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最近ナレーターさんが戻りましたが、私はマークさんの朗読の方が好きでした。現在のプロのナレーションに不満はありません。しかし戻ってみると不自然な気がしてい
ます。慣れなのでしょうが、逆に言えば慣れたくない。定期的に変わって欲しいと思いました。
新しいモデルチェンジの方が良いと思います。ナレーターさんはウィークリーごとにかえたりされるのはいかがでしょうか。私は実際、外国人と仕事をする機会がありま
すが、殆どの方は聞き取りづらいです。人が変わるのはその練習になります。
発信力の練習は、やっていただきたくと思いました。
コンテンツが以前にも増して興味深いものになり、また、文章も読み応えがあります。ナレーターさんについても、色々な意見があるのは承知していますが、個人的に
は、マークさんが良かったのに、と、元に戻ったことが残念です。
私にとっては難しい内容です。それでも好みの内容を何回も繰り返して聞いています。英語のまま内容をイメージできるまで聞くと、達成感があります。
モデルチェンジの直前からPodcastを聴きはじめましたが、モデルチェンジ後の方が良いです。1日10分の方も聴きたくなりました！
皆さんおっしゃる通り、ナレーターさんの話かたが慣れません。
が、単調にならないという意味では新鮮です。色々な国のナレーターさんを用意しておいて、その国のトピックの回に読んでもらうのはどうでしょう
マットさんの説明や声が非常分かりやすく心地よいので、拝聴しております。
マット竹内さんのクラスがあるならば受けてみたい
前回の1日5分のストーリーより、文が長くなったのでヒヤリングの強化になり、他の
英文ヒヤリングも理解しやすくなった。
このまま続けて欲しい。
内容自体には大変満足していますが、以前の方がバリエーション的にはあらゆるジャンルからのトピックがあった様に感じます。
何処から弾が飛んでくるかわからない感じでした。
モデルチェンジ後は似た様なトピックが続く感じです。若干構えてしまうトピックが多いと感じます。
また、更新が朝の5時からとなっており、朝の時間を有効に使いたい自分としては、もう少し早い時間（一般的には5時でも充分早いのですが)に更新して頂けると助かりま
以前は、通勤時間で内容を理解して、はじめはほぼ聞き取れなかったナレーターさんの英語を聞き取ることができていましたが、文章が長くなり、なかなかできなくなり
ました。今は、日本語訳を見ながらマットさんの解説部分を繰り返し聞いて、ようやく日本語を見ながら英語が浮かぶようになる感じです。しんどいですが、実際に英語
を聞くときには、もっと長い文章を一気に聞くこともあると思うので、頑張って行きたいと思っています。目標は、日本語を見ずに、聞いた英語か浮かぶこと、です。
私は現在ポッドキャストだけの利用ですが、運営側の沢山の考慮を感じられます。ナレーターも前の方が良いと思っていましたが、無料で受けられてるので、指摘どころ
かなんでも受け入れますよ😀と思っていました。
いつもお疲れ様です。
最初文章が長かったが、様々な批判があり、最近は少し短くなったように感じる。個人的には、変更当初のような長文化（TOEICに合わして長い方が良い）で良いと思
ホットな話題に、毎日楽しみにしています。日本ではまだ話題になっていない内容を知る事そして、考えることができ、ネイティブとの会話でも使用しています。
気になった内容は、何度もシャドーイングしています。
記事の内容が興味深いものばかりで面白い。また英語の学習だけでなく、視野や思考も広げられて一石二鳥。
購読料据え置きのまま、文章量の増加だけでなく設問の難易度も上げていただいたため、学習のモチベーションが上がり大変満足しています。是非これからもこのレベル
最近（２０１９年７月下旬）PODCASTを聞き始めたて、PODCASTだけなのでモデルチェンジはあまり気にならない。ただ、モデルチェンジ後のポッドキャストは少し聞
きづらかった。（おそらく録音状況の問題。声の反射というか響きが気になる）声やトーンは気にならなかった。
英語のナレーションはマークさんが良かった。プロの方は発音が良すぎて、聞き取りの練習にならないです。
3年ぐらい拝聴しています。英語の勉強がしたくてレコーダに録音し何回も繰り返し聴きました。「お陰さまで英語が上達しました。」と言えればいいのですが、まったく
進歩がありません。「こんな自分が情けない」と言えればいいのですが、そんなことも思わず、聴き続けています。
英文のスピードが少し上がった感じですが何度も聞いて頑張ります。
Q5のWorking with Languageの設問の狙いを一度教えていただきたい。覚えておいた方がよい表現の文だから?
podcastを聴いているからか、マークさんの方が何となく親近感があった。
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易く話す人の方が少ないです。そのため、リスニングのトレーニングの一環だと考えると、今回の変更は肯定的にとらえていました。
・記事の観点について。観点が日本目線になってきたのかという点を気にしています。
推測で語ってしまいますが、以前の記事はアメリカで、世界的な立場から世の中の流れを読み取り、記事にしていたと思っています。そんな世界全体から見れば、日本の
影響力は大したものではないです。そのため、記事に日本の名前が出てくるということは、世界的な大きな流れに少しでも日本がちょっかいを出せている、という意味だ
23
と解釈していました。
それに対し、今回のモデルチェンジ後は、記事が日本から見た世の中の流れになっているのかな、と感じました。
短い期間に、日本の名前が何回か出てきたことなどから、そう感じたのかもしれません。私の思い過ごしなら良いのですが。
なので、できれば、日本の立場に寄らない、世界全体を俯瞰する記事を、これからも提供していただけると大変うれしいです。
色々な意見があるかと思いますが、英語は言語であり、いろんな方が話すものなので、ナレーターが変わることは前向きに捉えています。
話し相手は固定じゃないですからね。
プロのナレーターさんを望む声が多かったようですが、私はマークさんの声や話し方の方が、通常により近い感じがしてよかったです。ナレーターさんが戻ってきたとき
25
に、とても聞き取りやすいとビックリしました（求めているのは聞き取りやすさではなく、困難な方に慣れておきたい気持ちが強いです）。
英語学習の取っ掛かりとして、数ヶ月前に見つけたこのPodcastを聴いておりました。英語が分からなくても最新のトピックについての知識を得ることができ重宝していま
したが、英語でそのまま理解する事が出来たら良いなと思い、9月から1日10分ビジネス英語を始めました。問題を1度解いてPodcastて理解を深めるようにしていますが、
26 やはりせめてもう一度文章と問題を見直さないと身につかない印象です。まだ私は英語初心者なので皆さんがどのように勉強されているのか知りたいなぁと思います。
24

