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図録の中で軽石キャラクター
は、 イラストとして登場します
が、 展示では実物の軽石を
使った人形として登場させま
した（図 1）。軽石キャラクター
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で あ る TCu-1 と TAm-1、 そ
して箱根火山の噴火史の中

石浜佐栄子
朝日オフセット印刷株式会社

図 1 軽石軍団出陣！ぼくたちが展示を解説します！
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