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今月のミニコーナーは，今月号の内容についてのク
イズです。答えは，今月号の記事の中にあります。
１

魚釣り大会での，子どもの部の優勝者は？
①
さん
②
君
③
君

２

魚釣り大会での，大人の部の優勝者は？
①
先生
②
先生
③
先生

３

スケッチ大会で港グループでは，何の絵を描い
た人が多かったでしょう？
①堤防
②船
③景色

４
５

スケッチ大会で描いた動物は牛と何でしょう？
①馬
②羊
③ヤギ
交流学習で，
君は約何人の前で代表のあい
さつをしたでしょう？
①１００人
②２００人
③３００人

