーでー・ーーあ否~－会ー在iζ！），，..＿J.1~－－－－
タ 中気tlffi.〔 ℃〕水温〔 ℃〕

外気温（ ℃）水温（ ℃） 

援王．匂

メダカの産卵の条件の記録

l：~二豆諸：；二三：二
NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 匁 ℃）水温（ λi℃） ｜｜朝 中気温（ 23℃）水温（ Zz℃） 

一一一・2気混＿＿（＿~三.~~lーさ混＿j三宝主L一一＿＿J ｜－一一一企~f~＿j一三竺二）一三年混＿＿（＿三竺乙）一一一
様子 一一一一一一一一一 ｜｜様子

昼 中気温（ 25 °i℃じ）水温（ ~ ℃） ｜｜昼 中気温 c2-s℃）水温（ 2叫℃）
一．．．－－夕ト気温司＿（＿2-J.~巳）
E去王二二二二二二二二主三三三つ ｜援王：一詰ミ：E雪：：！三：一~~j_ヨ＿＿［~＿工：：〔：~~~ ： ： ： ： 
夕 中気温（ 2ゐ℃）水温（ 2ち℃） ｜｜タ 中気温（ 之ら ℃）水温（ 2t""℃） 

一一＿ft忽混：.＿
様子 一一一一一一一一一「 ｜｜様子
二二二ニニニニ＝＝－一一一一一一一一一一一一一一1二二二ニニニエ＝

N03 水槽周り暗く、水草小石あ り I IN07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 水温（ ℃） ／汁 ｜朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃ 

一一一公－~｝旦ムー－－－~~Lztt昆＿＿L一一与と；一一ll一一一位~t昆ゴ一一－－－~＜；；：＿L1Js混斗ζ三~G）.一一一ー・
援圭一一一一一一一一一一一一一一一＿＿..,L乙ー一一一＿J ｜；援壬一一一一一一一ー戸一一一一

昼中気温（ ℃）水tJa('( ℃） 

ー・・1-t忽~7~_ _(_ _____ ~乙~混一＿Lー－－－－~c;よ．ーーーーー
様子

タ 中気温パ ℃）水温（ ℃） ｜｜夕 中気温（ ℃）水温（ 」_;ie十r

外温（ 乞Lzx温（ ℃） J I 外気温（ 0d-7k-7.昆し－－－－~~）_______ _ 
選£二二二二一 一一一一一 一一一一］ ［稼宇一：二三三三一 一一一一一一一一一
7 i r二：；.：：.：：：＝－

IN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／／ 

外気温（ ℃tz長混斗ここ~~）一一
夜享一一一一 ｝ 

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜一一ーーーー－－－一語寸A ーーー一一一ー昼中気t!Y〔 ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（

様子
気温（ 一主）水温（ o~よ

捧王＿1b_.K~包ど：fLb\..__']Ef_lt$_ll丘一

タ 中気温（ ／ノ℃）水温（ ℃） 
外気r~ イ ℃）水温（ ℃） 

様子 ／／



5月引 日之曜日 天気（日凱）

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一・ft:'-J,1£」＿＿＿＿＿＿:Q2一刻墨＿J＿一一－－0~一一一ー
様子

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2s℃）水温 C2s。C)
一＿＿＿ft:~＿i且圃i企6一笠）

様子

昼 中気温（ぉ℃）水温（2ヤ℃）
一ー金気温一＿（＿？／f_:g2＿述j昼＿J，…二－~.2－一

露呈一一一一一一一一－－－一一ー一一二

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一一A気混~J_______ o.Q；一本j是＿＿（一一・3…
様子

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（ z.s℃）水温（三S℃）
一＿＿＿＿Z'i~混＿J＿~－－0~~一本j呈＿_L~＿：g) _____ _ 
様子

昼 中気温（ 26℃）水温（勺℃）

一＿＿＿＿Z'i~~曇＿J＿~_t_°_Q；一本j是＿＿L~.主主よ一一
様子
一一三三三：：：：：：＝＝

タ 中気温（ 25℃）水温（ヌ3℃）

一＿＿＿＿Z'i気混一｛三6ぶ）一本.tl!＿ム.？－..'1..:Qよ一一
様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり ], f NO  7 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） /I 1：朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温 i一一＿＿:Q2.必温し一二位二一一ll 外気温（ 笠；一本j呈ーし一＿＿:Q一一
援ま一一一一一一一一一一一一一一三！と二二コ 産主二二

昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） I L昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） 

一一一＿ft'-J,1是よ一岨．エ乞~混一L圃一＿＿J之）樟．．司．一＿Jl一．－－－－泣5主混＿＿t一＿＿＿＿＿:c;.k笈混一〔一．．．一3；よ．圃．．－－．
様子 一岨ぷζ一．一．一’． _J t様子

~－一－．．市奈芦マ？一．ーも一ヨ除草ーでーーーで了一一

温（ ℃コ水温（ ℃） 
様ファーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－ーーーーーーーーー一－－－1

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる・泥いれ水草あり

： 

一一一一一一一一一一一一一一タ 中気涯／（ ℃）水温（ ℃） 
， 温（ ℃）水温（ ℃） 



6月 ／日 ロ曜日天気（時杓 メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）本温

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 2凶E

℃）水温（ ℃） 
捧壬ー~：－三J__ ~＿7.二三ーーしJ__J＿~.：盃．．．

℃）水温（ ℃） 
援ま二三三：E二Z乏を三~-g~~I~~~~~：：歪二：－．．

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
I•－－－－ー・？J:気f昆＿J一一一－~C_Lz年混．ー〔＿＿/ ＿＿＿一一－
J様子 -

タ 中気温（／巧）水温（ ℃） 
外気品イ／ ℃）水温（ ℃） 

［産主二二ご二二二二二二

NO 2 蔀雇の中・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝中気温（ :26℃）水温（ l午℃） ｜問 中気温（ 26℃）水温（＇2宇℃）
一一外気混ム~~－－~~Lz~i盟＿＿t？，：－＿~＿0s;_l一一一l l 外気温（ ぎ之℃）水温 C..2釦むよ
霊長 二五弘之友二：~1~｝；ゑ二二二二二二二i 陵王五、五万三二Ff＿~~－／i＿じ豆一一一一一

昼 中気温（ 芸 7~℃℃）水温（ "2 ~℃） ｜ト昼 中気温（ ：：；つ℃）水温（2..） ℃）
一．．．夕ト気混＿＿（＿~三：~2

主長壬一歪弘：＂f］玉；：：~i~巳~~二二二二二二二二1 ［~塁王おー生五；.＠.ぶヨ~f（~~工！~歪一一

タ 中気温（ :;g℃）水温（ 27℃） ｜｜タ 中気温（ ユε℃）水温（21℃） 
外気温（ ~8℃）水温 c 20＇℃） ｜｜ 外気温（:2 g-oc）水温（ 28"℃） 

泰三こ二二二二ご一二二二三三三三1 ；濠引：zτUE玄Jifi0玄~~§~lI4盟店長：
二二二二ニニェー一 一一一一一一一一一一一一一l「－－－ll・－く－，）－－－i九
N03 N07 日当たる ・水草小石あり

朝 中気温（ ℃は同

ー－－~）＿＿広混一〔一一ー－~g)＿＿＿・－－．．
箆壬＿＿32_!} __ ！－＿田！豆ユ－ユ

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃）~IL昼 中気温（ ℃）7]<温（
ー・.1-t~J昆＿＿（一一主Lz長t~－－L.-cζ笠l一一一＿J 1 ＿＿＿一一位気温＿J_______ os;_L本混＿＿＿（.，／－＇ζ~） ＿＿・－

様子 ／／  ｜↓様子

タ 中気温（ ／ノ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温（／／℃）水温（ ℃） 
外気Iイ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外知佳て ℃コ水温（ ℃） 

夢Z 二二二二 二二二二二 コ 援丈？と二二二二二

NOS 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）」 ι4 － 
~刻 一「ー℃）水温（ ℃） 

褒主：：~~~JI；三三玄二二：：一一一 ー

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃）／／／｜｜昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 
一一外気温ι一之）水里｛ .／ど1 ｜ ｜ 外気温（ ℃）水温」／／で）

様子 ／／  ｜ 十様子 ,_ 一一

；予一一弔奈温：．て一フぞ；一末？雇．－｛一－－．．．で7一一－－－ r?9 ＿＿ ＿＿ ＿モ気て~r目．．．でアヨ氏冨．－｛一－－－－，e了一一．．．．

一－外気法：支一回．－－乞）一Z長I量一｛．．一．．℃）働．．一一jl－－－堺気温（ ℃）水温（ ℃） 
~E之三二二二二二二二二二二二二二ゴ 障主主X笠玄""b~~JJLZ-fJ：互玄室長~~~~~



6月之日 月 曜日天気（£嗣） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 2以昆斗ーー』

~一一℃）水温（ 。C)
様子・～） I））守、-pしTLる

二三JE?］~~：蕊安五五一
昼 中気温（ ℃）水温（ --5 
一＿＿＿1-t忽j昆ぷ一一＿＿：~lぷ遮ゴ二－－－~＜；＿：＿｛一一－．
様子
ーー二ニコア｛・ーーーーーーーーーーーーーーーー一ー

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ 。C)

援壬ー－~三三－~__ };__'l~－；乏＿＿cu~－乏．．．．．．．．．

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり I IN O  6 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2b℃）水温（ 之了C) I I；朝 中気温（ 2ゐ℃）水温 c2s℃）
一＿＿＿＿＿it1主混斗！：1_＿笠）． ；軍一｛－’Jιl_______ J l一．．－－．－勾こ気混一【－~~l-0.Cl必
援王~－T_~L2：竺：互－~~噴~~豆一一一一一一一一一一l 峻王一一一一一一一一一一一一一~二三
豆一－－－i:戸支冨－て－2~－で了末iNfT23－で；一一一－1 r --$1言：亘－－r2c;で了－7f涯－－（去

一＿iト気混L斗_33＿＿乞）一投5混－”L'lJ＿竺i一J I. 外気温（ 3 j>℃）水温（包7℃） 

t主主二二二：：：…I二二二三三三三1 捧三＿］~~4~~玄五為、こ．沼：一一一一一－
夕一－弔支冨で芝ヲで；一末？雇．． 三芯7で7一－－－－－－1Iヲ「－．－－市3友？亙－時r2一モ：f禾冨て三一－モ了一一－－

” 凶

一一土＿ft忽温」｝.JJ二j一恋混－－~J_J_＿笠1エJ l一．．”句．．
子 一一一一一一 ｜｜様子二二二二ニニー－

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ 一＿＿：~2一夜混（ －－－－~乏乙＿＿＿＿J l 外気温（ ℃） _.z長混一〔一一＿＿:c一一
援圭一一一一一一一一一一一一一一一一一一三士二二l護主二二二二二二二一一一一一一一一

昼 中気温（ 。'C）水温／（ 。C)
外気温（ 。C），，，徐温（ ℃） 

,・1[----ctJ－案説ー-r－－－－－モア死語7'（一ーー・・0cY
．輔副ー－－一位気混＿j＿＿＿＿＿＿主んさ色混－－〔ーー＿＿＿：~よー・一一

様子 様子 ／ 一 －
タ 中気？。ぺ 。C）水温（ 。C)

外交温（ ℃）水温（ 。'C)
様毛／ l読む国；訟
N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃、

外気温（ ℃）水温ム〆／℃）

様子 二7 戸

墓－－－－モ奈者エて一一－で；－－7天道ー・｛一－－－－で；一一ーー
ト気温（ _ ~~Lzドi墨．（ 。C)

号事玉三食 Iト刈、 ~D 並立主主＿!fJ五一一一砂
__ ｝~＿生~iJ~：重注：翫二一一一一二二二二 r
タ 中気温（ ℃Lz以昆斗一一一号ー「 lタ 中気温（ q℃」 証平ニニモテp ー

一 一J血土ご豆）一志混＿j_______ o5;＿｛一一一＿J斗一一一外安涯一「-iic）水温（ ℃） 
t託公f_~~ij_：：立玄しさ！~~：~：：二二二コ 張主玄室五二三~~ヨ二二



6月 3日 J（揮日 天気（くも＇｝ ) 

昼中気温（ ℃） 2fsj畠
~一℃）水温（ 。C)

T主主お，Hゑi三貨怠る－~－幻ー？±Jm______ _ 
タ 中気温（ ℃）水温（ __j 

外気温（ ℃）」同官で OC) 

