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分かれています。答えのみの入力とし、できるかぎり入力の手間をなくしました。わか

らない場合は、詳しいコメントを用意し、算数が苦手でも無理なく学習できる構成にな

っています。中学受験の基礎固め、中学入試にそなえて、小学 6 年間の総復習にも使え
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