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言葉だと気づかずに使っている。）

・安易につかった言葉が原因でトラブルになること

がある。等が出されました。学習や学校行事など

を通して、友だちを励ましたり、認めたりする言葉

も増えてきていますが、“日常的”という点ではま

だ不十分な面があります。
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