様子 ー

N O  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 刈 ℃）水温（ 2ヨ℃）

外気温（ 2.2℃）水温（ 2 l°C) 
様子
一一一一一一一一
昼 中気温（ 26 °C）水温（包年℃）

一一＿＿＿1-t~｝旦＿＿(2 __ '}_:(;_2一定混ーj___ ~ーιL__ 
様子 一

｜すー－－苧実直－でをるで；－－jf(道＿T_i＿アδ－－－－－－－
外気温（ 2＇／℃）水温（ 26℃） 

~~~~~R：笠1~：：役：5-L：五：互：：尽：：11c；~11~

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃ 

箆王一 一＿＿＿，，／.＿ζ． 

昼中気温（ ℃）水rYC ℃） 

1-t~｝昆＿_(_ ____ J；んま＆t~＿j一一＿＿＿os;;:) 
様子

タ 中気~；7~~℃）水温（ ℃） 
外気昆（ ℃）水温（ ℃） 

様る／

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃はμ昆
~ト知皿「ー℃）水温（ ℃） 

一産主二万三：~I三：~~~：玄じ王エョ：：：：：：：：：：：：：

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

．．．．．．．社気混J一一－－－~＜；；：＿L1.Js混ー．〔ーぷヨ一一一一－．．
様子

N06 日当たらない ・水草無小石ありE中矧 （記水温（乃 ℃）
外気温（ 水温（ゑ℃）

肝~~ft~~？；gti列~iiI~ーマ立~2~~~~~~
一－－~Ij 乙設；£：仕1£ィ二．．；：－－－－－－－－一一一－－－－－－－－－－
昼 中気温 （之b℃）水温（2<1-℃） 

外気温 czr℃）水温（ 2S℃） 

：麗主2：三；2：：：翌：五~：亘3と茎五［~~~~＝：：：：1ご：： ： ： 
．．．．．．．乙~：、乞二どi三－~ヨ＿2J｝と一－．一一一
夕 中気温（ 弓こ ℃）水温（ 之γ℃）

外気温（ 乞7℃）水温 C2G℃）

捧＿f_~~~？，：J~~l~~-g_-;i~~き．伊豆－三竺
／、ゲワ , .....つ？ I Iて

N07 日当たる ・水草小石あり
朝一市気温－（＿＿＿℃）水温（ ℃） 

外気温（ 訂す掻ー←一一）
産主：z：る：玄~｛~；：：王工工芸二二二二二二：：：：：：

N04 部屋中日当たる、水草小石あり一IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃Lz星ー←ーで「 ｜｜駄中気温（ ℃）水温（ ℃） 

－－－~~t匁昆…＝二~~Lz協ムー－－－~＜；；：＿l一一一＿J I ＿＿＿＿一途忽混＿j＿＿＿ー・＿oS::_lみ混＿＿＿（一一ーロ一一一
箆王＿＿：.＼~ヱ：L_L_'l二乏＿l＿？..＿~＇＂：＇＿__ ~一一一一一l ｜；援壬一一＿：一一一一

昼中気温（ ．℃）」μ昆
_J＿｝.気温「一一℃）水温（ 。C)
阪ま右京在~~~~ιf支出ii~~弓

『ー_z~ご玄こどと－~2之上主一一－．
タ 中気温（ 。C）水温（ 。C)

外気温（ ℃）水温（ ℃） 

T主主｛~~2皮5：：：：主主主記玄二：二二二：：：：z
--Iヤ小yI丈勺つ l志

｜昼一一．草案通－-r－ーてそアラ玉温マー－ーー司－＂c〕－－－
I・－－－－－－－任気混＿j＿＿＿＿＿＿主口長混一〔－－－ー＿：~）＿＿＿・＿＿＿＿j 

h様子

：：：二二：：：二二二二二二二三三こ二一一一
タ 中気温（ 。C）水温（ oe-j 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 
｜．義平－－－aミ玄~二万：0rー．；

一．－ 八、．ケツ Lζ予う－l戸



6月千日 メ久曜日 天気（幅赤）

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2 'I-℃）水温 C3;s℃） 

外気温（ ~.5-. ℃）水温（・？℃）
援王一色＿'C:__tf~－－けiしきこl］＿~－~－一一
昼 中気温（ '.20℃）水温（乞S℃）

外気温（＿3J__ ：~2一定温（ モフ ℃）
t塁王五_ffjj＿作 «Ee＼こdi_L~J__ ~とごう；2・一一
一一－三三必＿1とご'ii_ょ[J＿＿し~－~－－－
タ 中気温（ 26℃）水温 （25℃） 

外気温（ 2~℃）水温（ ~Lf ℃） 
援壬ご玉虫一乏_fJ_.?__l＿~：歪．．．

N03 水槽周り暗く、 水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） 

ー－－~t~｝昆＿＿（一＿＿＿＿：~2 
援壬．一 ．．－．ぷ乙

'C ） 昼中気温（ 。C）水i畳／（ 。
－一一－－~~｝昆．ムー・エレ~混ーJ_______ cs;_L __ 
様子 一

メダカの産卵の条件の記録

1·~－－－－~奈rirてZ:6で了三氏通寸－－22戸C了一一

一一＿｝l:~t昆ーj・~j__~＜；）＿_z)S混＿＿L1:~L：~） ____ _ 
…壬ム＿x_9..：一一之＿lff-＿＿＿ーー

タ 中気温（ ZJ,。'C）水温 （ZS℃）
外気温（ 2γ℃）水温（ 'Z. y.℃） 

産主恋：~"i.：蚕：：：仁三：：征江主二：1~ラ：：：：：：：
N07 日当たる ・水草小石あり
期 中気温（ ℃広温ベ一一ーで7
」＝＝社気温二亡二：主L本温（ ℃） 
濠主：：~！i~：玄互二三：~：~2:::__ 
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃） 7｝＜温 レ／℃）
様子 ／／／  

F一司ーマぷ5・末通・ーて一一モ了一一一－

2：気混J一一＿＿＿0S::_Lz主混ーエ一一＿＿：~よ－－－－．．
1羨壬－－五二台．主怠aエ＿L，＿乏；－－－．．．．．

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気視（ ℃）本温ートー~

本気f:lffi:-「一 ℃）水温（ ℃） 

同援壬－－~~_l~）.一之－'1~~－－－R_l_lピとる－－－－－－－·

昼中気温（ ℃）本~
濫一「ー℃）水温（ ℃） 

威主；E~l亙玄ヨE互主·Jfj五二：：－－．二

’一，〆



ら月 夕 日 オに曜日 天気（ 雨 ）

NOl 

タ 中気温（ ℃）本温
℃）水温（ ℃） 

援主12~?.Jr万三：広~｝~~iヨ：E：王立さ：3
ヘ〈リ L~

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2f℃）水混（ ~。'C)

外気温（ 23℃）水温（ 2.? °C) 

~~·：去三：三：~I三五三三：i1I~!ci二二

昼 中気温（ ユ今 ℃）水温（ 23 °C) 
外気温（ 2L℃）水温（ 21℃） 

張主五三宝：~~］~~~］：ヨ二二二

タ 中気温（ '25℃）水温（ 2ゴ℃）
外忽混（ 2:t.℃2＿水温（て乙づ℃）

様そ22~、~＆~~！I~~三JぷI~~~i（~蓋三三韮－
かく i)T~

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温ムー ℃）．主j昆＿j_______ ~＜；；.一一一
翠王－－－ーー

昼中気温（ ℃） 
佐で一ーで了水温（ 。'C)

援玄~~Fi~i~：五：~］1庄工~(2二二二二

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）ユ弘温ベーーでアー

外気rr-「 'C）水温（ ℃） 

轡．壬＿L左＿t.__l；；＿！ユーiユ盈ー一一

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

様子
外気温（ ℃）水温レ／℃）

ラ一一ー~ー若エで一一ーでγ禾混一－（一一－－c,c了一－－－－ーl

ト気温（ ℃）水温（ ℃） 

援壬．合三＿l~L主こ全：：乏ーし］J＿~j三．－－－－－－－－－－－ー・・・ー・・｜

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2斗℃）水温（ 之5℃）

一一・2上気i~メ＿33＿~♀.Lz長混＿＿（~3＿：~よー・一
様子配：主＿1:£_2六 1－~－~－昔 275
－ゑ包｛Q1~~~－－－－－1fi~：L'i_1亙：－－一一一一－一
昼 中気温（ 2牛。'C）水温（23 °C) 

__ ｝＿！：気温ーーL＇？.~－0~＿L_z主混ー＿（＿~_L_：~）＿＿＿一．－．
｜箆王；乏三~－宝？－白

夕 中気温（之！？。'C）水温（ 2ヲ。'C)
外気温（ 2斗。'C）水温（ 23 °C) 

長主Z互玄立二三五三三二二－

N07 日当たる ・水草小石ありl朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ：~ 

箆壬．－一一一一一一一一一一・…一一一－一一日

昼中気温（ ℃）水JY( ℃） 
｜ 外気温（ ℃：）A温（ ℃） 
様子

タ 中気品ぺ 。'C）水温（ ℃） 
タト気温（ 。'C）水温（ 。'C)

様る
／ 



6月ら白 金 曜日天気（ 雨 ）

タ 中気温（ ／巧）水温（ ℃） 
外気？イ／ ℃）水温（ ℃） 

様子4

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 23 °C）水温（ 22℃） 
_______ 1-t~_t昆＿＿（＿~ェ金主Lz長混ーJ_f_?'___ ~＜；＿L __ 
様子

豆一ー革実現マ芳一そう了末IifT万 モ了一一ー
・ー・ft.忽j昆＿＿(3_L：~2一水混ー，t~o__ °.C_L ＿＿『一

援壬－－

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） z凶~

一外集世十一ーで）水温（ ℃） 

援主：：~~主~Ti：うとき：工：l｝~~~~二二二二二二

昼 中気温（ 。C）水温（ ℃） 

ー・・.?1:~宣車ーゴ一一＿＿J::1-2与混＿＿（＿ ＿~一
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2~ °C）水温（之之℃）

外気温（20 °C）水温（ I g'°C) 
様子

ーギ＝＝三三三三：一一
昼 中気温（ 2ヨ。C）水温（ 2.之。C)

一一一一位~混ー，L~λ－－~＜；よ7)S_混．．〔三三：~よー
援壬．・・・・ー

タ 中気温（ 2 lf-°C）水温 （23℃） ｜｜タ 中気温（ 之l/-°C）水温 （2三℃）

ー・2気温」－~－~－：~2一夜混一色_I__主L____ J l ＿＿一一｝1気混＿＿t2.＿~＿~（：_L7Js混＿＿(3二L：~よ一
様子 一一一一一一一一一 ｜ト様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

_______ 1-t'-1混斗．－ーー・・：~Lz長混一ーし一－－－~~－－－
様子 ／ 

外気温（ ℃） 水温 （ 一

様壬ー－－－－－－－・・・・・ーーー・ーーーーー－一一一一一一

昼 中気温（ ℃）水liY( ℃） 昼 中気温（ ℃）水温／（ ℃） 
外気温（ ℃／釆温（ ℃） 外気温（ ℃L徐温（ ℃） 

様子 様子 ／ ／ 

タ 中ラ託協ぺ ℃）水温（ ℃） タ 中気品ぺ ℃）水温（ ℃） 

ーーー・・・・2ト混＿＿（一一ー笠Lz随 一L_____ !:J. ______ _ 
援長ーーー・・ー一一一

－－－~~LJ＿一．．．主）＿＿恋混＿＿（一一ー＿：~）＿＿＿＿ー・ー－
L援-.I:＿＿＿＿＿＿一一－－－・・・・・ーー

N04 部屋中日当たる、 7J<草小石あ りIIN08 日当たる ．泥いれ水草あ
朝中気温（ ℃）水？昆（ ℃） / ・1 1.朝中気1昆（ ℃） 7J<温（ ℃） 

一＿＿_1-t_~｝昆ム一一＿：~2一水準＿j______ J詰乙＿＿＿＿J L_ ____ }t~混＿j＿一一・－~＜；）__ J)S_t~－－〔＿＿＿＿＿＿:c.一一
様子 / I I様子

夏－－－－平交7亙’て一”’ーで｝一末涯；；－Tー－－－－で；－－ 昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 
外気温（ 。C），，，クi宣（ 。'C)

様子 ／ 
外気温（ 。C 徐温（ 。C)

l様子

タ 中気世ぺ ℃）水温（ 。C)一一一 タ 中気1長／〔 ℃） 水温（ 。C)
外 1宣（ ℃）水温（ ℃） 

様再
「一一一位~~－j_______ o＿（：）＿誠 一〔一一＿＿：~） ＿＿一一一

炉 一一一一一一一



6月 7日 之、曜日 天気 （尚 ） メダカの産卵の条件の記録

'NO 1 部屋の中・水草小石あり NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
_______ 1-l~l昆ーi一一＿J；~）
様子 ／／ 

朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一位気混ーj＿＿＿・・・－0~よ本混＿＿＿（一一－－~g一
様子 ， 

昼中気温（ ℃t#"7.宣（ ℃） 昼 中気温（ ℃）水温，( ℃） 

_______ tt~｝瓦．〔＿＿＿_2-＜；）＿ぷffi!_j______ J三上一自ーー”

援:f＿ー－－－－一一一－

－ー｝jこ気混＿j_______ o~ムヲー混．ムーー＿＿＿：~）一・．．．
様子 _., 

万一芳 賀Ji"--c-----c;c；一末温－-r－－－ーでj一一一1r~－－－－－帰京事不一一ーも一末通－－－（一一ーモ了一ー

外気温（ 。'C）水温（ 。'C) I I 外気温 （ 。'C）水温 （ ℃） 

援王位以－－~！1~＿1ーは，~－~－~－－－－一一一一一＿＿J ｜歩一一一一一一一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 21℃）水温（ 2 I °C) 

外気温（ 1g℃）水温 (I0℃） 
様子

一一一一一一一一
昼 中気温（ 2 I °C）水温（21℃）

一一＿＿＿fL~l昆＿_(_2J __ ~~） ＿＿水準＿J＿~J__ ~c;_L ＿＿一
様子 一一一一一一一一一
”二二二二ニニニー一一ーー一一一ー－一一一一一一

タ 中気温（ 22℃）水温 （22℃）
外気温（z 2.℃）水温（ 2 2.℃） 

~£~~~三五五三E玄：~1~~~~~二

N06 日当たらない ・水草無小石あり

L土主ご士三：:・ ;;]" I ~. 
様子

l 一三三三三三三：
昼 中気温（ 2/ °C）水温 （z.1℃） 

__ }jこ気混＿＿L：？.帽（了♀Lz色
様子
一一一一一一一一

タ 中気温（2.之。C）水温 （22℃） 

様子
外気温（ 22。C）水温 （22℃）

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

___ tt＿~_t旦＿＿（・…＿＿：~Lz長混＿j_______ ~Q乙＿＿＿＿J L一一一位気混＿j一一・＿os;_t2t_混一〔一一一ー－
援壬一一一一一一ーー一一一一一一＿＿_L乙－一一一＿J｜棒＿I_・－－

昼中気温（ 。C) 昼中気温 （ ℃） 水~ （ 。C)

勾：気r~＿j_______ o£人生涯＿＿（一一ー・：~）＿

一一一一一一一＿L_ 様子 三？と
タ 中気7V( 。C）水温（ ℃） ｜｜タ 中気戸ぺ 。C）水温 （ 。'C)

先気温（ 。'C）水温（ 。'C) I I. 外気温（ 。C）水混 （ ℃） 
様予／ ｜！様子v

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥五瓦永草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

．．’＿＿＿＿ 1-l忽混＿＿（＿一一－~乙）
様子i ／／ ｜ ｜様子

昼中気温（ ℃｝／κ1宣（ ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃L弓K混（ ℃） 

一．．．－公忽温Lム
様子 ／／  ｜ ｜様子 -

タ 月雪気温；て一一一－0cr示通－（一一℃r------1f 5' ＿＿＿二府気道－－（一一ーモア末涯で－－ーで了一一一
外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜／／ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

f善壬~1~I：亙H~~~Jミ二~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~］ 1笈主：~s~号I~司~~~~~~＝、・一一一－－可て－，TT・そ



b－月 8 日 日曜日 天気（くるソ）

!NO  1 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃U凶

気位で一一℃）水温（ ℃） 
様字疋：ヶーπ?ft1_~るでご百五－王立宣：：三五：

－－~~~~－~J：しま一一二二；一一一－ー一一’
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温レ／℃）
様子 ， 

タ 中築誼／｛ ℃）水温（ ℃） 

忽混斗一一一℃）－水温（ ℃） 
援壬一位と！）＿；：＿I]_~＇－玄L~J＿：ゑ一一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 之l℃）水温（ 22°1℃） 

外気温（ '.2.2.℃）水温（ 20℃）
様子

す苛謡音モ；一末~i－－（・22・モ了一
___ 1-t主5混一＿（｝＿生3二）

様ニ三三三三
タ 中気温（ 23℃）水温 （2ヲ℃）

外気温 （2之℃）水温（23℃） 

~~：：召さ：云：：立：i！~i~：：茎：ロ：；：；：：芝：：：：：：：：：：：：

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温 レ／℃）

｜様子 一

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（2-j ℃）水温（~℃）
________ －！！＿トJ塁混＿j＿よ之＿o_(:)._z住混．．〔－~－~~）一
様子

~－－－－ Cf:i奈t~fて三三？でアヲ文通．．て芝芝oc了一一－．．

．．．．忽：気温＿＿t3_<±_0.(:)._z色混ー＿（＿~~~）＿＿＿ー
様子
・－－＝三三三三三二ー－
タ 中気温（ 2~ ℃）水温（ 2-?°C) 

外気温 （之Z℃）水温（ 23℃） 

様モニニー一
N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／ぺ ｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

____ it.~混＿＿＿（一一一乞）一度混＿j＿＿＿＿＿＿設 乙一一lし一一位気温よ－－－－－~＜；＿L1~－混斗一一．－
援壬一一一一一一一一一一一一一ぷζ－一一＿＿＿＿J l援うと一一一一一一一一一一一一一一一←

昼中気温（ ℃）水Jr( ℃） ｜｜昼中気温（ ℃）水~（ ℃） 

一＿＿iL~混ムー－－－~~~混＿j一一一主L一一一l ｜一一一位気混ーム＿＿＿＿＿os;.入後混一〔一一ー・~~）＿一
様子 ／／ ｜｜様子

夕 中気世ぺ ℃）水温（ 。C) ｜｜夕 中気協イ ℃）水温（ ℃ 

一．必一湿ム一－．句j乙）
惨乙 ] ［~ 様玉

） 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一・1-t~｝昆斗一一・＿：~2一志混＿J一一・9乙一一I L－－－一位気温＿J一一・＿o_(:)._J)S混斗一一－－~g一
様子 ／／ ｜ ｜様子



守月 q日 同 曜日 天気（局れ）

昼 中気温（ 。C）水温 （ ℃シ／
外気温（ ℃）水温ム／／℃）

様子

タ 中気温－－（ ℃）水温（ 。C)
気温（ ℃）水温（ ℃） 

長3三五三~~：~~JC5.玄主犯二二二

NO 2 部屋の中 ・水草なし小石あ り
朝 中気温 （辺2℃）水温 （22℃） 

ーー＿.？l_~j且＿_c~J－~~Lz長温ーj＿三Qo_(:_l_＿＿ー
様子

五＝＝＝＝一一ーーーーーーー －－－－－－－－ー＝ーー一一
昼 中気温（ 2<t-℃）水温（ Z-3℃） 

外気温（ヱ3℃） 水温（ 2. '-1℃） 

様子 一一一一一一一一一
；二二三三三三三：二二二二二二二二
タ 中気温（2't℃）水温 （2斗。C)
一＿＿＿＿＿iL~混一＿（.k5__ ：~Lztsi~一仁社－~（：_L____ _ 
様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あ り
朝 中気温 （ ℃）水温（ 。C)

外気温（ ℃）水温（ ω 
様子 ／ 

昼中気温 （ ℃） 7］＜，，温（ ℃） 
外気温（ ℃Lイく温 （ ℃） 

様子 ／ －ー
タ 中気1Jffi./( ℃）水温（ ℃） 

－一一＿｝J:ー混＿j＿＿＿＿＿＿主Lz色混一〔一＿＿＿＿：~） ＿＿＿一一
｜長．－－－－－一一一一一一一一

N06 日当たらない・ 水草無小石あり
｜朝 中気温 （22℃）水温 （之ス℃）
____ }_l:気温ーj三3___ o_(:_l__z年混ー＿（＿1,_Q~~）_____ _ 

様子

二二二三三三三．－－一一一一一一一一一
昼 中気温（2.t℃）水温（ 2ヨ℃）

．．．．社気温＿j＿~・－－~c;_Lzls混ー＿C~i－~~よ一
様・子 一

vー－平交混一r2~ち－禾~fiC－（写－モ｝ ---1 
一一一位気混一段妄－－~c;_L本温＿＿（＿主生~~）＿一一」
様子 一一一一一一一一一

N03 水槽周り暗く 、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃）／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿it~草温－ 一－－．－笠）
t華壬一．一－一．一．一．一．一．一一一一一一ぷ乙＿＿＿＿＿＿＿＿＿J I捧．壬一－一－一－一F 一．－一一一一一一一－－-6-

昼 中気温（ ℃）水広（ ℃） 
外気温（ ℃L保温（ ℃） 

様子 ／ 

タ 中気湛ぺ ）水温 （ ℃） 
九気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一一一一一・様る／
ア－－－－－－ー－－

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

外気温（ ℃）水温（ ο／ 

様子 一．．．．．．ど乙．．．．一．．．

昼中気1毘（ ℃）水 （ ℃） 

牲·~｝昆ム一．．．笠2d色；昆一
様子 ／／ 

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
______ ｝＇＿協混ム一一主Lz国ム一＿＿＿o_(:_l一
様子／
ファーーー

昼中気温（ 。C）スk温「（ 。C)
外気温 （ ℃）術昆（ ℃） 

様子 ／ 

・・・・・・・・．． タ 中気？長／〔 ℃）水温（ 。'C)

様
タト気温（ ℃）水温（ 。'C)

l昼 中気温（ ℃）水温（ 可

一＿＿＿＿＿}jこ気混＿j_______ ~♀Lz色混Lk:三三＇~）一ー．
様子 両

タE包気千百γてt-5水温（ ℃） 
ヴ ト気温（ 。'C）水温（ 。Cよ

箆王J〕1~1-j二万ヨ~~ま近玄『ー



ら月 to日 え 曜日 天気（日昔爪）

NO 2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2.2℃）水温（.22℃） 

ーー・.1-l-~｝昆＿_(_2-:j；笠）一夜混ー”t~－－~＜；_L__ 
t塁壬ー－~！Jと．乏＿t三乏しいで~－－－

昼 中気温（ユゲC）水温（ 之ヨ ℃）
外気温（ ~－3~~） 2f温（ ?:5 ＿~二）

f塁王ーー会長互支f:-_flj:__,(jy_系金＿5..illJ_{if~IJーヨー

タ 中気温（ えぢ℃）水温（ 2 lf-℃） 
外気温（ 2-ら℃）主混＿＿s_；＿：・－~＜：：＿2

議壬＿{:jf!~~~査三：ヱ－~－叉ーな一一二一－－－－－－－－－－

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

議二：！？竺：：：~：：：：：：~~と！！？：：！：：：二主：：：一二：し

メダカの産卵の条件の記録

NO 5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）ょμ昆

℃）水温（ ℃） 

産主三三五五区玄玉三ミミ：3二二：：：：：：：
｜昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温レ／℃）
様子

lタ中誼ぺ ℃）水温（ ℃） 
ト気温（ ℃）水温（ ℃） 

｜援王”令と＿＿7 ___ •J＿と~I＇－－~－－よ3...~ご盃一一．

N06 日当たらない ・水草無小石あり

l朝 中気温（れ）水温（み℃）
－－－－－－－－泣~混＿＿L~全－o~l-2ち混L__ L~3＿：~L ＿＿＿ー－－
様子
ょ t 三三三ご三二 ーーーー・・ー・・
昼 中気温（ 2午℃）水温（ 23℃） 

－一一ー社気温＿jユ 笠.Lzt混 ＿＿（：.主主主よ一一一－
箆.± ＿E__llJ乏j三＿p/I_黙認立．し：よーl二く5一一一一

タ 中気温 c~s℃）水温（'J-L/-℃） 
外気温（ :.L.b℃）水温（ユV℃）

産主~~~L_~？，J;｝~~~?jf-~~1まI；王i；互：三支
かくつじた

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ：~ 
［産主二二：

昼中気温（ ℃）水~（ ℃） I l昼中気温（ ℃）水~（ ℃） 
外気温（ ℃）／永温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃： )AJ( 7fill ( ℃） 

様子 ／／  ｜ ｜様子 7 

タ 中気rV( ℃）水温（ ℃） 
外交昆（ ℃）水温（ ℃） 

様号／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり NOS 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）ユ以畠’ 一一一 朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） 

世寸一一℃）水ifill止（ ℃） 

t委主：：i~i~ii三！1~乏五五五二二二二二二二 様子
外気温（ ℃）水温（ --

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 
外気温（ 。C）水温レ／℃） 外気温（ ℃：）A 温（ ℃） 

様子 様子 --

タ 中気温汽 ℃）水温 （ ℃） ｜｜タ 中気砂ぺ 。C）水温（ 。C)
一 ＿2t忽混＿＿（一一・＿：~）一志混＿j_______ o~l一一一I , ＿＿＿＿ー・｝~混＿J＿＿＿＿＿ぷ lみ混斗一一＿＿：~よ一一－－
~王益金＿＿＿"l_Jゑコ＿J＿！：こる－一一一一一一一一一一一l｜援←



る月 ！） 日 ぷ丈曜日 天気（<bY ) 

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）君主iι」J

涯一「ーで）水温（ ℃） 

援王β＇：.~！.！）＿よ~~－芝t-_1＿~~一一

NO 2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 23℃）水温（ 24-℃） 

外気温（ 22.℃）水温（ 26℃） 
~£二を五玄友三I~~二二二二二二

昼 中気温（ ℃）ー本温ー（ー－t)
-- _!J・ト知町（一 ℃）水温（ ℃） 
様子

夕τ冠舌7モ｝－．｝天

一一一＿＿tL~混＿＿（＿£工笠Lz!st墨＿＿t~i－~＜：：＿1一一－－－
t善：f:＿＿お ＿＿l二.il＿＼はュよ＿＿"E_ _ _(dr_し：ご3＿＿＿ー

メダカの産卵の条件の記録

NO 5 部屋の中 ・水草小石あり
｜朝 中気温（ ℃U出昆4一一ぞうー
~集温一「ーで）水温（ ℃） 

援壬久三Zリーーとと乏ーし］＿と~~－－－一
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温－~三三乞j
［産主二二二二二二二 一一一一

タ 中忽温アて ℃）水温（ ℃） 
気温（ ℃）水温（ ℃） 

｜長主広三：~－［~~2~~；玄三玄Li~（~~~二二

N06 日当たらない ・水草無小石あり
｜朝 中気温（2ヲ℃）水温（ れ ℃）

外気温（之之℃）水温 （ 2~ ℃）
箆王－自f___t_ __ "h_ ＿腹fr.＿壬主宰：l___ ~：ゑ一ー

昼 中気温（ ℃） :;t温－－－（ _, _oe）ーー
一二字上気宜上一二－~＜；_f_l)S混一〔ーーー＿＿：~よ一

様子－一一一一ー一一－－－一一－一一
一一hタ 中気温（ 2る℃）水温（ 2ヲ℃）

! _______ ｝＿！：~翠＿＿i_~主~＜；＿［ ＿J.K混ーム2-？：：：~）＿＿＿＿＿ー

懸ミI:＿~さ？l!L与2..~~し1辺三Eーーーーーー

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
_____ ft＿~混＿＿＿( ＿＿＿＿＿＿ロ一度混＿j_______ ~Q乙＿＿＿＿J L_ _____ ?i~i!; __ L _____ 0s;_l-7Js＿：混ーし 一弘 一

援王一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿_L乙一一一一l陵壬一一一一一…

昼中気温（ 。'C) 昼中気温（ ℃）水mY'( ℃） 
外気温（ 。Ct泳混（ ℃） 

様子 ， 

タ 中気品〆て 。'C）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温パ 。'C）水温（ 。'C)
一一・1仁趨斗一一＿＿：~Lz長混＿j_______ o.(:_l一一一ll・一一＿｝｝~jb_j一一＿＿＿0.C_Lz色温＿＿＿（一一＿＿：~）＿一一一
様子走／ ｜ 峨毛／

N 08 日当たる ・泥いれ水草あり
l朝 中気温（ ℃）水温（ _J 

外気温（ ℃）は~℃）
様子 ・4

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

－ー＿.1-t~気温＿＿＿（一暢ー＿＿：~Lz鴎＿j___ ~＿ー…・．．．
様子

タ 中気温（ ／ぞ）水温（ 。'C)
外気戸／「 ℃）水温（ ℃） 

横三子－ ~－－一一一一一一一一



6月 72日 木 曜日天気（くb') ) 

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）広i且斗~

水温（ ℃） 

＿？.＿~＿ 乏－－~TJ~－－~三一一－
r:Ltz三uゑ一一一一一

℃）エ ー←一ーで7
ーで）水温（ ℃） 

~~Zi~活享二二二：：
一一－－~－！:l主主＿-2'._'b_←~：－主互J＿＇..逐一－－－－
タ 中気温（ ℃Lik昆

気位寸一一 ℃）水温（ ℃） 

議l~！B~葦：E:q£~~~~~1"ii~I~j~L~~~：：三子：
r"llJ-1. 

メダカの産卵の条件の記録

昼 中気温 （ ℃）水温（ ℃ 

l·-------il:~主j昆ー｛ー・”ー－－~＜；上7)5＿温ムζござ~）___ _ 
様子 戸

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり I 1No6 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ '"2 5 °C）水温（ 2~0C) I l朝 中気温（ '.:(3℃）水温（23℃）

外気温（ 之段）一主混＿j21.f℃） J l 外気温 （21℃）水温 （2.仏℃）

援壬三五色玄：ff，＿－：＼ど－益一一一一一一一一一一一i陵王ム~－i~~三五：玄以と：三一一一一一
昼 中気温（ '2.. OC）水温（ 之ヲ ℃）

外気温 （2ゴ。'C）水温（ 23℃） 

室主主E：蕊；f~店主主諮：三五三；j：広．
ー－－~ふろ＿2L1_ _l~＿ヒヨーー－ーーーーー・・

タ 中気温 （2）。'C）水温（ 2言。'C)
外気温（ 2'+°C）水温（ 2 'f-°C) 

議±：：百二三Ti~~）：lj~玄立五否：：二二二：：：：：

昼 中気温 （ユ年。C）水温（2:?°C) 
外気温 （えヨ 。C）水温 （之1－~~）

洋子~a支－互いれιT，－~~－－－
．．．”企~－ーのふJ；必~~~w：：~：一一
タ 中気温 （2S℃）水温 （2,5"。'C)

外気温 （ 2 仏。'C）水温 （ 2~℃）

長主ヨ杢E::qr_変召1：（~I：~：~3二二

N03 水槽周り 暗く、水草小石あり I INO 7 日当たる ・水草小石あり

；王！~：~~」：：：：：
昼 中気温（ ℃）水mt"( ℃） I r昼 中気温 （ ℃）水益吉（ ℃ ） 

外気温（ ℃）／釆温（ ℃） ｜｜ 外気温 （ ℃レ永温（ ℃） 
様子 ／ ｜｜様子

タ 中気温ぺ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気7Y( ℃）水温 （ ℃） 

一＿＿＿＿f~留Jし－－－－~~Lz長t~LJ一一－ぶし一一_J l__一一－ ~r~＿J _______ ~c_lーが呈一〔一一－－~~）＿一一ー一
様子ち／ I I様

昼 中気温（ ℃）本温 昼 中気温（ 一一町一kfi~二ニモ子一
℃）水温 （ ℃） 

援壬三E~~i~三b~I~~~［~~~二二二
一一外気涯イ ー「℃）水温 （ ℃） 

E芸；t~：?j~芝l:WA：狂；：－2:1:c~：~：：：：~：：：：：：：：：：：：：：：

タ 中気温（ ℃）水温 （ 。'C) タ 中気温 （ ℃） 2-ki昆
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

軍主？i~l＿］~~~王室：乙~ii：~：~：二二二一ーー
気世寸一ーで ）水温 （ 。C)

援壬A泳三三't?_2=Q~~－＝主＿L~__ t＿－：－＿~－－－ー



も月／3日 金二 曜日 天気（培ポ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中・水草小石あ り
朝 中気温（ ℃）」以昆

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

気社f一ーで）水温（ 。'C) 外気温（ ℃）水温（ ℃Y 
T主主_j_l斗＿）！＿~＿fl品~＇：＿3..g(_Jム6_＿＿＿ー－－－－－－ 様子 ， 

昼 中気温（ 。'C）水温（ ℃ 
外気温（ ℃）水温（／／℃）

様子 ー

昼 中 気 温 （ ℃）水i!¥t'( ℃） 
外気温（ ℃徐温（ ℃） 

様子 ~ 

~－－－－育支~－－－－－で了苅亘－-r－一ーでj一一一1 r~－－一司安事；c・－ーもδー末痘一（一一ーで了一一

気温（ ℃）水温（ ℃） J I 外気温（ ______ os;よ生混ームー－－~~）＿・－一一
議£~~三重三夜：a~~~1~f~（~~~I：五二玄三五！｜褒支二二二二

込込ム
NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 之q℃）水温（ 28℃） 

外気温（ .2~℃）水温（久3℃）
議平一ー：iJ~x~~~，~ ----T~~I~~2二三支－．．

___ l.ム：：玄斗ぶ三三：：2_L三
昼 中気温（ 2. s℃）水温（ lf.f-℃） 

外気温 ＿（'2.守ー笠）水温（ 'b!f-._℃） 
援乏JゑOJf_l:,.J;!JヨA：ゐ－リl~.＼~QLzL_

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（ 2-9 °C）水温（2'.g°C) 

1~－－－－－－－社気混＿＿L＇.？：~－0~＿L1Js混－－〔ーさ三：~）__ _ 
l箆壬ij_~＿-1-.__-2_ご~－－~主．上：2__ _ 
i 一λf,E＿お民主i三－寸if-?＼~混じ＿nーとる－－
昼中気7.ffit（’2ξ℃）水7.ffit〔2～℃j

外気温（ 2~ 。'C）水温（ 之ゆ'C)

夜奪三］Ii_~

亨一一市交通~－て－"'1),－で；一末湿ー！？ζで；一一一－1 r~－－－－－革案t~－T玄石でア末涯で275そう了一一一
一一＿1-t気温ム2sJ；~Lz協＿j_2~ぶL__ ~ ｜一一一一位気温＿＿t誌_°5~）.-11:.：混」－~3~~），一一一
様子 －一一一一一ー一一一 ｜ ｜様子 ~ －ー竺一一一一一
N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） / ・1 I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿1-L~｝旦ム－－－－－~~Lz長混＿j＿一一・3ど；一一l l一一一位気温J一一－－－~＜；.よ1Js混一〔一一－－~~一一一
議圭一一一一一一一一一一一一＿＿＿..,L乙一一一_J I援壬一一一一一一一一一一一一－－~一一

二 ℃） ！ ｛豆一一平交iifT＿＿＿ーモ了京語7(－－－－ーそう了一一一－

｜ 外気温（ ℃）釆温（ ℃） 
様子

タ 中気1忌〈 ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温／（ ℃）水温（ ℃） 
タト気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外 観（ 。'C）水温（ ℃） 

様王／ I ＼：様五

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気f昆（ ℃） i一’ 《一一一

日 気骨で一一℃）水温（ ℃） 

援i子I},)I.夕、、均 之豆L三一一一一一一一一

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一一＿＿＿1-t忽j昆＿_(_ _____ ~巳Lz長混＿j__ _L・－－－－一一
様子

タ 中気温（ ／ぞ）水温（ ℃） 
外気？／「 ℃）水温（ ℃） 

様乙

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気瓶（ ℃）本温

馬温-c-ーで）水温（ ℃） 

． ：五五五五Ts：~~玄室：I.;}/I:~：玄お在
．一ーーー：IJ＿，＿ー－
昼 中気温（ ℃）本温

℃）水温（ ℃） 

哩~p~樫堅手亙：手二
タ 中気昆（ ℃）スk温（ Jにト／／

｜一一＿＿＿＿rt気j昆＿j＿＿＿＿ー・＿o.Q)＿..表混ざこ－－~~）＿＿＿＿＿ーーー

援壬ー一一



ら月／千日 ム曜日 天気伊都）

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2午℃）水温（ 23℃） 

ー・・1-t~-7~___ （三三笠）一度混＿J＿~＿lf__ ~c;;_L __ _ 
様子

ーよ＝三二二ごご：一一ー一一一
昼 中気温（お℃）水混（お ℃）

一一＿＿＿1-t~｝旦司i一B－~~2
j萎壬－－－－－－－－－－－－－－一一 一一古古三＝三＝＝
一一一一一
タ 中気温（2午。'C）水温（ is °C) 
一一・ー・2忽j~__ ＿（＿~／1_:9-2一夜遅」ユユ主L一 一
様子 一一一一一一一一一
ー－－二二二二ニニニエ戸－－ー－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
____ .?:t'-1混＿＿（一一主）－出昆＿j_______ ~~一

議壬一一 一＿＿＿Lζ． 

昼中気温（ ℃）水7k"C ℃） 
_______ _1-t~｝昆＿_(_ _____ ~巳レ丞混＿＿L””＿＿＿ os;_L ＿＿ーーーー
様子

タ 中気温／て ℃）水温（ 。'C)
外租（ ℃）水温（ ℃） 

様丞

メダカの産卵の条件の記録

｜豆－－－－市気道－T一一－で丈玄画

集掻ー「ー ℃）水温（ ℃） 

箆主：厄反返盃lヨ五：王］：；亙芝~S:J-｛~~~~~~~~＇

タ 中気温（ ℃）オて温（ コ
外気温（ ℃）~沿てr ℃）

｜議字．－一一一・7一一ー－一一－一 一一一一一
一一二二コァーーーーーー－－－－－ー－－－－－－ーーーー－－

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（又ナー℃）水温（ 2?℃） 

社気温（ 2) ~S::_L水混一え壬℃）
捧~~J~＆~必．ゑ£点・i窃三ヱ．
昼 中気温 （2史。'C）水温（ J-6℃） 

外気温．凸 づロメ温 ＿＜）＿ 0℃） 
様子ιむふ右~g_]j__{[i_ ~1:1-·ヨ»－：1：三五

7-j~（＿Q：；：ι－－． 
タ 中気温（ 2午℃）水温（之さ ℃）

外気温（2'4℃）水温（コつ ） 

産主：t~S~JtE!l.：ョ：百五五：二組万三；二：：
70ヲヌチviケフ、ソフ白 （－：.. つつl－プモ

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

．．．．．．．．任気温＿j一一－－－~＜；LzK温－ーし．ー＿＿：~1~－－－ 
援壬… 一一どと

昼 中気温（ ℃）水宮｛ 一ーち
｜ 外気温（ ℃〉保温（ ℃） 
' 一一一
｜様子 ／ 

タ 中気温／（ ℃）水温（ ℃） 
外的昆（ 。'C）水温（ ℃） 

様子ノ

N04 部屋中日当たる、水草小石ありし IN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）_zkiι←ーでγ－－ 1 I朝 中気温（ ℃） z昆ー←＿，℃）一

馬借寸一ーで）水温（ ℃） ｜ ｜ 外気温一（一一 ）水温（ ） 

援：E}ff_~J~：蕊コ：：；~~二二二二二二二：：1 I濠主主主"!ti~／~~4~~＼乏五三三五五二二：：
豆一時沼て－主虫逗コニ二巧 ニー1I豆一市交通－T一一ーモエヌ亘スニニモγ一 ｜

借十一一℃）水温（ ℃） I I J~気配「一寸℃）水温（ ℃） 

~£.：節0,~：宣~~~~~広三：工芸：二玄：：：：：：：：：：：：：：：：：l ｜産主涜~＼~tJ~ZJ二I~｝~~二二二二二：：：：：

タ 中気温（ ℃）水温（ J むト－－－

f；~~ヨ竺二三！こ：：二



6月 八 日 日 曜 日 天 気 備が ） メダカの産卵の条件の記録

1-r() 1 部雇の中 ・水草小石あり I INO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ °C) zk温 ι モγ一 ｜｜朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 

一室鼠岳十て：一一z~t且（ 。C) J I 外気温（ 。'C）水温（ o~ 

~£二面万三！Eゐ_1~~11よとュ：：”支二三三支1 1産主：二二：：：一一一一一一一一一 一一一
__ ？：~三五壬ーとーー2!LユJムユ？．ι」コーコーし乙．ーー
昼 中気温（ ℃L.z伝温 昼 中気温（ ℃）水ブre 。C)

ょ＝会会金支二二三；L主t~・＿L_____ ~＜；＿L ＿＿＿＿＿ー
援壬ーみ政j二＿Bf_fuゴゴ＿＼：：＿1__l___ ~宣－－

外気温（ ℃）／予約昆（ ℃） 
様子

_!} ＿＿＿＿市京7亘－-c一一ーで；一志蓋コニニモ=r-=-1 r~－一一草案事ニてーーモ了末冨－（一一ーで了一一一

一司A：智~ごご玄乞丞混J一一＿＿＿os;_l一一一J｜一一一一位気象j一一＿＿＿0s;_Lz1S混一〔一一＿＿：~）.一一一一
援壬~~企仁全－~：＿1;t~~とl_l主2>1:一一一一一J ｜援:f!＿一一一一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2γC）水温（2'f℃） 

外気温（ヨミ ℃）水温（之4℃）
様子 二 二二二二三三三三ご

亙一草案）j＿－－て三Eーで｝一末？ifTI6でr----
____ it'-1.~昆＿_(_1-3＿：~1一水準＿j__ ~~＿as;_i一一－－－

f去三一一一一一一一一一一一－＝二二ごご二二

タ 中気温（ 2＆－℃）水温（／／.＿ ℃） 
外気温（ ；）.ふ。'C）水温 C-Z。C)

援王ー一一一一一一一一一一一＝二一一一一－－二：

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温 CZs℃）水温 c7午℃）

外気温（ち ヌ）水温（三段）
援壬＿i:][}_tJ;iJA_2~ユ：~：－.＿＿＿＿ー

重一－－ctl気温（ょζで了禾－涯一c-:z二oc)
一一一＿｝j_~混，，L~3－~Cよ1.Js混＿＿(_2ど＇~）＿＿・－－．．‘
l様子

一防－ー・ーー平気温ーーr:2e-－モアヲ文通一｛て－6-0c了．．．．．

一一一企気！昆＿＿_('6._生－~C_L＿本混－~〔乏ら.~~）______ ! 

様子 一一一一一一一一一｜
一一ー一ー一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり l !N O  7 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ 包

接壬一一一一一一一一一一一一一一一一一一…………l・援壬一一

昼 中気温（ ℃）水昆（ ℃） ｜ ．亙－－－－Cf:i気温－｛一一－モア禾盃7r－－－ーーモ了一一一

一一＿＿iL~｝旦斗一一・＿：~0~r~__ t ______ 0s;_i・＿＿＿＿＿＿J , ＿＿＿＿一一位気混＿j一一－－－~＜：；入ゑ混一〔一一－－~~）＿＿・－－一
様子 ／ ｜｜様子 ’ 

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気~；i7-~℃）水温（ ℃） 

1 1~［一－脇混一．．〔．．．． I I；様子ノζ一．．一－－－ ,. le 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり

1:3-f匙＿＿＿fr~J ＿＿＿長 と気温（ ℃）水温（ ο〆
様子 /'  

ト昼 中気温マ一一一旬一水一？と一℃）一一
｜ 外気温（ ℃）／ポ温（ ℃） 
様子 ／／  

タ 中気温パ ℃）水温（ ℃） 
外翻~－－（一一一ロ一季矛乙：一

N08 日当たる・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 
産主：：；；［仁左：五万五：：~'i.：：ヨヨ工；五二三三ご
一一＿＿! __ ~J_；三安全－全fJ____ ts_ __ 
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

タ 中気温（ ℃）水温ーで－－ ℃）一
｜一一＿＿＿＿21~混斗一一ー＿0s;_LzK混＿＿（一一－－~~よ一
様子



ウ月 ｝6日 月 曜日 天気 （日吉小）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝中気温（ ℃）」μ国

℃）水瓶（ ℃） 
主任五護団万三三三五五；玄二一

~－－－下会宮で…－－5c）一末現一て－－ーでr-

気温（ ℃）水温（ ℃） 
長：:f:~iffi_~臼；益百~（；／二二

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ '.25℃）水温（ L~ ℃） 

ー・＿.1-t~_t旦ー＿（＿~立：~Lz~f.昆ー＿tl~__ 0S三i一一ーー－
様子
－－－－二二二二ニニエ戸

昼 中気温（ 26℃）水温（ スタ℃）
_______ 1-t'-5-｝昆＿_c~－：~Lz長混一L?J_os;_L__ 

様子二二三三三三一t
タ 中気温（ 37℃）水温（ μ ℃）

___ _1-t＿~＿t,昆＿＿（~＿s:＿：~Lz~混＿＿L~.Z－~＜；_L ___ _ 

様モ二二二一一

メダカの産卵の条件の記録

室”且・－Cf:l気温－Tヲちもと了末．涯－－（三5・oc了一
．・・ー・・・・.？J：気混＿J_2三了♀Lz色混ー＿C?-..2:c;よ．，．
様子

一一一一一一一一
す－－市交rilCTiすでj句末冨一C2_b_°CY一
一一一・.？J:気混＿＿t2~~＜：：LzK混（写ブ℃）
援壬~J_ご－~~？三－~~＼.~~1_ _l_：一左．云三:i＿一一

フ、l・7。｛ミつヲ｛性

N03 水槽周り暗く、水草小石あり ] ]NO 7 日当たる三水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） ／ ｜｜朝 中気温 （ ℃） 水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃Y ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ ℃ 

援壬一一一一一一一一一一一一ーどこ一一一一l・援壬一一一一一一 － 一

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水 IL －レ／℃）
様子

昼 中刻~~？－ミ）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

護主：歪主WI~：互0~5~＼~~13こじ二二二主二

NOB 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
_______ }J:~混よ＿＿＿＿＿＿o.（：）＿必 －混一〔一一＿＿：~一
様子

タ 中気温（ ℃）水温 l~ rタ 中気温ぺ ーで；－禾夜一｛・…ーで了一一一

一一・1-tB｝旦＿_(_ _____ :c;2＞温三二笠l一一一＿JI 外対且（ ℃）水温（ ℃） 
接土ァょζ 二一一一一一二二二二二JI産主二二二 ム



ら月lヴ 日 大 曜日 天気（〈δク）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ 。C）水温（ ℃） 

___ 1-t'-1混斗．一一＿：~2一定温＿j一一－－－~~－－一一
様子 ， 

昼中気温（ ℃）水.mi:( ℃） 
_______ 1-t＿~混斗一一＿＿：~レ~混一”し＿＿＿＿°.(:_L __ _ 

様子 一

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温 c2s℃）水温（ 2"f-℃） 
一一・2気温~－＿（＿~＿3＿~巳L2t混一＿L？：：三笠2_＿＿ーー一
様子 一一一一一一一一一一

昼 中気温（ 2も℃）水温（ よ究℃）
ーーー＿_1-t_~｝旦＿_(_3ーロ＿＿2t ~＿j __ :?Q:ロ．・・ーー・・

様子 。 一一一一一一一一一
二二二三三三三ご二二二二二二二二二
タ 中気温（ 2.'j℃）水温（2b℃）
一一一・.1-t'-1混斗2_:l＿：~2一主混＿J_l＿~互－~＜：：_L_____ , 

様三二二一一一一一一
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一一一＿1-tB＿混＿＿（＿＿・・・＿：~2ーさj昆＿j＿一一－立与
援壬－－ー一一一一一一 一・4乙．

昼 中気温（ ℃）水温／（ ℃） 

一＿＿ft'-Y昆＿＿（一一＿＿：~~r~LL＿・・・3三l一一ー．．
様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）本~ト e-）一
__!L鴇 1.lll:-「ーで）7）（温（ OC) 

産主五：亙~t:;Ji~三；自立工互二二

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃／／／ 
外気温（ ℃）水温（／／で）

様子 ／／／ 
一一一一一一一一一ーエコァ一一一一一一一一一一

＂＂§－－－－市知的一－－．．もーヲ天涯一（一一－－oc）一一
」ζプト気温（ -0~） ＿＿水温 （ ℃） 
箆壬ゑ.A＿＿交互:x＿笠：刀－｛ミ：：を．．：うとt三Z：〔在一

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2タ℃）水温（ ?-'1-oC) 

外気温（ 2ヨ℃）水温（ 之2℃）
産主：：率直互（；~~~~~~~＝fi二五三玄：：：：：：：：－

豆一一平気温－T三Jモア禾ー富一C?fーモ了一 － 
_______ }J:~主混ームヨょ－0~－l必混ーム2~~）_______ _ ｜ 
箆壬斗う

夕 中気温（ 2ワ℃）水温（ 之ι℃）
一＿＿｝＿卜．気混一

[ 壬－ω竺c五』＿5..fJ__ ？＿？.之一 ｜ 

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

．ー．，ーー｝j：気混＿＿Lー－－－－~C_LzJs混ーー〔ーー＿＿＿：~）ー－－．．
援.:t:.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一－・・…－－－－－－－－－ーーーー・ー・4三

昼中気温（ ℃）水mt"( ℃） 

｜一一＿＿}J:気f~＿j一一一主んゑ混ー＿（一一＿J二）一一一－
！様子 ／／ 

タ 中気世ぺ ℃）水温（ ℃） 
タト ？昆（ ℃）水温（ ℃） 

様る／

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

｜一一一及気温＿j＿＿＿＿ー・5よ法混．一〔．三：＿＿：~） ＿＿＿””・ー・
様子

l昼中剥l!ii'"( ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

j柔．享刀てヌ：7／＇・万－"hY_T_ii下宮一一一一一一一 ｜ 

万一一革実湿~－て－一一ーで；一末jA1fT－二；ヌ雰コァ1 r37－－－－－司王奈？亙寸一一一買うア末冨－で一二3
一一・1-t気混ム＿＿＿＿＿：~悲還ゴ二一℃）一ー一一l I_ 外気温（ OC)__il込世でr ℃）

援王一一一・一三二二二二二二二二二i僚主二二二三三三二二二二二二二
------- I I ----



ら月 f8'日 1lく 曜日 天気（く'i.J?) 

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） _zjく温ー（
~集栓イーーで） 水温 j一一二♀）

~±：：仮tl3-~~7!~1l.S~互滋一一一ー一一一一

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃μι←ーでア一一

1mi.--t一一℃）水温（ ℃） 

議三子否：］~｝j_~宝石f［~j~~~－－－
司一
昼中気1昆（ 。'C）水？昆（ 。'C)
一一＿＿}J:気温＿J_______ °S;_LzJs混 ＿＿(_ __ ~一一
様子 ， 

タ 中気温（ ℃）水温（ 』エト－－－1rタ 中気温（ ／ぞ）水温（ 。'C)
外気温（ ℃2~-rrc＿ぷL一一一l ｜ 外気温ζ ＿＿＿＿oS::l本混斗一一－－~~）＿一一－

~·王二二二三三二一一一一二二二二二J I産主二二二二二二二二二

--------NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（2）℃）水温（ 2ザ'C)
____ ftB｝昆＿＿(z‘S~~Lz白星＿＿t~－包主L一一－

様子二二二二二ニ：；：：.；＝－＇＂ ーι

憂 中気温（ 25℃）水温（ 2ぢ℃）
外気温 （］lf-°C）水温（ '.2斗℃）

議：ri主語~！l~ι二互記t_1_ヨ白玉三三；z~~~E~~
．之Zよと．ユ．
夕 中気1昆（ 2守℃）水温（ 2『℃）

外気温（ユヰ ℃）水温（ ユ3℃）
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 25 °C）水温（ 2斗℃）

外気温（ 乏S℃）水温（ 2(J℃） 

産主：~ff~l五亘：：盃：：?JEI~＠~tt;~3I~三：：：：：：：

昼 中気温 （2S℃）水温（2S-℃） 
一＿＿＿}J:~混＿J＿~こ壬~~cl＿＿本混－~〔三＿9:~~）＿＿一一
様子 一一一一一一「

一一一 一一一一一一一一一一 ーご二二二二二二 ｜ 
歩 中気温（ 2S℃）水温（ 2.S℃） 

外気温（ 2-千℃）水温（ 2..3℃） 
様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり ] ]N O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ 《℃） / ・1 I朝 中気温（ ℃） 水温 （ ℃） 

ft三塁温＿（＿_____ ~~）一水準（ 一一・3ど；一一l l 外気温（ 笠.Lz色混ーし－－－~~
援壬一一一一一一一一一一一一一一一二三？と二二コ 医主二二二二一一一一一一一一一一一一一一一一一一

昼 中気温（ ℃）水町（ ℃） ｜ ｜昼 中気温（ ℃）水症（ 。'C)
外気温（ ℃｝,,-1求温（ ℃） ｜ ｜ 外気温（ 。'C.-11く温（ ℃） 

様子 ／ ｜ ｜様子 ア

タ 中気1 ℃）水温（ ℃） 
タト気温（ ℃）水温（ ℃） 

様毛／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ．泥いれ水草あり

~~！：：~：：：：：：~丑主主；J I；主；：：：：：：：：~~：~
卜昼 中気？昆（ ℃）札語rc ℃） 
｜ 外気温（ ℃ν永温（ ℃） 
様子

p：：：：長玩どま通：：：j：：：：：：否二
- 温（ ℃）水混（ ℃） 

様
／ 



b月 ／ヂ 日 木 曜日 天気（吉山

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ 。C

外気温（ ℃）水温（／ノC)
様子 よ

一一一一ー・ーー・ー
昼 中豪位て ℃）水温（ 。'C)
~ 気温（ 。'C）水温（ ℃） 

援壬＿！..~こ0＿~二＿t~1~－上λゑ．・・・・ーーーーーー

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ：~ 

昼 中気温（ ℃）水誕百（ ℃） 
．ー＿＿＿}l:気混＿＿t一一－~c;入ゑ温＿＿(_ ＿＿一J；：~）__ _ 

様子 -

_!} ＿＿＿＿市東JK--c－－－－で）=zkー温ベーJ 。一「 ｜タ 中交事マ 。C）水温（ ℃） 

一一外知量一（一一 OCJ7.k温（ ℃） J l タト混＿j一一＿＿＿o_c)._z.t＿混＿＿＿（一一＿＿：~） ＿＿＿・－－

蕊i~｛E~玄ヨ三~Iヨ二二二二二二二二コ 陵二二一一一一

NO  2 部屋の中・示草なし小石あり I IN06 日当たらない・水草無小石あ り
朝 中気温（み ℃）水温（ ：~； ℃） I l朝 中気温（ ヱ了℃）水温（iZ ：＞℃） 

外気温（付 ℃）水温 （2］℃）一一一一l｜ 外気温（ 勾 ℃）水温（之＿？：：：Q)＿＿＿＿・－
~£~二二二二二二二二二二三三三三ゴ｜産主二I5B重五~五·Air~i［~~ゑ一一
昼~－－－－c:j:l京）j_－－で2ずで；一末~i－－了ilf.モアーー－－－－

外気温（ ?:D ~2 z長混＿＿flム－－~CJ.
護主：；10_~~玉~h~~I~巴＿j_J~~－・ー

タ 中気温 （2b°C）水温（ ユb。'C)
外気温 ＿（JK.；℃）水温（"25 °C) 

援壬＿＿pjr.主旦主主2上三二一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 。♀

援ミE一一

「昼 中気温 （lヲ℃）水温（之ら ℃）
外気温J__ ~＿o℃）水温（ 呈主＿：g)

町長主：！EX~、＇b.th.ヨ亙ι笠．一一－
1・5'－－－－－平交翠ーT7｛モア末冨ーで立Zそう了一

：一一一外気温 c.~~ ℃）水温（z.ε℃） 
様子

E月；5 回のρlζL 日h~、巨え否

N07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃よ

蔵王－一一・””ー

昼 中気温（ ℃）水区（ ℃） I r昼 中気温（ ℃）水tffiY"( 。'C)
外気温（ ℃）／釆温（ ℃） ｜ ｜ 外気温（ ℃） て温 （ ℃） 

様子 ｜｜様子 ~z~~ 
タ 中気JV( ℃）水温（ 。C) ｜｜タ 中気戸ペ 。'C）水温（ 。'C)

タト気温（ ℃）水温（ ℃） ｜ ｜ 外訂昆 （ ℃）水温（ ℃） 
議宇ァ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l濠 亨ァ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

［？エ~i手歪萱ξ主r::： ： ： ： ： ｜ 

~~ ：：竺詰~夕 中気詰 。C Cγ一
一J~気イ昆 ℃）水温（ ℃） 



6月ュρ日 今 曜日 天気（略式）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 
_______ 7-t'-5-J~＿ーし＿＿＿＿：~2一定混ムζ三金）

様子 二~－＂
昼中A-rr( ℃）水温（ ℃） 
／／  ト気温（ ℃）水温（ ℃） 

