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【図表１】教育・入試改革に向けた現状の取り組み
【図表２】ポートフォリオに期待している点

＊図表１～４：「教育・入試改革に関するアンケート」2018 年３月 高校教員 1126 人が回答（ベネッセコーポレーション調べ）

