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〈表紙説明〉最近の研究から
（上段）硬 X 線を用いて測定した YbXCu4 の吸収分光スペクトルの物質依存性「硬 X 線吸収分光法によるレアアース Yb 化合物の混合原子価状態の解明」より
（中段）サンプル（ポリアクリルアミドゲル）中を ずり弾性波が 伝播しているときに、X 線イメージングにより求められたサンプル内部の変位画像「動的 X
線エラストグラフィの現状と将来」より
（下段）MnGa 合金の結晶構造と X 線磁気分光スペクトル「X 線磁気円二色性，磁気線二色性を用いた垂直磁気異方性の研究」より

