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「もしも、ぼくのせいが
伸びたら」（半田先生）
＊壁を突き抜けて、海に
行って雲さんと背比
べをしたところが面
白かった。（莉子さん）

「きつねの窓」（校長）
＊指が藍色に染まった
ところが感動した。私に
窓があったら、ひいおば
あちゃんが猫と遊んで
いるところを見たい。
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