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ごあいさつ 

2020 年度は必ずや教育史に残るでしょう。新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が発令され、全国的に学校

閉鎖が相次ぎ、オンライン授業を一気に導入する必要性が発生しました。これまで外国語教育に於いて ICT を活

用しようという取り組みを積極的に進めてきた関係者であっても日々の授業準備に追われる羽目になってしま

っています。さて、このような中でどのような取り組みができているでしょうか。 

全国の先生方がどのように対応しているのか、対応しようともがいているのか、日々どのようなトラブルがあっ

たのか、どんな失敗をしたのか、どうすれば失敗が避けられたのか…。議論の切り口はいろいろ考えられますが、

とりあえず「外国語教育」と「ICT」に限定して緊急シンポジウムを開催します。 

この企画は 2019 年 3 月 24 日に開催した FLExICT Expo 2018、2020 年 2 月 23 日に開催した FLExICT Expo 

2019 の流れを汲むものです。研究の進展とともに若干方向性は変わってきましたが、「小中高大連携を見据えた

外国語教育と ICT の接点を探る研究ならびにアーカイブの開発」というテーマを掲げた科研費による研究プロ

ジェクトということもあり、突然オンライン授業を行うことになってあたふたしておられる全国の外国語教育に

携わる先生方にも何かお役に立てる緊急シンポジウムの開催が必要と考え、2020 年 3 月下旬から実施を検討し

てきました。 

イベントページの公開は 2020 年 6 月 11 日でした。この発表概要集の刊行は 2020 年 7 月 14 日でした。ここ数

日、東京を中心に連日多くの新型コロナウィルスの感染が報道されており、先行きは全く読めない状況です。 

そして今はまだ通常授業が行われている真っ最中です。いくつかの大学では実習科目の都合などで少ないながら

も大学に通学する学生も増えてきているようです。教育機関によっては日曜日・祝日のみならず夏季休暇も返上

で授業を行わざるを得ない状況に追い込まれているようです。 

今回のイベントでは 2020 年 3 月 26 日に開催された共催団体の電子語学教材開発研究部会第 32 回研究会「ICT

で確保する非常時のオンライン語学教育」で大好評をいただきました、Zoom のブレイクアウトルームを利用し

た少人数入れ替え制での情報交換会を多くの時間を割いて実施します。どうぞ目一杯、愚痴をぶちまけてくださ

い。そして残りの前期授業に向けて、元気と新たな工夫を持って帰っていただけるようなイベントにしたいと考

えています。 

皆さんのご参加を関係者一同、お待ちしております。 

主催者代表 神谷健一（大阪工業大学） 
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FLExICT Expo 2020 緊急シンポジウム プログラム

9:30〜20:00（途中での入退場は自由です。）

開始時間 終了時間 内容
発表概要

ページ

9:15 9:30 Zoom待合室にて入場待機（以降は随時、入退場可能）

9:30 9:58 開会式・趣旨説明・「デジタル時代の教育」読みどころ（神谷） 4

10:00 10:58
招待講演１：新型コロナ休講で、大学教員は何をすべきかについて知恵と情報を共有す

るグループ(Facebook)での議論から（岡本）
5

11:00 11:58
招待講演２：遠隔授業におけるツール選択と同期／非同期モードの学習活動について：

授業者・コーディネーターの立場から（山内）
6

12:00 12:50 昼食・Zoomおしゃべり場(1) 10分×4

12:50 13:48 基調講演：afterコロナから考える2025年の教育ICT活用（中村） 7

13:50 14:13
LMSダウンの危機を救ったSlackという名の箱舟―チャット型コミュニケーションの教育

活用を考える―（木村）
8

14:15 14:38
学生を孤立させないために -Zoom (Breakout Room), Remo, Loilonote School,

LINE Open Chat & Flipgrid のあわせ技（岩居）
9

14:40 14:45 休憩・時間調整

14:45 15:08
「Web授業」でアクティブラーニング型ワークショップを行うためのツール適材適所：

LMSとしてのSlack＋OneDrive, Google Drive, Zoom, 学内LMSのあわせ技（近藤）
10

15:10 15:33 ファシリテーションいらずのオンラインツール  -HousepartyとPragli-（平野） 11

15:35 16:00 Zoomおしゃべり場(2) 10分×2

16:00 16:23
簡単に教材を作成・シェア、おひとり様の外国語学習をサポートする「ondoku

Chinese」（氷野）
12

16:25 16:48 VR技術を用いたオンラインライブ授業（矢野） 13

16:50 17:13 Podcast開発経験を生かしたオンデマンド型教材の作成（榎田） 14

17:15 17:38 中国語オンライン授業のためのリソース（清原） 15

17:40 18:00 閉会式・オンライン懇親会案内

18:00 20:00 オンライン懇親会（Zoomおしゃべり場(3) 20分程度で交代）
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『デジタル時代の教育』読みどころ 

