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「Chuo Vision 2025」の実現を目指して

創造的批判精神に基づく実学教育の展開

實地應用ノ「素」ヲ養フ
新時代を拓く白門の伝統と実績
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長など公的社会活動を歴任。専門は会計情報システム論。

54

数字で示す大学力

商学部長・学校法人中央大学理事（2015 年 10月まで）
、2018 年 5 月副学長（同年10月まで）
、2018 年 11 月国際経営学
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学理事（現）、2021 年 5月学長就任。日本管理会計学会理事・常務理事、日本会計研究学会評議員、日本原価計算研究学会
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