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ベネッセコーポレーション）
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「私大志願者バブル」は2019年度入試も継続
【図表3】
この10年で小は2366校、中は594校、高は286校減少
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高校教員が大学に期待する
学 修 成 果の可 視 化 とは
６】
。これによると今は、専門教
・・
育の内容が一番必要とされていま

見て高校生の進路指導にあたって

与える高校教員は今、大学の何を
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報公表」は、大学にとって喫緊の

から、
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視化した学修成果を全学の教育目
標であるディプロマ・ポリシー（Ｄ
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【図表7】全学で学修成果を利活用して、ディプロマ・ポリシーの実現度を高める

