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読むための時間数は七〜八時間の設定
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広島県生まれ。二十三年の教員生活の後、港区教育委員会指導主事、東京都教育庁主任指導主事、小学校校長等を経て、現職。光村図書小学校「国語」教科書の編集委員を務める。

ていること。ここがポイントでしょう。
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