
1959 年 （第 14 巻） 「化

1 月号 ma円）
＇〔特集〕 分析化学 (I)

定性分析，．，．．．．．，．．．，．，．．．，．，．．．，．．，．．．．，．，、田中元治

コンプレキソンを用いる分析化学…••…•上野景平
交流ポーラログラフ法· ・・・・....... • • 9 •'"• ""安盛善一
r—線スペクトロメトリー..... • • • ..... • , ...... 矢島転使
クロマトグラフィーの概説と

ガスクロマトグラフィー.... • .......... 舟阪 渡
• 餅と図蘇の化学• ・・・・・..............................二国二郎

ヽI ヌクレオタイドの化学 (II) ..... • , .............. 水野義久
科学者切手 (IV) .................. • ... ・・・・・ヽ● .. • • 久保昌二
＼焼塩の原理に関する研究........、，..............荒谷公雄
ゞ高校における化学実験の研究 (IV)

............... 中野知功，鯖田豊実

[ Founders of Chemistry (XIII) 〕ローラン
......................... • 9田中実

一石炭の地下ガス化と石油の地下改質.........崎川範行
J C連載講座 (XIII)〕芳香核 SE の反応と

脂肪族の SN 反応••••••••••••井本

1957年の化学（完）
無機化学（槌田龍太郎）
物理化学（伊勢村寿三）
無機工業化学（石野俊夫）
閥分子化学（辻和一郎）

稔

分析化学（石橋雅義）
有機化学（岡本敏彦）
有機工業化学（小田良平）

+2 月号 (120円）
したばこの化学.......................................大西 勲

J キリンとは何か？（制定化学用語に対する私見）
ｷ ・・・・・・・● 會● • ............... 平山健三

〔化学工学連載講座 (XII)〕機械的分離 (II)吉田哲夫
高分子化学の実験的取扱い方
高校における化学実験の研究(V) 井本稔，鯖田豊実

‘璽油焼成による陶僻製追の研究…………•••田中 浩
」高分子の溶液反応（完） ........................ 坂口康義
ゞ科学者切手 (V) .. ・・・・・・.........................久保昌二
刈イオウとオフレ•インの反応……............…井本 稔

v (Founders of Chemistry (XIV) ]
ウィリアムソン... ・・・・・...... ・・・.... 田中 実

• 高校の化学教育を乱す大学入試閻題………槌田龍太嬰
し、［連載講座 (XIV)〕芳香族性ということ…井本 柘

1958年の化学 (I)

舞機化学（槌田龍太郎）
有機化学（岡本敏彦）
生物化学（粧川泰治）

分析化学（石橋雅義）
有機工業化学（小田良平）
高分子化学（井本稔）

+3 月号 (120円）

.IC特集〕 分析化学 (II)
イオン交換による分析••••••……垣花秀武，杜瀬武男
無機物の拍出分離分析法.....................山本勇麓
ボルタメトリーの進歩• ・・・............. ・・・・・..膵永太一郎
ィとストルーメンテイション• ・・・・・・・・・・・會·試者宗一郎
スポッ トテスツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..橋本庸平

ゞJ ヌクレオタイドの化学 (III) ....... ・・・・・・・・・・•水野義久
•1 C化学工学連載講座 (XIU) 〕

化学工学における経済収支…· ・・・・・・・・・・
科学者切手

大竹伝雄
-- (完） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．・.. ・・・・・・・・・・..久保昌一

ヽ界面重合• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・· ・・・・・・・・・・・｀・・・・・・・・..黒木宣属
,, [ Founders of尺hem_is、tryゞ (XV) 〕

フフ／クフ／ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・... 田 中

［連載講座 (XV) 〕ベンゼン核のニトロ化と
Jヽロゲン化• ・・・・・・・・・・・・・・・・•井本

1858年の化学 (U)
無機化学（槌田龍太郎）
物理化学（飯塚義助）
生物化学（征川泰治）

実

稔
~-

分析化学（石橋雅義）
有機化学（赤星三弥）
高分子化学（井本稔）

総 H 次 （〒共）

● 4 月号 (120円）
U インドー）レアルカロイドの研究25年・ー -Emil Schlitter 
,./イオン化放射線による有機系の酸化過程

.........  • ..  N. A. Bakh, V. V. Saraeva 
／食品および玩具中における有毒色素の研究 、

, .......................... 十河正己

叉I新駆虫成分ドウモイ酸...........................竹本常松
./(化学工学連載講座（完）〕

プロセス設計とプロセス制御...………•••矢野武夫
りたばこの化学（完）．，．．．．，．．．．．，．．．．．．．．．．・・・・・・•大西 勲
惰斤ししヽ合成化学反応..............................小田良平

./中国の大学教育ー化学系を中心に一……荒川基一
、注 (Founders of Chemistry (XVI) ]

