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［特集】 田中耕一氏ノ ーベル化学賞受賞／［座談会］独創的技術はいかにして生みたされたか 交久瀬五雄 •
平山和雄 • 高尾敏文• （司会）上野民夫／［ノーベル賞解説］生体高分子研究に新時代を拓いたソフトレーザー
イ オン化法（山岡亮平）／田中耕一氏の第一報を読む：創業者・スポンサー • 実業家の関係に注目して（山岡
寛史）／［図解］使ってわかる MALDI-TOF-MS (荒川隆一 ・大本将義）／［おめでとう ！田中耕一 さん］田 中耕
ー氏のノーベル化学賞受賞を祝う （交久瀬五雄） /1980 年代， イオン化にブレイクスルーをもたらした田中
さん，受賞おめでとう（山岡寛史）／フラーレンの研究にも不可欠な手法となった MALDI(篠原久典）／［同
時受賞者の素顔]Jon B. Fenn博士：エレクトロスプレイ質量分析でノーベル化学賞（山下雅道）/Kurt 

Wuthrich博士： NMR による生体高分子の構造解析でノーベル化学賞（小林祐次）／【研究物語］アルコール
からつくるハイテク材料：ダイヤモンドからカーホノナノチューブまで（広瀬洋一）／【化学論壇】地方大学

の挑戦（橋本大二郎）／【科学と教育のはざまで l危ないのは大学教師？ （小川正賢）／ 【バイオトピ ッ クスの
』売み方】 DNA解析の基本技術 ( 1 ) : サ ンガー法（石野良純・ 綱澤 進）／ 【 Sci Finder 入門～化学情報に強くな
る】 SciFinder/SciFinder Scholar ってなに？（時実象ー）／【英語なんかに負けるな I 】日本人を英語音痴に
した標準語 （中村収三•宇野誠一）／［おい し い化学の話】江角流“飲んべえライフ"のス スメ その 1 : 酒の
席での『五ヶ条ノ御誓文J(江角彰彦）／［先人たちの足跡】福井謙一 紙と鉛筆で日本初のノーベル化学賞：
フ ロ ンティア軌道理論の建設（西條敏美）／【化学の本だな】 『立体化学入門：三次元の有機化学』（化学同人）

--
「＿ ［注目の論文］ヘテロ元素化合物合成の新しいアプローチ （有澤美枝子）／一酸化窒素がホタルの光を制御する（岸川直哉） /1 価金とホス フィ

ン錯体の開発動向：新しい抗腫瘍活性薬剤 として（大渡啓介）／波形デザインされた強いレーザー光による反応制御：強光子場化学の幕開
2003年の け（河野裕彦）／［最新のトビックス］極性モノ マーと非極性モノマーの共重合（安田 源）／小塚状アルキンの化学 ： メタラシクロペンチン
化学 の合成（鈴木教之）／フェノール性抗酸化剤における構造と機能相関 （林直人•松本澄）／嵩分子合成を意のままに制御する遷移金属触
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［交友対談われら化学者 ！ ］動 くことが研究を広げるきっかけ：研究はいつもゼロからのスタート （塩谷光
彦藤田 誠）／［解説］フラ ーレンで地球史を解読する： P IT境界の生物大絶滅は隕石の衝突か？ （篠原久
典）／【科学教育を考える】 どのような“数学”が大学で必要とされているのだろうか？？：学科・コースで異
なる数学要求度（大竹真一）／［随想】ノ ーベル裳をもらいそこねた人びと（中本一男）／【化学論壇】自信を
も って堂々と自分を伝えよう（荒田洋治）／【科学と教育のはざまで］数字は語りかける：特徴のない大学力
リキ ュラ ム （小川正賢 ）／［バイ オトピ ッ クスの読み方]DNA解析の基本技術： PCR法（石野良純・綱澤 進）
/ <SciFinder入門～化学情報に強 くなる]SciFinder / SciFinder Scholar のデータベース（時実象ー）／【英
語なんかに負けるな ！ 】日 本語と英語はよく似ている（中村収三•宇野誠一）／ 【おいしい化学の話］江角流“飲
んべえラ イ フ”のススメ その 2: すべからく上戸たるべし 賢法七ヶ条（江角彰彦） 【先人たちの足跡】杉田
玄白 •前野良沢 ：蘭学の泉はここ に『ターヘル ・ アナ トミ ア 」 の翻訳（西條敏美）／【化学の本だな】「基礎最子
化学」（化学同人）