私はビリー君のコメントが好きでいつも楽しみに聞いています。さまざまなご意見があるようですが、私は今の体制を続けていただきたいと思います。
いつも本当に感謝しています！最後の御言葉も。
ナレーターさんの声に批判があったようですが、私はそうは思いません。最初は確かに聞き取りづかったですが、そもそも聞き取りやすい英語を毎日聞いていても意味が
27 ないです。どうせなら毎日違う方がいいと思います（コスト度外視です、すみません！）そうすれば、色んな人が話す英語が聞き取れるようになれると思います。
あまり批判の声に惑わされず、マットさんが理想とする英語学習コンテンツにどんどん変化させていけばいいと思います。
これからも応援しています。頑張ってください！！
かなり難易度が上がりましたが、よいモデルチェンジと感じています
28 ナレーションのことで、色々な意見があったようですが、聞き取りにくい人のナレーションも日常の会話では遭遇することなので、必要と思います。
可能であれば、毎回ナレーション担当を変更してもらえるなら良いトレーニングになると思います。
長さのみならず、記事の内容が単なる最新のニュースに留まらず、ーと言ってもこれまでの多様な最新の話題もそれはそれで大変有用でしたがー用いられている単語や連
語が自分の英語力アップに貢献してくれる
ように意図されている気がします。
29
私のTOEICスコアはこのポッドキャストを聴き始める前の855点から905点にアップしました。もちろんこの番組を聴き続けているだけで達成できたわけではありません
が。
今は英検一級合格を目標に学習を続けていますが、TOEICのさらなる高みに達し、英検一級に合格し、英語を通じてたくさんの人とコミュニケーションをし、知識を深め
簡潔で良質な内容を期待しています。
ただ長いだけであれば、無料のコンテンツが溢れている今日においては有料の意味がありません。
30
忙しい中、短時間で良質な記事に触れることができる、というのが貴社のサービスの価値だと思います。
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モデルチェンジにより、難易度が、上がり毎日楽しく学習しています。
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ポトキャストのナレーターがマークさんに変わった事については、聞き取りにくくなったと思いますが、それも練習にはいいと思っています。
いつものナレーターさんも聞きやすくて素敵ですが、たまに変えてもらえると刺激になると思います。
TOEIC part7最後まで辿りつかず、トレーニングとして1日10 分を受講させていただいてます。記事を深く理解、推測しながら早く読むことに注力していきたいと考えてお
ります。今までより読む量が多くなったのは、大歓迎です。
英語の筋トレには最高です。今後も10 分に拘らずにお願い致します。
今迄は本文を読んでいる際に質問が予想出来たがモデルチェンジ後は多彩な質問方法になり、より英語を素早く読み理解する力が着くものと確信しています。文章の長さ
は丁度良い。使われるビジネス英語については、復習する時間があまり持てない為“ライティングのコツ”のようなコンテンツが有ると助かります。ボキャブラリーは簡単な
ものが多いと感じていますので、そちらの代わりでもよいのでは、と個人的に思っています。
英語の学習という意味ではとても満足です。文章が長くなったのもより英文に慣れる為に値上げなしでクオリティだけ上げて頂いた感が強くて有難いです。ただ、情報収
集という面ですと、以前の方がバラエティに富んで様々な情報を客観的に拾えて好ましかったと感じています。最近のトピックは割と偏りもあり、作り手の恣意的なナニ
カが見え隠れして、割とそちらよりの考えの持ち主である私でもたまに何かに誘導されている感じを受けてしまうので、考え方が違うだったらムッとしてしまうのでは、
英文のボリューム増や設問の難易度アップについてはポジティブに受け止めている。トピックは以前の方が面白く感じた。シグナルカードに取り組みたいが、アクセスの
文章が長くなったので、内容が分かりやすくなりました。以前よりも本当の理解力が求められていると思います。
自分の真の英語力の現実を見ているようで、正直なところやや辛い部分はあるのですが、大変勉強になっています。
ありがとうございます。今後の進化にも、期待いたします。
新しいナレーターの方のトーンは落ち着いていて、私にとっては聴きやすく感じていました。
少しずつハードルを上げていきたいので、今回のモデルチェンジはとても良いと思います。できるだけナチュラルなスピードで英語を聞く練習をしたいと思っています。
マットさんのわかりやすい解説と癒しの声、題材の面白さに引かれ、色々なポッドキャストの中で、通勤中まず初めに楽しみに聞くプログラムとなっています。ただ感謝
(記入欄が適切でなかったら申し訳ありません)
英語に関わる仕事に就いておりながら自分の英語に自信がなく、働きながらなにか勉強を続けなくてはと思いマットさんのPodcastを毎晩聞いておりました。トピックの後
の名言コーナーにて、コンフォートゾーンを出る話をお聞きしてからずっと、学生時代留学しなかったから英語に自信がないと言い訳している自分、安定はしているけど
なんとなくで就いてしまった仕事について考えておりました。昨年末にsomeday never comesという言葉を聞き、仕事を辞めて海外留学する決心が着きました。そして、
海外に来てもなかなか英語の勉強のペースが確立できないため、この度やっと1日10分ビジネス英会話に登録しました。
日本でも海外でも、結局勉強するかしないか、上達するかしないかは自分次第という当たり前のことを痛感しました。ですが、コンフォートゾーンを抜け、新しい環境に
モデルチェンジは大変やりがいがあり、運営者の方々は学習者のレベルアップを親身に考えてくださっていると感じました。以前の文章の長さや質問ではそれほど精読せ
ずとも"正しい"答えを見つけてしまい、正解して満足、ということが増え、次第におざなりになっていたところがありました。しかし今回の変更は一筋縄ではいかない質問
形式のため、長文速読かつそのまま内容を理解する必要があり毎回緊張しながら取り組んでいます。また既に変更になってしまいましたが、マークさんの自然な英語を聴
きとるため、更に集中力を必要としたのでとてもやりがいを感じていました。それだけにとても残念ではありますが、以前からのナレーターさんも現在は文章も多いため
気のせいか少し早い口調のため、置いていかれないよう必死になっています。毎回ノートに取りながら拝聴していますが、同じフレーズを何度も使用して学習者の身につ
内容がより充実したにも関わらず価格据え置きで感謝感激です。私としてはマークさんのナレーションにおける、軽い間の開け具合や強調の仕方に「内容を分からせてあ
げよう」という明確な意図を感じ、好きでした。流暢なナレーターさんに戻ったのは声の通りの為でしょうか。
最近やや社会問題テーマが多い感じです。以前と同じように科学分野のテーマも増やして頂けたらと思います。
話し手の発音が聞きづらくなった。声がこもっていて聞きづらい。以前の方が聞きやすかった。
個人的にはビジネス英語なので政治・経済系をもっと増やして欲しいです。
らいなんとか継続させましたが、仕事と私生活のタイムマネジメントがうまくできずに、恥ずかしながら挫折しました。ただ、自身の英語力アップには「これまではでき
なかった何かをしないといけない」という想いがありましたので、年初の目標を軌道修正して春から1日10分ビジネス英語を始めさせて頂きました。前置きが長くなりまし
たが、今回のモデルチェンジを私はポジティブに受け止めています。個人的にはマーク先生の生音声によるポッドキャストは人間味があり、敬愛するマーク先生をより身
近に感じられたので好きだったので残念ではありますが、他のユーザーさんとのバランスもありますので、そこは十分理解できます。これからもマットさんと、マーク先
生と、それから他のユーザーの方々と共に学びを継続したいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。最後に、沢山の方々に言われた耳にタコができてるで
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46 とても良いと思います。もう少し長くても良いくらいです。
1日10分ビジネス英語に登録し、ポッドキャストを本格的に聞き始めたのが9月からでしたので、変化については何とも言えませんが、今の分量、内容で満足しています。
当初、長めの内容で、難しいと感じていましたが、慣れてくるに従い、長文への抵抗感が減少したようです。TOPICSはいつも興味深く、マットさんの解説とナレーターさ
んの音声タイミングが、自身の英文理解（総合的な英文読解力、リスニング力）の助けになっていることを実感しています。
47

