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今月のミニコーナーは「夏休みにしたいこと」
ランキングです。

夏休みしたいことランキング！
１位 プール・海へ行く
２位 動物園・水族館へ行く
３位 花火
・
・
・
最下位 宿題
みんな宿題がんばりましょうね！
また，遊びに行くときは熱中症に
ならないよう気を付けましょう！
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