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構築する。中長期計画により方向性
を見守りたい。
（本誌 鹿島 梓）
※学生の入学前から入学後の学習を始めとする様々な
経験 、卒業後までのプロセスを、データ基盤を活用
しながら、統一した理念のもとで企画・実践する大
学マネジメント手法
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