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突然蒸すような暑気を破って一陣の風
が吹き抜けましたーシュスタ川の穏やかな
水面が妖精の髪のようにさざ波立ち、夕闇
に蔽われたすべての森が一瞬間、いっせい
にさらさらと音を立てて、まるで悪夢から
目覚めたようになりました。
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