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1957 年総目次 在庫あり
（送料不要）

古 1 月号 (110円）古

C特集〕 天然繊維の化学
木綿 辻和一郎

麻 太田富雄

羊毛 奥正巳

古文化財の化学的研究 柴田雄次

物質文明の背景 品 /II 睦朋

（明日への化学）酵素の活性とその

分子形態 伊勢村寿三

構造理論の展開と有機化学（完）
柏木 墜

（何をどうして造るか）はみが合

多田耕• 一
ガラスの電気熔融 石野幸三

I 玄私はなせ化学をえらんだか

梶崎千代利

古合評（繊維化学昔） 辻和一郎• 井本稔

1955年の化学 (X)
無機化学分析化学焦機工業化学

有機工業化学 高分子化学

C口絵） ノーベル化学者(XXXXVIIl)

ジョーク

斉 2 月号 (100円）食

有機反応速度を予測する方法

井本英ニ・大辻吉男

石炭化学と石炭化学工業 多和田寛

（明日への化学）明日の遺伝生化学

吉 /II 秀男

有機珪素化合物の反応 熊田 誠

置換甚と反応性 (II) 餡田禎ニ・笛野高之

（何をどうして造るか）チューインガム

岩切二雄

化学実験室の危険 (III) 奥田遣喜

炭素の昇華熱と炭素を含む

異相化学平衡 広田綱蔵•桑田敬治

南氷洋捕鯨と油脂工業 山本侑—

羹オットー・ジー）レスとクルトア）レター

1955年の化学 (XI)
無機化学分析化学有機工業化学

生物化学高分子化学

（口絵）ノーベル化学者 (XXXXIX)

オットー・ジールス

責 3 月号 (1m円）収

古文化財の化学的研究（完）

柴田雄次

比色分析法の新解釈 武者宗一郎

（明日への化学）合成染料の進歩

小田良平

置換基と反応性（完） 鶴田禎ニ・笛野高之
花の香気成分について 藤田る安二
（何をどうして造るか）ビニロン

小日向定夫
有機珪素化合物の反応 (II)

熊田 誠

化学実験室の危険 (IV) 虞田重善
ベイラーの［配位化合物の化学」

槌田龍太郎

ゲル化の理論 (I)

一わかりやすい高分子生成論 (VIII)

大岩正方

1955年の化学（完）
分析化学物理化学無梱工業化学

有機工業化学高分子化学

C口絵〕ノーベル化学者 (XXXXX)

クルト・アルダー

古 4 月号 (JOO円）女

［特集J Staudinger 博士とその業績
生い立ちと業積 落合英―

璽合反応に関する研究 岡村誡―

Polymeranaloge Umsetzung 

を中心として 村極俊介

粘度律を中心とした研究

桜田一郎

ケテンとピレトリンに関する研究

大岩俊彦

放射性廃棄物の処理について

音在消輝

（新しい合成化学）有機合成化学の

研究について 小田良平

化学工業のオートメーション

竹中治夫

（何をどうして造るか）鉛筆

数原洋二：

高圧と化学反応 井本立也

玄誤換基尊入の新しい方法

竹本善一

1855年の化学 (I)

無機化学分析化学物理化学

有機工業化学 高分子化学

C口絵）ノーベル化学者 (XXXXXI)

スタウディンガー

玄 5 月号 (120円）斉

〔特集〕電気化学
緒言 岡俊平

腐蝕と防蝕 岡本 剛

有機電気化学 杉野喜一郎

電気化学工業の基礎 岡田辰三

熔融塩電解 石野俊夫• 田村炎雄

翡分子電解質咋 坂井 渡

竜池 佐々木熊三

トランキライザー 1こついて

高木敬次郎•福田英国

（新しい合成化学）過酸化水素の製造

井本 稔

南氷洋捕鯨と油脂工業 (II)

山本情一

ゲル化の理誦 (II)

ーわかりやすい高分子生成論 (IX)~

大岩正芳

1955年の化学 (II)
無機化学分析化学有機工業化学

物理化学

C口絵）ノーベル化学者 (IIXXXXX)

シーボル 'J

古 6 月号 (100円）女

竜子顕微鏡による

結晶格子の直接観察 水渡英二

Bufogenin 化学の展望

米谷晃ー・竹本常松

c何をどうして造るか〕アセテート繊維

和田野焔

化学実験室の危険 (IV) 奥田璽密

南氷洋捕鯨と油脂工業（完）

山本情—―

ヘテロ縮合酸の配位化学 新村陽一

｛竹拾精神の否定
\ ー富士写真フィルム研究所見学記一
'ｷ 

井本 和

1853年の化学 om
無機化学 物理化学 邸分子化学

分析化学 有機工業化学

C口絵〕ノーベル化学者 (XXXXVIII)

マクミラ/

責 7 月号 (110円）玲

特集•原子力と化学 (I)

綜説 岡田辰一
原子炉の特長と種類 岡本 朴

核燃料とその化学処理夏目睛夫

原子炉用黒鉛 舟阪 浅

原子炉用金属材料とその製造

西 附太

ゴムとカーボンブラック 大北熊一

ウイランド先生を訪ねて 小竹無こ：雄

（何をどうして造るか）セロファン

新傑説三郎
アルデヒドの新しい合成法

奥村重雄

（新しい合成化学）微生物による

ステロイト核の酸化 久保田罷志

サントニンの合成をめぐって

阿部泰夫

1858年の化学 (JV)

無機化学分析化学有機工業化学

生物化学裔分子化学

〔口絵）ノーベル化学者 (XXXXIX)

