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■ 	
 第 22 章 	
 注釈 	
 「先行研究の検討、論点の抽出」 	
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であるバーガーはコープランドの弟子であり、彼自身も師と同種の政治意識を持っていた ( GMAS., p.164) 。
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HPAC., pp.234-256 ( Chapter14 “ Personal Affairs” ). ポラックには、同様の視点から、20 世紀のアメ
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当該研究では、コープランドの特定の相手は、ヴィクター・クラフト （ Victor Kraft, 写真家、アマチュア
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