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海のまえ

ちいさくても

いい？

おかあさんと

いっしょにいても

いい？

手をつないでいても

いい？

ねえ、

なにをいえば

いい？
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れんぞくする

息をむりやりとめてみたら

あばれるんだ

なかにだれかいるの？

なかにだれかいるの？

僕はおさえつけようとした

だけど

ものすごい力

ものすごい力

ものすごい力

だれ？

だれなの？
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