［注目の論文］ベンセン環に フッ素を導入す る．． 触媒を用いる新手法の開発（網井秀樹）／水溶液中のCu (II) イ オン は 5 配位！？（梅林泰宏）／
カチオン-,r 相互作用で行う不斉合成（中村修一）／分子レベルで構築する電気延長ケーブル（中西尚志）／［最新のトピックス］ フグ毒テ ト
ロドトキシンの不斉全合成（佐々木誠）／ヘモグロビンの機能と高次構造変化・． ゲルマトリックスを用いて構造変化をスローモーションで
観る（水谷泰久）／単一分子の址子輸送過程とフロンティア軌道（多田朋史 • 吉澤一成）
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【特別企画】 ノーベル化学賞受賞講演 ：レーザー照射による巨大分子 イ オン化の起源（田中耕一／邦訳：山
岡寛史）／［解説】質量分析の遺伝子診断への応用 ： 一塩基多型 (SNP) の解析に威力（丹羽利充）／【対談•わ
れら化学者！］化学の先生が日本語を教えたっていいじゃないか ： 今何とかしなければ大学は生き残れな
い（加藤俊二 石田昭人）／［化学論壇】知の創造（南 努）／【研究室へよ う こそ！ ］大谷文章研究室（北海道大
学触媒化学研究センター） ／ ［科学と教育のはざまで】無免許運転の大学教師たち（小川正賢）／【バイ オト
ピ ックスの読み方］ ゲノムはどのよう に解読さ れるか？ （石野良純•網澤 進）／ 【Sci Finder 入門 ～化学清
報に強くなる］著者名で探す（時実象ー）／［英語なんかに負けるな I 】必要なのは勉強ではなく鍛錬 （中村収
三 •宇野誠一）／［おいしい化学の話】春の訪れはハチミツとともに ・ ・ ・ ： ハチミツ のヒミツ （江角彰彦）／ 【先
人たちの足跡］大槻玄沢：江戸蘭学界の第一人者（西條敏美）

［注目の論文］フラーレンを利用した金ナノ粒子多層膜：新しい光デバイスを目指して （白石幸英）／一酸化炭素を使ったポリ エス テル合成 ：
エポキシド化合物との交互共重合（堀越誠司•高須昭則）／微量天然毒素のイムノアソセイ法開発 ： 複雑な有機分子を標的とした合成化学
の挑戦（大栗博毅）／酵素阻害機構に学ぶ速やかな 6―冗アザ電子環状反応：その出会いと開発に向けて（田中克典）／［最新のトピ ックス ］ 電
子顕微鏡で見る巨大分子複合体の構造（内山 進 •福井希ー）／自動車に， IC に！：電気化学スーパーキャパシタ（高須芳雄）／吸着分
子に応答したスピンク ロスオーバーを示す高分子結晶（近藤 満）
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【特集】がんばれ！大学発ヘンチャ ー／［インタビュー］市場を見た研究開発を：大学発ベンチャーで成功す
るには ！ （京都工芸繊維大学教授・地域共同研究センター長 木村良晴教授に聞く）／甜い立て研究者！ ！ ：
化学は 21 世紀の有望ベ ンチ ャ ー シーズ ！ ？（黒川敦彦種村嘉高•川畑 弘）／これだけは知っておきたい特
許のはなし（古谷栄男 •河本一行）／鉄は熱いうちに打て ！ ：高専で起業プランニングの授業を （西宮辰明）／
【解説］レ ーザー化学が拓くナノテク ノロジー の世界（佐藤博保）／［化学論壇］第二の人生をベンチャーに賭
ける（大澤映二）／【研究室へようこそ I ] 高木昌宏研究室（北陸先端科学技術大学院大学）／【科学と教育のは
ざまで】「科学の楽 しさ J は身につくのか？ （小川正賢） ／【バイオ トピ ックスの読み方］クローン動物とその
問題点について（石野良純•綱澤 進）／【Sci Finder入門～化学情報に強くなる］トピ ッ クを検索する （時実
象ー）／［英語なんかに負けるな！】他人が勝手に話しているのは聞けなくてよい（中村収三• 宇野誠一）／【お
いしい化学の話］大豆ダイスき！：体においしい畑のお肉 （江角彰彦）／【先人たちの足跡】シーボルト： 自然
科学の研究方法を伝授（西條敏美）／【化学の本だな】 『 レーザー化学」（化学同人）