グレアム・・・・・・...... • • • •..• • • ..•. • .... 田中

C連載講座 (XVI) 〕酸塩基触媒反応•••…•••井本
1958年の化学 (III)
分析化学（石橋雅義）
有機化学（岡本敏彦）
高分子化学（井本 稔）

実
稔

物理化学（関集三）
有機工業化学（小田良平）

5 月号 (120円）
J 〔特集〕 フェロセンの化学

フェロセンと類縁化合物の構造と結合... 山田祥一郎
フェロセンの合成と性質• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•熊 田 誠
フェロセン型錯化合物と有機合成

…•• ・・・・・・・萩原信術・山崎博史
{ヌクレオタイドの化学 (IV)···············…水野義久
＼／新しい高分子材料ーポリエーテル (I) ...... 三枝武夫
1化学繊維の紡糸の研究...........................綾敏彦ほか

v工業的に用いられる 2,3 のメルカプトカルボン酸
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・•近藤五郎

'ｷ>(Founders of Chemistry (XVH)J ブンゼン
........................... 田中実

シ大阪における「化学用語討論会 (I) 」………槌田龍太郎
V 入試採点者の立場から••• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•••黒谷寿雄
v"(連載講座 (XVII)) 酸度関数ということ

........................... 井本

1958年の化学 (IV)
無機化学（槌田龍太郎）
有機化学（赤星三弥）
高分子化学（井本 稔）

稔

分析化学（石橋雅義）
有機工業化学（小田良平）

+s 月号 (120円）
v ケイ酸塩の縮合型式と結晶化学••••••………桐山良一
v濃厚水溶液の接触面における界面現象

, .......................... 井上嘉亀

j 塩素酸カリウムの熱分解について•••更科勇• 北井逹雄
v新しい高分子材料ーボリエーテル (II) ...... 三枝武夫
ゞ大阪における「化学用語討論会」（続）•••…槌田龍太郎
c/(座談会〕 大学入試問題答案からみた高校化学教育
新良宏一郎関 集三高瀬慎一郎竹林松二
槌田龍太郎山田祥一郎渡瀬武男

□放射線化学における励起エネルギー移動
・・・・・・・・・・・・・・• 岡村誠三。真鍋朋信

J・オルト置換転位および関連反応•••••••••林 雄 二

v (Founders of Chemistry (XVIII)〕ホーフマン
..................... 

¥/ 
田中実

電子密度投影のいたずら......……………•••斉藤喜彦
徴平均，量平均および Z 平均について••••••大料正芳

,;(連載講座 (XVIII) 〕安定な遊離基••…•••井本 稔

1958年の化学 (V)
無機化学（槌田龍太郎）
物理化学（広田鋼蔵）
無機工業化学（石野俊夫）
高分子化学（井本 稔）

分析化学（石橋雅義）
有機化学（赤星三弥）
有機工業化学（小田良平）

----ー---ｷ-- --一·----- - - -—--. ------



7 月号 (120円）
〔特集〕 錯化合物の化学
錯化合物の化学の回顧と展望......………槌田龍太郎
錯体の安定度• • ・・・・・・・・・・・... ・・・・・・・• 山崎一雄• 安田元夫
配位結合の理論· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..伊藤一夫
キレート錯塩の性質• ・・｀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 曽根興三
錯化合物の結晶構造• • • ・・・.... ・・・・・・・・・・・・・・・..斉藤喜彦
カルボン酸銅の構造• ・・・....................... 山田祥一郎

灯JTabernanthe Alkaloids の構造••• …...... E. Schlittler 
J卯白の酵素による分解...........東京都立 白鴎高校
〔座談会〕 日本化学会のことなど

久保昌二，祖父江寛，井本稔
高分子物質の溶解性について……………•••藤代亮一

~ [ Founders of Chemistry(XIX) 〕ヴュルツ
........................... 田中

j 〔連載講座 (XIX)J アゾ化合物や過酸化物な
どのラジカル分裂•••••…•井本

1958年の化学 (VI)
無機化学（槌田龍太郎）分析化学（石橋雅義）
有機化学（赤星三弥） 有機工業化学（小田良平）
生物化学（笹 ill 泰治）｀高分子化学（井本稔）

実

稔

+s 月号 (120円）
＼有機遊離基の電子スビン共嗚吸収•………••桜井英樹
＼ヌクレオタイドの化学 (V)· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・•水野義久
;I リチウムおよび有機リチウム化合物

による重合反応.......ヽ•餌野昌弘
」晩年のカール・ボッシュ (I) ・・・・・・・・・・・・・・・・・•和田野 基
金属錯塩のポーラログラフィー・・・・・・・・・・・…•真木伸文
(Founders of Chemistry(XX) 〕コルベ•••田中 実
ゞ学問の自由と大学の自治を守ろう

