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勉強や単位取得は就職のためとか、
コスパよく勉強をし
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理的に考えさせてくれる。勉強に意味を見出そうとしてい
るうちは勉強を楽しむことはできない。
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ばできない。議論する場所として、図

使ってほしい。利用のルールを守って
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意味がないと考える人もいるだろう。
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位を取得し、卒業証書をもらえばいい
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「わからないという大切さに気づき、
それを他者と分かち合う場こそ大学」
〜
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