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志望動機が曖昧な社会科学系は
社会に引き付けた広報が鍵
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関わりが高校生に十分伝えきれていないうえ、学部間の違いもわかりにくいので
は、と高校教員は指摘する。主体的な大学・学部選択を支援する広報施策や、意欲
的な学生を受け入れるための高校と大学の役割について話し合ってもらった。
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