単語についても、TOEIC用の単語帳で学ぶより当コンテンツで学ぶ方が、確実に印象に残り、使える英語として定着するように思います。
ナレーターさんにつきましては、お二人とも良いと思ってます。欲をいえば、おひとりの方より、様々な音になれるように複数の方が担当されてもいいのかな、と思いま
す。実際耳にする英語は様々な癖があるわけですから。
この有益なPodcastをつづけていらっしゃることに感謝しております。ありがとうございます。

48 以前のトピックのバラエティは良かったと思います。最近のトピックは意見とか、微妙に批判が含んでいる見方を感じるので、少し重いかな…
49 寝る前に学習する習慣にしていたので、更新する時間を0:00にして欲しい。
以前は文脈に同じ単語を見つけて回答ができ、わかったつもりでいましたが、理解していたわけではないことがつきつけられました。凹みましたが、英語の向上に必要な
50
ショックだったと思います。コツコツ続けます。
ナレーターが以前の方がよかったという意見が多いようですが、私は新しい方のほうがよかったです。現実は綺麗にはっきりと発音が聞こえてくることはないかと思いま
51
す。綺麗なナレーションに慣れてしまうと、実践で苦労するのではという印象です。
52 New style is great ! I enjoy the program more than before.
個人的には、もう少し本文が長い方がより身に付くかと。（モデルチェンジ直後位）。以下要望です。内容にやや偏りがあるように思います。芸術や科学、トレンドなど
53 も取り入れてほしい。（モデルチェンジ前の方がバラエティーがあった。） また、ハードの件ですが、以前は、何故かタブレットで見ることが出来ましたが、今週から
スマホのみとなっています。老眼が進んでいますので、タブレットでの受講ができると嬉しいです。
英語話者の変更は、スピードや現実感ある語りかけイメージが高まり、より実践的な気がしました。このスピーキングに慣れたいと思えたものでした。そのため、一部の
意見に左右されて元に戻してしまったように思え、残念でした。むしろ、アナウンサー調の整った英語に加えて、女性話者や少々癖のある話者（シングリッシュやオー
54 ジーイングリッシュなど、いや、やりすぎか。。。）によるローテーションが実現されたらありがたいです。先日、外国からのお客さんと会議をしたのですが、相手はイ
タリア人で英語は上手いけど、癖があり、最初英語とわからなかったほど。でも、そういうシチュエーションって結構あると思います。私は、ASEANで駐在員歴が長く、
アナウンサーのような英語を聞く機会は皆無、みんな外国語として、ビジネス上の共通語として英語を使っていました。そこで求められるのは、英語タフネスであり、積
かなり難易度が上がりましたが、このレベルをこなせないとcomfortable
55
zone に安住していたのだと思い、努力中です。
逆に原文が短くなったように思います。使う単語も、前の方が難しかったです。
56
今回は、単語の意味をゲスしなければならないのは、力になって良いと思いました。
モデルチェンジによって論理的思考力が鍛えられます！
英語は日本語よりロジカルです。英文を読むことによって論理的思考力が身に付きます。今回のモデルチェンジによる設問は、「目に入った答えに飛びつく」ではな
く、より考えさせるという思考を伴うものになりました。ひとひねり加えることによって論理的思考力がさらに鍛えられます。（大学入試センター試験でさえ、本文の語
57 句がそのまま抜き出されている選択肢はダミーであることはめずらしくありません。現役生が飛びついてしまう「現役ホイホイ」に気をつけるように生徒たちに注意喚起
しています。）claim, warrant, dataを見抜きロジックを取ることで本物の読解力と発信力につながると思います。
ナレーターさんに関しては、マークさんの英語は「人間らしい」と思いました。世の中にあふれているのは自然な英語のほうです。個人的にはマークさんの英語で耳を
鍛えたいと思いますが、帰ってきたプロのナレーターさんはずっと以前から「マットさんのポッドキャストの顔」になっいた。NHKのアナウンサーのように滑舌もよく聞
58 トピックが世界の時事ネタ、政治ネタがより増えて助かります
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59
60
61
62
63

