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（表紙説明）
【上】 多鎖型界面活性剤水溶液系におけるミセル電荷への塩の効果（最近の研究から「構造学的視点から観た三鎖界面活性剤会合体への塩効果の考察」より）
【左下】 Tc45K を示す電子ドープ型 CaFe2As2 のブリルアンゾーン中心における角度分解光電子分光の測定結果（最近の研究から「角度分解光電子分光法に
よる La, P コドーピング CaFe2As2 の電子状態」より）
【右下】 蛋白質 FraC が脂質膜上で多量体化する際の構造変化（最近の研究から「FraC (Pore Forming Toxin) が可溶性蛋白質から膜貫通蛋白質に変化する際の反応機構」より