~~~7-J~~~~在ヨコ：妄~I~~二二：

タ 中気温（ ℃）水温（ _j 
外気温（ ℃）ょ 骨-r-℃）

様子 ---------．駒ー”二二；；.；.＝－－－－－－－－－－－－－－Tーーーー－

NO  2 部屋の中 ・水草な し小石あり
朝 中気温（ ょ仕℃）水温（ 之も℃）

外気温（ ぷう。'C）水温（ 之b℃）

~~互主広三王室主友：？支店主：豆：：：：：－
昼 中気温（ 2も℃）水温（ 7）℃） 

外気温（'28'℃）水温（ -:2 c;℃） 

護£：三：：〕ミ！~：尽A~i~C~三三五二三三ラ．：：：
’・・ー・＿＿；｝＿ニt-7＿二五＿？：？＿~l~-----
タ 中気温（ 之任。；c）水温（ 包之℃）

外気温（ 2）℃）水温（ '2.b℃） 

堅二二二二二三三三
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ c℃ 

援壬一一 一一・ぷ乙

昼中気温（ ℃） 7_k71ii1/ ( ℃） 

．骨ー・~'-5.J~___ （一一－エレ？ft~ __ L _____ 0~） ＿＿＿＿＿一
様子乙 ／／  

タ 中気温パ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子シ／

／ 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃、

外気温（ ℃）水温レ／で）
様子 ／／／  

昼 中察官て ℃）水温（ ℃） 
，＿＿＿.，.芥気温（ ℃）水温（ ℃） 

箆王三Zご歪沼支五；：認~＆~こ二

メダカの産卵の条件の記録

N O  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝中気温（ ℃）_2 畠

」--9防相でー℃）水温 （ 。'C)

産主：記：五ヨヨ茎玄広三五五五五二二二二

r：~頚！？L
樺呆砂1の申の Z いι F’ '' ＜たし T I 1ろ

日戸空 ~~I i 。C 水J 。C

援壬－－－－－－－－ょ三三三：一－ー－－－－－－－－－－－－－－－－ーーー

N06 日当たらない ・水草無小石あり

2：土主主主三外気温（ 2)°C）水温（ 26°C) 

様 子 一一一一一一一ー
｜玄平交通－－c認でγ末恵”－r-z託了一一一－

．－－－泣~浪”｛ーさ玄＿0~＿Lz色混一〔－~s~~）__ _ 
態~T:.tL~f".iJ__ !i~－主主J位三一一ー－－－－－ー
タ 中気温（ z件。'C）水温（ 2z.。'C)

外気温（--z..S-。'C）水温（ 26℃） 

様子 一一一一一一一一一．． 二二二ニニニ＝＝－－＂~－ーーーーーーー一一”一一ーーーー・ー

1"5' ＿＿＿＿草案理一｛一－－－－モアヲ応涯で－－－－y）：コニエ「

外気温（ ℃） zk桂 -e--℃）

様エニァー



タ月 之！ 日 よー曜日 天気（〈る リ） メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり

l朝中気温（ :§H.比戸
一一 タト気F温？「一一 7］＜.〓 ℃） 

f ~~：：B~i＇.＇.~；玉三二二昼中気 亘スニニモナ山｝
タト気涯で一一℃）水温（ ℃） 

：護主：ifj}~h~変去三五江主主主立紅［五五：

タ 中気温（ ／ぞ）水温（ ℃） 
外気温% ）水温（ ℃） 

様子戸

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり

N03 水槽周り暗く、水草小石あり N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 迄
援圭一

外気温（ ℃上述混＿＿＿（一一－－~~~－－
産主二二一一一一一一一一一一一一一一・4

昼中気温（ ℃）水~（ ℃） 

様子
外気温（ ℃ ／ぷ温（ ℃） 

タ 中気役ぺ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温〆て ℃）水温（ ℃） 

様 多家温~_ _(_ ＿＿＿・－~~Lztt~ムー－－－~三一一一I , ＿＿＿＿…ゑ家混ーし－－－~＜；＿LzK混＿＿＿（一一一位一
予／ I I様4

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／寸｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
______ _?l'-1混（ ℃上述混ーし－－－－~c;と：－」 ｜ 外気温（ ．℃i水温（ -：~ 
様子 ／／  ｜ ｜様子

一一一一ファ一一一一－1I…一一一一一一一一一一一一ーフ計一一一一

昼中気温（ 。C）水Jr( ℃） 
外気温（ ℃レ釆温（ ℃） 

様子



4月 2之 日 日 曜日 天気（ 品 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 
一＿＿it~J昆．．〔＿＿＿＿＿＿：~Lz釘昆．ムζ三：＿c;_L＿＿＿ー－－

様子

一昼 中気位て ℃）水温（ ℃） 
気温（ ℃）水温（ 。'C)

~主主：蚕：~~~：ヨ丞li~~｛；~：三~2~~歪：二：：：：：－
タ 中気温（ 。C）水温（ __j 

ー＿＿＿zt~＿t旦＿＿（一一＿＿u接金工－－ー－－~c;;:l_＿ー『F司ー
様子 ・F

NO  2 部屋の中 ・水草な し小石あり
朝 中気温（ 2.）℃）水温（コチ℃）
一一ー＿＿it＿~混斗＿？＿~~－~巳）
援壬＿＿qe __ （；＿＿玉-2.三一2

昼中気温（ 之5℃） 7j(温（ '25℃） 
外気温（ 之5℃）水温（ '.2 b℃） 

様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
崎ij 中気温（ ℃） Jklιふーーモγ一一l
I -1-闘 ー ド ーCT7k温（ ℃） ｜ 

隈王~q-Ei~三五五記事瓦翠2二二二二二：：1

直 中気温（ ℃） lkiι←eγ一一
［ょ三佐諸ーゴ二二豆Lzfs.：混ー＿（＿_____ ~~二）_______ _ 
峰壬．今主乙JよどZ~~-.f.__ (Iムミー歪．

一一－~~~：1：~~r－ーー・2泣匙こ℃）一一一
様子 －ー

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2s0c）水温（ ヱ与 ℃）

外気温（ 2S°C）水温 （砧℃）
様子 一一一一一一一一一
．．二二二三三三三二二二二二二二二二二
昼 中気温（ 2!; °C）水温（ 2~ 。'C)

____ }J:~f~－－L~＿.s-__ ~c;.よz色混．一〔ヱム~~）__ _ 
1壬＿＿tfj_jJ~の－~－~－~ふ佐治L三＿2_:Z_!J品主主ーーー

タ 中気温（2 8" ℃）水温（ き~:c) ｜｜タ 中気温（ 2-j'℃）水温（可 ℃）
外気温（三－~－：~2－ーさ温ーj_?:-_J_主＿L__ _j I. 外気温 C1= 'L~＜：；＿l 本温（ '2午℃）

議壬一一一一一一一一一二二二二二三三三三三つ ｜援王~Al~瓦訟?if!__tJ_主役ι－動~＝~議一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 巴
援壬－

?'J:気温ーーL_____ ~c;.よJJs混ーーし＿＿＿＿：~一一一一
極壬－ーー

昼中気温（ ℃）判官（ ℃） 1 r昼 中気温（ ℃）水UY'C ℃） 
一一＿＿＿it忽並ムー＿＿＿：~レ君主混＿J一一－－－~c;_L______ J L＿一一企気！昆J一一＿＿＿os;JA混ゴー＿＿＿＿：~2一
様子 ／ ｜ ｜様子

タ 中気場パ ℃）水温（ 。'C) ｜｜タ 中気？Ji!/( ℃）水温（ ℃） 

一一公忽混ム一一・.：~Lz~混＿J一一－－－~c;;:_L____ __j ＇－－－－－－－ー各家主t上＿＿＿＿＿os;_Lzt.混ムー＿＿：~2-
掻玉／ ｜憾モ／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃レ／／｜｜朝 中気温 （ ℃）水温 （ ℃） 
一一＿＿＿it室温，＿_ _(_ _____ ：~2一定乳去三：：＝：c_L______ J ｜一一一企~混＿J一一＿＿＿0S::_L1Js混ーし一ーユ
様子 ／／／  ｜｜様子

昼 中矢佐可 ℃）水温｛ ℃）一一一 l：昼－市気r~－－ c ー－℃5;iKfM--c－－－ーモ了一一一

気主LL＿＿＿＿ーロ ＿＿！協（ ℃） J ｜一一－－－－外気温（ _ _Ld本温（ ℃） 
議王＿f)~ι~tfo~：：ゴ点三一一一一一一一一一：：二コ i産主二二二二二三二二二：二：：一一一－

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） i r31－－－二府気温ー（－－ーモア末温ーで－－－－－c,c了一
一一・zt~｝~__ _(_ _____ ：~2一夜混＿J_______ ~＜：；） J レど：外気温－（ ℃）水温（ ℃） 

議壬＿＿＿qf}_F-~5-__ j必ば立~~ts＿＿＿＿一一一一一一一一一：l｜産自＇！~I~笈五五反二



6月三三 日 月 曜日 天気（晴れ）

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）生liLい」

水温（ ℃） 

建主去五三五三豆Z：：互主広三三二二
昼 中気温（ ℃）水温（ 。'C)

ー＿＿_1-t_~混＿＿＿（一－．．主j一Z長混一
様子 -

タ 中気温（ ／ぞ）水温（ ℃） 
外気温ベ／ ℃）水温（ ℃） 

写之
N O  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 25°C）水温（2S。'C)
一一＿＿＿_1-t_~｝~ ___ （ユ＿g~~Lz長混＿j＿三＇－－－o~＿L__ 
様子

昼 中気温（ 。'C）水温（ 午ト
外気温（ 。'C)J}く温吋一 。'C)

様子 ----

ず 一－弔交通一でお－－0cr－末渥－-r－支で；－－

_______ _1-t気j昆＿＿（？：＿~－：~よ．志混＿＿tニ？：1__ ~c;_L __ 
様子

メダカの産卵の条件の記録

N O  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（
様子 ／ 

昼中気温（ ℃）水，~（ ℃） 
外気温（ ℃：）A)(温（ ℃） 

様子 --# 

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2~ ℃）水温 （ 2S℃）

．．．．．社気温＿J＿~~r~＿Lzち混ー＿（＿2＿［：~2－一
様子
同－－二二二二ニニニエF 一一 ・ー

昼 中気温（ ℃）水温（＿可

．．．．．．．．往気温J一一二Qみ混
様子 G ，『，

円

＿.：：；＿コ．ご二－－－－ーーー司・ー
タ 中気温（ 2ι ℃）水温（ 2S-℃） 

．．．．泣~混＿＿t？..~＿J三2-z年混ーi三：z＿：~よ一一ー
様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／寸 ｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ 一？巳よ_zl<温（

援ミE一一一一一一－．－．．．．．．－一．一一一－－－之ご：：：：：コ ｜麓主：二：：：：：： － 

一円
し
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し
一

一

一
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し
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－
－
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一
一
一
温
温
一一

一水
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一
一
一
水
水
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b
二

－
－

〆

－
－

一温
温
一
一
一
混拍皿
一一

一気
気
二

一
気
象

一中
外
一
一
一
中
外
ア
…

一

一子
一
一

一
毛
ア

一息一

一様
二

タ

一様
一
／

一切。
二

一温
温
一一

一水
水
一

一℃
℃
二

／ム（
（
二

一野
里
血
二

一気
死
一一

一中
外
ア

一

一
タ
院
ア

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ユ
様子

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） ..＆＇〆＂＇Ir昼 中気温（ ℃）Ai昆（ ℃） 
_______ .1-t~混＿＿＿（一一一乞Lz協 ＿＿L~担ー＿＿＿＿J I. 外気温（ －~ z岨 （ ℃） 
様子 ／／  ｜ ｜様子 - ← 

昼 中気温（ ℃） 

N04 

ター－£￥気温－-c；フで）．末温（ ち －ー｜｜タ ／申資温（ ℃；水温 で一一 。δ
一一＿＿_1-t気法王；＿＿＿＿＿：~・）_ _z長混＿j＿一一。'C) J レどタト気温（ 。'C）水温（ ℃） 

援矛・z二二二二二一一一一一一一一一一一一一一l陵主立五五：f:｛~~~主主Eヨ工安二二二－



6月ユ壬日 火 曜日 天気《~I) ) 

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ q℃」以品斗~でアー

二J隔世ヤ〕『C）水温（ ℃） 

援：f~~~s~：：忍双ヨヨ~；：豆五主［五五
ーー全fJ_{5_旦ーが＿＿＿f_こさよ乏生主…f’

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ーー－－－ー・tl~l!昆ム．一－ぷLz長混斗－－－~一一一
様子 ／ ／  

二二三？？と二二二二．．． 
タ 中気温（ ／。。水温（ 。'C)

外気温.----r c℃）水温（ ℃） 

様子日

NO  2 部屋の1:1コ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2午℃）水温（ 之3°C) 

外気温（ ヱ3°C）水温（ 2』℃）
様子

ょ＝＝ごご＝ご二一・．．
昼 中気温（ 2) °C）水温（ 2守。'C)

外気温（之ら。'C）水温（ 29-°C) 

蕊主三三五三五1主主豆五五二：

タ 中気温（25 °C）水温（ ユ午。'C)
外気温（2斗。C）水温（ ヱ弓℃）

援王－－－－－－一一一一一ー－ー『－－－＝＝三三三二一－ー一一－－－

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温レ／℃）
様子 ， 

昼 宅条漉－－（ ℃）水温（ 。'C)
~ト気温（ ”－~＜；；：） 水温（ ℃） 
：容もQ］~；支:5-l：；~~~j~；z~z，~~~~Q~~~－ム忍E
ゑ＿＿! ___ 2_~·1.__7_＇：＿（呈＿？：＿~14.4__ !1:!工cゑ．一一ー・
タ 中 気 温 （ ℃）水温（ _j 

－一一一企.~混＿j一一ー＿＿0£）三封一工二－－－~~）___ _ 

N06 日当たらない・水草無小石あり
l朝 中気温（ 24℃）水温（ お ℃）

｜ 外気混J＿~－－~＜；；：＿L2長温（ 2..2.. °iむよ
渡王－~－13-L'tE.J!L＠＿ー主6-:.~l~－乞；ヨ：忍：：主主ー・

日 ・1-

E 中．交通ーー｛廷 ．句”末涯でおで了一一
外気温（2b℃）水温（ヱ斗℃）

：産主JJ］：玄E：：去三三ζ互五三：三三万：~t~~j長：：：：l

－~－－ー一平気温－｛ー三一－モア禾－直一｛三五ーモ了一一一－

外気温（ ユq℃）水温（23℃） 

：産主：：立lY:互：：互互1!_7:_~~とき：益：互認三：：：：：

N03 水槽周り暗く、水草小石あり ] ]N O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一－~］志温． 一一一？乙）
援：E＿一．．．．．．．．．．－．．．－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ぷ乙．．．．一＿＿＿J L様王．． ． 

