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個人の中でもライフイベントに合わせて多様な働き方の選
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インタビューを終えて
見えやすい事象だけを捉えた表面的対策ではなく、環境
の変化やマネジメントの実態を踏まえた、企業と働く人
両方の視点からの検討は、斬新なアプローチであると思
いました。12 月
（予定）のシンポジウムが楽しみです。
（主任研究員 細川浩昭）