トピックが割と偏っているというか。これで未来の何を予測するのだろうという話題も増えた気がします。
モデルチェンジは良かったです。最初、ナレーターさんの声が聴きとりづらかったですが、それも改善されてありがたいと思っています。
元々良いコンテンツなのに常に改善するという姿勢が感じられ、長く続けていこうという信頼感がある。
ナレーターさんが元の方に戻られたので、聞き取りやすくなりました
毎朝、通勤の電車の中で聞いています。英文を読んでくださる方が前の方に戻ったので、聞き取りやすくなりました。ありがとうございます。
モデルチェンジ対応おつかれさまでした、そしてありがとうございました。
64 ナレーションについて。当初、マーク先生でしたが私は非常にいいと思っていました。というのも、実際私がMTG等で接する欧米のインテリジェンスはマーク先生のよう
な話し方をされるかたが多いので、実践的と感じていました。
3年くらい毎朝通勤中に聞いています。いつもありがとうございます。ナレーターの方が一度変わった件についてですが、確かにプロの方のナレーションは聞きやすく、ま
た、慣れてるのもあって安心して聞けます。しかし、前回ナレーターの方が変わった時、あぁ電話会議っぽい、、と思ったのです。マイクのせいでしょうか、音が多少こ
65 もっていたのと、抑揚が強くないのでそう感じました。なので実践感があってこれはこれでありだな、と思ったことをお伝えしたかったのです。そして、あんな風に話し
てくれる人って英語レッスンの先生だけだったな、、とも思い出しました（笑）
メールをお送りするか考えていたのですが、今回アンケートの機会がありましたのでお伝えしました。コンテンツを考えるのは本当に大変かと思います。どうもありがと
マット竹内様、こんにちは。
今年の7月から1日5分ビジネス英語を視聴し始めたものです。
ビジネス上、専門文書をリーディングする事が多いのですが、リスニングやスピーキング
が出来た方がさらに仕事の幅が広がると思い、始めました。
毎日の通勤時間中に視聴していますが、単に英語の学習になるだけでなく、
最新のビジネス、世界情勢も英語を通じで知ることができ、とてもためになっていると感じております。
私自身、英語のリスニングやスピーキングをする機会は滅多にありませんが、
先日、あるドイツメーカーの担当者が来日されて、英語で会議をする機会がありました。
会議中は英語で何とか説明を終えて、その日の夜に懇親会が開かれたのですが、ちょうど
66 夏の時期で、ドイツのインフラのpodcastを視聴したばかりでしたので、これはネタに使える！と思い、ドイツのアウトバーンの話を通じて交流することができました。

ビジネス上の会議であれば、議論する内容はあらかじめ準備できますが、こういった
コミュニケーションの場でも1日5分ビジネス英語の助けを借りることができ、感謝しております。

正直、毎回半分も聞き取れていませんが(汗)、とにかく量を聴くことも大事と考え、これからも毎日の通勤中に視聴していこうと思っております。
これからもどうぞ、宜しくお願い致します。
（9月頭位の破裂音についての回で、ビリー君のぽっ、ぽっ、ぽっ、はとぽっぽ！には通勤電車の中で一人で笑いました^^）
67

英語運用力を上げるためには長文読解がベースになると思いますので記事の長さは増えて負荷が上がり、このコンテンツを基本学習にしている私には良いと思います。こ
れ以上長くなると読んだだけでその後の読み込み、音読するなどの学習時間が取れなくなってしまうのこの分量は最適です。

68
モデルチェンジ後に会員となり学習を始めたため、モデルチェンジ前から継続していたという過程で回答しました。 スクリプトの読み上げをされる方が、10月途中から元
69 のプロのナレーターに戻りましたが、個人的にはシャドウイングで発音を練習するよりも普通の人（といってもマークさんはプロの教師ですが）の一般的な発音やスクリ
プトに厳密に一致しない読み方に耳を鳴らすほうが実用面では役に立つので、ナレーターは老若男女いろいろ織り交ぜていただけたらありがたいです。
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70

ポッドキャストを継続していますので、モデルチェンジはあまりインパクトなく、スムーズです。いろいろな環境で英語に慣れるという意味では、多少のモデルチェンジ
にも、受講者がフレキシブルに対応していく方が学びが多いのではと思います。
「一日5分ビジネス英語」の受講を始めて一週間程になります。なので、モデルチェンジやWSQコンテンツ等についてはわからなくてお答え出来ません。すみません。