［注 目 の論文］ 一次元性シアノ金錯体の発光特性：錯1本分子の並び方によ って発光特性が変化する （黒岩敬太）／芳香族化合物への位置選択
的な官能基導入 ：添加剤の有無によるリチオ化の制御（福田 勉）／銀ナノ粒子 • 裔分子ハイブリッド交互吸箔膜で光を制御する （三ツ石方
也）／金ナノロソドの形状はどこまで制御可能か？（新留康郎）／［最新のトピックス］ 生物活性天然物合成の新展開：バイオ ミメテ ィック
な合成アプロ ーチ （加藤 正）／全固体電池への挑戦：新しい固体電解質の開発動向（内本喜晴•脇原将孝）／電極のナ
する ！：反応場の最適化に向けて（兵頭健生）

ノ細孔構造を規則化
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【特集】も っ と知りたい地球のこと／超高圧装置で探る地底世界（入舷徹男）／レーザーでみる大気環境化学
（川崎昌博）／海洋における微量元素の動態を探る：海洋化学研究の醍醐味（宗林由樹•岡村 慶）／地球シ
ミュ レ ータ： 21 世紀の天翔る孫悟空（佐藤哲也）／【解説］ガンビエロールの全合成 ： 107段階の軌跡（不破春
彦佐々木誠）／［インタ ビュー】なぜタイルが優れているの？：宇宙往還機に必須な耐熱材料の開発（宇宙
開発事業団 (NASDA) 国産シャトル HOPE-X開発担当者に聞く）／【化学論壇】分子ナノテクノロジーで ひ
らく日本の未来（今西幸男 ）／【科学と教育のはざまで】科学リテラ シーというスローガン（小川正賢）／【バ
イオトピックスの読み方］体をつくる設計図：ヒトゲノムから何がわかったか？（石野良純 •網澤 進）／
<SciFinder入門 ～化学情報に強くなる】化学構造を検索する（時実象ー）／ 【英語なんかに負けるな！】国際英
語のすすめ（中村収三·宇野誠一）／【おいしい化学の話】青魚の“ギョッ （魚 ！ ）”とするほどいい話：イ ワシ
大好きと言わしたい ！ （江角彰彦）／ 【先人たちの足跡］島津源蔵．・わが国十大発明家の一人 •田中耕一ノー
ベル化学賀受賞の源流（西條敏美） 【化学の本だな】 「化学•生命科学系のための物理化学」（東京化学同人）

［注 目 の論文］活性部位に三種類の遷移金属を含むタ ンパク 質 ！？ （廣田 俊）／マルチタレント高機能セラミックス Cl2A7 (田部勢津久）／
Pauson-Khand 反応の理想型：触媒的分子間 PK反応の実現（林 実）／バイオ人工肝臓に肝臓成分を多用すべきか ？ （杉原伸宏）／ ［最新の
トピ ックス］ポリ（置換メチレン）合成 ： one carbon unit か らの主鎮骨格構築による新しい高分子合成法（井原栄治 •井上賢三） ／高分子電
解質 ： 最近の話題から（藍府田悦男） /XeNMRポロシメトリー：新しい細孔分析法（上田貴洋）
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【特別企画】捏造はなぜ起こったのか ： 「ベル研事件」の背景と影響（長谷川達生 • 吉田幸大· 齋藤軍治）／【解
説】化学物質と予防原則：その概念と EUでの取り組み（大竹千代子）／【企業研究最前線】製薬企業における
プロセス化学：藤沢薬品（株）工業合成技術研究所（残華淳彦）／【化学教育を考える】高校生や大学生は沸点
上昇をどう理解しているか（玉垣誠三）／［インタビュー】「化学で平和を ！」の メッセージを伝えたい（小松満
男先生に聞く）／【化学論壇】これか らの大学 ： 主体性をもって社会の期待に応えよう（山本慎一）／【科学と
教育のはざまで】研究開発活動を支援する新しい専門家のニーズ （小川正賢）／【バイオトピックスの読み方】
遺伝子多型とは何か？：その解析法と活用法（石野良純•綱澤 進）／【Sci Finder入門 ～化学情報に強 くな
る］部分化学構造の検索（時実象ー）／【英語なんかに負けるな！］国家的むだ• 日本の英語教育（中村収三 •宇
野誠一）／【おいしい化学の話】夏はやっぱりビールでしょっ！：ビア・マイスター養成講座その 1 (江角彰
彦）／ 【先人たちの足跡】村上英俊： ベルセ リウ スの「化学教科書」 を翻訳（西條敏美） 【化学の本だな】 「コンビ
ナトリアル・バイオエンジニアリング」（化学同人）