昼中気温（ 。'C) 昼中気温（ ℃）水jli'( ℃） 
外気温（ ℃泳温（ ℃） 

様子 ， 

タ 中気品ぺ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気世ぺ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 然気温（ ℃）水温（ ℃） 

様る／ I I様予／
ファ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1じア一一一一一一一一一一

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり

L理と盟主目｜；』ι主



ら月2S日 えく曜日 天気（くもリ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I INO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 2.k.iι← ーモγ一一｜｜朝 中気温（ ℃）Jk温ベーーペつー「

集温一「ーで7水！昆＿j一一・ぷし J ｜よごヂ段－r?ru.-（一一℃）水温（ ℃） 
援壬＿＿l長5：豆沼~三三Eと二三

万一一苧支:r~－-r－－－ーモーik｝亘二了二ニモF戸1 r~－－－－－~交湿－T－一ーで了禾－B正工：－－－－c;cy----

宣之＝ご支）一刻昆（ー．包） _J l＿~鴎i昆－sーで豆工法温（ ℃） 
j喜三ユ＿＼＿＇L・＿2~：hi2-l1_L~~Ji_\l~~~－－－－－－－~］ 険壬＿？Isめムょl.__f__ _/!_3~長三

N O  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（23 °C）水温（ 2-3。C)

外気温 （22℃）水温（ユI°C) 
様子
ー二二二二ニニニ＝
~－－ーー苧交通．．てj~＇・0cr－末HfT_2＿ーモ了．－－－－－

外気温（26。C）水温（ ム／OC) 

様こ二二二二三三三三
タ 中気温（ ユよ 。C）水温（ 21 °C) 

外気温（ ユ－~OC）水温（ ？，。C)

様子 一一一一一一一－－－．．二二二二二ニニニ＝一－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ q℃） /' 

外気温（ ℃）水温（ ocy 
様子 ／ ｜ 

昼 中気温（ 。C）水百／（ 。C)
外気温（ ℃）／釆温（ 。C)

様子 ／ 
一一一ア 一一一

タ 中気1島／｛ 。C）水温（ ℃） 
L気温（ 。C）水温（ ℃） 

様号／

N04 部屋中日当たる、水草小石あ り
朝 中気温（ ℃）水温（ 叱〉／／

外気温（ ℃）水温（ ／で ）
様子一一一一一一一一一二コァ・

／／  

夏 －一市戸通一て一－ーで｝一末涯．．了一ーで；一一－－－

~外気温（ ：~Lz悶（ 。C)

続~§J[l：担：笠i~E：・ ~i~~｝］沼：：＇llll1E亙二－

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 之3℃）水温（2弓℃）

」＝：：｝J:気混＿j三三＿o_(:_l_J)S混一〔3:L~~2－一一
様子 』 舎 内 、 μ

昼 中気温（2＿） ℃）水温（2~ ℃）
一一－－－－匁：~混ーJ_'.?:h__ ~~よ法混＿＿（＿？＿＇：！－..＿~~） ____ _ 
l様子

ょ~ご－－－－－－－－－－－ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－
タ 中気温 （Z5℃）水温（'2之℃）

外気温（23℃）水温（ '2て℃）

堅二二二二二三三三
N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） ／／ 

外気温（ ℃）水混（ ℃〆

［産主二二二二二－ 一ーヂ乙

l昼中気温（ Tー 温 cY 
外気温（ J温（ ℃） 

様子
－一一一一一ー・・・・ーフア・・・・・ー一一一一

タ 中気温／（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

｜歩三一一一一一一－－－－－

'N08 日当たる ・泥いれ水草あ り



r b月 26日 木 曜日照 的 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
___ 1-t~混＿＿_(_ _____ ：~2一水準＿j一一一2

様子 ／ ／  

昼中気温（ ℃）＿，＃＇温（ ℃） 

－一一－公'-J.}ffE.__ _(_ _ －ぷ笠）一水準．ムー－－－－~c;）＿一ーー一
様子 ／／ 

タ沖気温（ ℃）水温（ ℃） 
／／ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

駐：沼T5tf沼r~~~~弘三二二二

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温 （2ユ℃）水温（ 23℃） 

外気温（ .20℃）水温（ 2 ＼℃） 
様子
ー－－二二二ニニニ＝

昼 中気温（ ℃）水視（ -_oG-)--
外気温（ ℃） il<.温て ℃） 

様子 - -

タ 中気温（ 却 。C）水混（ 2 3°C) 
外気温（ り 。C）水温（ 2.。C)

堅二二二一一三三三三：

N03 水槽周り H音く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 〆

ーー＿＿1-L~_t昆＿_(_ _____ ：~2一定j@j,_j＿一一－－~c;_し－－－－－
援王ー－ー－－

昼 中気温（ 。C）水温（ 。C)
外気温（ ℃） 1R7.盟（ ℃） 

様子
／ 

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ 。'C）水温（ 。'C)

様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ 

外気温（ ℃）水温（ ℃）／ 
様子 ／／  

・・田ーー・ーザどこ－－－－
昼中気温（ ℃） Jl<l且（ ℃） 

外気温（ ℃7水温（ ℃） 

／／  
l様子

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ －－－~♀tzK混一〔一一 ℃）
啓．壬＿＿iELl~~~~~~：＿1__1~－－主＿＿t長£」：1~~－－二一

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ユニ℃）水温（ '.2 ℃） 

…＿＿＿＿ tt~f.昆＿jーと－o~＿L本混＿＿（＿二_1__：~2＿＿＿＿＿一
様子 一一一一一一一一「－ー－－二二二二二ニニ＝・一一－－－－－－ーーーーー・・ーーーー－－－－－

豆一一．平気温－-r－ーーーーモア末直一ー｛一二モ）：：：エコ

ー一一一位気温＿J_______ ~c.よ本法．．仁一一・：~）＿＿・一－－－
l様子

タ 中気温（ 二ι℃）水温（ 22℃） 

一一・ti:気混＿＿L?.:3 __ ~三L本混＿＿（＿：三＿＿：~） ＿＿＿＿＿一
様子 一一一一一一一一一一一ーーー二ニニエ＝－，－－－－－－－－”ーーーーーー・ーーーーーーー－－－－－－－－－－－

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

外気温（ ℃）夜混ーし一一ー・一一
［捷壬一 一一一一ぷ

昼中気温（ ℃）が（ ℃） 
外気温（ ℃）／水温（ ℃） 

様子

1·~－一．．－市交湿マ．－．．．匂．禾混通．．で一帽”．

外気温（ 。'C）水温（ 。'C)
：様子

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一・1-t.~.｝~___ ( ______ ~~Lz長混＿j一一一段乙一一l ｜一一一・?11-気混ーしー・－~C_LzJs混＿＿＿（・一一－~~よ一
様子 ／／  ｜ ｜様子

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一ーどこ一一一一一一一一一一一一l｜ 夕 中気揖（ ℃）水温（ ℃） i r夕 中気温／（ 。C）－~氏1盈一－｛一岨－－－モ了－’”．．．”

一一．＃－－．混一〔一－－．－乞~2一Z長j昆（ ℃） _J I_ 外気温し ℃）水？昆（ 。c ） 

議）二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一J陵乏一一一一一一一一一一－－－~－



ら月之、7日 企 曜日 天気（〈む） ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I INO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） I 1：朝 中気温（ qじ..zkt.昌

外気温＿（＿ ___ ：~2一水準＿j一一＿＿＿oq, J L ＝－＝＝必去還ゴ＝＝お兆温（ ℃） 

~.:r ＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一三？と二一一l陵王五段I~~征~~~~rrc~ヱL~互二二
昼 中気温（ ℃）本涯（ ℃） 

外気温（ 。C づく温（ 。C)
様子 ， 

タ 中気tV( ℃）水温（ ℃） 
も家温（ ℃）水温（ 。'C)

援H

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 立子℃）水温（ 23℃） 

外気温（ 2ヂ℃）水温（ 2j℃） 

様子 p ー 百

蚕 中気温（ ユ年℃）水温（ ヱサ℃）

－一一＿＿ft~｝昆＿＿(_3._°－~2一水準ーJ＿~L~C_l一
様子 一

ク 中気温（ 2 b℃）水温（ 2 s°C) 
外気温（ 2・・1℃）水温（,2.（.；℃） 

様子 一ι一一一一一一一一
一一一一一一一一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一＿ft~｝旦”4一一＿J二）
援i去．－．．．．．．．－一一一一一一一一一一．． 一．司ぷ乙．

昼 中気温（ ℃）水温~ （ ℃） 
外気温（ ℃レ釆温（ ℃） 

様子

タ 中気湛ぺ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様毛／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） _......../I 

外気温（ ℃）水温（／／℃） ｜ 
様子 ／／／  

昼 中5託准イ ℃）水温（ ℃） 
／／外気温（ ℃）水温（ ℃） 

護主志賀：~q~~~~！El~ffLtヨ：；：：~~~~~~~~

タ 中気温（ ℃）」μι4
集 権一「ー---oC）水源（ ℃） 

反子’づてヌヲ「有~－－；；~－可tt-=t；吉一一－ー・

「墓－－ーー平交涯－－（一一－ーで7去五一一－ー”ー

一一外集J寸ーーで）水温（ 。C)
様ヂプラヲー：7~~~乃”；E~~~lョ~i2~:3rf~！霊平：：
, _______ I~i三笠之丞
タ 中気温（ ℃）水温ーにニヨ

外気温（

h様子一

N06 日当たらない・水草無小石あり

l~－－J竺－三~－：~：士Jー－~L一一：－〓 斗 l 〓 lI 

様子

二二二二三三三三ごご
~ 中気温（.2...＇件℃）水温（2lL℃）

外気温（}Q_o.C）.水温（ 26℃） 
様子お おlげよ伊三議B＿＿蕊~Jjj_, ？.~止
－一一百三云2.__ _?__(f）三；エコユムュ2Jl三fヱ？Jf);Jずず仇6
タ 中気温（ ヱる ℃）水温（'2.~ ℃） llilくなJて

外気温（ 2.‘7℃）水温（2.h℃） I 

様子

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃ 

昼

｜様子

｜二 二 二 二 二之二二一
タ
｜ 外 1且（
綴事アー－ーーー

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝中気温（ ℃）スk温（ ℃） ／つ

外気温（ ℃）スk温（ ο／ 

様子 ／／  ｜ 

昼中気温（ ℃） 7J<Jr( ℃） 
' 外気温（ ℃）水温（ ℃） 
様子 一一一一一 ファ一一一一一一一一一一



ん月之宮 日 二し曜日 天気（ 市 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ーー・・ー・・~t'-5.l昆＿＿（一．”’＿＿:Q2 
様子

昼中気温（ ℃）水tffiY( ℃） 

一ー・ー・tt'-5.l昆．．〔一－・・”乞2L~温・ーL_____ ~C:J ___ _ 
様子 ／ 

タ 中気？（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様モ／ 一

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり里中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一企気温ーし＿＿＿＿o.C_L;Js＿混．ム ＿＿＿＿＿：~・一

様子

／ 

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 毛グ。'C）水温（ 2 y℃） 
｜ 外気温（ 辺。'C）水温（ 2／℃） 

議三子－~m認否0恋~~；玄江C文子百． ：：三~it｛二持j'!J::j_t____ _ 

昼 中気温（ユ5℃）水温 c-7soc了一
__ }JJ塁混＿＿t3J __ ~♀LzK事＿＿＿(__3ヱ~~よー

様子
ーーーー－－二二二二ニエコ戸一一－－ーー・ーーーーーーーー

す中気温（ む 。'C）水温（ ス午。'C)
外気温（ 2b OC）水温 C2.S-°C) 

様子 ー一一一一ー云＝一一一一一一一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿＿＿_1-tB.混斗一一・＿：~L~J昆斗一一－－~~・＿＿＿＿J L_ ____ }J＿~l墨＿j一一－－~（：_L;)S_混一〔一一＿＿：~一一一
援壬一一一一一一一一一一一一一一一一ーどこ一一一l・援芳一－

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温レ／℃）
様子 ’ 

室－－－平家宥マ－ーーーでア末現－－－（一一－で了一一

気温（ －－－~（：）.＿法温（ :gよ
｜箆:r：~：EI5L~－ー旦＿g}:J.ご-2-9..：及＿Q~：ーに－~をーー－

タ 中気1昆で一ーでーzt.t亙コ二二三ξ；ニニー， l夕 中気温（ ℃） 2以昆
－＝－－－－井知血でー ℃）水温（ 。'C)

反事F双自主二：rr:f~~~~：；：三車
集桂寸ーーで） 水温（ ℃） 

4手τ何i3j－~J！；~J二立て五：＝一二一一



6月 2q日 日 曜日天気（1J、雨 ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I INO  5 部屋の中 ・水草小石あり

詰童話量五：：空三｜店駐孟帯主：：：：：：

NO 2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ヰ 。C）水温（ 幻 ℃）

外気温（ 'J_LドC）水温（ :Z3°C) 
様子

正面市－r-1正直T－~~f：~Tー・ー…
外気温（ 26 °C）水温（ 21年。C)

様子

一ー一一一一一一ダー－－－i:戸支）亙．で芝5・oc；一末ri－－了三子もごr------
外気温（ '2:) OC）水温（ 2斗。C)

様子一二二二二三三三
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 『F

援壬ーー・・・ー－－－－－－ーーー－一一一一一一一ー－－ーーー・ぷー－－．．．．．．．

昼中気温（ 。C）水ilffi."'( 。C)
外気温（ 。'C)fik温（ 。C)

様子

タ 中気砂ぺ 。C）水温（ ℃） 
タトポ昆（ 。'C）水温（ 。C)

様長

タ 中気温（ ℃）水温（ エド／
外気温（ ℃）水涯でr ℃）

援王－－－－－－－－－＝三三ご：－－－－ーー・・・・

--------N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 之ψ℃）水温（23℃） 

外気温j_2_ !./-o~） 水温（ 23 ：~）＿ 
｜援王広腹：ι~qfj_＿訟況［－：よL：ゑ一
室『ー旬ー平交ri--r:r~デモT末ー通ーで三｛モ了一ー

ーーー＿＿｝＿！：~混＿J2ー－－~＜；l_J)S_t旦＿＿(_3.ー主）＿＿＿＿＿ー

箆王ー
！万一－－r¥交通ーー｛之－rーモγ禾．痘”－c-J;s：ーそうγー－

外気海 L?S.乞i水温（ 2-与℃）
様子 ーも；tr2~1fJ_1I 71、、ヵ qbえまい子

／ 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる；泥いれ水草あり
朝中気温（ ℃）水温（ ℃） /"1 lj朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ 

外気温（ ℃）水温（ ℃Y ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ り ／

様子 ／ ｜ ド様子

昼中気温（ ℃）水’.r( ℃） I I:昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 
一一外気温士 ＿（ ℃レ建温 f t℃〕 ｜ ｜ 外気温（ ℃徐温（ ℃） 

様子 ／／  ｜｜様子 宮 一一一

夕 中気砂ぺ ℃）水温 （ ℃） I r夕 中気砂ぺ ℃）水温（ 。'C ） 

一一－．．－必家混L斗．－－－－’？乙）
様予／ ｜ ｜様 ~ 



L月 30日 H曜日 天気（イt)) メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 
_______ ft_~_t昆一〔一一J~~1一定混．」ζご笠1・ー・ー一
様子 ／／／ 

一一一一一一昼 中気温／（ ℃）水温（ ℃） 昼 中気温（ OC）水温（ ℃） 
気温（ ℃）水温（ ℃） 

長-:t~-;Jsf！；：五：：~E~~1~五五：：［ξ；：歪：：：：：
外気温ー「一吋O 水温（ 。C)

産主互交を：！こ！－；）~玄·~~~~ヨ＆~l~~~二二二二
タ中気温（ ℃）樹Lレモγ一寸 ｜タ 中気温（ ℃）水温ート ℃）
＿＿＿$.鴎畳一「ーで） 水温（ ℃） ｜ ｜ タほ噛（ ℃）水温（ ℃） 

~±三道：：：征組~［~ミ：~G：こう二二二コ 医f_~g~：互J4ID~b~~zl5~~二五五五：：五~~f~
グ1ilh'iLI各i _J [ － γ0 ;-- ；.－，つL

~o 2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ;23℃）水温（ '.22°c)

外気温（ 22oc）水温（ Q／ 。C)
様子

一一一一一一一一一
昼 中気温（ 2 °C）水温（ ι＇／C)

外気温 Lif~r:;.1一点温（ 2S℃） 
援乏－~三五をF1"8-金3-1~し~~~C［~~~?a：二

タ 中気温（ 26 °C）水温（ '.: .；。C)
外気温（ Q6 °C）水温（ 声 。C)

E主主：：：zB~~c：~~i~~：D~i~？z·：：五3二：！：三；：［：：妄：：

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿ft気j旦＿_(_ ＿＿ー一訟法j昆＿j＿一一－－~＜；~ 一一一
様子 ／／  

昼中気温（ ℃）水Uit"'( ℃） 
外気温（ ℃）／戒温（ ℃） 

様子 ／ 

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
_______ ftB1昆ム．－ー・＿:r:;_）一水準ー＿s_______ ~c;_2 ______ _ 
様子

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温ム／ ℃）
様子 ／／／ 一

昼 中気温ぺ ℃）水温（ ℃） 
dζ:1-t気温J __ :r:;.L?l<温J＿一一℃）
蚕矛ぐ：；ミミ亡心~K1-~~~~~~つ~~~l；互
一三一一室＿＿＿＿＿t＿三三：んPiC！｛~｝cUム・一二：·~~~.

タ 中気温（ 主Ll昆ー（一℃）一
二公支ロ~〔．二℃）

様子 ゴ‘／マnρ rL9 1~月一べ E』 1 、 〈~ 

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ '.2三℃）水温（ 2 '2℃） 

外気温（宅。一本温 4三l~~よ
援壬＿＿？：亙豆島J;}JL~二重．三五二ーし：乏一一一一
室．．．．平交rifT2.まモア京．痘ー・｛三本．そう了－－－－－－．

外気温（ Q8'℃）水温（之5°C) 

：産主：l~~（r；＆：：庄司互支玄三五TJl~”二二~－－・
l_;?_-_l_~”（と主之LzしlzlS.J.2_i－；主匹込~z1~63-\J 弓
タ 中気温（二乙も℃）水温（ 2'? °C) 

外気温（ 之ら℃）水温（ 2ι。C
様ミF万，－0.号z~~~汚て：Q_"fi_t?_Yil~ヨ：〔：~11J：：：乏三五
コ、ヅ7る1之つうて－r--:
N07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃よzK混（ ー・5一一一一
産主二二二一一一一一一一一一一一一一

昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 

［二二竺！？士三二~~~~~~~~~~~~~~~~t!-T 

NOB 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

一一位~t墨ゴ一一ー＿＿0.(:_L2色混斗ζ三~）＿一一一－
様子 ／／／  

E・E・－￥気温ア了一ーーーモアヲ~－~－-c-----c;c了一ー・・

／／ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 
E主主：q_c2:z~~~~~：害｛~~~次予E五；i！；長ヲヨヨ？
と＿22よ五2－~－－~－~Lア·0-rol'!I-乙 ti 、ノく伊 万一：－（、
タ 中気温（ ーでγ末涯一｛一一一一一

｜一一＿＿}jこ5基準ーしーー－－0~ .d1益三二二？乙）_____ _ 
様子 ----"" ~ 



7月 j日 え 曜日 天気（くもリ ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）広温戸ト -9e)

－＝＝＝＝＝非気配（ ーで ）水温（ ~C_l 
援王五五をf}fii~Sヨヨ：£~~~~とと亙－－．．．．

タ 中気温（ ℃）水温（ コ
一一・・~~｝昆＿_(_ _____ !:..L恋J宜主二－－－~♀L一
様子 －一
NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり

中気温 C2t℃）水温（ :2~ oc) 

一一＿＿_1-t忽混＿＿（三Q＿笠Lz:長ilfiJ:_j＿~乞~C_l・一一一
様子 一一一一一一一一

昼一一－市交冨－て－2＆－匂－ー末道一r－二5で
外気温（ ~ち 2'C）水1毘（ ウワ ℃）

議字／Jて右i三・旬．五呪守了てそで：孟一二二議一一
___ ;}_::/ __ 7_~~｝；：：：金支＿[i＿＜；＞＿一ーー－－－－－－－
中気温（ ユて2℃）水温（ 2 3℃） 
外気温（ 江子℃）水温（.23℃） 

様子 一一一

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ~~ 
｜様子 ， 

昼 中気温（ ℃）水涯（ ℃） 
外気温（ ℃レづく温（ ℃） 

穣字一一・・ー一一一一－－ファ・一一－一一一一

タ 中気7VC ℃）水温（ ℃） 
外白昆（ ℃）水温（ ℃） 

褒歪ど二二二

N06 日当たらない ・水草無小石あり
｜朝 中気温（ 乙牛。C）水温 （2ヲ。C)

外気温（26 °C）水温（ 25oc) 

：塁手互主主主獲：：臼~£1~~~：：：第三工ヨ二二二
重ー．．．市交通・－（・芝・6ーもと了三氏．痘．で玄~oc了－－－．．．

外気温（ 3. ♀。~）.＿＿］）＜温（包づ。C

啓二王：I~~~ゴYi~~IH!I必~？＿1~：：互3正互支＿ifi~~－－
F奇気温一！”・＇.；Ei-9δ－禾温－－－｛

外気温（之4。C)11<温（ 2可。C)

［援主：：~~~i9-~I亙互説話：：：：二二二－ーーー

N03 水槽周り暗く、水草小石あり l IN_d_i 肩当たる ・水草小石あり
朝中気？昆（ ℃）水？且（ ℃） / I I朝中気？昆（ ℃）水温（ ℃） 

一一.1-t2草混－一一＿＿＿：~2 
援i去一．一－一．一．一．一－一．一－一．一一一一どこ－”－－旬－旬一lI: 壬一．一．－

昼 中気温（ ℃）水iJffi:'( ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 

一一一・~~混ム－一一主ldfsi~＿j_______ ~c;_L ______ J ＇－－－－一一位~混＿j一一・＿o.C.一生混一〔一一＿：~）＿＿＿＿＿＿一
様子 ／／  ｜｜様子 ~ 

~一一市交γニ?f------ac；一末道一｛一一ーで；一一一l r37 ＿＿＿＿＿平交面7(－－－－－－モ了末冨－－c-----0c了一一－一
一一－－－~混Jし＿＿＿:cLzt混＿j＿一一－~Cl_______ J l_ ＿＿＿＿一一安5混一｛
様子玉／ I ｜様予／



ア月 之 日 点く曜日 天気（隊内 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃~ 

外気温（ ℃）水温（／・メ℃）

様子 ココア〈三二

~m:-c 川温（ ℃）／／ （ ℃）水温（ ℃） 
1塁手：ち五雪F?Jt万年1~r1－・てfi弓 一一－一一一一ー一一”

．．．釘包．担コヰコ三｛三－~－よ＿'2＿~ム一一一一一一
タ 中気温（ ℃）~住居戸←_sicアー
_ -j陶凪で一一℃）水温（ ℃） 
様子 つ／-i.)tf) f々／ 戸 F

N O  2 部屋の中 ・水草な し小石あり
朝 中気温（ J '5℃）水温（2 4-℃） 

外気温（ ') 6℃）水温（コ5℃）
議三子－－－－－－ー－－－－－－－－－．．．．

昼 中気温（ <)b。C）水温（ ごt。C)
外気温（ ぺ 。C）水温（つ ℃） 

軍王手：L~l五五五：~~~？li!~L~~郡五
タ 中気温（ 次。'C）水温（2 17 °C) 

外気温（ －－－~ °C）水温（26""°C)
様子

一一一一一一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃） ／ 

____ .?l忽混斗＿＿＿＿＿＿：~LzJst.昆斗一一－－~＜；_L＿向
援三五ーー・・ーーーーー・．．

／ 

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ふ／／

』－ーーー－－社気温＿j＿一一ー主.L広混ムι三：.GL一一一
様子 ／ ／／  

置 中気誼／（ ℃）水温（ ℃） 
」／ 卜気温（ ℃）水温（ ℃） 

護主：盟主主主立三三亙互主主3ξ：：：：：：：：：：：：：：：

1；：~；~~~；；；；；；~！：；~；~~主ン〓 7j(imr-( 

様子 ---

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ Z5℃）水温（ 2♀℃） 

外気温（ 又6℃）水温（ 25℃） 

産主：6-fl~立：巨：3.~Yi!I~z；；＿·：：ョ：2S~~~長~z~~

昼 中気温（ 26 °C）水温 czr℃）
外気温（ ヨユ。'C）水温（2. '7℃） 

産主q~~盟国コ：：Z三三三ヨ受話二

タ 中気温（ 2.（）℃）水温（ 2'./i ) 
．．．泣気温”＿L~－~C_L法混一〔＿ef_~~）＿＿＿・・ー

様子

N07 日当たる・水草小石あ り
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

．．．勿：~混，J_______ ~＜；＿Lz色混ーー〔一一ユ－一－
｜箆乏．咽－－－－一一一

昼 中気温（ 。'C）水温 （ ℃） ｜｜昼 中気温（ 。'C）水紅（ 。'C)
外気温（ 。'C)/?k温（ ℃） ｜｜ 外気温（ 。'C~温（ ℃） 

様子 ／ ｜｜様子

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気V〔 ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 処気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子 ! L様

N04 部屋中日当たる、水草小石あり NOB 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃J_::::::;o••-

外気温（ ℃）水温（ ℃ 
様子

／／  

外気温（ 。'C）水温 ム／ぺ'C)
様子

---昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） l昼 中気昆（ 。'C）水温（ ℃） 
外気温（ スプ）水温（ ℃） 

様子 ／／ 

ー”・ーー・・・・ーどこ－－－－
タ沖気温（ ℃）水温（ ℃） 
／／ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

｝妻子~~~1/fl~す［て都府万三室［~f:-1了マ「~~？I~~
ヨ‘ 7cI：完"?lt;-:f,万一－

〕三マ・気温（ 。'C）水温（ 。'C)
援壬こえJ二．百五五三：：'t{i~liヨI~~~C~~~：：三ヲ
_____ ；；＿二二：L1_:f:.一生：tJ!.lL＿ーー一一一一一一一一一
タ 中気温（ ℃）水温（ J乙ぷ
｜ 外気温（ ℃） Jk-t畳J 「一 ℃）

様子 ------



7月 3日 木 曜日天気（称 ）

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 26℃）水温（2）℃）

外気温（ 2ゴ℃）水温（ タ5℃）
様子

ー一一一一一一一
昼 中気温（2:70C）水温（ ヱ6℃）

_______ 1-tBJ~斗－~－L：~Lz長i~－－L~ゴ~o_(:_l_＿＿＿＿＿” 
様子

－－＝三三二一一－一一
タ 中気温（ 2＜］，℃）水温（ 26℃） 

_______ 1-t忽混”ムーー＿：~Lz~混ーj＿＿竺2笠i一一｝
様子 一一一一一一一「

一一一一一一一一
N03 水槽周り暗く 、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ーーー・・ft.忽j昆．エ一一ーロ一定温＿j＿＿＿ー－－－~c;)
援壬一一一 一＿＿_L乙－