71 現在海外で英語を使う環境で働いておりますが、これは私にとっては予想外のことでした。英語には苦手意識があり日々できないことばかりを気にしていましたが、マッ
トさんのレッスンを聞き、最後に出てくる言葉で頑張る意欲をもらっております。ありがとうございます！
(長文失礼しました。)
72 長文英語に戸惑って改めて英語の読解力の無さと集中力の無さを痛感しました。 これからも継続してスキルアップに励みます。
ポッドキャストのみの利用ですが、モデルチェンジ後の方がコンテンツが充実しており個人的には好きです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73 いつもお母さんと寝る前に聴いています。最後のコーナーが特に大好きです。
ポットキャストは前のも今のもどちらも好きだけど、もっと科学のコンテンツを増やしてほしいです。
ビリーくんは難しい英語が分かったりしゃべれたりするので、すごいなと思います。ぼくもビリーくんみたいに英語を勉強して、もっとうまくなりたいです。（10歳男子
濃い内容でレベルの高い文章に毎日接することができるこのプログラムはとても刺激になる。もう少し文章が長くてもよいかもしれません。intermediateも日本語訳がほし
74
い。全部読まなくても精読した際に難しい文の理解が正しいことを確認したいので。
以前はわからない単語につまずきがちでしたが、今は内容ぜんたいを把握し自身の知識や情報を合わせて理解することができます。設問の正解率も上がりました。ナレー
75
ターが元に戻りましたが、以前方の方が良かったと私は思ってます。実際には今のナレーターのような喋り方をする人は少なく、以前方の方がより現実に即しているから
76 コンテンツ更新時間がpm11半頃からam5時半頃になったので、受講タイミングが寝る前から起き抜けに変わりましたが、その時の体調により正確数に差が出るように感じ
いつもpodcastを楽しませて頂くと共に四苦八苦しながら学ばせて頂いております。今回のモデルチェンジは励みになる反面、問題が私の力不足もありますが、意地悪に感
じる事も多々あり、逆にやる気を削がれる事も正直あります。
77 何より個人的に気になるのは、以前に比べて政治的なメッセージ、特に反トランプ的な内容が急増した事に懸念しております。
これまでさまざまな記事ではその考察に感心しておりましたが、経済は米中貿易戦争のせいだ、政治ではトランプ政権のせいだ、とメッセージ的なものが増えており読み
ながら思わずツッコむ事も…
78 通勤時間に英語に聞き馴染むように利用しているため、モデルチェンジ等にあたっての変化は特段無い。
いつも楽しく拝聴しています。とはいえただ聞いているだけで感想や意見出しが全くできておらず申し訳ありません。拝聴し感じて皆さんのご意見を耳にし自分もこう思
79 うというところは多々あります。マットさんの言葉に背中を押されて一歩踏み込む気持ちももちろん。言い訳ばかりになってしまいすみません。
以前より記事は長くなりましたが、より丁寧で記事理解が深まる内容になっているため、とても良いと感じています。当然のことながらリスニング力向上のために効果的
英語が好きでいつもpodcastを聞かせていただいています。聞き始めた頃は多分今の長さは苦痛に感じられたかもしれませんが、現在は、ほとんど難なく聞き取りができて
80 います、
また、毎日聴いているので、便利なフレーズや、カッコいい表現などを身につけることもできます。実際に使用できた時、とても満足できます。
81 podcastのみで利用ささせていただいてる私には特に変化はありませんでした。ですがいつも学ばせていただいております。ありがとうございます。
82 本質を考えながら本文を捉えようと努力するようになり、点数は低いが、考えながら読む訓練ができる。
83 No pain, no gain. 成長に痛み・困難は付き物なので、より難しくなる（よりボリュームが増える）のはとてもいいことだと思います。
84 ナレーターが元に戻って良かった。回答に納得がいかないことが多くなった。もう少し解説があると良い。
85 何事も長続きしなかった私が唯一何年も続けています、英語の勉強だけでなく、いろんな分野の情報を知る事が出来て、有り難いです。
今までも大変お世話になっていましたが、更に充実していただき、誠に有難うございます。
signalのトピックスも進化してあると感じます。
86
あるキーワードを重点的に複数のトピックスで使っていただけるのは大変ありがたいです。
政治経済などのあるテーマで複数のトピックスをお送りいただけるのも内容の理解や多面的な視点を持つ上で役立っております。
87 モデルチェンジについては，特に，意見はないです．声優さんが戻ったのはうれしかった．
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いつも大変お世話なっております。
感謝、感謝、感謝でございます。
少し長い内容ですが、宜しければ読んで下さい。
チェンジしたばかりの時は頼んで無いのに、何故！

と思いました。以前の形でも結構気に入っていましたから。

じつはちょっと弱気になりまして。
何しろ長い！ 時間帯によっては途中で寝てしまう。
内容が難しくなった！ 時々、日本語でも内容が理解出来ない時がある。
これは私の頭の問題。
質問に大体ね〜では大体間違う。
これは聴く人を選ぶのか？

