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うようなものだ。

プランで示された「国立大学改革」の内容

●国立大学の個々のミッションの再定義と「国立大学改革プラン」
の策定・実行
●学長のリーダーシップの確立、より効果的な評価
●多様な大学間連携の促進と、そのための制度的選択肢の整備
●大学の枠・学部の枠を越えた再編成等（機能別・地域別の大学群
の形成等）
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