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※査読から学んだ経験やティプスなどは、 “Publishing Political Science Manuscripts”に書い

ておりますので、ご参照ください。
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また、書き直しとResponse Memoを彼らとの対話と考えて行いました。

そのため、常に「指摘の裏にある意図」を読み取って、それに応えるために

追加の分析や議論（※）を加えました。詳しくは“Publishing Political Science Manuscripts”を参照して下さい。
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