特集 教育力ブランディングと日本大学ランキング
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自学の針路を見定めるうえで
海外からの視点は不可欠だ。
ランキングの活用方法について語る。
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【図表2】
ランキングマネジメントサイクル活用例
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【図表１】
ランキングマネジメントサイクル

