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Ⅳ．今年度の公開講演会・シンポジ
ウム等の開催状況
４回の公開企画をはじめとして、プロ
ジェクト主催の多くの公開企画やワーク
ショップを開催した。企画は課題に関す
る幅広い関心を物語るように、遠方から
の来訪者をも含み、いずれも、学内外の
研究者・院生・学生、現場の実践者、当
事者や幅広い市民の参加を得て、盛況で
あった。
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