選ばれた人だけが聴けるもの？

テクノロジーとかポリティクスとかビジネスパーソン向けだからね。

でもね〜
好きなものは辞めたくないんです。
88
元々、ポットキャストのマットさんと愉快な仲間たちが大好きで楽しい日本語の！
お喋りを楽しみに英語もついでに聴いていた者です。
それが今じゃあ、英語だって楽しめるようになりました！ お陰様で成長しました。
有難や〜有難や。
今回のチェンジについて、こちらも対策と言うかチェンジさせてもらいました。
前よりスタートボタンを押して学習するまでに時間をかける。
準備)
音声を2.3回聴いて内容を想像。
主旨が書いてあるページや単語のページにも時間をかける。
ここの内容が最近とても素晴らしく、空で言えるまで身体に染み込むまで、発話しています！
それからまた音声を５回は聴く。
ポットキャストが間に合ったら聴く。ラッキー！ 内容を照合出来る。
スタート！)
89 通勤の電車で聴いています。変更後、最初の1週間は少し辛かったですが、今は慣れました。ポッドキャストは海外出張中でも勉強できますので、移動中に楽しみながら聞
モデルチェンジ前のものはリアルタイムで聞いておりませんでしたが、今のものに満足しています！慣れの問題だと思いますが、ナレーターさんは、最近変わった方では
90
なく以前の方の方が聞きやすく感じます（暗いというお声もあったようですが、そんなことはありませんでした！！）。
9月からのコンテンツは、素晴らしいの一言です。その一方で、ついて行けてない自分がいますが、徐々に慣れていくことで、英語で考え、話す力をつけていきたいと考え
91 ます。9月のコンテンツは、グローバルの話題が多かったと思います。知らないことが多く、知識の幅が広がりました。これからも毎日続けていきます。
現在は1日10分ビジネス英語を受講後、ランニングをしながらpodcast を拝聴しています。解説！1日5分ビジネス英語は、文章のイメージがわかない時に見ることによって
92 毎日少しずつ、しっかりとこなすには、ちょっと厳しいレベルになりました
Podcastのみの拝聴ですので、それほど大きな変化は感じていません。ただ、政治的なトピックが増えたことは実感しています。新しいテクノロジーに関する話題は常に面
93
白いですが、政治的な話題の必要性も感じていますので、良いバランスになったのではと思っています。
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94 読み応えが出てきました。
95 特に不満はありません
96 英語の本当の実力を高めたいとの目的があるので、モデルチェンジをしてもそれが自身の血となり肉となるのであれば、難易度の議論は自身にとってはあまり関係のない
マットさんこんにちは。ビジネス英語どころか、初歩的な英語力もない自分ですが、2017年の11月頃から毎日ずっと楽しみに拝聴しております。シグナルメンバーとして
は、常連さんたちのコメントを読むくらいになってしまっており、「自分は発信力がないな」とヘコんでおります。
今回のモデルチェンジなのですが、変更があった当初、「英文が長くなって難しくなったな」「マークさんになってから聞き取りにくくなったな」という感想を持ちまし
た。しかし、継続して聞いているうちに、キーワードとなる単語が繰り返し出てくることがわかり、頭の中に単語が残りやすくなることがわかりました。また今回、海外
97 に行く機会があり、ヒヤリング力は少なからず向上しているだろうと思っていたため、積極的に聞き取りをしてみたのですが、現実の世界では、会話時の街の騒音やまわ
りのノイズ、相手の声量など、そもそも英語がしっかりと聞き取れないことが多々ありました。「大きな音量でじっくりと聞いて聞き取れていた英語ではなく、少々聞き
取りにくいマークさんの声でも聞き取れないと実際はダメなのだな」とモデルチェンジ当初の違和感はすべてポジティブな面に変わりました。このようにモデルチェンジ
して頂いたおかげでまた新たな気づきがあったことは、自分にとってもとてもプラスになったと感じており、今後も毎日しっかりと続けていきないなと思っています。
トピックについても、最新の技術ばかりだけでなく、世界の見えないところで起こっている暗い社会問題などにも触れることが出来るようになったと感じています。華や
98 ナレーションが聞きとりにくくなり困っていましたが、ナレーターさんが戻り良かったです。
99 曜日ごとに大まかなテーマ(政治・経済・テクノロジー・その他)を決めると自然とバランスも取れ、テーマに偏りに対する不満も抑えられるかもしれません。
ナレーターの方のトーンの話がありました。TOEICでは様々な国の方の発音を聞き取るようになっています。実ビジネスでも様々な国の方と話さないといけません。その
100
ことからナレーターも様々な地域の方にしてもらえた方が訓練になります。大変なことですがご検討の程、よろしくお願いします。
101 スクリプトのボリュームが増えたこと，設問に変化球があることで，頭を使う訓練になっています。他のクラスはどのような設問になっているのか，気になりました。
102 1日10分ビジネス英語（Biginnerクラス）を利用していますが、改変当初は200字超あり戸惑いましたが、最近は150字超で安定しており、学びやすくなりました。
103 様々なジャンルの話題があり、あきることなく継続することができています。モデルチェンジも新たな変化あり、楽しく勉強できています。
104 米国カレンダーでもいいと思っていたが、日本カレンダーだと、学習がよりリアルタイムになって良い。
3年ほどPodcastを拝聴しています。長らく聞かせて頂いていると慣れが出てしまうところがあり、いつものナレーターの方の声、英文の長さなど心地よく流れてしまう部
105
分がありました。一方でビジネスの場や海外の方との会話では、聞き難い話し方やイントネーションの違いで苦労することもあるため、今回の変更はより実践的な改善と
未来予測のコンテンツや日本ではなかなか知り得ないニュースが、多くなると嬉しいです。ニュースも例えば米国大手の新聞社ではなく、例えばインドや北欧の新聞記事
106
だと視点が多様化するのではないでしょうかと思います。
モデルチェンジから2か月が経過し、違和感がなくなった。
約5年このPodcastを聞いており、そんな簡単に聞くのを止めれないと思う。
107 応援しています。
マットさんは時間を気にせずに本編と関係ないことをもっと喋ってもいいと思います。すぐに”早く始めよう”みたいなセリフが入ってくる度に"Who cares なんでしょ？
マットさん"と感じています。
設問が単に文中の関係する単語の箇所を探せば回答できる内容から、考えねばならなくなって文章を理解するクセがついてきてると思います。
108 新井紀子先生の、東大合格を目指した「東ロボくん」は、AIでは文章を読むことはできるが読解力や理解力はまだまだ途上であり合格への挑戦をやめた経緯が「AI対教科
書が読めない子供たち」に書かれています。今回のモデルチェンジは、我々が「東ロボくん」になるのではなく、きちんとした読解力を身に付けられる学習方法への改善
109 モデルチェンジ前の原文に当たる文を中級、上級に使っているので、無駄が無くなり、参照元の記事を読むようになった。
アメリカ休日は馴染みがないため、曜日変更は大変助かります。
110 トピックスについては、政治に寄ってきたかなという印象はあります。前位のバランスが個人的には好みです。
ナレーターさんについて、昔からの方はTOEIC等と比べても聞き取りやすいと感じます。TOEICでも複数人ですし、何人かの方が交代でやるのも良いのではと思います。
モデルチェンジをしてから、文章もよりネイティブな表現が増えた気がしています。またナレーターも方もよりネイティブに近い感じがして、勉強になっていました。仕