［注 目 の論文］金ナノ粒子問の電子移動ダイナミク ス解明 （ 中崎城太郎）／金屈ガラスの安定化機構
治）／サリンガスを光で検出する

： 特異局所構造の解明に向けて（オ田淳
（三方裕司）／表面単分子層 による巨視的特性の動的制御：分子レベルの隙間活用法（八木一三） ／［最新の

トピ ックス］酵素の分子設計はどこまで可能か（澤 嘉弘）／保設膜がなければリチウムイオン電池は働かない （山木準ー）／金属イオンな
しで不斉合成反応を触媒する有機化合物（木瀬直樹）



自然は大きな実験室

【特集】 自 然は大きな実験室／［インタビュー］海は私の実験室 （東京大学大学院農学系研究科 伏谷伸宏教
授に聞く）／ロシアの大地に c60 を追って（田中一義）／ラドン濃度の変化と地震との関連を探る（五十嵐丈
二）／カルス ト で探る地球の不思議（吉村和久） ／‘‘化学の目"で見た熱帯雨林の生物たちの生きざま （山岡亮
平）／新しい抗生物質を求めて野山を歩く （鶴海泰久）／最古の岩石が秘める生命起源へのヒント （掛川 武）
／グリーンランド氷床からガスハイドレートを発見（庄子 仁）／【解説］酸素分子が一列に並んだ！：多孔
性配位高分子を用いた新しいナノサイエンス（北浦 良•北川 進）／大学の独立行政法人化と資格取得（大
蔦幸一郎）／【化学論壇】全人類の豊かな生活を求めて（小尾欣ー）／【科学と教育のはざまで】理科教師は他
教科にも目を向け よう （小川正賢）／［バイオトピックスの読み方】SARS ウイルス：その分子生物学的側面
（石野良綺綱澤 進）／【Sci Finder 入門～化学清報に強くなる】名前や分子式から化合物を探す（時実象ー）
／【英語なんかに負けるな！】ダブル・メイジャーのすすめ（中村収三 •宇野誠一）／【おいしい化学の話】飲ん
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べえ江角のビアガーデンでプロ ノノ一｀‘、卜！：ビア ・マイス ター養成講座その 2 (江角彰彦）／【先人たちの足
跡】華岡青洲：麻酔薬の発見と世界初の麻酔手術（西條敏美）／［化学の本だな】 「 トップ· ドラッグ：その合
成ルートをさぐる」（化学同 人）／【メールインタビュー】 ［実践的工学倫理j について（中村収三先生に聞く）

［注 目 の論文］脂質膜表面での分子認識は有利 ？ ： リガンドの結合性が上がる理由についての評価（橋詰峰雄）／アゾベンゼン系嵩分子渾膜
の光照射に伴う表面形状変化：固体膜中における光誘起物質移動（中野英之）／進化した生命体？！ ： 逍伝暗号を書き換えられた大腸歯 （桑
原正靖）/Diels-Alder反応を触媒する生合成酵素（上田 実）／［最新のトピックス］ 三次元マイクロ流体デバイスによる電気泳動分析（北川
文彦 • 大塚浩二）／自己凝集によるナノパターン制御の新展開（森 康費•斎藤礼子）／層状ニオプ・チタン酸塩から得られる酸化物ナノシー
ト：合成の進歩と分歓系への展開（中戸見之）

.. -ｭヽ

［解説】高校生が宇宙実験に挑戦 ！ ：スペースシャトルでタンパク質の結晶を育てる （岩田久道•本同宏成•
吉崎 泉谷垣文章）／燃料電池は今 自動車用固体酸化物型燃料電池の開発：なぜ，燃料電池自動車なの
か？（伊原 学）／失敗に学べ ！ ：化学物質 • プラント分野の失敗知識と活用（田村昌三）／［化学論壇］博士
課程学生の徹底英語教育（岩澤康裕）／【研究室へようこそ l 】袖岡幹子研究室（東北大学多元物質科学研究所）
／［科学と教育のはざまで］科学的センスをもった子どもたちを発掘するために（小川正賢）／［バイオトピッ
クスの読み方】DNA鑑定：犯罪捜査から食品同定まで（石野良純 •綱澤 進）／ 【Sci Finder入門～化学l胄報
に強くなる】化学反応を探す（時実象ー）／［英語なんかに負けるな! ]大学でも 国語教育を（中村収三 ·宇野誠
ー） ／【おいしい化学の話】大地に燃える真っ赤な太陽 ：ト マトパワーで夏全開 ！ （江角彰彦）／【先人たちの
足跡］西川正治 ： x線結晶解析の開拓（西條敏美） ／【化学の本だな】 「なっとくする化学数学J(講談社）

