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性を伴う関わり方にも一定の回答を得ている。「農山漁村に関する授業を履修する」という

また、少数ではあるが、農山

に関わる仕事選びをし、定

のステッ

地域との継続的な関係構築が、地域の行事や活動に

学生は

それぞれに異なる生い立ちを持つため、必ずしも体験作業をした地域に定着するものでは

大学がともに