111
事で海外の方と話をしていると聞き取りやすい方だけではないので、自然な話し方やイントネーションが学べると思いました。
112 素晴らしいと思います。パッションを感じます！
113 英語の記事を日本語で解説しながら読み進めていくタイプのPodcastの中で、最もわかりやすく、また内容もとても興味が惹かれるものだと感じています。
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114 外国人との会話の話題において日本のことを伝えるということもあるので新天皇の即位などの記事もたまにあるとよいと思います。
他でもご意見が出ているようですが、少し政治系のコンテンツが増えたように思います。以前のような先端技術や社会の話題もバランスよく取り上げていただければと思
115
います。ナレーターさんは元の方に戻って聞き取りやすくなりました
週末限定ですが、英文があるのがうれしいです。私はライトメンバーなのでpodcastのみの参加ですが、以前は1日10分用？の英文が用意されていたものを印刷して音読の
116
練習にも使用していました。私の都合のみですが、Signal初期のころに戻してもらえると嬉しいです。
真剣に英語を勉強しようとする人には、良い変更だと思います。ただ、今までは、英語の勉強もそこそこ出来て、幅広いジャンルの情報が得られることが魅力的でした。
117
現在はやや記事に偏りがあるように思います。出来れば従来のように幅広いジャンルの記事があると有り難いです。
正直なところ、マークさんのナレーションは聞きにくいと感じていましたので、前のナレーターさんに戻って聞きやすくなりました。一方で、実務上は聞き取りにくい人
118
とコミュニケーションをとることもありますので、時にはだれか他のナレーターさんを使うというも英語上達の上では必要かもしれません。
119 語彙が難しくなったが、実施しがいがあります
120 読解力を鍛えるのに、良いコンテンツだと思います。これからも活用していきたいです。
ナレーターさんが変わった際は若干聞き取り辛さを感じたが、TOEICでは聞きづらいナレーターも含まれるので、テスト慣れするにはいいかもしれない。個人的には、毎
日楽しく学習する事を主眼に置いていたので、今現在のナレーターさんが聞きやすく学習しやすい。
121
文章が長くなり、問題も難しいものも含まれるが、TOEIC対策にはちょうど良いとかんじる。
硬軟混えたトピックであるので、楽しく学習できると感じている。
いつも楽しく、時に勇気をいただき感謝申し上げます。家内や友人にも勧めたところ、皆とてもためになるとコメントしています。
さて今回、会話に関してのアンケートということですので申し上げると、簡単ではないとは思うものの、ナレーターの方のバリエーションがもっと幅広いと良いのではな
いかと思いました。
釈迦に説法ですが、一口で英語といっても、男女、年齢、声の高い・低い、さらに話者の国籍の違い、ネイティブ・ノンネイティブ等、生の会話では様々な英語がありま
すが、実際に英語を使う局面においては、様々な種類の英語に対峙しなければいけません。
その点、今回ナレーターの方が一度新しい方がされたのち、前のナレーターの方に戻った点については、少し残念だなという感想です。
122 確かに、新しいナレーターの方は前の方と比べて少々聞き取り辛いなと感じましたが、実際の生のコミュニケーションにおいては、そちらの方がスタンダードかと思いま
す。
なお、私はオンライン英会話も一年ほど続けており、他方業務でも英語を使わなければいけないことがありますが、英会話のレッスンでは割と簡単に会話ができるもの
の、生のコミュニケーションとなると、途端に難易度が上がる感覚です。
その理由はリスニングにあると感じています。従って会話について個人的に最も大切だと感じているのはリスニングです。
また、周囲の同僚は日本語を話すような語り口で、また、難しい単語は使わずに平易な表現が大半な英語で会話していますが、話す中身が伴っているので、特に問題なく
コミュニケーションを取っているように思え、発音などさほど関係ないのだなとも感じます。
123 引き続き英語学習の継続のためのツールとして活用させていただきますので、よろしくお願いいたします。
私は今回のモデルチェンジに満足しています。長文になったことと設問の難易度が上がったことから、より勉強になっています。なかなか正答率が上がらないので学習方
124
法を考えながら取り組んでいます。また、key wordに掲載される質がかなり良くなったと感じます。以前はこのwordが重要？と感じることが多かった気がしていましたの
125 advanceですが、もう少し難し文章でもいいです。
モデルチェンジについて、多少の違和感はあっても、変わったなりに自分を合わせていくだけです。トピックについて、政治的なものも含めて、幅広い分野の内容を歓迎
126
します。最新技術関連に偏ることは個人の了見を狭めることになり芳しくありません。
127 英語のレベルが低く、なかなかついていけません。ですので、少々レベルが上がっても、あまり気にしていません。
リスニングはマークトフルマイヤーさんから再度変更になりましたが、マークさんの声も聞き取り易くとても良かったと感じています。
128 マット竹内さんのリスニング後の一言をいつも楽しみにしています。
ポジティブなアドバイスが多くとても参考になりますし、続ける一つの要因にもなっており感謝しています。
以前、イランの記事の際に勤務先の創業者出光佐三についてのコメントがあり、取り上げておられたことに驚くとともに、感激しました。
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こんにちはマットさん、1日5分ビジネス英語、心底充実した内容に日々感動しています。ただ自分の勉強不足と実力不足が主な原因なのですが、今までやっと少しは理解
129 できるようになったと思っていたところ、今回のバージョンアップで勘違いだったと痛感しています。個人的には自分の実力でも理解できる前のレベルがあっています
が、頑張って実力をつけている多くの方がさらにレベルアップできる今のレベルが良いんだろうなぁと思っています。
話題の一つのナレーションですが、私はモデルチェンジされた時の新しいナレーターの声がとても馴染みやすかったです。英語を勉強していて思うのですが、同じ講師が
130
続くと話し方や発音に慣れてしまいますので、色々とミックスされるとより実践的なのかなと思います。ビジネスシーンでは初対面の方との会話が多いと思いますので、
131 全体的に堅苦しい内容が増えたように感じます。難しい単語も増えたので、初心者には取っつきにくくなってしまったのでは？時には少し和めるようなソフトな内容も入
ナレーターは、色々な癖のある人が混ざっていることが希望です。分かりやすい発音で話してくれる方ばかりではないので。
132
また、問題文の和訳も欲しいです。
いつも有益な情報、ありがとうございます。通勤しながら、耳だけ傾けてあるため発音などは練習出来ておりません。
133
ナレーターさんの件で以前の方に戻り聞きやすくなったと思う反面、個人的には、色々な方がした方が実際の日常により近いのかなぁと思っております。
いつも通勤中に楽しく拝聴させていただいております。
皆さんも既に指摘されている部分ですが、イヤホンで聞いていると音声の聞き取りにくさがありましたが、現在は以前のナレーターの方に戻ったこともあり、とても聞き
やすいです。
134
マットさんのお声もそうですが、音声だけで取り組んでいる学習ということもあり、声質というのは重要だと感じました。
色々と英語学習に取り組んでおりますが、継続できているのはマットさんのコンテンツだけです。