Vol. 58·8 月号

627号

［注目の論文］単一次元金属錯体が磁石の振る舞いを示す（大越慎一）／ハイス ループット化を指向した内分泌かく乱化学物質の検出法 （野
2003 年の 瀬 健）／蛍光性ヌクレオシドによる遺伝子変異検出（西沢梢ー）／ ［最新のトピックス］ 抗体工学が支援する抗イデイオタイプワクチンの
化学 創製（小林典裕）／中性子ラジオグラフィーの機能性材料研究への応用：固休中のイオンの動きを画像として観察する（江坂享男）／化学セ
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ンサーはナノヘ向かう？（吉信達夫）

Vol. 58·9 月号

628号

［帰国座談会】国際化学オリンピ ッ ク速報／初参加で見事銅メダル 2 個 ！： 高校生が見た世界の化学の実力
は？（赤羽正寿君，上野功一君 ， 佐藤直人君，田辺一郎君／聞き手：畑中研ー）／ 【解説］ 酸化チタン光触
媒 ： 基礎原理から最新の可視光化の動向まで（安保正一，胡 芸，北野政明，竹内雅人，松岡雅也）／【化
学教育】 国語辞典の“エント ロピ ー” を解剖する（玉垣誠三）／【化学論壇］地球温暖化問題と後悔しない政策
（伊藤公紀）／【研究室へようこそ！】寺嶋正秀研究室（京都大学大学院理学研究科）／【科学と教育のはざまで】
科学者とコミュニケーション能力（小川正賢）／［バイオトピックスの読み方】トランスクリプトーム解析：
DNAチップによる発現遺伝子の網羅的解析（石野良純•綱澤 進）／ 【Sci Finder入門～化学情報に強くなる】
物性データやスペクトルデータを探す（時実象ー）／［英語なんかに負けるな！】本気になるのには“きっかけ”
が大事（中村収三•宇野誠一）／［先人たちの足跡】保井コ ノ：日本産石炭の構造を明らかにした日本初の女
性理学博士（西條敏芙）／【化学の本だな】 「有機金属反応剤ハン ドブック： 3Li から 83和ま で」（化学同人）

［注目の論文］生体高分子でナノテクノロジーを手なずける（大和雅之） /sp 混成ケイ素化合物が合成された？：ア レン ケイ素類縁体(-戸
雅聡）／リチウムでアルッハイマー病を克服：アルツハイマー病の発症メカニズムと治療（水沼正樹）／ナノの光でカーボンナノチューブ
をみる（青木裕之）／［最新のトピックス］分子配線材料としての導電性高分子（下村武史 • 伊藤耕三）／酵素を超える不斉触媒：触媒的不斉
アシル化反応の新機軸（新藤 充）／フルオラスメデイアの新しい利用法 ： フルオラス Phase Screen (森本 積 ·垣内喜代三）

@ 
I 

「ダイオキシン騒ぎ」の終焉

Vol.58·10 月号

629号

【解説］安全と健康を考える 1 ダイオキシン騒ぎの終焉：焼却炉のだすダイオキシンは私たちの健康にとっ
て危なかっ たのか？（渡辺 正）／安全と健康を考える 2 マイナスイ オン論争 ： 未科学がなぜ大メーカーに
よ っ て製品化されるのか（安井 至）／ルミネッセンス年代測定法：自然放射線を利用して地層の年代を測
定する（長友恒人）／ナノの光によって電子の波を操る：近接場光学技術による新しいナノ量子デバイス創
成のヒント（斎木敏治•松田一成）／【化学論壇］観ることから知ることが始まる：研究基盤としての先端機
器開発•利用戦略（二瓶好正）／［科学と教育のはざまで】教養科目としての自然科学（小川正賢）／【バイオト
ピックスの読み方】「ゲノム創薬」って何？：概念とその手法（石野良純 · 綱澤 進）／【Sci Finder 入門～化学
情報に強くなる】雑誌目次 ( TOC) とアラ ート ( KMP)(時実象ー） ／【英語なんかに負けるな！ 】自信をもつの
にも“きっかけ”が大事（中村収三 •宇野誠一） ／【先人たちの足跡】美馬順三：蘭学にかけた 31 歳の青春 • シー
ボルトの鳴滝挫初代塾頭（西條敏美）