昼中気温（ ℃） 7kt毘／（ ℃） 

外気温（ ℃）／クi昆 （ ℃） 
様子 ／／  

タ 中気1 ℃）水温 （ 。'C)
列＼昆（ ℃）水温（ ℃） 

様る／ 一

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃レ／

外気温（ ℃）水温ム~℃）
様子

昼中端γ（ ℃）水温（ ℃） 

メダカの産卵の条件の記録

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2b。'C）水温 （宮古℃）

______ }J:~t.墨ー＿tl三＿o_(:)___z主混＿＿C25J二よ

堅ニニニ一昼 中気温（ 之＇7℃）水温 （2b℃） 

___ ti:~三i昆ゴ＿＿31主上主混＿＿（＿＿？二1：~）＿＿＿・－
様子 一一一一一一一一一一一二二二二ニニニァー－一－－－－ー・ー一一一一ーー・一一一
同歩－－ー－平交ti－－了玄ヲモ：s-京．涯－て－~6－そう了一ー・・・

外気温（ l~ ℃）水温（ '2_ '7℃） 

様子 一一一一一一一一一．．二二二二二二エコ戸mーーー，ーー・”ー・・・”・ー・・・ーーーーーー”ーーー－

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ー・ーーー塑：気温ーj_______ ~三.L2t混ー＿（＿_____ ：~）~－－－ー一
援壬一一一一一一 ／ 

,:; 中気温（ ー（ ℃） 
・”ー一一位気温＿j＿一ー・＿＿o_(:)_L'~混一－〔一一・＿：~）＿一
様子 ／／ 
一一一一一一一－－－－－ファ・・－ー

タ 中気1昆／〈 。'C）水温（ ℃） 

一一一－ぷ~~－－L_____ 0s;_L2随一＿（＿一句”＿：~）.一一－－－－
様毛／

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温（／／で）
様子 ／／／  

直一一平案渥コτ－一ーでγ末冨－－r-----"c了一一－－－
1- ト気温（ ℃）水温（ ℃） 

英字－~~Jf.雪E「五て亙五三：：~1]_:,J:?i~b.~5,.：玄語：：
______ iJ：＝＆；：一一

1：－－－－－－：~~：u：匂利 一ト外気温（ ℃） 吋ぺ）
• E 一一一

様子 ------二二二ァ一一ーF 『ー・ーーー・・・・・・”・・・・・・



｜ク月ζ十 日企曜日 天気（ 前 ） メダカの産卵の条件の記録

NOI 部屋の中 ・水草小石あり NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ OC）本~一一ーでア一
一 ℃）水温（ ℃） 

意壬＿fJJ_q_L1＇！＿ヱ＿＿＇）二ど？と＿＿tr_L-:!;.L＇乏ーーーー・・ーー

｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ 
外気温（ ℃）水温（ ℃）／ 

様子 ／ 

昼 中気温（ ℃）水温（ 。'C ）~
外気温（ ℃）水温（ /C) 

様子 三三

－一一一・｜昼 中気温（ ℃） 7.丸紅（ ℃） 

____ ?i~温＿＿L _____ ~＜：：J・ゑ混ーし－－－~~）.一一－．．．
様子 ／ 

す一ー市稲一（一市命寸一．．． ｜夕 中気I恒／〔 ℃）水温（ ℃） 
外気？昆（ 。℃C)z）＜温（ 。'C)

様子
｜ 然気温（ ℃）水温（ ℃） 
様予／
／ 

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ニo℃）水温（ :..2 °C) 

外気温（ I <g'。C）水温（ げ ℃）
様子

朝 中気温し う℃）水温（ -2℃） 

一－－－－企気t~__ Lζ笠2-.z色混．．〔一ーz－~~）＿＿＿＿＿＿，副

様子 一一一一一一一一一

一亙 中気温（ ℃）水温（ ℃：； -,._... 憂－－草案通（ ーモア禾温－－－c－－－ニ℃~：－-;::.::.:= 
外気温（ ℃）料昆－（- 。C)

様子 ・-....:": - .,_-
______ ?i気温＿j_______ o~ム長混…て二一・~~）一一－．．．
様子 ----

§一一．市支冨．て－2ぞ．吃；一．末？雇－．｛－．芝で；一－－－－－1r5'－－一．平気？亘－’｛－三三．モ：f禾－涯．－｛－ミ吾で了一

；一－一公鎚＝－－~
様子 一一一一一一一一一一，II：様子 一一一一一一一一一

NO  3 7j(槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

…＿＿＿＿ 1-t＿~j旦＿＿（＿目ーー・ー？乙Lz長j昆ー”L＿＿＿＿ユ－－．
様子

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 
様子

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃｝朱温 （ ℃） 

様子 ／ 

タ 中気.~ （ ℃）水温（ ℃） 

タbヌ混」－－℃）主混＿j一一－－－0~－l一一一様手P

－－－－－－－往気混－｛一一一笠~_ _?_ls混J一ーー－－~~）_______ _ 
様子 ／ 

［二二二二2二
タ 中気温／（ 。C）水温（ 。C)
一一一企気温．ー．（…・ー・－~＜：：）.＿］＿)S_混ーi一一－－~~よ
｜援i長．．．．．．



ワ月 5 日 ユ『 曜日 天気（ I論

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ヱユ。C）水温（ 引 ℃）

外気温（ ／守℃）水温（ 之σ℃）

様子 一二二二二二二コエー一一ーー
昼 中気温（ 22,℃）水温（ .2 I℃） 

外気温（ I 8"'℃）水温 （20℃）
様子 一一一一一一一一一
三二二二二二.：：：：：.＝＝一一一一ーーー
タ 中気温（ 2斗℃）水温（ 2ι℃）

外気温（》ろ ℃）水温（ 23℃） 
様子 ー一一一一一一一一

－一ー一一－
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ーーー一＿＿ii-気温斗一一ー－~~）＿＿丞混ーj＿＿＿＿＿＿工一
援ま一一一一一一一一一一

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

－一一＿＿ii-B｝~＿よー＿＿＿＿：~2一夜混よ－－－－－－~~l一
様子

豆一一市京）］［＿-C＿＿＿＿＿で；－－7~H;ffとでj一ー
外気温（ ℃〉引く温（ ℃） 

1蚤字ーーーー一一一一一ァー

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり

I－~－－－－~~と－－－－－ ~－；＿；lf_( ______ ~ート 。c7k〓℃）
様子 ／ ーーーーーーーーーフ－－－－－
昼 中 気 温 （ 。'C）本｝mf( 。C)

外気温（ ℃）／クk温（ ℃） 
様子 ／ 

タ 中気温／（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり

（朝吋（ネ土二；三一一一一位気混＿＿LL'f __ c 法－温 2: 
様子

：：二二三三三三7二－
昼 中気温（ μ ℃）水温（ 引 ℃）

外気温（ (15 °C）水温（ 26℃） 一

様子 一一一一一一一一－ーー二二二二二三コ＝一一一一一一一一ーーー一一一一ー
1・57－－－－－市気温一｛－－三平もとア禾混一て・2可：－oc了一一一－
／ 外気温（ 2-:i, °C）水温（ 2Joc) 

． ：：：釘亙~l~~蕊益百：互主〔~~~~~~~~~~~~~

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

外気温（ ℃）水温（ oc,,y 

NOB 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ο ／ 

_}l~t昆＿＿{_ ＿＿＿＿＿主L恋混斗三三乞）＿＿＿＿ーーー・l

様子 ／／／  

一ーーーフー〈一一一一一一一一一一－－｜
｜亙．．．奄ケi＇＇（ー一一．モア－7K涯一｛一－ーで了－
d 三／気温 j_ ℃）主混（ ℃） 

接工bJI~~~l立~~歪五色一：l1£ff_ff:~笠蛮｜
タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温（ ℃） 7,以ιι一一吃γ一一

外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜ ｜一一外気千寸一一℃）水温（ ℃） ｜ 

援3-:＿＿＿＿一一一一一一一一一一一二二二二：11濠主五百混在使el?T~g_.芝?j_fhJ:J:Jj乏二1



け ら 日 θ 曜日天気（蔽 ）

タ 中気温（ ℃）水温（ _j 
外気温（ ℃） 温:rOC) 

様子 ------．二ニエァ一一一一一一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 与 ℃）水温（ 勾 ℃）

ー・・ft_~｝昆ーL＇§＿~~Lz長混＿J__ ~""j_o~－L一一ー
様子

」空竺竺竺ププ＝
昼 中気温（ 25℃）水温（ ユ5℃）

一一一・ft~.混＿＿（＿三L：~Lz長混ーJ＿~~－－~C_L___ _ 
様子

ず苛扇古る．．末？亘”崎：．－工Eモy一－－－
外気温（ 27℃）水温（ 26℃） 

様子

一一一一一一一一一－
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ペ

ーー＿＿ft'-1混一エー－－－－~）_ ＿！国＿j・一ー－－－~Q乙一ーーJ
援ごと－－ 4乙一一一＿＿＿j 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜ 

外気温（ ℃）水温（ ℃）／ ｜ 
様子 ／ 

昼中気温（ ℃）水jffi("( ℃） 
外気温（ ℃），/,7.1<7.宣（ ℃） 

様子 ／ 

タ 中気71/'( ℃）水温（ ℃） 
然気温（ ℃）水温（ ℃） 

様予／

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温 レ／バ℃）

様子 両

一一一昼 中ー温汽 ℃）水温（ 。'C)
気温 ー（＿＿_____ o~l_z)S混ムー＿＿:g)_ 

慶喜：：I~1I9.._fl1l~f_5-~i1h弘、~－~7 e.<;!Lf JJ.紘 一ーー

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2lf-°C）水温（ 2可℃）

一一＿＿_?71気温＿＿L~三－o~＿L.z色事＿＿＿C?:t：~）＿一一－
箆王ーーー・．．．．．．．．．一一一一一一4 点ご二二ご二二

E皇．市烹混一｛三子デ？で；7氏．涯一
様手＿｝J咽気：墨一t3_j__ o~＿）＿＿］f.＿混一〔－~－：乙）一．．

1・37－弓語言：言：r:
；一＿＿＿＿＿_?l~混＿j＿三~！－~c;)__ _z色混ー＿（三五＿：~よ一一一
様子 一一一一一一一一一

N 07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（

援壬－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー

昼 中 気 温 （

｜ 外気温（
様子 ／／ 

タ 中気？ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

炉…－－－－－

NOS 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） 

｜一一＿＿_?l気温＿J＿一－－－~（：）＿_zf.＿混ーし＿＿＿＿：~ 
様子



f ¥7月 、7日 月 曜日 天 気 心・h局） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり l INO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） / I I朝 中気温 （ ℃）水温（ 。C)

一一一・1-t.~.｝旦＿_(_ ____ J；：~）一度混ム＿＿＿＿_xr一一一lL一一一位気混＿J_______ 0s;_L1Js温 よーーユー一一
様子 / I I：様子

昼中気温（ ℃）A 温（ ℃） I I昼 中気温 （ ℃~温（ 。C)
外気温（ スゴ）水温（ ℃） I L 外気温（ ／吃）水温 （ 。C)

様子 一・4ζ；一一一一一一一一一一一一一・II:様子 ・4

タ沖気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ月気温（ ℃）水温（ ℃） 
／／ 外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜／／ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

最主主漉T~-rfff!f;_~iヨj~：~~（j：：互二二コ 陵主：Z友oJJ~Uj＿：主主主む：t~~~~：：：：二二一一

昼 一王戸支7亙．て”豆s-0c；一末：長一
外気温（ ？－午，。C）水？昆 （♀之。C)

様子

f百正千三五c；一末？亙－-r25－モ了一一一

外気温 C~5－~~L水温（ 2..やC)

援壬＿7_；庄fff_0__(/_fL}l-J＿：ゑ万1・＇1.:IJ~＿IJ_L二三一

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2..）℃）水温 （ユ斗。C)

様子
外気温（ 之斗℃）水温 （之3OC) 

＝＝＝＝＝＝：一一－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昼 中気温（ 2？。'C）水温（ 2ι。'C)

外気温（ 1は。'C）水温（ 2.2 OC) 

様子

タ 中気温（ 2S-。C）水温（:is0c) 
外気温 （之ダC）水温（'2ι。C)

様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり ] ]N O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温 ＿（＿

i芸三f_＿＿＿一一一一一一一一一二二三f：：二二：：l｜猿：主：：：－．

昼 中気温（ ℃）水区（ ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃）ス附畳ぺ ℃） 

一＿＿＿＿t国混斗ーーエレ~j~＿j_______ os;_)_ _______ J ｜一一＿＿＿r_t気混＿j＿＿＿ ＿＿ ＿・~CJA混一i －－－－－－~~）一一
様子 ／ ｜ ｜－様子

タ 中気温／〈 ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温パ ℃）水温 （ ℃） 
L文i旦（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外｝租（ 。'C）水温（ ℃） 

様モ／ I I犠毛／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） / I ，，朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） 

__ }lBJ~ ___ （一一一主）一水準＿j一一一.Y-t二一一jL一一・.rt気温＿＿L…・＿os;_L1K混一〔一一ユ
様子 ／／ ｜ 十様子

昼 中気温（ ℃Lグ？と温（ ℃） I I:昼 中気温 （ ℃）,.....:i約昆（ ℃） 
ー・2気温~_ _(_ __ .／－お一主混＿j_______ ~＜；＿）＿一一一l L 外気温 （ _.L担 一広温－（ ℃） 

様子 ／／ ｜ ｜様子 T 一一一一一一一一一ー

ター浦正（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃j 水温（ ℃） 

援壬ーさI＿［~＿§JE：主主－社－百li＿士長五二：：：二



｜ワ月 念日 火曜日 天気（目脅れ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I !NO 5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃~I I朝 中気温（ ℃） _2！＜温ートー ℃）

外気温（ ℃）水温レ／で） I I＿一気｛lffi_-十一 ℃：）7J<温（ ℃） 

~£二二二二二二二三三二二二二：i 医主直主主主；fi""i~~こ－；＿~11：；：る二二二二

昼 中忽佐て ℃）水温（ ℃） 
， 気温（ ℃）水温（ ℃） 

7季五五五三：9~~雇三三：2~3；：不安61：三：：：
! ___ FfC.1.！公L

夕 ヰし気温（ ℃）水温（ _j 
外気温（ ℃）ュι社ず ℃） 

様子 --------

N"o2 部屋の中 ・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（認。C）水温（ _5lf_C) l問 中気温（2？℃）水温（ 2f℃） 

b℃）水温 （22・℃） ｜ ｜ 外気温 （？－写℃）水温 （22℃）
様子 一一一一一一一一 ｜十様子

~－－－市交:tlfil.－－で玄Eモ；－末ii－－（’三i5モ了ーーー・・・

_______ ftB｝昆＿L31=~巳）一主j昆＿J_;?9-＿~＜；；：＿L_
様子

夕這逼右iモ；－
外気温（ 30℃）水温（ ~ J"C) 

様子
一一二二二二ニニニ2 ー－－－

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
_______ ft＿~混斗一一＿J二よ．恋j昆．－．（
様子 ／ 

昼中気温（ ℃）水i量／（ 。C)
外気温（ ℃）｜求温（ ℃） 

様子

タ 中気1ペ ℃）水温（ 。C)
ー＿＿f人溜＿＿_c ____ J＿：~Lz必昆＿＿t _____ J::_l ______ _ 

様ミ長

昼 中気温（ 。♀Jk~温ー（一一ゎ－＝－－~・
一外気温ム 。~L水温（ ℃） 

援王む互亙｛ζ＿fJii~~~~iiI二IC：~~二二－，．．

タ 中気温（ ℃Lzk}hil. ( ℃）＝ 
一三生気温べF J主）一水温（ 。C)

-I翠：￥~~1-！を·~HI:l；三Aプ益2雪量~lj__lA__ _ 

ー一ー一一一－
l昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 
：穣享五E菅T：－~Ui：蕊；？とre－ヱ：：：互－ー一一一一一－－

．．配土二ヱ＿：；；！＿~ムz＿三ムk竺包一ーーー・．．．．．．．
タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 

L産主二二二二二 二二二二三二二三三．．．
一一一一一一一一

'N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

円＿＿＿＿＿＿}J:~t昌一｛一一－－－~c;_LzK混一〔一一一~~）＿＿・－－，．

l棒．壬．ーー一一一一一一一一一一一一乙－－－－－

E一一時空－－~－－一ーで）一斑rr-----0cY－一一

外気温 L U 和昆（ ℃） 
様子 ／ 

タ 中気世ぺ ℃）水温（ ℃） 
____ }_h忽混＿j＿＿＿＿ー＿＿0.(:_L1t温ーi一一ー＿：~2－一

様アf一一－

NOB 



7月 9 日 71く曜日 天気（言ノ） メダカの産卵の条件の記録

NOl NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 7/slιムー~
~委長温十ーではく温（ ℃） 

．藻f~~1~：辺三税局蕊~iC；：玉三室：：：：：：：：：：：：：：：
「豆一－cp気~ifT＿＿＿＿で…正平二ニモデー
I _Jト知r「一 ℃）水温（ 。'C)
笈主主題：？澄〔：~~：刀ζ1-J：二三王室：：：：：：：：：

タ 中気温（ ℃）水温（ __j 
外気温（ ℃二）」ι涯でr ℃） 

［護主：：：：：：二二二二三二二二二二二－．．．

NO 2 部屋の中 ・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2 b℃）水混（ 之b°C) I lj朝 中気温（ 26℃）水温 c2ら℃）

外気温（ 乞3℃）水温（之2 °C) I I 外気温（ 2S-℃）水温（ 23℃） 

~£：：：翫：：玄五二三：［~~~二二二二二二二l 陵主主主ご~P_l.｝~二五ヨ二二二二二：二｜
豆一－－－i:戸支：r~－て76－－で；一末？亙寸－－；i6－モ了－－．．．．

外気温（ .26℃）水温（ 2：；℃） 

駐車L7t.：広三三三産初日：ζ：：：
＂＂§・－－－－cp気温マ？とーで；一末rirて三ーで；一一ーー

外気温（之5℃）水温 （＇）午℃）

様工二二一一ょこご＝

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ーーー＿it＿~_t昆＿＿（一一＿＿：~1一刻阜＿j＿一ー・3・ーーー－
t差壬ーーーー

亙－－－－cp気通ーー｛芝石－モ了禾司語E
外気温（26℃）水？昆（タs-℃）

：~~~~翠至福l~~~；型空~~~~
タ 中気温（26°C）水温 （＜~ ℃） 

咽．一．．
様子

一一一一一一一一
'NO  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温＿j_______ ~三.t1Js混一〔－－－－－－~~一一
夜壬．ーー一一

昼 中気温（ ℃）水iffi(( ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃）水温／（ ℃） 

一一＿＿＿it忽混，＿_ _(_ ＿＿＿・－~~~t@1_j_______ ~C_L ______ J L一一泣気混＿j一一－－－0~人ゑ混ーしー・~~よ一一
様子 ／／ ｜｜様子 ー

タ 中気混ぺ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気t~て ℃）水温（ 。C)

一一一・2法溜斗”一＿＿＿：~1一定t@1_j一一＿＿＿0.(:_L ______ J I ＿＿＿一一必~@1_j_______ o~よ1.Js混一〔．ー－－－~~）一一一
様号／ ｜ ｜様毛／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり ．
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ζ 

昼中気温（ ℃）水iffiY( ℃） 

．ー・ー・ー＿it~混＿＿＿（一一・・1二2A混ゴよ一一・－~Cl
様子 ／ 

ヲ一一市京事オ－－－－で；一末湿－．｛一－－－－で；一一

一一 外気温（ ℃）水温（ ℃） 
様子



7月 10白 木」 曜日 天気（〈℃）品） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃」μ田園

一~ト知屋一「ー℃）水温（ ℃） 
産主主三三五：乞珪二三：J~~~?fi：二二二

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃）／／ ｜｜昼 中気温（ ℃） z以L←ー吃γー←
外気温（ 一乞）

t雲：f＿一一一一一一一一一一一一一．づ三竺：：：：：：：：：：：：：：l．桑壬＿!Ji♂．色 ；広主Liよ－七宝台＿／1_土12ι二ゴ一
－ － 

ーーどと：一一一一一ー一一一一l｜一一＿;;i_ ~ :J_ _ ＿？＿乙｛ιコまさきJf:.!Ll忌ー－一一一一ーマ4

タ 中気温（ ~ C）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温（ ℃）水温（ _ ~ 
外気温／「 ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃LぷぽT ℃） 

議手一二7 －－－－－ー一一一一一一一一一一一一一一一一一lI濠享一一一二二二；；：：.；＂＇一一一一一一一一一一一
二ア一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l［二：，：：..；.：：.：＝－－一一一一一一一一一一

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり I IN06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（ 26℃）水温 （2！； ℃） I I朝 中気温（ 2.6℃）水温（之ケ℃）

外気温 （27。'C）水温（2S℃） ｜｜ 一 外気温（ 2..f℃）水温（ 乞タ℃）

駐·~~~］~t~~？Jt:~玄広三ヨ二二二l ：院二釘玄li-r/f5ffi在日［五二二

昼 中気温（ 27℃）水温（ 包；ぺ二）
外気温（ :3 :z℃）水温 （J_'t)＜℃） 

~±~~q］］：支：iIS~~~~~~~Ii~Ef：五二三三奪三：

［亙一”．

一一｝＿土気混一｛－ 1_?.:o~~ _, ., 

ゴ－／＂＿］三ム＿＿?_ l f-:, 
タ 中気温（ r;i.y℃）示温（ 2b °C) 
一一ーー＿_1-t_~－~昆ー＿（2_9-＿~~二Lzlst星＿J_2:：・~L~C::L＿＿ー
様子 一一一一一一一一一

－ 
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水混（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃ 
護主：二二二二二二二二二二三三：

（℃）  

｛一一－－－~＜；＿l______ _ 

（℃）  
（℃）  

歩 乙一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－．．．

卜様子 一 三三－ 二二二二ニ二ニニ戸一一一．一一ー一一ーーーーー一一

タ 中気温 （2ワ。C）水温（ ~b 。C)

一一企~混＿＿t2.8:f;l_本湿＿＿（＿~~1~~）＿一一
様子 一一一一一一一一一二二ニニエコ＝－－－ －ー・ーーーー－－－－ーーー且ーーー”・ーーー・・・・・・｜

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（

ー”ーー”ー・2ト－~t墨ーJ.
様子

昼 中 気 温 （

！三
；け子 ／／  

タ 中気品ぺ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温 （ ℃） :r~ 

l蛙：：主主琵五P1援金t~1cE~：：：：二



7月 ／l 白 金二曜日 天気（くり ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 2以昆

気濫一「 ーで〕水温（ ℃） 

~±：：玄麦~~~r2i~11~c~~=t：：；：；ヨ二二二二
豆一司市美）i－ーで－－ーで；一末通－-r--℃ 

ー＿＿＿＿＿＿.1-tB.混＿＿_(_ _____ ~~Lz鴎＿＿L,.Lて笠L＿＿一一
様子

タ 中気温.( /C）水温（ ℃） 
外気温 r ，℃）水温（ 。C)

様子五

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 2ヲ℃）水温（ 26℃） I I朝 中気温（ Z<J.℃）水温（ ::Zb℃） 

外気温（ 26℃）水温（ ユタ℃） J I_ 外気温（ 26℃） _z)S＿混＿＿(2-_5-＿~~） ＿＿一
議王立：？と？lf5_蕊在日主主ヨ二二二二コ際主二二二二一－－－－－＝－－
昼 中気温（ 2-'6℃）水温（ヌ1℃）

外気温（ 34-℃）水温（:2--'f℃） 

議字：寄－ー玄~~［~－五日三万五五二二二~
．．之＇..L-:!._.,__J_;__tf滋坦＿＿l｛~－－－ 
タ 中気温（ 3o℃）水温（ 28'℃） 

一一一・＿？J＿~｝昆ム~－－笠）一水温＿＿｛，二£－~－~＜：：＿L＿帽
竺二二二一一三ごご

N03 7.K槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ o~ 

~£二二二二二二二二二二二二三

昼 中気温（ ℃）水よ匠（ ℃） 
外気温（ ℃イく温（ ℃） 

様子

一一 一一一一一一一一・…ー・…

子一一平気温ー弓モ7利 ーで乏ケモ7一一一一

一一位~t昆＿J_3.・J::_LzK混＿＿＿（~:J－~~）一一－句
様子 l 一一一二二二二ニニコニ戸一一．．．．．．

タ 中気温（JO℃）水温（ 28"'℃） 
外気温（ ゴ＿Q.~（：l_2色温（ ラz..'1.℃）

様壬fdE..主 三五；衣料二f__;[j＿：：？＿ ~＿［~~夜長ム．
｜ー だ ~－ 

’N 07  日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ~~ 
［産主二二二

タ 中気7JlY'( ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温／〔 ℃）水温（ 。C)
温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 列来祖（ ℃）水温（ ℃） 

様予／ I l様号／

N04 部屋中日当たる、 7.K草小石あり IIN08 日当たる ．泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

一一一．公~－t旦
様子 ／ ｜ ｜様子

~－－－－市交~ti－－で一一・0cr－末j長／T＿＿＿・－で；ー…”．

外気温（ 。C徐温（ ℃） 
様子

タ 中気1長／（ ℃）水温（ 。C)

・”ー＿＿＿＿_1-阪混斗一ー－－争－~2
様予／



7月〈之日 土 曜日 天気（桝 ） メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

．．泣気混＿J＿＿＿＿ー＿＿os;J.必混一ー〔一一＿＿:g _______ _ 
l様子 一一一一一一一

昼 中気温（ ℃）水混ケ（ ℃） 

__ }i~塁混＿＿Lー－－－－~c;ー録湿ー＿（＿＿＿ー・・~~）一一－．．．
様子 -

-!j一一局義〕直下ーーで〉－末1ifT＿＿＿＿でr------11万一一帝京事不一一ーでf末富一（一一ーで了一一

外気混（ー ・：~2一水準 L ℃） J I 外ーむ昆（一一一一・＿°s;_Lz色混ーしー・：g）＿一一－
援壬－~ii-~~こち：包l~~qc会.·~f:tT1~I.J：：室二コ暖~二二二二二一一一一一

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

外気温（ ℃）水温（ /OC) 
様子

一一一ー－一一一－－－－－ーー一・・・ーーーどこー．．昼 中気温（ 。C）水温 （ 。'C)
外気温／（／ 。'C）水温（ 。'C)

様子 ／／  

｜ず：二時Ii－でヲるで；一末渥－T:Tfでj一一－
外気温（ ~3°C）水温（ 5ο。'C)

様子 一二二二三三三三ご
一一一一一ーー←

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） / i 

－－－－－－－~t.気温斗．一＿＿＿:g)__z~J昆＿J______ Jゑ ＝－－：＿____ _ 

様子 ／ ｜ 

昼 中気温（ ℃）水温／（ ℃） 

___ 1-t気量＿_(_ _____ ~乙2d随一しー－－~＜；＿L__ 
様子 ／ 

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外鮒昆（ ℃）水温（ ℃） 

一一タ乙－

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
・”＿＿＿＿＿tf:気混＿J・一一ー＿0S::Lz1s混 ．ム＿_L.:g_ __ _ 
様子 ・”ー・ーーーー－－－－－－－－ー・”．，，ーーー・τ7"てーーー・ー

豆・・”平交通一｛一－つでア禾混一｛－－－－ーそう了一

外気温ベ ℃） 水温 （ ℃） 

修；；＿－：＝＿~－－
~一一－平気温－－｛コーーで；－末冨－－（2-qモ了一ーー

一一．社気混＿＿L3-~－~＜；＿L生涯ー＿（｝＿d_:g）＿一

様ヱエコー－
'N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

一一－．社気j旦＿J＿一一＿J二LzK混一〔一一二 二一一
知一一一一一… 一＿＿＿＿＿／＿一一一一

｜昼 中気温（ ℃） 水昆（ ℃） 
外気温（ ℃L外く温 （ ℃） 

（街一一一一一－－~zL________ _ 
タ 中気，Jlfil/( ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 
様子

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／ぺ l朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ －－－~g）一度混一L____ ~二一＿＿J l 外気温（ ℃）水温（ ：~ 
様子 / I I:様子 プ

昼中気温（ ℃）~昆（ ℃） 
外気温（ Jゼ）水温（ ℃） 

様子

タ語戸（ ℃）水温（ ℃）
外気温（ ℃）水温（ 。'C)