熊本大学学長選挙の問題点.................. X 
熊本大学問題と日本学術会議…………•••福島要一

)ステロイド医薬品最近の進歩..................福地言一郎

忘I(連載講座 (XX) 〕
過酸化ベンゾイルとアミンまたは
ホスフィンとの反応

1958年の化学 (VII)
無機化学（槌田龍太郎）
物理化学（小泉正夫）
有機工業化学（小田良平）

1958年の化学 (VIII)
無機化学（槌田龍太郎）
物理化学（小泉正夫）
有機工業化学（小田良平）

井本 稔

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

分析化学（石橋雅義）
有機化学（岡本敏彦）
首機工業化学（小田良平）

1958年の化学 (X)
無機化学（槌田龍太郎）
物理化学（菟原逸朗）
無機工業化学（石匝俊夫）
両分子化学（角戸正夫）

分析化学（石橋雅義）
有機化学（赤星三弥）
高分子化学（井本稔）

+e 月号 (100号記念号） (150円）
〔特集〕 日本の化学

日本の錯塩化学.................................槌田腿太郎

日本における分析化学........................石橋雅義

日本における同位体化学の発達…••••••…千谷利三
最近のトロポノイドの化学...…... ・・・・・・•••野副鉄男
天然有機物の化学... ・・・・・・・・・・・.... ・・・・・・・..... 目 武雄

ポリ塩化ビニルの脱塩酸反応………••…•井本 稔
無機工業化学の現況...........................石野俊夫

日本の有機工業化学..... ・・・・..................小田良平

日本の織維化学• ・・・・・・・・・· ・・・・・.................桜田一郎
最近の薬化学... ・・............................... 浮田忠之進

/ 日本の農芸化学.................................住木諭介

くっつける（接着の理論）・・・...…………•••井上幸彦
＼，ステロイドとトリテルペノイドの生合成

.................... •. 橋本庸平・縣 功

ゾテルペンの生合成• ・・・.............................藤田安二

"Benzyne を経由するベンゼン核置換反応…小田良平
• 晩年のカール・ボッシュ (II) ................. 和田野基
,¥ [ Founders of Chemistry (XXI)〕ベルトロ

...... , ........ 田中 実

分析化学（石橋雅義）
有機化学（赤星三弥）
高分子化学（井本稔）

10月号 (120円）
〔特集〕 生命の基礎となる物質代謝

糖の代謝...................... • . . . .  • ........  吉 ill 春寿

蛋白質，アミノ酸の代謝………市原 硬• 坂本幸哉
脂肪の代謝............. • .........................  安田守雄

J 
エネルギー代謝.................................奥貫―男

，液体の模型ー液体論入門 (I)- ……………戸田盛和
..j ヌクレオタイドの化学（完）………………•ヽ•水野義久
J 錯金属水素化物による還元……………......
J 

井本英二

晩年のカール・ボッシュ（完）………………和田野埜
j (Founders of Chemitsry(XXII) ケクレ田中 実
J 空気による Fe++ の酸化速度...... …......... 村 JI I 武雄

-.i C連載講座 (XXI) 〕
過酸化ベンゾイルの分解反応（続） ..... …•井本

1958年の化学 (IX)
無機化学（槌田龍太郎）
物理化学（小泉正夫）
無機工業化学（石野俊夫）
高分子化学（藤代亮ー）

稔

参11 月号 (120円）

J 反応性染料について•••………•••小西謙三，北尾弟次郎
～付加璽合反応の“天井温度”………………広田鋼蔵
.,'c座談会〕カラー先生の思い出

三浦伊八郎三木孝造石川清一石井輝司
)液体の理論ー液体論入門 (II)- ……•••…戸田盛和
J 新しい二，三の合成化学反応……………•••小田良平
—ゴム糊溶剤としてのベンゾールの中毒……占部誠亮
~ビニロンの着色紡糸について……………•••内田 正
-(Founders of Chemistry (XXIII)〕ブトレロフ

........................... 田中実

～実験室のアクセサリー· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•立花太郎
~, C連載講座 (XXII)J ラジカル反応の中の

イオン性…... ・・・・・・...井本 稔

分析化学（石橋雅義）
有機化学（赤星三弥）
有機工業化学（小田良平）

+12月号 (120円）

～水の化学一無機化学入門 (I)- …………槌田龍太郎
＼ネオ ト リ ン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・·桐栄恭二
‘電極電位の符号の混乱をめぐって•••………黒谷寿雄
尽活性メチル基をもつ化合物の

ジアルカリ金属塩の生成とその反応•••加藤正彦
/溶液の性質ー液体論入門（完）一…………戸田盛和
-ポリエステルのオリゴマーとその誘導体…橋本静信
—金属をふくむ有機過酸化物…………………竹本喜一
1(Founders of Chemistry (XXIV)) カニッツァロ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• 田 中 実
ーオチョア教授とコンバーク教授••…..........水野義久

.:i 
ヘイロフスキー先生の思い出..................藤永太一郎

C連載講座 (XXIII) 〕
ラジカル重合速度の解析•••…………...... 井本

1958年の化学（完）
分析化学（石橋雅義）
有機化学（岡本敏彦）
有機工業化学（小田良平）

稔

物理化学（籐代亮ー）
無機工機化学（石野俊夫）
閥分子化学（辻和一郎）

監

編