是非これからも継続いただけると嬉しいです。私の英語学習のモチベーションになっております。
2016.12.14から今日まで、podcastの全コンテンツのディクテーションを行なっており、ノートにして、16冊目になりました。最初は、聞いて書くだけで、30分以上かかっ
ていましたが、毎日の積み重ねの成果により、モデルチェンジ前は、15分くらいでリスニングとライティング、その後は、15分くらいでライティングをもとに、スペリン
135
グ、キーワードやフレーズ等のチェックといった流れとなっていましたが、モデルチェンジ後は、長さ、内容だけではなく、単語の使い方（e.g. Li-battteryの work place に
は、goではなく、travelかー など）や文章の構成等に量と質そして厚みを感じています。Quite rightly 勉強にかかる時間も増えましたが、本当に充実しています。
ナレーションがマークさんから以前のプロのナレーターの方に変わりました。確かに後者の方が聞き取りやすいのですが、最近世界的なスポーツイベントが多く、テレビ
136
などでインタビューに応える外国選手の会話などが全く聞き取れないと、本当に英語力がついているのか不安を覚えます。多少聞き取りづらくとも、一般の方に近いナ
podcastの講座について。最近、前情報なしに聞き取る練習をすべく、まず講座途中の本文1回目を通して聞き、その後最初から聞くようにしています。
137
多くの方が本講座を聴講する中で、講座の構成・順序としては現状のものがベストだと思っていますので、可能でしたら、本文1回目が何分何秒から始まるかをどこかに記
モデルチェンジ後のナレーションはMarkさんだったのですね。コンテンツもナレーションも参加されており、感謝です。今のナレーションの方もよいですし、Markさんの
138
声も、良い意味で日常に聴く話し方に近いものでしたので、勉強になっていました。
139 8月末まで担当していたナレーションの方が10月中旬から再び担当するようになり、以前のように文章が聴きやすくとても良い。
音質を少しでも向上できないでしょうか？圧縮率が高すぎ、高圧縮時特有のノイズがとても耳につきます。このため英語の高域を活用した発音がとても聞き難く、内容が
140
良いので聞き続けたいですが、発音が明瞭にならず残念に思っています。是非ともご検討いただけないでしょうか？
私は9月からPodcastでマット竹内さんの1日5分ビジネス英語を聞き始めた大学1年の者です。9月以降のトピックは全て聞き終え、その後9月以前のトピックにも遡り全て
聞き終えました。よくPodcastで｢前の人に戻して欲しい｣という意見があると聞いていますが、聞き取りにくさはどちらも感じられず、私は9月以降に英文を読み上げて下
さった方でもいいのでは…？と思います。文章が長いこともそれだけ情報量が増えて知識に繋がるので私は嬉しいです。
141 Podcastだけでは物足りずBEProのコンテンツを私も利用したいのですが、学生なので働き出してお金を稼いでから利用しようかなと思っています。あと3年以上かかりま
すが…。いつもBEProの方々が競い合い、上位者が名前を呼ばれているのを、いいな、楽しそうだなと思いながら聞いています。
BELiteでは英文の本文と日本語訳がどちらもあり、設問もついているので少しはアウトプットに役立っているような気がします。こちらは無料で閲覧できるのでとても有
難く思っています。
142 恥ずかしながら世の中の事に疎い、それでいて、あまり興味を示せるものがない中で唯一、へええ！！と度々口から出るほど、興味深い内容が満載です。
ナレーターが変わるのは本当にヒアリングを鍛えるためには必要だと思います。今のナレーターさんの発音、音声があまりにも聞き取りやすく、ヒアリングが得意になっ
143
た錯覚を覚えてしまっていたので、リニューアル後にナレーターが変わったときには戸惑ったものの、自身の課題を再認識しました。男性、女性含めて日替わりとはいい
144 男性のアメリカ英語だけでなく、イギリス英語や女性などもっと様々な声や発音で記事が聞けた方が、より実践的なヒアリングの練習になると思います。
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いつも楽しく拝聴させていただいております。
私は現状では仕事に英語は不要なのですが、「出来ることの幅を広げたい」との動機から、英語学習を始めました。ただ、私のようなゼロスタートの人間からすると、1日
5分～でもレベルが高く、有料コンテンツにまで手が伸びないのが実際のところです。
145 「ビジネス英語を学ぶ」という趣旨には反するかもしれませんが、ビジネス英語の入口になるような、より初心者向けのコンテンツなどがあれば、ぜひ学んでみたいと思
います(現在、私はリクルートのスタディサプリを使っています)。
いつの日か、マットさんのプロデュースされるコンテンツ一本で、ビギナーからビジネス英語までをカバーできるような体制が完成すれば良いと思います。
WDSQの、今後ますますの発展をお祈りしています。これからも、宜しくお願い致します。
この変更は、私自身良い方向と考えています。
それは、少し厳しいですが、情報量が増えた分より深く記事の理解ができるように感じます。
146
満足です。
最近、ポッドキャスと１日１０分を始めました。ポッドキャストから熱意を感じて、アンケートページを開きました。英語も楽しんでますが、Mattさんと一度お目にかか
りたいです^^ プロフィールも拝見し、Mattさんの生き方のポリシーが素敵だと思いました。これかも拝聴し、英語勉強頑張ろうと思います。
最終は正直難しさに面食らいました。しかし、時代が移り変わる中で、立ち止まっているわけにはいかないと思いました。同じことを継続していく努力も讃えられるべき
事ですが、進化するには変化が必要。同じ事ばかりではいけないのだと、英語に関わらず言える事だと思いました。
148 以下は個人的な感想です。ナレーターさんの変更は私には有りでした。同じ人の同じ声に慣れると聞き取りやすいですが、実際は色んな発音、口調、スピードに慣れて行
くのも必要と感じます。
意見を聞きながら取り入れて変えてくださるのはありがたいですが、マットさんがたくさんの受講者の方を通して得た気づきや、マットさんご自身のポリシーがあるもの
149 情報量が増えてよい
58歳よりボケ防止に勉強させていただいています １日10分、５分ビジネス英語楽しく学習しています 私レベルでも全問正解出来たり少しレベルが上がってきたと思っ
ていましたが 今回のモデルチェンジで突き落とされました！ しっかり理解しないと正解は出せない これは新たなチャレンジとしてやりがいを感じております！ 62
150
になりましたが今後とも皆様になんとかついて行きます
ビギニングでベスト10を目指して！
マットさん、みなさま、いつもありがとうございます。毎日楽しく拝聴しております。
この番組は、家の中で過ごすことの多い専業主婦の私にとって、広い世界と繋がっていられるような、そんな気持ちにさせてくれる、新鮮で学びの多い唯一無二の番組で
す。中学生の娘も時々隣りでクスッと笑いながら聴いています。ビリーくんのおかげです。

147

151

最近のトピックでは時事問題を幅広く扱われていること、英文を繰り返しわかり易く解説してくださっていることも、個人的には嬉しく思っているところです。
マットさんの優しいお声と素敵な音楽に癒され、最後のメッセージに勇気づけられて、今日も一日明るく前を向いて頑張れています。いつも本当にありがとうございま
す。そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
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