義三十一子湾1:-m＝：；・亦 7持 で丈一一ーーー



17月 β 日 lヨ 曜日 天気（F1臥）

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温 し／ベ）
様子 ／／／  

昼 宅気宜可 ℃）水温（ ℃） 

長直位：長：：技会：会ヨョ：：
否

タ 中気温（ ℃）水温（ __j 

一＿＿ft＿~混ー＿_(_ ＿＿四．．乞人妻猿江二ーロ一一ーー－
様子 ーよ

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 27 ℃）水温 C ~＞℃）

___ ft~｝昆ー＿（？＿~＿お＿＿2tt墨一Lー：－o~＿l一一
様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

___ }J_~混ーj一一－－－0~よzJs混ー．〔．－－一＿：~主：一一．．
様子 ／ 

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
ー一企気混＿＿t一一－－~＜；）＿d)S混ー＿（＿_____ ：~よー

｜様子

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ーーー泣気温．．｛一一ー＿＿°S;l__z与混．ー〔一一＿＿：~） _______ _ 
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（2'7℃）水温（ 2'~. ℃） 

外気温（26℃）水温（？－'toe)
援壬ー・ー一一一一一一－・・・ー・ι ＝＝＝ごごご二二ーーーーーーーー一一

昼 中気温 （25℃）水温て2XTでj一一一－1I昼 中気温（ 考 ℃）水温（ご7℃）
一一＿＿＿it~｝旦ム0Q訟法主j＿~長ぷi一一一I l ______ }.l:~誠一仁三＿cz~＜；＿Lz長混＿＿＿（＿！＿三：~）＿一一
様子 一一一一一一一一lI様子

ーーーーーーーー
37-----c戸支）i－－て－－zs=で了．末？亘－ー了2'7でj一

一一一＿ft＿~－~旦ー＿（＿＿？.ヨ＿：g2ーさ混”＿L：？£”－~＜；；：_L__ 
様子

一一一一一一一一一
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 

外気温ム 。~）一定混＿j＿＿＿＿ーエー
翠ヨ~－－－

昼 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 
－ー・ft~＿r,昆＿＿（・・ーー＿＿:g) _ _z長：昆j__ ..,.d ___ _ 

様子
／／  

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一一＿＿ft~混~_ _(_ _____ :g2一志混＿j＿一一－－~＜；；：_L_____ _ 
様子

r'.$1－－－－－~気温－て玄で了末涯ーで空7そうγ－

[ 外気温＿L~cr－~¢＿i_永直＿（＿~－：~）
様子 一一一一一一一一一

＇！＇~ 0 7 日当たる・水草小石あり

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

一一及気！墨ーし．同－－0~よzJs混＿＿(_ ____ J;;2ー－ー－－
様子

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

___ ?1.l:~t昆ゴ一一－~＜；lJJs混＿＿（一一＿＿：~）＿一一
様子



ワ 月 ／午日 月 曜日天気 c<tJ) メダカの産卵の条件の記録

NOI 部屋の中 ・水草小石あり I /NO  5 部屋の中 ・水草小石あり

NO 2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（三、7℃）水温（ メら ℃）

一一一・it%混－－－~9__J；~2一夜混＿＿s_~~L~＜；＿L __ 

様二二三三三二三
昼 中気温（ ℃）水温（ J ℃ト

ー＿＿it~JιL ℃）」凶~－－~－－－－~C_L＿＿一
様子 －－ずJ バ

E・E ・－--：；：：.：：－－・－－--
dず中気温（ 2_~ ℃）水温（ ミ 1 ℃）

・”＿ft_~混＿＿＿(J..3J，：~Lz長混”J_ _?jト：o~_L__ 
様子

~！！：：~：主

｜ 

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（之7℃）水温（乙6℃）

一－－－－社気混一i？立主；＿＿］；畑 一〔土）__ ~~よ一一日
様子

二二二三三三三ご： 一一
昼 中気温（ ℃）水温（ 宅う r

__ ｝＿！：~混＿J_______ ~二よ必湿ゴ二ー－~~よ－－－－－
箆王一一よ --

，，， 

タ 中気温（ア句 。C）水温（ヲ／ ℃）

．．．金気混一t~＿3__ ~CL1~混ー．〔三~~~）一一－－
様子



ワ 月~日 、＼ー曜日 天気（ ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり I INO 5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 温ー←ーセγ一 IIi朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

℃） z~t~＿J一一－－－~c.よ J I. 外気温 （ ℃）水混」＿＿＿＿＿＿：~. 
t狂 ＿＿7_~~~~l3_ ＿＿辺釘必f一一一一一一二

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃l 

外気温（ ℃）水温（／／で）
様子 ／／／  

タ 中知 ぺ 'C）水温（ 。'C)
気温（ ℃）水温（ ℃） 

長主：：立主主豆：：丞互：墾三三：反感：：ご

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2 '7°'C）水温（ '.26 o'C) 

外気温 （:JS'。'C）水温（ 2ワ。'C)

室主3亙立日；互：互：芝草玄二

昼 中気温（ ℃）水温（ 。"C)-
外気温（ 。"C）水j昆（ - 。'C)

様子 ...::: -

昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 
外気温（ ℃）徐温 （ ℃） 

様子 三三
タ 中気？日（ 。"C）水温（ ℃） 

______ ｝~昆よ＿＿＿＿＿0.(:_Lz団 ．ムー一＿＿：~よーー
援4

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 27℃）水温（26℃） 

外気温（どグ℃）水温（?-'/ OC) 

｜箆壬．ーーーーーーーー・ーー一一一一一一一一一一一一一

亙－－－－市気温－－｛一ーでアヲ長混一｛・・・・ー・そう〉コ f

______ }J:気温＿j一一－－－~二上z色注工：＿＿＿J；~） ___ _ 
｜様子エア ---

タ中気温（ ヲU℃）水温 （2・守℃） ｜｜タ 中気温（ 3o℃）水温（29℃）
…＿ _}l怠混よさ主：~L恋混一t2L主し＿＿＿J , ＿＿＿一一位気混一s_~主主L述温（ ぢ1 ℃）

様子I一一一一一一一一＿－－－＝：：：：：：：：：：：ご二 i様工ニコ ー 一一三ご ご

N03 水槽周り暗く 、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 水温 （ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

議．一煩臥”．．．
ヨ＝－－－一一一一一一一一一 一ど； ．．－一．一JI:援壬一．一．一一一一一 占

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ー・2忽混一し－－－ー乞2~t~ーし一 L一一一
様子 ／ 

タ 中気1島（ ℃）水温（ ℃） 

l~~:i注＿（＿＿＿＿＿＿ロ一雄 ム エ i一一
様予／
ファ一一一一一一

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝中気温（

気温（

昼中気温（
外気温（

様子 7 

y一時つ〆ーで了河 ー-r－－ー”で了一一一

．ー－一＿＿fb忽］~__ ＿（＿＿ー＿＿J二L！長混ー＿s_______ °.(:_1…－・一
様る／
アァ一一一一一一一

昼 中 気 温 （ ℃）水ifiY'( ℃） 
外気温（ ℃／ぷ温（ ℃） 

様子

タ 中気？？イ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿＿？｝~混一L一一・＿c.C.よ法混ーエ一一ー・：~よ一一－－－
「様子三一一一一一一－－－－

NOS 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃〉
様子 ／ 

昼 中気温 （ ℃）水匠（ ℃） 
外気温（ ℃）／ク？旦（ ℃） 

様享 一一フf ー

二二二二2二二二
タ 中気温ぺ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ ℃） 



7月 lb 日 71に曜日 天気（ぬれ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草1J、石あり NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 朝 中気温（ ℃）本混 ’

______ 1-t~JJ!l ＿＿ムーー・・・乞Lz長混ーj＿＿＿＿＿＿工一
様子 ， 

_ ＿！鼠 j臼 ←ーでJ7.k温（ ℃） 

ー壬ーも擾i込fij~蕊玄立＿l~J.ι豆ーー一一一
昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） l昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）/I求温（ ℃） 外気温（ ℃）水温（ ・4

様子 品 様子

タ 中気温パ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気温（ .／℃）水温（ ℃） 

一＿＿1-1::忽彊斗一一・－~~2一刻昆J一一－－－0~－l一一一＿J し一一一位気lkt二一＿＿0~＿L1Js混斗一一－－~Q）一一一一
様V' _I I:様え

NO 2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2、7℃）水温 （26℃）

一一＿＿＿1-t気温＿＿＿c~－~：g2一夜遅＿＿L~1 __ 0~_l_ ＿＿＿＿＿ー
様子

昼 中気温（ 。C）水温（ ス二）－ -

一一一公気温．エ一一＿＿:Q22~t~ニエニー－~＜；）＿＿＿＿＿＿一
様子 J~ -----

：ヲー一市交：，g-－て－－:!2-cf:J－末i~rて－~Jrで；一一－・ー
・”＿1-t＿~混＿＿L3J_:QLz~混”＿L3.e＿~c;_t__ 

様子 占

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 号7℃）水温＜26℃）

ーーーーーー＿?1気温＿j＿忍 笠；＿＿zほ ー＿（＿？＿7-笠よ一一
様子

－－＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一一一一一一一一一一一昼 中気温（ ℃）水温（ X)---
, ＿＿＿，ー”．泣5塁混j_______ ~＜；ふみ混二1一二＿＿＿:Qよーーーー・ー
宅フーよ ーご ーーーーー

タ 中気温（32℃）水温（ う｜ ℃）
外気温 L31二巳）水温（ヨ（）c℃）

l護主~ao~尽ゴi~i~＿n_'.d＿”・・・ーー

N03 水槽周りl暗く、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一公気温＿＿_(_ _____ :Q2一志混＿j＿一一与と一一lし一一公気混ーし－－－~＜；＿：一法混一〔一一－－~~
援壬一一一一一一一一一一一一＿＿＿_L乙一一一＿J ・援壬一一

昼中気温（ ℃）水；盈／（ ℃） ｜陸中気温（ ℃）水UY"( ℃） 

一一＿＿＿1-t~－混＿_e _____ :Q24t~＿J _______ ~c;_L ______ J L_＿一一位気混ーし－－－~~入援混一（一一－－－~）＿一一一
様子 / 11:様子

~一一王F奈事ユて一．一．モ；－－末混．駒｛－－－．－－モ－；－一－冒．－！ r5' ＿＿＿＿＿市気混コぞ白一．．モ：f禾－痘－－（一－．－－－モ了一－一． ． 

一＿＿＿＿＿1-t--~一一i一－－－．．笠）
様る／ ! 十様モ／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり

日空：主



lワ 月 ／ア 日木曜日天気（〈仰 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝中気温（ ℃） z.k:m-ι~ 

策程一「ーで）水温（ ℃） 

望主主志藤五五百タヨヨ：〔ミ王~~~~~~·：：：：二

昼中気温（ ℃）~、昆

自国議議：域主 主：：
ーーーユ二-:L__ z?.l三金~金一－－－－
タ 中気温（ ℃）水温（ __j 

外気温（ ℃）」弘社てr OC) 

様子 一
NO 2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ ~oC）水温（ ：？－7 °C) 

ーー・~t~－~_ _c3_Q＿：~2 __ ~t墨ーjーq__ ~c;:_l ＿＿＿＿＿ー
様子

~二二一一
昼 中気温（ 勾 ℃）水温（ '2f)。C)

外気温（ 女。~2－ 水温（ ::z. Cf °C ) 

援3:~2E~＿lζ~f!fl_：：夜、．ゴヨー~－：土：tニヨ二
~・－－－苧交通マー36で；－末mer三号ーモ7一一ーー－

外気温（33 °C）水温（ 3). °C) 

議：E~~~I：：斑ぉ；二ヨ：I~~Iil：：長二二二

メダカの産卵の条件の記録

NO 5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気瓶（ ℃）水温レ／℃）
様子 干

N06 日当たらない・ 水草無小石あり
朝 中気温（ ぷg。C）水温 c27℃）

ー＿＿＿？..！：気温＿＿L~－~－~ClJJs混＿＿(21 
箆王．二二二ニニエ戸一占＝：：：：－：：：－：：一一一．ーー

昼 中気温（21舟℃）水温（22°C) 
外気温（＿jc; __ ~＜；）本温（ ~q ℃） 

援壬~~.ffff/;'f/-E~~~とぶ＿1孟1iI！~~~~~：！~
』一ーユユー＿2_ご'j_~ーコー：2___ ~＿7.：－－..ー
タ 中気温（ 30℃）水温（ユ雫℃）

様子
外気温（コづ。C）水温（ 3LoC) 

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） / I I朝 中気温（ 。C）水温（ ℃） 

外気温 i一一一主）一志温 .L－－－－－~：一一 l l 外気温（ 。C）本混一〔一一－－~~
1重王一一一一一一一一一一一一一一一二二之三二コ 陵主二二

昼 中気温（ ℃）水誕百（ 。C)
外気温（ 。C 永温 （ 。C)

様子

一一タ 中気配（ ℃）水温（ ℃） 
， 混（ ℃）水温（ 。C)

様

NOS 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温し／／℃）
様子

昼 中気イぺ ℃）水温（ 。C)
気温（ ℃）水温（ ℃） 

平笠~~~主芝子三：．
タ 中気温（ ℃）水温（ 。 － 

外気温（ ℃L品位γ 。C)
様 子一



つ月 18 日 乞 曜日天気（）市 ）

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ 217 oc）水温（ ::2.ι℃） 
一一一・it~l昆＿＿(2.:_:t：~Lzlsf.昆＿j__ '2-~S::J. __ _ 
様子一一一一一一一一一
亙 中気温（ スワ℃）水温（ 之ら。C)

外気温（ 3-f＜；~ 水温（ 2~］J二）
援壬JJJ_室l~：＠＝？：lz~~11I~~1心＿：~：：：：__ _ 

37-----Cjj交通．．てつヲモア末t~r-r2--69℃了ーー

外気温 （2-~°C）水温（ Q 3"C) 
様子
三二二二ニニエ＝－－－－－－－ー－－－一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ 。C）水温（ ℃ 

援壬－－ 一＿＿_L乙－

昼 中気温（ 。C）水濫，，( 。C)

外気温 （ 。C)/11(温（ ℃） 

様子 ..,,r. 

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

___ it忽j昆ー＿（＿＿ー”’＿：~2一水準＿j＿＿＿＿＿＿ユ
様子

昼中気温（ ℃L#'i昆 （ ℃） 
外気温（ Jビ）水温 （ ℃） 

様子

タ ／申気温（ ℃）水温（ ℃） 
／ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

~£~五五雲五：－~TI'-1-~~?LiE~~C（~：：芝：：：：：：：：：：

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ o~ 

｜援五一 一一一＿＿_. 

昼中気温（ ℃）水、 〆（ ℃） 

一＿＿＿＿ii~混一L一一・－~＜；；人ゑ混l__ （＿・・ー・~~）___ _ 

様子 之と
タ 中気温ぺ 。C）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃） 

夢三二二二二

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（'2 7°C）水温 （26℃） 
一＿＿＿＿ii気温＿J－＊－－~L°S::l_z色混＿＿(_?_Q°..c;よ一
様子
一一ー一一一一ー一

亙ー一ー草案r.~r-r=zーモア京痘ー－（三．ち・＜＞c了一一一
外気温（3I。C）水温（之 7°C)

様子

「二二二二三三三三一一ーーーーーー
タ 中気温（ぇア。C）水温（2z。C)
一一＿＿ii~混＿＿t之－1－~ClJJs＿；混ー＿（＿？，.＿~~~よ一
様子
－－一一三二二二ニニ.：：；：.：：：：＇＂＇＂－－

N07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

戸・ーー”ー・泣~f.昆＿j＿一一－－~C_Lz年温ーi一－－－~~一
躍王．ー・・・・帽

（℃）  
（℃）  

（℃）  
（℃）  

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ー＿＿ii気温＿j_______ ~＜；よzJs混ー．〔一一－－~~一一一
様子

昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 

一一位気混，＿L_____ o~ー生混＿＿（＿＿＿ー－－~c;よ一一－
様子

タ 中気11/t 。C）水温（ ℃） ｜ 

．．必家：~－－t______ ~Cl必~t~－－〔－－－－－－~Qよ一一一
援品



フ月 7'i日 メー曜日 天気（ 丙 ）

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ 25℃）水温（之与℃）

ー・・”ーー・it~｝昆＿＿ci立＿：~2
様子

ーーーーーーーーー－

豆一ー革実温マー三予で；一末？亘一｛．ーを5でr一
一一ーft気温＿＿（~主）

様子 一十

二二二三三三三ご二二
タ 中気温（ 'J-4二℃）水温（2-~ ℃） 

外気温（ :26（℃）水温 （2S℃）
様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ζ 
様子 ， 

昼中気温（ ℃）水！「（ ℃） 

・・・－－－－社~混＿j一一一－~＜；.’ゑ温＿＿(_ ＿＿”＿＿ ：~）＿一一－．．
様子 同

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（ 2ケ℃）水温（ 立与。'C)

様子
外気温（ 27°C）水温（ :2boc) 

昼 中気温（ ιf。'C）水温 （三fベ℃）

外気温（護~＜；） 本温（写会℃）
様子 ""2g；爪、 丘：~：t~H7> .1-1ム豆
一－－－~~＂＆］｝＿＿主－ョー）・.1::t~ffj_＿~__ ;2L2！.主治〕h
タ 中気温（~ oC） 水温 （2う ℃）

外気温 （乙ら℃）水温 （'2-5°C) 

様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／什｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温ム一一笠）一定混（：一一・3斗ζ＿＿＿＿J t 外気温（ ℃）主混＿＿（一一－~~－一一一一
選主一一一一一一一一一一一一一二三？と二二：i箆主二：一一

昼 中気温（ ℃）水温~ （ ℃） 
_______ ft~｝昆ー＿（＿＿＿＿・5・fゑ混＿＿L _____ ~＜；＿l ______ _ 
様子

タ 中気世ぺ ℃）水温（ ℃） 

______ fb…混ーi一一－・~~LzKt墨斗一一－~＜；＿L_
様弔／

部屋中日 当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ氷草あり



17月 20日 lコ 曜日 天気（ 庁／ ） メダカの産卵の条件の記録

~~！ヨ皇弓；：j l主：t:~＃：：：~：：：：：：：~
雪：：：~~~＝~~r~~~~~~~g遁：~~~~~~~；g

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 26 °C）水温 C?-S℃） 
－ー＿＿＿＿＿ft気i呈ー＿（l_7-＿：~L丞混ーーL~－~－－~＜；l__ _ 
様子 一

一一一一一一一一一
墓．ーーー市交）亙”で~－l0c；一末m--cすまモ了－－－．．．

外気温（毛t..:c）水温 （2 ~－~C) 
態壬＿71LL'. ~JhJJ{j7L13_fJ~1~iJ~~－t;一一一一

タ 中気温（三ワ。'C）水温（'2 ~ OC) 

ー＿＿＿＿＿＿ft＿~J~ ___ (7__9'.＿：~2一夜混＿＿l乙－~~＜；_L__ 
様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一・ft＿~混＿＿＿（一一：~2一刻昆＿j_______ ~C:t~－－－－－ 
援王－－－一一一一一一一一一一一一一・・ー一一三－：.＇.・－－一

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

_____ ft忽混＿＿(_ _____ ：~0t1~ __ ＿（一一－－－~＜；＿1一
様子 ／ 

タ 中気1日ぺ ）水温（ ℃） 
外気亀（ ℃）水温（ ℃） 

様子

N04 部屋中日当たる、水草小石あ り
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

_______ fl＿~｝昆＿＿（・ー，．．喧：~2ーオ5混ー『L＿＿ーユーーー
様子

昼中気 温（℃）託子 ℃） 
外気温（ Jピ）水温（ ℃） 

様子 -' 

タ 中気温（ 。'C）水温 （ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

T季五~Fll玄：ミ？ffl広三玉~~~z~二二二二二二

： 二

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 乞6°C）水温 （』s°C) 

肝一位気t~＿j＿全民団主主」
様子 一一一一一一一一

昼 中気温 （9-b OC）水温（¢二 。'C)
外気温 （包g。'C）水温（ 〔 OC)

様ミ子ーヲ三．日：r;_－司！？τ子千百：？？ーヲ一一「l

．ー－~~~~＂＂！j~i~~E-g;_~i亘弘ムー
タ 中気温（ ιゾ。'C）水温（~ ℃）
一一＿＿＿？＇｝.：気混＿＿i_g_'i＿~＜；＿Lz討昆＿＿（＿~~~~） ＿＿・－．．
様子

N07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

二：~~~：：~：：：：：：：~~：1~~~三戸勺

昼 中気温 （ ℃）水涯（ ℃） 
外気温 （ ℃保温（ ℃） 

｜援王．－一一ーー”ーー一一－~
タ 中気rY( ℃）水温（ ℃） 

・・・ー径一混ー－｛一－－－－ －~＜；_Lz主混．エ一一ー－~~）.一一一．．
様子

'NOS 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ 

外気温（ ℃）水温（ ℃〆
様子 ／ 

二二二二二2三二二二
昼 中気温（ ℃）水区（ ℃） 

外気温（ ℃）,;11(71[ ( ℃） 
様子 ／ 

－~－－－－－ij:i奈rvcどと：でア末湿・”で・・ーーそう一
一一社~混斗一一－－~＜；＿Lzts混一〔一一－－~~）.一一一
様子



I '7月2／ 日 ヨ 曜日天気（晴れ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）ょ以昆

呆畳一「 ーで）水温 （ ℃） 

記工 事 事：：追認二：ョ：三三：：
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温 （ /I 
様子 ／／  

タ 中気温（ O 水温（ ℃） 
外気1ιf ℃）水温（ ℃） 

様子d

NO  2 部屋の中・ 水草なし小石あ り
朝 中気温（ <J..h℃）水温（ .ZS>こ）
ーーーー・ー・211草j昆ー＿（＿~主主）一主温．幽L？：一一2___ _ 

主二三三三：
昼 中気温（ ℃）水温（ む），，，

夜 ＿＿＿ftB..~昆．ーし．ー－－~~）＿2l8~__ L＿・－－－~＜；l＿＿＿＿＿＿・
子 －-－’ 

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温 （ ℃）水温（ ：~ 

援壬一一一－一一ー一一一一一一一＿＿_.. 

昼 中気温（ ℃）水底 （ ℃） 

．－ーー・・・勾：気温ー・L＿＿＿国－~c;・ゑ混＿＿(_ ＿＿ー＿＿：~）一
院一一一一一一一

タ 中気温ぺ ℃）水温（ ℃） 
____ ｝し昆j_______ o.(:_: __ JE混 一〔一一一段一一

｜箆圭一－

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温 （2-6℃）水温 （乞々 ℃）

｜一一一・.r.t気温＿＿t~＿os;よJE＿混一〔%z_:gよ一一

度二三三三三三三二二二－
昼 中気温（ ℃） 7-K温ー（－ -9℃｝ -
｝ーー外気イ毘ァ「ー℃）水温（ ℃） 
様子

タ 中気温（ z&"oC）水温（ 杢1℃） ｜｜タ 中気温（.23'℃）水温（ 2,:;-Z.℃） 
夕ト気温（ ~当．乞j

様子一．．． 一” 二Lニニニニ＝＂＇＂ l陳平一一一一一一 一一一＿＿：.：.：：：：：：.一一一

一一一一一一一 I L 一一一ー一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温 i一一＿＿:g2一志温（ ___ J辺三一＿＿＿J l 外気温j ℃）水混一〔一一＿：~~－－－－一一
援去一一一一一一一一一一一一一一一一一一一三三二コ 護主二二二二二二一一一一一＿＿＿，，，ー

昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） 昼 中気温（ ℃）水温（ 。'C)
一一・ft＿~｝昆ーi一一＿＿：~・~f!11_J＿＿＿＿ー・－~＜；＿l一一－．．

様子 ー
外気温（ 。Cメ承rlffi.c 。'C)

様子

タ 中気温ぺ 。'C）水温 （ 。'C)
外知昆（ 。'C）水温 （ 。'C)

タ 中気現（ 。'C）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ 。'C)

様二 歩~－－－一
N04 部屋中日 当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） / ・1 I・朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） 

外気温＿_(_ ____ ~~よさ温＿j______ ~二一一 ｜ l 外気温 （ ℃）水温（ :c 
様子 / I I様子

昼 中気温（ ℃）.ffi昆（ ℃） I r昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） 
外気温（ ;e)水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）ぷ温（ ℃） 

様子一一一一＿＿_L乙 一一一一一一一一一一一一一一｜ト様子 フf

タ 少気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

i委主：；玉三百五：現e~ζ三~~s~：；＿?i
l－~,t｝.歩手)J l-+-



lブ月 之之 白 人 曜日 天気（漏れ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） ztm－レー斗
－~ト気温 Jしご＝－－~2- z長揮＿＿( ℃） 
主任－－~q[j__ ：？＿”は＿＿fJ_<!)_h_~＼，~1:立＿J_~＿.IL'-2

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

・・”＿＿_1-t＿~＿i:ι－~－－－ー －－＝~LZJSI@:__ L __ L~ 
様子 ／／  

ヲ一一市交Ti－て一一ぞr－末道~－rーーで）一一
外気iベ／ ℃）水温（ OC) 

様子一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ ')...6℃）水温（:2 2℃） 
一＿＿＿_1-t~混＿＿＿(2=9..笠Lz恒昆＿j＿~ユ－~＜；＿L＿＿＿＿ー
様子ーニニェーーよ三ご

．室中気温（ ℃）水温（ ℃ド ア

一一＿＿＿ttB｝昆＿_c _____ ~~Lz,tq墨＿jー－－－－~＜；）__ _ 
様子 - -

，，，， 

メダカの産卵の条件の記録

N O  5 部屋の中 ・水草小石あり
｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気混 （ ℃）水温（ ~ 

昼 中気温（ ℃）本将軍（ ℃） 

［：：二：：竺：f：：：：竺二竺：：：二三：：：：：：；日イ

ラー－－．草案否7(・－－ー－－0cf禾－涯一｛一ーでγ一一一l

外む昆（ ℃）水温（ ℃） 
様時

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 26℃）水温（ えー℃）

外気温（ 乙5℃）水温 （9. rt＇℃） 

産主：~瓦震：l~~＆~＼~11I！~I~~~，~~：二二二二

昼 中気温（ ℃）水温（ ス二）－

一一－－社気混－〔一一主；一本混一仁一一段 一
様子 - --

ダ一．弔奈7亘．て－芝否で？．．末遁一｛て2テで；．．．．．．
_______ tt_~~昆＿＿（；.主ヨ．笠）一~混．．｛三ε．却一J l一－－－一泣5塁！墨一f目．王旦－~＜；Lz主．温一〔一一~~）＿一
様子 一一一一一一一一一 ｜｜様子
一一一一一一一
N03 水槽周り 暗く 、 水草小石あり l~ 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温 （ ℃） / I I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿tu草j旦よ．－－一3二）
箆壬目一一一．．．．一．一．一－一．一．．．．一．一暢．ぷ三．．’．－．－．’_J L援王一．一．一一一．一．一－一一一一’一．一晶

－ 
昼 中気温（ 。C）水底（ ℃） 昼 中気温（ ℃）水温＇.＂ ( ℃） 

外気温（ 。'C-11<温（ ℃） 

様子 -

外気温（ ℃）派温（ 。'C)
様子 -

タ 中気温／〔 ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気海パ ℃）水温 （ ℃） 
先気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様る／ i r様王／ ' 7一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1r7一一一一一一一一

N04 部屋中日当たる、水草小石ありI!NOS 日当たる・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一tt＿~温一＿（＿＿’一＿：Q2_ _z長混．．｛よ＿＿＿＿＿＿0£泣こ一＿＿J し一＿＿＿＿？：！：~塁混一
様子 ／ ／  ｜ ｜様子

一一一一一一一つ7一一一一一一1I一一一一一一一一一一一一一一－－7-------
昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 

