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ミッキーは窓口で 10 ドル
払いました。ミニーは彼に
5 ドル渡そうとしましたが，
彼は受け取りませんでした。
それで，彼らが中にはいって
から，彼女はアイスクリーム
を 2 つ 買 っ て き ま し た。 彼
は，うれしそうにそれを受け
取りました。
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人間の情報処理の特徴
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図２ 人間の情報処理のモデル
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