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３名の先生方、２名の新入生、３名の転入生を口之島小中学校に迎えました。新聞委員会で，８名の皆さんにアンケートを行いま
した。これから口之島での生活を一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします！
①好きなこと(趣味) ②好きな食べ物 ③口之島で楽しみなこと ④最後にひとこと
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