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この物理学，化学，工学の分野にまた
がり，産学連携体制で発足した実行委員
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とといたしました。

じて自然に親しむとともに，人類社会お
ける元素の役割に対する理解を深める機

します。

〔国際周期表年実行委員会幹事 山内 薫
（東京大学大学院理学系研究科・教授）
〕
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