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を得意な人がたくさんいることを

が見えていて，パッとそれとる。

知ることができますよね。最近で
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な人と共同研究するのがすごく好

るけど，ある程度違う観点から眺

きなので，それをしやすい場所を

自己紹介をするスペースがなく
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研究をする人はそういう人だって
ことなんですけどね。
自分にはできないものや自分に
はないものを持っている，けど話
は合う，っていう人と知り合いに
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