マーチン

責 8 月号 (100円）斉

特集• 原子力と化学 (II)

減速材と重水 裔松武一郎

トレーサーの最近の逆歩

堀部純男

無機化学反応と放射線吉沢四郎

高分子の放射線化学 志田正二

有機反応速度を予測する方法

井本英ニ・大辻吉男

（新しい合成化学）新しい合成反応

小田良平

屈はなぜイヤ学をえらんだか

\ 菅沢遺彦秋吉こ郎後藤搭次



t座談会）お帰りなさい 行ってらっしゃい
小竹無二雄 石橋雅義
槌田龍太郎 井本稔

麦酒行一滞欧随想第 2信一
小竹無二雄

最近の固態敏媒の研究

1956年の化学 (V)
無機化学 分析化学 物理化学
有機化学 無機工業化学
有機工業化学

（口絵）ノーベル化学者 (XXXXXV)
シング

広田鋼蔵

合9 月号 (100円）古

特集・酵素化学 (I)
酵素化学のいとぐち 赤堀四郎
酵素の電子論 大鹿 謡
酸化還元酵素 奥貫―男
有機化合物の化学発光 吉田善一
ハロゲン化アルカリ分子の性状

禰宜田久男

（何をどうして造るか）硫安肥料
河崎重雄

ウィランド先生の想い出小竹無二雄
（新しい合成化学）寿命の長い

ボリマー活性体 井本 稔
化学実験室の危険（完） 奥田重喜
1956年の化学 (VI)
無機化学 分析化学 物理化学
有機化学有機工業化学 高分子化学

C口絵）ノーベル化学者 (XXXXXVI)
ボーリング

女10月号 (100円）森

特集•酵素化学 (II)
水解酵素と転位酵素の作用機作

松井邦夫

酵素の生体合成 高木康敬
酵素と産業 安井恒夫•岡崎浩
カロチノイドの話 妻木徳一
（新しい合成化学） 小田良平
日本の化学研究を更に発展させるには

ー在米随想ー 井本英二

（何をどうして造るか）
ビスコース・レーヨン 佐治安夫

有機珪素化合物の反応 (III)
熊田 誠

1956年の化学 (VII)
分析化学 物理化学 有機化学
有機工業化学生物化学 高分子化学

C口絵）ノーベル化学者 (XXXXXVII)
ヴィニョー

姿 11 月号 (100円）玲

特集・界面化学 (I) k 

界面化学とその領域 伊勢村寿三

気体の吸着 管 孝男
活れとその関連理象 佐々木恒孝
高分子物質の界面化学浜，口浩三

衝撃波管中の化学反応， 疋田 強
（新しい合成化学） Si-H i))T=C 

への付加 熊田誠·椎名誠
金属の物性 多羅間公雄・服部研太郎
（何をどのして造るか）ベンベルグ

針谷義一

質量分析とその化学への応用 (I)
門田憲章•石田精一

1956年の化学 (VII)
無機化学分析化学物理化学
有機化学有機工業化学生物化学
，高分子化学

（口絵）ノーベル化学者 (XXXXXVIII)
ヒンシェルウッド

玲12月号 (100円）没

特集•界面化学 (II)
界面電気現象
洗濯の界面化学

可溶化現象

（新しい合成化学）

上田静男
刈米孝夫

伊勢村寿三

井本稔•大罪隆行

地衣成分はどうして生成されるか
藤田安二

（何をどうして造るか）塩化ビニリデン繊維'，
真弓莞爾し

Chemical Abstructs の話

川村信一郎

質屋分析とその化学への応用(][)
門田憲章•石田精一

有機珪素化合物の合成 (IV)
熊田

1856年の化学 (IX)
無機化学物理化学有機化学
無機工業化学 有機工業化学
生物化学 高分子化学

C口絵）ノーベル化学者 (XXXXXIX)
セミョーノフ

化学ベックナンバー在庫（〒不要）

1954年 4-12月号 (100 円） 1955年 2-5月号 (100 円）， 6月号 (120 円）， 7月号 (110 円）， 8,9月号 (100円）， 10月号 (110円）， 11,12月号
(100 円） 、 1956年 2月号 (100 円）， 3月号 010円）， 4月号， 5月号， 6月号， 7月号， 8月号（各100 円）， 9月号 (110円）， 10月号， 11月号，

12月号（各100 円）

監修

小竹無二雄
集

朝比奈貞一
石野俊夫
石橋雅義
井本稔
浮田忠之進
小田良平
久保田尚志
桜田一郎
住木諭介
千谷利三

槌田龍太郎
津田栄
野副鉄男
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**「化学」増刊号お知らせ＊＊

触媒化学 品贔0円（旱閉
執筆者堀内寿郎ほか20人

高分子化学贔 3540円（霜閉
執筆者桜田一郎ほか12人

4号｝琵悶ぴ物性論晶晶0円（＃閂
執筆者渡辺得之助ほか12人

＊「化学」直接予約読者はハガキでお申込
み下されば予約金より差引きます＊

＊「化学」前金予約購読について
1 年 (12冊）分 1100円（送料当方負担）
半年 (6 冊）分 550円（送料当方負担）

予約の場合は特集号などのため値上りがあっても追
加金は頂きません．

＊「化学」バックナンバーについて

1954年 4 月号から在庫あり，お問い合せ下さい．
なお， 500円以下の御註文は10円切手で結構です．

＊「化学」用綴込表紙
——新型ミネルヴァ・ファイルー―-

1953, 1954, 1955, 1956, 1957年度用発売中

各 1 部 150円（〒共） (10円切手でも結構です）

化学同人 振替