外気温（ ℃徐温（ ℃） 
様子

タ 中気tV( ℃）水温（ ℃） 
一免気温 （ ℃）水温（ ℃） 

様る／



ワ 月 お 日 米 曜日天気（動 ）

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ な ℃）水温（乙ア℃）

外気温（ 31 ＿：~1－水温 j_3o ℃）
議壬＿＿＿＿！.〕I[Lk~!l_JW＿~二三＿_l~＿］；，三filjえ

昼 中気温 （3b℃）水温 （2Cf℃）
ー＿＿＿＿＿＿_1-t＿~｝星ー＿（＿_2.6_~）一主混”j__ ~＿Q＿~c;J __ _ 

主三去三三
タ 中気温（ 5o℃）水温（ '2-Cf℃） 
一＿＿＿＿＿tt_~混＿＿＿（＿？＿~－：~）＿＿丞混＿＿t?Q __ °S;_L ＿＿＿ー－
様子

メダカの産卵の条件の記録

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ ~℃）水温（又ワ℃）
一ーー”ー及室混ー・L~__ 0.C_Lz.Js混．ムゴ合．？むよ一
様子

正語~f末冨－-c－！~：~~・－－．
外気温 θ2℃）水温（ 3o OC) 

様ミE：：；三；：：E二L~－：Gfi：：赤寸ヲーlて・子？？翌－
___ －－；！＿コー＿7_＿二l三－－~~~~－－－－t＿＿＿＿一一一
タ 中気温（ 会。℃）水温（ .2q℃） 

．．企~混＿＿L32:_°S;_2必混．．〔．盗：~）___ _ 
様子

N03 水槽周り扇ミ二7.R草1］＇、石あり l INO  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） / I I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ 0CY' I I 外気温 （ ℃）水温（ ℃） 

産主二二二二二二二二二二二二三三二コ産主二二二二二二二二二二二二二二二
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

l二：：：竺土：竺竺子：f：：：：：：丘二：：川； ブ

タ 中気tffil/( ℃）水温（ ℃） 

。C)昼中気温（

タ！な且（ ℃）水温（ ℃） 
「－－－．与－－；；；戸ーーー－－－－・ーーー
説予／v!': ＿＿＿＿＿＿＿ー一一一一一

N04 蔀雇中日吉正吾＼水草1J一、石あり IINO 8 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） / I I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿_1-t~j昆ム一一・3二Lz釘昆＿j＿一一ー主主二一一l L一一・rJ:気温＿j一一・－~＜；＿Lz.K温ムー・4…一一－－
様子 ／／  ｜ ト様子

昼 中気温（ ℃）本源（ ℃） 昼中気温（ ℃)A温（ ℃） 
外気温（ ℃〉寸く温（ 。C) 外気温（ ／吃）水温（ ℃） 

様子 様子 一
／／ 

タ ／中気温（ ℃）水温（ ℃） 
／／ 外気温（ 。C）水温（ ℃） 

庭 訪高司至宝ZヨIt?i：ョ：三三五［三：：：：



l7月 2ヰ日 木 曜日 天気（桝 ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝中気温（ ℃） _zJ 

気骨寸ーーで7水温（ ℃） 

：：主2JI111：互豆妥援現在二：：：：：二二二一

墓－－－－－i¥交通一て－一一ーで；一末~NfT＿＿＿＿℃5~ I昼 中気温（ ℃）水温（《℃｝

-ti:気温 i一一・－~~LzttιL_ _.&I _______ J l ＿＿一一企気｛墨－－~一一一主2-z色混＿＿＿（＿~どま2
様子 ~ I U様子

二空三：~~；；~；；；；；；；~3:；；；；］日空；；~；；；；；；~~；；；；；；；；
エァ 一二一一一一一一一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 29℃）水温（ ~~C) 

外気温（ 3o °C）水温（ 符 ℃）
様子

ー一一ーーーー←
蚕 可奈冨でーーで；一末tifT----0C} 二ニエ司

一一一ー~Bl昆ーし一＿＿＿：~L慈賞ゴ一二－－~＜；＿L__ 
様子 - --－ーーーてコs，ー・ー

タ 中気温（ 到。'C）水温（ 3o。C)
外気温（ 3_3℃）水温（ 3,2oc) 

j委主：：預:iI五三蚕；：［三：温三五二二二二二二：

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 29℃）水温（ 28'。'C)

外気温（ 3b 。'C）水温（ 22 。＇~）＿・－
蓬f_~~7~B.~f{"fj＿立正義一色ti..~~~－－
昼 中気温（ 。C）水温（ え γ ア

外気温（ 。C..Lz長 温 「 ℃） 

様子 -- -
I......：：て二三：一
タ 中気温（ 31℃）水温（ .30°C) 

一－ー・2こ気！昆＿＿s_5_3＿~＜；）＿＿~主混一・〔ゑ－~~）一一
様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） /-I I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一会忽混」一一ーローさ混＿_s＿・ー－－－~~と一一I L_ _____ zj:気温＿＿L _____ ~＜；.よ法混ム－－－－－~G__ 
ー壬一”一一一一一一一一一一一＿,.L乙一一一＿J ・援王一一

昼中気温（ ℃）水；宮（ 。C) I r昼中 気 温 （ 。C）水)it"( 。C)

一一－－－~忽温よ－－・－~~~混＿J一一－－－~＜；_L______ J L一一・.t'J:気j皐＿J_______ o~人ゑ浪・.~ －－－・－~2一一
様子 ／／  ｜｜様子

ー
タ 中気世ぺ ℃）水温（ 。C)

外＼昆（ ℃）水温（ ℃） 
様王／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり I11'f68 日当たるー－ 泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） / I J.朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ゲ ｜｜ 外気温（ 。C）水温（ o~ 
様子 ／／  ｜ ト様子

昼 中気温（ ℃2,..-1.夜温（ ℃） I r昼 中気温（ 。C）水遊／（ ℃） 

一咽”－－－~忽混LムJて乞）一Z長混一
様子 一＿＿＿_ Lど：一－．－一．句一一．－‘．”．．．．．一句－目－－．－．．．｜ 卜様子 子ア，

万一芳賀 直－て一－一．－モ；一末？雇．－了一ーで了一一

外気温（ ℃）一水温（ 。C)

援王瑚：［立雪：張主主近互一



7月之「日 牟曜日 天気（増刷）

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

－－－~B混」一一＿J二よ述混ーム”・－ • .:G2 
様子 fイ

豆一市交通マ－－－－－でじ末冨-r－－ーで｝一一

－－－－－－~~｝昆－．〔ー圃ぷ笠）_ _z長混＿j＿＿＿＿ー・1三］…・－－－
f善玉．．．ーー－－－－－-C.

－~－－－河安；冨－で一－－で了－末直一了一一でj一一

外気温（ ℃）水温 （ ℃） 
j義主：：if:?lftJ_~Jlij：ぉヨヨ：EI~~：翌二一

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 26℃）水温（ 2..)℃） 

一一・2鰯 ＿＿＿(3-三：~2－述混＿j＿~7__ ~c;_2一一
様子

f育石千五）水温T-3J℃）
目ー－・・~忽j呈ム3_'l_~Lz鴎ム室生－0~）＿一一

主三三三：：＝~
タ 中気温（ヲo℃）水温（乞？℃）

一一一＿ft_~－~斗－~－~9-2一定混同＿L~＿l__!;J___ _ 
様子

メダカの産卵の条件の記録

N O  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 水温（ ℃） 

．一一一位~混斗ー一－－－~c;.よ1.Kt旦＿＿（一一＿＿:g一
様子 ， 

昼 中気温（ ℃）本涯（ ℃） 

．．．．．．．社気温ゴ一一－－－~c;.一生混－ーし－ー＿：~よー胸ー．．．｜
援壬・ー－ーー・・・・・・・・・＿＿＿,.....-___ _ 

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（弐う。C）水温（之y℃）

－ーー・・ー・.?i気温＿＿｛~＿os;よ法．混＿＿（＿~2：~よ．・・・ー・・
犠二子シエぷコふ.＠乏イ寸：！J1J：之 さとt_-:1~三一
’＿＿ ｛ミ型土鐙3じたーーーー・・・・ー・ーー
昼 中気温（ 3.z°C）水温（ ~ I °C) 

外気温（弓 つ℃）水温（3 h°C) 

恒：~：E：坦：I~豆：玄二エヨエ＝：・Eー
デー・・草案riii--c”3万モ：f禾ー涯ーてうさ：干そう了一－

．－ー・ー・・?i~混＿＿L~.ょ＿！；；）＿＿］)S＿混＿＿（＿~L_：~）＿・－．．．．
様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり J IN O  7 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） 1.k温（ ℃） /I I朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 

一一公~混－ 一－－－．？乙）
一二去．．．一－一－一－一－一．一．一．一．白一一一一一ぷ三＿＿＿＿＿＿＿＿＿_j ．援壬一．一

昼 中気温（ ℃）水遊（ 。'C) 豆一一革案tifT＿＿＿ー”で了禾蚕勺－－ー・ーモ了一ー
一一一・~~｝呈＿＿（一一：~~t.混ーし－－－~＜；＿L__ 外気温（ ℃）／永温（ ℃） 
様子 ， 

一 一 一タ 中気7Y< ℃）水温（ 。'C)

様子 ／ ／  

二二二二Z二二二二二
タ 中ラ幻自／て ℃）水温（ 。'C)

・・・・・・・・4 ー－混＿＿（一一一：9-2
様4

外·~lfil. ( 。'C）水温（ ℃） 
l様子長

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） / I I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一公気温斗一一・＿：9-L丞混＿＿L一一以こ…＿＿J L_ ＿＿＿一社~混＿j一一－－－~＜；.よ1.Js混ーし一平一一一一
様子 ／／  ｜ ト様子

昼 中気温（ ℃）本海（ ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃）水’／（ ℃） 

一－－~忽混－ 一一－．．包ど~混一
様子 ／／  ｜ 十様子

タ 中気砂ぺ ℃）水温（ ℃） 
外気？旦（ ℃）水温（ ℃） 

歩－－一一一一一一一一－－－一一一一

〆



ブ月 2b日 ム 曜日 天気（塩 ）

昼 中気温（ ℃）水温（ 。'C)
___ 1-t気温＿＿＿（一’．．二~2

様子 ， 

タ 中気温（ ／ぞ）水温（ 。'C)
外気i,,.,r ℃）水温（ ℃） 

議手”ーココア・ーー・ーーーー

／／  

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 包Cf。C）水温 c9-.o。C)

ーー＿1-t~混．ーし3_z_:~2－ーお昆＿＿t_3-Q_0S::_l_ ＿＿＿一

様子 ＝ムー「
昼 中気温（ 30℃）水温（3 I °C) 
一一＿＿＿1-1:~｝昆，＿（3_7-~~Lz~r墨ー＿ta＿~－~♀l_＿一
様子 市 Z

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水混（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ oc; 
様子 ／／ 

昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 一
_______ ？｝.~室温ー，L＿ーー・－~＜；；X7.)s＿混ーエ一一－－~~）__ _ 

l様子 ／ 
－－－－－－－ー．”一・ーフ7－－一・・・…・・ー・ー

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
－ーー・・＿＿f上空〔混目J_______ os;_L法混＿＿(_ ____ J二よーー
様子／

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温 （2q℃）水温 （ ~℃）

一位気温＿＿L3J_0S::_Lz主混＿＿（＿~~色~~）.
様子

重．．．．平交t~rて：ぁーモ了末冨ーて＂）Tモ了一－－－－－

－－－~生気混＿＿L3-~L~よz長混＿＿(_2＿~~よ．
｜箆王・ー

~・－－市交）i"－でき1ーで｝－末tifTj－，ぷ買う了一－－－－1 r§ ＿＿＿＿草案通（訂－で了禾1量マ－30で了一一

一一一＿tt~l!昆ム三色主）一志混＿＿L~5-~Cl一一＿_J L一一一位気混＿t~ー＿＿0S::lJ.K~ーム~2~~よー
様子 一一一一一一一一一 l十様子

－ーーーー一

N03 水槽周り暗く、水草示右あり l雨07 日当たる ~7k草ぶ右あ
朝 中気温（ 。'C）水？昆（ ℃） ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温エ一一＿：~2一定温（ ℃） J l 外気温（ ℃）本混ームー＿＿：~よ一一－－
援3:＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二二コ 陵主二二

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
・・ー，＿＿1-1:~1昆＿_(_ _____ ：~2一刻墨斗＿＿＿＿＿＿"._<;;) ＿＿一
様子

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子／
フ；？－－－－

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝中気温（ ℃） ztiι~一一

外気世寸一一℃）水温（ OC) 

護主：：二万支：I~fiii!YS~ぉ：1~~~jj：ョ：二二

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃）／／ 
外気温（ ℃）水温（ ／ぞ）

様子 ／ ／ 

タ 中気温（ ＿／℃）水温（ ℃） 
___ 1-t~｝~ゴ…一－笠）

様子

昼 中気温（ 。C）水温 （ ℃） 
外気温（ 。'C）水温（ ℃） 

様子

·§－－－－~交通ーー了－－－－モア禾．涯－て・ーー・ーで了一ー

外気温（ ℃）水温（ ℃） 
様子

NOB 日当たる・泥いれ水草あり
朝 中気温（ 。'C）水温 （ ℃） ／／ 

外気温（ ℃）水温 （ oa/ 
様子 ／ ／  

一 一一一

昼 中気温（ 。'C）本温，( 。C)

同一一一位気！墨＿j一一－~＜；よさ色混＿＿＿（一一＿：c2.一一
様子

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ 。'C）水温（ 。'C)

援壬．．．
)/ 



ワ月 2ブ 日 日 曜日 天気（陽札 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃以同

官ナてごま~1-_z~t~＿J______ J;_). 
極主：~f3-;-~~~I二E一主釘＿J土色ゴ－~2~ごt~l三
l三金作 ：a_1ームー
昼中気温（ ℃）水温（ ℃） 
ー旬ー＿＿＿＿ft~混＿＿_(_ _____ ~g) _ ＿！釘昆＿j___ ~－－·－ 
様子

メダカの産卵の条件の記録

N O  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ .,... __ 

様子 -

昼 中気温（ ℃）水源（ ℃） 
外気温（ ℃徐温（ ℃） 

様子ー 一

；亙~；！：~；I；；；；~~；；；；；;:i I；亙害；；主主；；i＿：：；；；~r;;;;-
NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ゴO℃）水温 c'd re) 
一一＿f鼠j昆ー＿（＿~＿？＿笠）

様子

二二三三三三二一一．．．．
昼 中気温（ ’℃）水温（ －宅）／

外気温（ 。'C）広憶で ℃） 
様子 .....-:: - ~一

歩－－ー－－i:戸支）Jfil:"－で了”で；－－7天tifT-30'モアー－－－－－
外気温（ 3j℃）水温 （:52℃）

様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 30℃）水温（三j℃）

－－－一一企気混一｛．三ょ－o~＿L.z主混＿＿＿(33_J；：~）一一
様子

二二二三三三三ご．．”：：二二二二
昼 中気温（ ℃）水温（ もみ
一一一社気温＿j_______ o~与は：に－－~g）一一一｜

r~~：~－－－：；：：：：~ 
タ 中気温（ ~_7 ℃）水温（ 30℃） 

外気温（ 55℃）水温（ 32 °C) 
様子

N03 水槽周り暗く、水草忌石あり J IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／／｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿.1-1:-）.志混斗一一・－~gLz長混＿j＿一一＿J詠三一一＿J ｜一一一位気j墨ゴ一一一主LzK混一〔一一－－~~一一一－
援±＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一＿＿＿.,L乙一一一J｜援王．…一ー

昼中気温（ ℃）水i1ffi'.( ℃） ｜｜昼中気温（ ℃）水UtY( 。'C)
外気温（ ℃），／iポ温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）〆11<rliil. c ℃） 

様子台一一一一一一一＿＿/___________ _J I様子 ・4

タ 中気温パ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子〆

N04 部屋中日当たる、水草小石あり N08 日当たる・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃｝」弘温’ ~ - 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

r「一℃）水温（ 。'C)

T主主主三二玄E~＆n~：：玉三笠豆玄：芝二三百三
唱ーーーー｛三会一空全ILLt＼.＿ーーーーーー・ーーーーー

昼 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ζ 
様子

昼中気温（ ℃）水~（ ℃） 

___ f｝：＇－！.｝~ ___ ( ______ ~g) __ ztt昆＿j一」~－－一一一一
様子

外気温（ ℃）徐温（ ℃） 
様子

二璽弓；豆；；；；；；雪；；；；；；；ll：；；；堕；；；；里 子三：；；；；；



7 月ヌ~日 日曜日 天気（識や）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水準ふ一一・5一一一
様子 」

昼中気温（ ℃）水J1iY"( ℃） 
一一一・ft気温＿＿＿（一一一~んきE混＿j_______ os;_L＿” 
様子 ， 

タ 中気品イ ℃）水温（ ℃） 
外租（ ℃）水温（ ℃） 

様丞

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（~℃）水温（ zナ'C)
__ _?l＿~＿7=昆＿_c~z＿：~2ーさ混＿＿L3..L~＜：；＿L __ 

様子

一一一・亙F 中気温（ ℃）水温（ ~C)--

議手＿ft＿~_t昆ーし＿＿：~2鴎＿＿(' _____ 0s;_L _____ _ 
－－－－・ζ コーー,,,----

－＜－三三．．．．
タ 中気温（ 3n。'C）水温（ 2q。'C)
様＿＿＿＿ft_~－~昆＿Ls3.：~Lzft.墨＿＿t~－~－~f;_L __ 

子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水温（ 。'C)

外気温（ ℃）水温（ °CY 
様子 ／〆

昼中気温（ ℃） 1ki ( ℃） 

．．．．社気混ーーL_____ os;J~生温＿＿（・…－－~~）＿＿＿・－一
様子 ／ 

一一ど一一一一一一タ 中気温／（ ℃）水温（ ℃） 

一一．．．必J昆＿j一一ー＿＿o_(:_l_J)S混ーエ一一一~C）＿・－一
様子 ／
／ 

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ Z0°C）水温 c2守党）

______ }j_~塁混＿j__ ~！：－~♀Lzt混＿＿(_2_l：~）一一
様子 一一’ r一一一一

昼 中気温（ 。'C）水温（ 二C)
ー＿＿｝＿！：~三i昆＿J_______ o_Q.主主混三亡－－－－~~よーー・・ー－

｜様子 ..-=-::-:----タ 中気温 C3o℃）水温（ 2q。'C)
ー一｝jこ~混ー＿t3-ヨ－~＜：；Lz年混一〔－－~どCよ．・ー一一

様子
1－ーー一

N03 示橋周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／／｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温 i一一＿J；：~2一志i~. J：一一・3と一一ll 外気温（ ℃）夜混一〔－－－－－－~~－
議壬一一一一一一一一一一一一一一一一二：之と 二コ 際主二二 二 --

昼 中気温（ ℃）水KC ℃） 1 r昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） 

一一一及室温ムー一一主~混＿j＿＿＿…三三l一一一IL_ _____ }J:~t.墨＿j_______ os;・ゑ混一〔一一・－~~）一一一
様子 ／ ｜ ト様子

一－．’．－－．’－7－－－－’一一一一一一一”．”．一．一1I一．一．一司一．一－一－

夕 中気砂ぺ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様丞

日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（
様子

昼 中気温（ ℃）水温（ ℃レ／／｜｜昼 中気温（ ℃）水必ず（ ℃） 
外気温（ ℃）水温し／句） ｜｜ 外気温（ ℃）バ温（ ℃） 

箆壬一一一一一一一一－－－－－ζ 三二一一一一一一l｜箆壬一一一一一一一一－－－~－~~~~~~~~~~~
＂＂§一一市…亘コて一一－c;c；一末HfT＿＿＿＿ーで了一一一1r~－－－－~百気事；1－・－ーモア末痕一｛－－ーモ了一一一・1

再議第三~t去最！？品三 ：臨：日と



ワ月之？日 だ 曜日 天気（婿~l ) メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ 。'C)_J_以畠

℃）水温（ 。'C)
義主五五玄関百五ヨ歪豆王ヨ二二
昼 中気温（ 。'C）本温

ト〈 ℃）水温（ 。'C)

主主i江区~~：蕊百五五二三；万三：f泌；ー

タ 中気温（ ℃）水温（ __j 
外気温（ CC）~本誼r「 ℃） 

様子 －ー

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ユF℃）水温（？－、7℃）
一＿＿ft'-5.｝~ __ ＿（＿三l笠Lz長温＿j_JQ（む＿l___ _ 

朝 中気温（ 28℃）水温（ 27℃） 
_______ ｝＿！：気温＿j＿＿釦 ＿0.(:_Lzls混 ＿＿(_3-Q＿：~）＿一

様子 様子

昼中気混（ヲZ。ο
一－－冒＿＿_1-t_~立j旦＿＿（三乏：：~2－述混一t~名主l一J ｜一．．．．”．－土上5塁混＿＿LS:三＿c.(:J_ _J)S~混＿＿＿（＿~芝一主よ
1茶子 一一一－一一一一 II様子

ずーー市交Ii－でヲ3℃：r-1天理－-r－認 で'f一－－－－ タ 中気温（ ヨo。C）水温（ ヲ0。'C)

一． 

外気温（ 多ヨ℃）水温（ ヲ2℃） 同－一一・泣~f!i!_J_.3-_3-_0~1-z年混一〔＿？l：~）__ 

堅二ニー－ h様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり N07 日当たる・水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） ／／ 朝 中気温（ ℃）水混（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ℃Y 
議圭一一 / 

外気温（ ．℃）水温（ 工
様子

昼 中気温（ 。C)
｜昼中気温（ ℃）川 ℃） 

外気温（ ℃0f<i盟（ ℃） 
l様子 ’ 

タ 中気盛／｛ ℃）水温（ ℃） 
タ気温（ 。'C）水温（ ℃） 

様ユ

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

様子
外気温（ ℃）水温（ 工

昼 中気温 （ ℃）水亙（ ℃） 
外気温（ ℃づく温（ ℃） 

様子

タ 中気伊て ℃）水温（ ℃） l Iタ 中気逗~ ーでγ京涯でーで〉一一
一一－全友混＿＿（一一笠Lz長温（ ℃） J I_ タト気温 （ ℃）水温（ ℃） 

援えと二二二二一一一一一一一二二二二：l阪支三二 二



！？ 月30日 dく曜日 天気（吻爪） メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり

直中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一位気混＿＿L一－－－0~よzJs混－．〔一一＿：g＿＿一一－
様子

量中気温（℃）研一 ℃）

様子
外気温（ ℃）｜ポ温（ ℃） 

｜夕 中気温パ ℃）水温（ ℃） 
｜ 外調（ ℃）水温（ ℃） 

様玉

N O  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ Jb℃）水温（ 2 ℃） 

外気温（ 2~ ℃）水温（1t℃） 
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり

L土；：竺竺！？ε：'. • • ( I 〓： I
様子

昼 中気温（ 符℃） 水温（ そり℃） I r昼 中気温（2"℃）水温（::i '7℃） 

…＿｝l忽温~－－（~－~~2広温＿j一一：~c;2__ ~ L一一一位気混＿J_2j~~）.-1.K混一ー伎を＿：~）__ _ 
犠仁子 一一一一一一一一一 II：様子
一一一一一一一一一 ｜ ｜一一一一一一一一
夕一一．．弔烹冨

一一＿？l忽混ム2ヨ－笠）一丞混一＿t2?:ζL一J し一一－泣5塁混＿＿t3-.3_0~＿L1t＿埠一＿＿（芝之－笠よ一目

様子 一一一一一一一一一 ｜十様子
一一一一一一一一

N03 水槽周り陪〈；水草小石あり .] ]NO  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／／｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一＿＿it~草混”ム一＿＿J;J 
援壬一－一－一－一－一一一一一一一一一どど．－．一．一＿＿J I援壬一－．

昼 中気温（ ℃）水Ji('( ℃） I r昼中気温（ ℃）水mt"C ℃） 
外気温（ ℃）A 温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）釆温（ ℃） 

様子 ／ ｜｜様子

タ 中気温／〈 ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様毛／ I 

N04 蔀雇雨画亘五る：示草小右あり lINO  8 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気視（ ℃）水温（ ℃~II朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃上主混Jζ三笠L一一一｜ ｜ 外気温（ ℃）水温（ 斗
様子 ____.-- I I：様子

亙一－．．浄三長宮で一－．－δC；一．末？亘．－：一一－－もと；ー

ト気温（ 。C）水温（ ℃） 

選Et~b店主：J:；~aE了径五乏：三：~~~~"i~~
－ー－ー・・・4三急宝包金＿l;Jー」し玄

~~－－~~；_r：~~I~~－－・：；g~1J[tご：：~c;_L＿＿＿＿一
様子 －－－－・／
ーーー－ニニコy ー－ーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーーー・

昼 中気温（ 。C）本店 （ ℃） 
外気温（ 。Cサく温 （ ℃） 

様子

タ 中気温／（ ℃）水温（ ℃） 

に二：：七千三：：二三竺：：とごと－；け



7月 31日 オ＼曜日 天気（崎県J〕 メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あり NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）本混 一--2tγて7 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

気骨千一ーで7水温（ 。'C), 
護主郁戸Eτ~-:iizJ~ミヲミ：庄支：ヨラ~1_~7_~7-

一一会主士主五＿[iこ ：二：：－ーー・ーーー・ーー
昼 中気温（ ℃）水温（ 。'C)

外気温（ ℃）水温 （

．．．．社気温ーJ_______ 0s;_Lzls混一ー｛一一－－~~一一
様子

（豆布気渥－－｛－．

外気温（ 。'C）バ温（ ℃） 
様子 様子 中

タ 中気温（ ／ぞ）水温（ ℃） ｜｜タ 中気世ぺ ℃）水温（ ℃） 
外気品イ C）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ 。'C）水温（ ℃） 

選三三ど 二二二二二二二二二二二二JI褒二三二二二一一一二二二二：

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（づU。C）水温（29 °C) 

外気温（ ヲユ ℃）水温（ろ／℃）
様子
ーーーー 二二二ニニ＝

昼 中気温（列 。C）水温（30, °C) 

ー・・1-t~｝旦＿＿c三三＿：g2一水準，j＿三L~c;_L__ 
様子

N06 日当たらない ・水草無小石あり
｜朝 中気温（ヨ的）水混（マ℃）
・・・ー・ーー＿r_i:気温＿＿L~Z0s;_L2色混＿＿（＿乏」：g)＿＿，目”司

捧．壬－－－・・・・・・””．・・”・・・・ー一平＝ごごf
百：：－＝：：：＇三三＝二．．－－
l昼 中気温（ う）℃）水温（ ~o℃） 
－一一－－－社気混＿J_3-Z0s;_L2色温．エーー＿j_:gよ－－．
様子 ’ 

タ 中気温（ 3 r 0c）水温 （30℃） ｜｜タ 中気温（ 3 J °C）水温（ '30℃） 

一一一・2忽 混＿L3.二Q2一志混＿＿L3-l:＿~＜；_t ＿＿＿＿＿」！一一一泣気混＿＿L3.：ヨ－~＜；＿LJK混一〔3三~g）.一
様子 一ーーー一一一一一「｜｜様子
一一二二二二ニニニP 一一一一一一一一一一一一 － 

N03 水槽周り暗く、水草IF石あり l IN O  7 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃）／勺 ｜朝 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 

外気温（ 一℃）一志温（一一・3ど；一一l｜ 外気温（ 。'C）水温（ ~~~ 
援壬－－一一一一一一一一一一一一＿＿＿/ ＿＿＿＿ー一一l・援壬一一

昼 中気温（ ℃）札ii{( 。C) I L昼 中気温（ ℃）水症（ ℃） 
外気温（ ℃附く温（ ℃） ｜｜ 外気温（ 。C株温（ ℃） 

様子 / i様子 ， 

タ 中気?YC ℃）水温（ ℃） ｜｜夕 中気rV( ℃）水温（ ℃） ｜ 
外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 先K温（ 。'C）水温（ ℃） ｜ 

様予／ I ト様品

N 04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外~~｝1主＿＿（＿一一・~~2一定温一L____ J詠乙＿＿＿＿J I. 外気温（ ℃）水温（ ：~. 
様子 ／／ ｜ ト様子