--—-［注目の論文］キラ ル選択的反応を直接観る：金表面上のシステインニ趾体形成のメカ ニスム （松井文彦）/H+ と owは似ているか？（佐藤
啓文）／フラーレンに穴をあけて小分子を圧入！ （岩松将ー）／「腐法の杖」で椅単にロタキサン合成 ！ （岩本 啓）／ ［最新のトピックス］脱
塩素化酵素に学ぶ環境浄化システム（久枝良雄 • 蔦越 恒）/DNA は光電機能材料になり えるか？ （小林範久）／超クリーン燃料油への挑戦：
超深度脱硫触媒の開発（石原 篤 • 加部利明）
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Vol. 58·11 月号

630号

［解説】裏表のない『裏表』の話：平面分子の非平面性とキラリティ ー（大庭 亨 • 民秋 均）／科研費審査の
現場から：顔の見える研究費制度を目指して（有本t尊ー ・ 相川京子 • 前田和之）／【 インタビュー】バイオと環
境の接点を求めて（京都大学名誉教授• （株）グリーンバ イ オ代表取締役 木村 光先生に聞く）／【随想】 ケ
ンプリッジ探訪記 ：新連載「ひ らめきの瞬間」へのプレリ ュード （野島 博）／【化学論壇】「英オ化学」教育の
すすめ（澤田嗣郎）／【科学と教育のはざまで】バランス感覚をも った議論を（小川正賢） ／【バイオトピック
スの読み方】画期的な遺伝子発現抑制法RNAi: そのなりたちとしくみ（石野良純•綱澤 進）／【Sci Finder 入
門～化学情報に強くなる】分析ツール Panorama を使う（時実象ー）／【英語なんかに負けるな I 】福井謙ー先
生の英語（中村収三·宇野誠一）／【先人たちの足跡】秦佐八郎：化学療法を開発しサルバルサンを発見 （西條
敏美）

I - -
［注目の論文］さ らに高感度なタンパク質定盟 ： 微量金属を標識とした免疫測定法（伊藤彰英）／熱ゆらぎを利用して動く？：モータータン

2003年の パク質の新しい運動モデル（原田慶恵）／分子鎖末端に基づくアプローチ ： 高分子表面•界面における構造と物性を制御する新しい方法（田
化学 中敬二） ／バイアスのかかったブラウン運動をつくりだす ： 超分子の一方向性回転を実現するスマートな解答（廣瀬敬治）／［最新のトピ ッ

クス］ 第 3 周期以降の典型元素を含む共役系高分子の合成（中 建介）／環境に優しいプラス チックの新展開（岩田忠久）／ヘテロポリ 酸のL 化学：進む理論的アプローチ（成毛治朗）
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631 号

［特集］感染症と闘う／新しいウイルスはなぜ出現するのか？（生田和良）／ペットから病気がうつる？（神
山恒夫）／ウエストナイルウイルスの侵入を水際で防ぐ（倉根一郎）／自然の恵みを活用する新型抗ウ イル
ス剤の開発（林 利光）／抗生物質と耐性菌の終わりなき 戦い（北山 隆）／抗エイズ薬の現状は？ （相馬洋
平 ·木曽良明）／「ス ーパー抗体酵素」 (Antigenase) は抗生物質を超えられるか ？ （宇田泰三） ／【化学論壇】 身
体にしみ込む知識 （佐藤文隆）／【科学と教育のはざまで】科学という文化を教育する（小川正賢）／【バイオ
トピックスの読み方】画期的な遺伝子発現抑制法RNAi: 革命的影響と応用への期待 （石野良純•網澤 進）

/ <SciFinder 入門～化学情報に強くなる】 よくある質問・疑問に答える （時実象ー）／【英語なんかに負ける
な！】英語で夢を見る（中村収三 • 宇野誠一）／【先人たちの足跡】福 沢諭 吉 ：科学を基礎にした近代日本の
建設 • 蒲団を敷いて寝た こ となし （西條敏美）／【化学の本棚】 『マッキー生化学」（化学同人）
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［注目の論文］複酸化物を均ーに低温合成するには ？ （高橋雅英）／新しいイオン性液体 ：エネルギーデバイスヘの応用（安部武志）／有機半
導体レーザーヘの道 ！ （柳 久雄）／バンコマイシン耐性菌に対する戦い（有本t専ー ） ／［最新のトピックス］ 小さなRNAの大きな仕事（中村
幸治） /El0,ED15 と メタボリックエンジニアリング（簗瀬英司）
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