昼 中気温（ ℃）水底 （ ℃） ｜｜昼 中気温（ ℃）本誕百（ ℃） 
外気温（ ℃レ永温（ ℃） ｜ ｜ 外気温（ ℃功く温（ ℃） 

様子 一ー一一一一・4 ど一一一一一一一一一一一｜十様子 7 
タ 中気7￥〔 ℃）水温（ ℃） 

一＿｝＇.. 一斑＿＿（一－．．－－ロ）
様－



r 8-"月／回 全曜日 天気（滑れ ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃ 

外気温（ ℃）水温レ／”℃）
様子

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 50。C）水温（之守℃）

一一旬＿_1-t気j呈＿＿（~3_J；：~Lz長混＿J3-.ι－~~よー
様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ー－泣気温＿＿t一一－－~C_L1Js混ーエーームー一
様子

昼中気温（ ℃）水~（ ℃） 

．向泣3塁j墨一
l様子

タ 中気tV〔 ℃）水温（ ℃） 

．ー・ー・・｝~混一L＿ー”＿ ＿0.(:_Lzち混＿＿＿（一一・・3二よ一
様品

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温 （ヨD℃）水温（ 27℃） 

・ー・＿?.t_気j昆ーJ＿~J_0.(:_Lzt＿混＿＿(3-2：~2一
様子

蚕 中気温（ ヲ2℃）水温（ ヲl℃） ｜｜昼 中気温（32℃）水温（31℃） 
___ _1-t忽混＿_c3_z~c;J＿述混＿＿L~3-_o.(:_L ___ ~ L・t・＿＿＿}l気混＿j＿~＿2J:;)._]J岨－〔33~~）一一

様子 一一一一一一一一一 ll様子

タ 中気温（至。℃）水温 （2Cj℃） -11タ 中気温 （ミq℃） 水温 －（2Cf℃ ） 

一＿_1-t_~混ム~~－：~2一夜混＿＿L~－之＿°＿（：_L_____ J ＇－－－－－一一位~混＿＿t兵三三三l一夜混一〔－~.｛－~~）.一ー
様子 一一一一一一一一一一｜ ｜様子

一一一一一一一ー一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり ] ]NO  7 日当たる・水草小石あり
事｝~ 中気温（ 。'C）水温（ ℃） /.I I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ 。'C）水温 L－－－－－~~どー－｜｜ 外気温（ ℃）水温（ 忽
援壬一一一一一一一一一一一……ー・4乙一一一一l様．壬－－

昼中気温（ ℃）水m:c ℃） I l昼中気温（ ℃）水~（ 。C)
外気温（ ℃）A[(温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）｜温（ 。'C)

様子 ／／  ｜｜様子

タ 中気砂ぺ ℃）水温（ 。'C) ｜｜タ 中気ゆイ ℃）水温（ ℃） 
然気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ ℃） 

様る／ ! l様モ／

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ 。C)

様子
外気温（ ℃）水温（ ユ

昼 中気温（ ℃）本店（ ℃） 

様子
外気温 （ ℃〉寸く温（ 。C)

タ 中気温（ ／ノ℃）水温（ ℃） 
外気r~r ℃）水温（ ℃） 

様え



8月 2 日 よ曜日天気 儲』1し）

NOl 

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ '30°C）水温（ ZC(。C)

－ー・＿＿ft~..t昆＿＿（＿~－？：~~L2tt.墨ーj_ _?_l_＿~よ．．．
様子

宮苛嘉弓；m亙－－c~：－~－；一
暢・・・司＿＿ft＿~－~昆＿＿(}_5_:g2_2長混＿j＿~＿：！：＿＇♀l一
様子

ー一一ーーー一－
37－－－－－~戸支Ii－で芥で；一末ii－－了：33でj一一一

一一＿＿＿ft＿~j旦＿L36＿~QLz長混＿＿｛＿三sJ;_tーーー
様子

一一一一一一一一
N03 水槽周り暗く、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

___ ftB｝昆ー4・・ー－－－~）一志j墨＿j＿＿＿＿＿＿エ
援壬一一一一 一ーどこ
昼 中気温（ ℃）水温／（ 。C)

外気温 （ 。C｝寸く温（ 。C)

様子 同

昼 中気温（ 。C）水温（ ℃） 
外気温（ 。C）水温（ ℃） 

様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

__ }j:~混＿＿｛一一－－－~＜；）.＿J)S混一－〔一一＿＿:g _____ _ 
様子 ， 

昼 中気温（ ℃）水遊（ ℃） 
1 .. ＿＿＿＿＿＿＿社~f~__ L _____ ~＜；.k生涯＿＿(_ ＿＿ー＿＿:g2ーーー
様子

タ 中気1.ffiY"( ℃）水温（ ℃） 
タ気温（ ℃）水温（ ℃） 

援〆．

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 3グC）水温（ QデC)

・”＿?1~混＿＿L3-k＿~♀Lz色混＿＿(_3J＿：~）＿＿＿ 
様子
一一一一一一一一一
昼 中気温（ _33℃）水温（ g ~℃） 

外気温（守山 。C）水温（34 °C) 
様子
一一一一一一一一
タ 中気温（ '3午℃）水温 （33℃）

外気温（タ6℃）水温（3y>c)
様子

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ 

外気温（ 。C）水温（ ℃） 

様子 ／ 

－一一一ー昼 中気温（ 。C）水底（ OC) 

…－－－ー勾こ気温＿j_______ ~・ゑ混＿＿(_ ＿＿ー＿＿：~2一－ーーー－
l様子

タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜タ 中気1~〔 ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿＿ft忽混＿_(_ _____ :QLz~t昆斗一二Q一一一＿J l__ _____ ~f~＿j _______ ~＜；.よ法混一〔一一＿＿:Q). 
t奪三五ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l陵 -



2月 3日 日 曜日 天気（ 階小）

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃） Jts.i 

1三気品十ー一℃7水温（ ℃） 

駐ご蕊玉三3-~~t2~玉益五五：ヨ：~~；~2~~
－－~＿；＿与二；t-:\._
昼 中気温（ ℃）水温（ 。C)
一一一ft－~－~昆＿_(_ _____ ：~2一度！昆ー｛ー・ぷ~－·－－
様子

タ 中気1昆（ ／ベ）水温（ ℃） 
外気？イ ℃）水温（ 。'C)

様子百

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2..？℃）水温 （1ff℃） 

一＿＿ft気温斗」註；笠Lz~t.昆＿＿L3＿ーーし同
様子 ． 

蚕一議~＇.~T~mcr知ー
____ 1-l~l呈＿＿（＿~（：，＿お＿＿！長良，L~~三i一

様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

．ー＿＿＿_fl:気温ゴ一一－－－~＜；＿L1Js混ー＿（＿_____ :gーー”

｜援壬一一 一一一一

昼 中気温（ ℃）本庄（ ℃） 
外気温（ 。C サく温（ ℃） 

産主二二一－ ,,r. …一一

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温 Czq℃）水温（之宮℃）

－－－－泣気混＿＿L.i.\_0~l-1Js混＿＿（＿~J:：~）＿一一
様子

ーよ t 三ごご三三＝；一一－－－－
昼 中気温（ 3］℃）水温（ 3o °C) 
一－ー・.?'J:気j墨－－~三台－－~~”L.z主混ー＿（3.ご＞.J：~）＿一
様子
ι~三三三三三二一ー ． 
タ 中気温（ 31℃）水温（ 30℃）
___ ?'l:気混一t~＿5__ 0~三LzK混一〔ーS:t＿：~）一

様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり J IN07 日当たる ；水草ぶ右あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

1-1:-~基準＿＿＿（一一・＿：~2一走車（ 一＿＿＿:<;d二一jl 外気温（ ℃）必混＿＿(_ _____ :k一一一一
援壬一一一一一一一一一一一一一一一一一三？と二二二l産主二二二二二二

昼 中気温（ ℃）水遊（ 。'C) 昼中 気 温 （ 。'C）ヌk湿／（ ℃） 
_______ _?1気温」一一＿＿：~・~f~__ t ______ ~c;_L ＿＿＿一
様子

外気温（ ℃）創ffil_ ( 。'C)
！様子 ／／ 

タ 中気世ぺ 。'C）水温（ ℃） タ 中気7VC c℃）水温（ 。'C)
外気温（ 。：~2－水温＿J_______ ~C_l一一一

様苓ア・
ファ一一

然気温（ ℃）水温（ 。'C)
援4

N04 部屋中日当たる、水草小石あり lIN08 日当たる三語いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一＿＿1-t~混＿＿（＿一一 乞）一度温j______ ~二一一l l 外気温（ ℃）水温（ 時

様子 / 1 r；様子

昼 中気温（ ℃Lポ71fT一一一℃7一一一一lI昼 中気温（一ーモア未定寸一一－－c;c了一一
－及気混：._ _(__ ~一抄5混一＿S_一－．－．℃）一．．一＿＿J l 外気混ム－ ℃ゑ混．．〔＿＿＿＿＿＿：~よ一．．－－．

t善：E一二二三~：：二二二二二二二二コ C様子一－．－－－一．．．． ←一一－一一一
一一ーファ一一一一一一一一………一一一1r-－－－一一一一一－7------

タ少気温（ ℃）水温（ ℃） 
外気温 （ ℃）水温（ ℃） 

護主主今易~~~／：（£1-~I~l立ーゴ＿20.2~~



5月半日 月曜日天気（／刷＼）

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一一一・ft:忽J呈ムー一・・~2一恋混＿j__ _ 

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ 2q℃）水温（ 2.＆℃） 
___ tt'-ii昆＿＿Ld2~~2 _ _z恒星＿J_31___ ~1 ___ _ 

様子

昼 中気温（ '30℃）水温（ 29℃） 
一一一致忽混＿＿＿(]3＿エ｝
議：去一．－一一圃ーーーーー一一一ー一

メダカの産卵の条件の記録

ター市気温（引で）末混＜3-oで）一

夜空竺：：~＝~~と竺：：竺：~二
N03 水槽周り暗く、水草小石あり 1 )NO 7 日当たる・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） /.I 1：朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

fl:：気準＿＿（一一ーさ；j水温（ ___ J説乙…ーjl 外気温（ 吃）水温｛ 一一一一一
産主一一一一一一一一一一一一一一一一・2二二コ 護圭二二二二二二二二：二二一一

タ 中気湯／｛ ℃）水温（ ℃） 

緩ん
－－一混＿＿t ______ ~；一本混ーしーーー：g)＿＿・－－

N04 部屋中日当たる、水草小石あり IIN08 日当たる・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） / ., J.朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一一－－~'-1混斗一一主）一率混＿＿t…－－－~乙一一I l_ ___ ll~塁混一｛一一主；＿＿＿?)s混＿＿＿（一一＿＿:g＿一一一
一二を…一一一一一一一一一一一一一一・4こ一一＿＿＿J L援乏一一一一一一一一一一一一一ー一



g月!s 日 火 曜 日天気 ClやI¥..) 

NOI 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ q℃）__zk昆ー← ーセ）

外祭賞一「－ t）水温（ ℃） 
長三部i百二~1zr－：~＼：ila：玄二二二二二
昼 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
一一＿＿＿？｝~｝昆『4一一＿＿：~Lz長混＿L__ ~~ 
様子 ／／  

一一一一二二二二三士二二二二二二
タ 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
, _______ ？｝忽j_l@.＿＿よ一一・＿：~Lz~t~_ _s＿一－－－－o~＿L＿＿一一
｜様子 ／／

一 －
INO 2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（3o℃）水温（ ~·守 ℃）

－ー”1-t~＿t呈ー＿（＿~,3＿：~2一定！墨田j＿；？主－－~＜；よー’””
様子
」一一一一一一一一
昼 中気温（ 32℃）水温（ 31℃） 
一一・~t~＿t昆＿＿(}5-＿：~2一志温＿j＿~＿'t_o~）＿＿＿一
様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
______ }i気温ーj＿＿＿＿ー＿＿os;_Lzls＿混」一一＿＿：~一
様子

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（ 3,D℃）水温（之可 ℃）
ゆ匂胸嶋崎＿＿＿?1気温＿＿（~3-－~＜；）＿_z_t.混．”＿（＿~ょ：~）_______ _ 
様子
二 二二三三三三：三二二一一ーーー・ーーーーー
昼 中気温（32℃）水温（幻℃）

l一一ー＿＿}i~t墨＿j＿~丘＿0.(:_L2色混＿＿（＿~＿?f:_:g) ___ _ 
箆壬．ー－－－ーー回目旬ーーーー・・・ーーー・ー一一＝＝－：：：：：ごと

ラー·－－cp支ti-T3T0cr末~ifて~0－で；一一一－1 タ一一不気温－T3・7・モア禾通－－－c~－-o－モ了一一一

一一ー＿＿？｝＿~混」ー；＿~：~二）一主混＿＿s_3~J三i一一一j し一一位気混＿t~三主.Lz..t.混一〔2三笠よ一一一
様子 一一一一一一一「 ｜様子 一 一
一一二二二二ニニニー一一一一一一一一一一－－1仁二二二二ニニニー一一一一

N03 水槽周り暗く 、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一一・?1~｝昆斗一一＿：~2一定j昆ム一一・ど二一l L一一一位気温＿_s _______ ~＜；.2-2色混一〔＿＿＿＿＿＿：~一一一一
盛壬一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーどこ一一一一lL援壬一一一一一一一一一一－ 一
昼 中気温（ ℃）水温／（ ℃） 

外気温（ ℃永温（ ℃） 
様子

タ 中気位て ℃）水温（ ℃） 

情家混＿＿（一一一乞）一定混＿j＿一一・－~c;_L一
様 h

N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

一一＿＿＿?i~r昆＿J一一－－－~よ法混一〔一一＿＿：~i－一一一
様子

ト昼 中気温（一一切 －溜マ一一℃）
外気温（ ℃L徐温（ ℃） 

様子 ／／  

タ 中気温／（ ℃）水温（ ℃） 
外れEli.( ℃）水温（ ℃） 

産歪三二二二二二二



o月 6 日 水 曜日天気（ι メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中 ・水草小石あ り I !NO  5 部屋の中 ・水草小石あり

日1ι全型さ三：｜店主；と
昼 中気温（ 。C）水~臼一一
一外気温ー（ ℃水温（ ℃） 

1霊：E~~？~~1~~~~~~~玄：~ss~c；：：：豆：：：：：：：：：：：：：：：：

タ 中気温（ 。'C!_!M昆＿（~℃〉
~知昆ー（ーーでο一芯温（ 。'C)
議乏ゴ·］.~~］＿互：二~e互Jl;f~jム（｝___________ _ 

豆ー・ーー草案？亘－-r－ーー－ーモ：f末定マー・ー－－oc了一一一
外気温 （ ℃） '.!( t.ffil. ( ℃） 

｜様子 ／ 

し一ー一一ーーーーー・・どこーーー一ーーーーーーーーーーー・タ 中気？昆 （ 。'C）水温 （ 。'C)
1－－－－－－－－往気~~－j一一ー＿＿o_(:_l必．温＿＿（一一＿＿：~）一一一一
様る

NO 2 部屋の中 ・水草なじ小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 3' 1℃）水温 C-f>o℃） ! l朝 中気温（ ヲf℃）水温 （－－－：｛ 0℃） 

外気温（引 ℃）水 温（ヌ ℃） J l__ ＿＿＿＿外気混＿jJ｝.＿＿~c;）訟法＿（~－~－：~）＿・一一
議王二二二二一一戸一三三三三ごコ陵主二：二二二二二二二三三三三士

土－~~；JI~~［§1;gr~~＝~~i~廷；一一~~l［~~~・~~：~＝~~r~；；忍認”；~l詮；一
様子 一一一一一一一 ll様子

?l－－－－弔交直．て3考－oc)
様一－泣滅ぷ￥．笠）．却兵芸」 ~j I濠享－泣気混－は竺竺土丞主i一．一

｜様子 一一一一一一一一

N03 水槽周り暗く 、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）水温 （ ℃） ／ ｜｜朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／ 

外気温（ ℃）水温（ ℃） ｜｜ 外気温（ ℃）水温（ 。GV
護主二二二二二二二二二二二三三二二コ 産主二二二 一一一

昼 中気直1 万一亙（ ℃） 昼 中気温（ 。'C）水温（ ℃） 
_______ 1-t~温：＿_ _(_ _____ ：~どJ墨＿j＿＿＿＿ー－－~c;_L__ 外気温（ ℃）水温（ 。C)
様子 ／ 様子

タ 中：気温／〔 ℃）水温（ ℃） 

一一一＿_1-b一頭」－句”・＿＿：~2一夜j墨＿＿L ＿＿ー－－~＜；_L_____ _ 
様孟

タ 中気温（／ ℃）水温（ ℃） 
外気温~ - OC）水温（ 。C)

様子／ ／



F月 プ 日 木 曜日天気（時 ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温 （3b℃）水温（ユマ℃）
一一一＿f-t気j昆＿L2~－~~Lz長混＿_s __ }L~C) ___ _ 
様子

二二二三三三？？？二一
昼 中気温（引℃）水温（ヨo℃）
___ f-t.忽j是＿＿(3__; ＿＿訟法混＿j_3＿~＿~（，）＿一一

様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

－－－－－－－社気混J_______ os;_L生混＿＿（一一－－~~一一一
様子

昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 

凶・ーー”・＿｝J:~三混＿j一一ー＿＿°S;λゑ混＿＿(_ _____ ~~）一一・”ー－
h様子 --

N06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温 （30℃）水温（ 21℃） 

外気昆（3~じ）水温 （ 3 I °C) 
産主：：ε一五：百五万五：EI！：；：歪：：：：：：：
亙．ーーー市交i~－－（’玄「モア禾温ーで玄5そう〕一一－．．．

______ }i気温－－~と~3-－~c;よ法混一〔2ム：~）__ _ 
援壬．．．・ー

ず 一市交湿ーでま7で；一末道一r3oでγ一一－1「す~ct!気温－｛ーぎT0c-r末逗－－CY6－モ了一一
一一－－~－！＼混ームョ之＿：~2一度混斗三ょ＿！；_L___ _J ＇－－－－－一位~i昆＿＿i_3-~－~（，l_7 _ _t混＿＿＿(3-L＿：~）ーー
援をニコーーよ 三三 二二一｜ 降二二二一ーと二一一－

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水？旦（ ℃）／ぺ ｜朝 中気温（ 。C）水温（ 。C)
一－－会＿§.混一i一．．．．．笠）

援ご去．一－．．一－一－．－一．．－．．－．．－．－－一．一．－－一iζ－’＿＿＿＿＿＿＿J I援壬一． 

昼 中気温（ ℃）水温／（ ℃） l I：昼 中気温 （ ℃）水；iY"( ℃） 
外気温（ ℃）｜求温（ ℃） ｜｜ 外気温 （ ℃；）／禾温（ ℃） 

様子 ／／ ｜ 十様子

タ 中気渉ぺ ℃）水温（ ℃） I Iタ 中気温パ ℃）水温（ ℃） 
一一＿＿＿.ftー溜：.＿L_____ ：~Lz鴎＿J_______ ~C_L ______ J l ＿＿＿一一許認箪＿j一一＿＿＿!;l_z)5＿混ムー＿＿＿：~よ一一一
援金ど一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ll援~－－－－一一一一一

昼 中気温（ 。C）水温（ ℃） 

－－ー－~~_7=昆＿_c _____ ：~Lzist墨＿j＿＿＿ぷJ一一
様子



g月r 日 会 曜日 天気 0吉川 ） メダカの産卵の条件の記録

NOl 部屋の中・水草小石あり
朝中気温（ ℃） zlsi昆

気温ードーで7水温（ ℃） 
i彦主主主~lf：翠玄室：区三二二二一

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温 （ ℃）水温（ ℃） 

一一社気温J一一－－－~＜；）＿_z)S混一ー〔一一一：g＿一
様子

~－－－ー隔ご涯ーて一一均一過コニニ明白寸 ・g一平気道一｛一一一可：y末ー｛一ーーで了一一－

a一塁益 支二室工法ー混＿_s _______ ~C_2一一一j l一一一位気温＿＿t一一主人生涯＿＿（＿一一・：~2一一
JJ.f:11L?.'.:tJ;J_d＿色jヨ三三r二一一一一一一＿Jl援王一一一一一一

iタ 中気温（ ℃）広i~←ーで） タ 中気温ぺ 。'C）水温（ ℃） 
I A鉛寸ーーで）水温（ 。C)

度￥~~2=~3百三三：：ご~｝i~~：二二二三二三：：一一
外気温 （ 。'C）水温（ ℃） 

様妥

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり I IN06 日当たらない ・水草無小石あり
朝 中気温（ 乞q ℃）水温（ ~℃） I ！朝 中気温（ ~弓 ℃）水温 （ヱ8℃）
外気温（忍ロ一主温＿J3-_.(Jo.C）＿＿＿~ l 外気温 －~~：三 ℃J 水温 ＿（＿2Q℃）

援壬一一一一一一一一一一二二二二三竺三三ゴ 医壬一刀i2~~~＿｝9_P!_ム弘~－:t.J._tfJ.t;____ _ 

昼 中気温（ 今j℃）水温（ ヲo℃）
ー＿＿＿＿＿＿_1-t~｝昆＿＿(3二3-：~2

様子 旦一一－
タ －－i¥交通一て立可~cc；一末｝亘－－c3~9と了一一

一一＿＿＿ft＿~－~昆ーL~12：~Lz長i昆＿＿t：士＿cr_!;_L＿＿ー・
様子

昼 中気温（到。C）水温 （3o℃） 
ー－－－－~気混＿＿t~3-__ ~＜；＿Lz主混．ム3-~三：~よ．．一一

｜箆壬．ーー”ーー
よ＝＝：：：：：：：ごご三三三二一－ーーーーーーー
タ 中気温 （2守。C）水温（.2ε。C)

一一社気混e噛L~c.ど♀.Lz色混ー＿c_~：~）.ーー
様子

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） /I I朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温 i一一・＿：~2一志温（一－－－~二一一l I_ 処気温斗一一・－~CL1t＿温＿（＿_____ ：~ 
産主一一一一一一一一一一一一一竺二二：11・援主二一二一一一一一一一一一一一一一一一戸

昼中気温（ 。'C) 昼中気温（ 。'C）水m:c 。C)
外気温（ ℃）徐温（ ℃） 

様子

タ 中気1長／（ OC）水温（ ℃） ｜｜タ 中気？伺パ 。'C）水温（ 。'C)

一一危家温斗－．．－一乞）
様予／ I I様5長



r月 ？ 日ユー曜日 天気 cJr.；ぁ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）__j(_昆ー（一一一℃ア一一A気宜主二 ロ＿_z~l~＿j一一－－－~＜；＿し
援：f:__ 7_f1＿？.＿~7~包2色乏忌”~！？.一一一ー

昼 中気温（ ℃）水温（ 。C) _,.-i 

__ }1~－~昆ームーー－－－~~Lz長混＿j_______ ~＜；_L＿” 
様子

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 

外気温（ ℃）水温（ OC.)/ 

様子 ／ 

｜豆一市気温－－（一一一モア未定でーーモ了一一一
外気温（ ℃）/7k温（ 。C)

様子 ／ 

タ 中気温（／ 。C）水温 （ ℃） ｜｜タ 中気事（ ℃）水温（ ℃） 
外気温／／ 。C）水温（ 。'C) I I_ タト2電車よ一一。ζ）本温（一一二'C)

様子／ ｜隙る／
フ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1・；；r-------- - ー

NO  2 部屋の中 ・水草なし小石あり
朝 中気温（ 27℃）水温（とあ℃）

外気温（ ヱ叱）水温（ 26℃）
~£：二二二二二二二二二二三三三三二
~－－－革実直ーで2去で；一末？亘－－cz<rcT一一

一一暢ー－~－~｝昆ー＿（＿~生）ーさ混＿＿L三一L
様子

N06 日当たらない・水草無小石あり
朝 中気温（ 立ワ℃）水温（2t℃） 

様字企気温－仁三：；ね ー竺竺主ム

"J[ ---cp-奈imCて三ぎでアヲに涯－－c玄アcY一一
一一－－－－社気温＿J__ 2g＿~＜；＿Lzt混l__ L~8--：~よ－
様子 －一一ー

ず ー帝京）亙で怨 で了末？亙－－r乏ろでj一一－－1阪一革案通一r2ぎでf禾混一夜十モ｝一一
外気温（ 2-S.：~1 水温 （ 2g℃） 」！ 外気温（切C）水温（~：~） _______ _ 

援壬一一一一一一一一一一一一二二三三三三1｜産主二二二二二二二一一一一一一

N03 水槽周り暗く、水草小石あり I IN07 日当たる ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃）／ ｜｜朝 中気温（ ℃） 7k温（ ℃） 

一一－卦5志混一i一－－－．－乞）
~壬一一．－．”－－－．一一一一．．．．．．一一齢．．：：：三と：：二：：］ ．産主：二二二二二一一”骨’－．一一一d 一－二

昼中気温（ ℃）水｝ケ（ ℃） 
外気温（ ℃徐温（ ℃） 

様子

タ 中気怯て ℃）水温（ ℃） 

ー一一＿＿it;忽混斗一一＿＿：~）一定混＿j＿一一・－~＜；＿l一一一
様毛／

N04 部屋中日当たる、水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ー－－~忽j是＿＿（一一＿＿：~Lzlsi昆ーL_____ ~Q ＿＿ー
様子 ／ 

昼 中気温（ ℃）水温吋 ℃） 
一＿＿＿＿.1-t&t昆ーエ一一ー＿：~薗受注j_______ ~c;_2 ______ _ 
様子

NOB 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 
_____ ？：！：~温＿j＿一一・－~QよzJs混－－〔＿＿＿＿＿＿：~一

様子

｜昼 中気温（ ℃）水痘（ ℃） 
外気温（ ℃）徐温（ 。C)

様子 - -

タ 中気済可 ℃）水温（ ℃） l rタ 中気逗7（ーモア禾混一｛一ーで了一一一
一一－－－~混＿＿（一一＿＿：~Lzk温（ ℃） J l a賓温－｛ 。C）水温（ ℃） 
議ーこ；二二：：一一一一一一二二二二二二二コ医二二二二二



F月 lo日 目 曜日 天気明言れ）

NOl 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

ー＿＿＿＿＿ft気温＿＿（＿ーーー・－~2一雄＿J一一・3一
様子 ， 

昼 中気温（ ℃）水源（ ℃） 
外気温（ 。c-11く温（ 。C)

様子

一一一一ー一一一一タ 中気涯／（ ℃）水温（ ℃） 
温（ 。C）水温（ 。'C)

様品

NO  2 部屋の中・水草なし小石あり
朝 中気温（ 26℃）水温（之十℃）

．・ー・・・1-t~J昆ーL？：空＿：~L~t.昆時四t'b~Z－~＜；_2__
様子 -=  

メダカの産卵の条件の記録

NO  5 部屋の中 ・水草小石あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

．ー－－－ー社気混ゴ一一ー－－~－L広混＿＿（…－－~g __ _ 
様子 ／ 

一一昼 中気温（ ℃）水底（ ℃） 
外気温（ ℃；）/71(温（ ℃） 

｜濠享一一一一一一一一一一一一一一一一一一

タ 中気温パ ℃）水温（ ℃） 

様妥
タト前昆（ ℃）水温（ ℃） 

1す一一時ーー日匂ー末冨て支流7
・・・ーーー＿＿?l気i墨一位三＿oQよ本混ーム~1-－笠）＝
1様子 一一一一一一一一二二二二ニニニエ戸ー・・・・・・・・”・・・・・・幽・・・・・ー－－－－・

L理土型空：i；；；：主l［；~！：~：：：：：~~：二：！

N04 部屋中日当たる、水草小石あり N08 日当たる ・泥いれ水草あり
朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） ／／ 朝 中気温（ ℃）水温（ ℃） 

外気温（ ℃）水温（ ぽ
様子 7 

外気温（ ℃）水温（ ~~ 
様子

昼中気温（ ℃Y71<温（ ℃） 昼 中気温（ ℃）水区（ ℃） 
外気温（ ／℃）水温（ ℃） 

様子 ’ 

タ元議戸（ ℃）水温（ ℃） 
外気温（ ℃）水温（ ℃J 

援王：~il13_Qj－＝｛~l{t~五三丞互豆~if｛乙一

社気温（ __ oQーゑ混一〔ー・ 5よ一
様子
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