神谷健一（大阪工業大学） 

本発表では 2020 年 3 月 31 日に無料公開したオンライン翻訳書『デジタル時代の教育 教育と学習をデザインす

るための指針』について紹介する。 

本書の底本は A.W. (Tony) Bates 氏によって執筆されたオンライン教科書 Teaching in a Digital Age, 1st 

Edition, 2015 である。FLExICT Expo 2020 緊急シンポジウムの登壇者のうち 5 名を含む総勢 13 名が完全ボラ

ンティアで翻訳を行い、神谷が監訳を務めた。

画面上でも読むことができるが、様々なファイル形式でダウンロードすることが可能であり、例えば PDF 版

では 669 ページもの分量にもなる。本書は教育工学に基盤を置く内容となっており、直接的には外国語教育とは

関係しない。しかし新型コロナウィルスの影響により突然始まったオンライン教育について、本来どうあるべき

かを理解するために必要な考え方が多数含まれている。 

以下、必読セクションと動向を知るためのセクションを紹介する。 

【必読セクション】 

1.2 デジタル時代に必要とされるスキル 

3.3 伝達型の講義：聞くことによって学ぶ 

4.2 温故知新：教室型のオンライン学習 

【動向を知るためのセクション】 

6.2 教育テクノロジーの歴史を概観する 

8.1 メディア選択のモデル 

9.1 テクノロジーを使った学習の連続体 

10.3 オープン・テキストブック、オープン・リサーチ、オープン・データ 

11.1 デジタル時代における教育の質とは何か 

シナリオ H インフルエンザを止める
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新型コロナ休講で、大学教員は何をすべきかについて知恵と情報を共有するグループ

(Facebook)での議論から 

2020 年 3 月 30 日に Facebook で創設された公開グループで、発表者がモデレーターの一

人である「新型コロナ休講で、大学教員は何をすべきかについて知恵と情報を共有するグル

ープ」（以下、グループ）は、2020 年 7 月にはメンバー数が約 19000 人となっている。何

らかのコンテンツを閲覧したアクティブメンバーは毎日 11000 人前後で推移しており、創

設からの 3か月間で、4100 を超える投稿に 27000 以上のコメントおよび３１万超のリアク

ション（「いいね」など）があった。国内高等教育機関の専任教員総数が約２０万人である

ことを考えると、これらの数字は、グループの規模の大きさや活発さを示していると考えら

れる。 

本発表では、以下の 2 点について報告する。初めにグループ創設経緯や定量的情報を紹介

する。続いて専任教員だけでなく、非常勤教員も含めた語学授業担当者からの投稿およびそ

の投稿への反応から、語学授業担当の多くを占める非常勤教員への対応や ICT ツールの利

用に代表される授業運営などの、コロナ禍における日本の大学外国語教育の現状を提示す

る。 

招待講演１：新型コロナ休講で、大学教員は何をすべきかについて知恵と情報を共有するグループ
(Facebook)での議論から

同グループモデレーター・北九州市立大学　岡本清美
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招待講演２： 

遠隔授業におけるツール選択と同期／非同期モードの学習活動について：授業者・コーディネーターの

立場から（千葉商科大学 山内真理） 

 2020 年春学期初旬、発表者の所属大学は、数年前から一部授業でのみ利用されていた LMS と、もと

もと今年度からの導入が決まっていた Microsoft Teams 等を用いて、全面的な遠隔授業を行うことを決

定した。今年度から語学センター長の任にあたった発表者は、自身の授業の大枠は考えつつも、もっぱら

非常勤の先生方に対するワークショップや質問対応など、サポートに注力することになった。 

 教育での ICT 活用を考える場合、通常であれば、利用可能なツールの中から、①それを使ってやれる

こと・②それを使うメリット・③準備した教材等の再利用可能性・④教員のスキルや慣れ・⑤準備に使え

る時間・⑥作業効率・⑦UI の使いやすさなどを勘案して選択する。2020 年度春学期は非常時であり、大

学からの要請・推奨として、双方向性の確保、同期モードの学習活動の提供という要素も加わったため、

通常とは異なる判断を下さざるをえなかった。発表者自身の授業のためのツールについては①〜⑥を最

大限考慮したが、非常勤の先生方にご案内すべきツールについては、④が未知数かつ個人差が予想され

たため、LMS の機能については③のみ、Teams の機能については①④⑦のみを考慮して選択した。加え

て、④次第で選んでいただく選択肢（Zoom 会議、Google Forms）もご紹介している。ここでは、まず

対照的なツール（同期／非同期）選択の事例をいくつか取り上げ、⑥作業効率（ひいては持続可能性）に

注目して論じる。 

 春学期の経験を経て、少なくとも Teams については④は未知数ではなくなり、先生方も⑥の重要性を

体感され、①②に目を向ける余裕も出てきていると想定できる。また「なんとか遠隔授業を成立させる」

ことが目標だった春学期とは異なり、秋学期は「遠隔授業の質」も重視されるようになる。それに向けて、

春学期終了後は、小グループごとの会議を使ったスピーキング活動の工夫（①②：同期；Teams Meeting）、

自動採点式小テスト（③⑥⑦：同期, 非同期；Google Forms, Microsoft Forms）、画面共有用リスニング

教材（①③⑥：同期; Google Docs）、Teams 外のアプリケーションを利用した予習復習（①②③⑥⑦：非

同期; Quizlet, Google Presentations) 、大学用 LMS などにリンクを貼って使える授業資料置き場

（②③⑥⑦：非同期; Google Sites）を扱うワークショップを予定している。この発表では、ワークショッ

プ資料を公開するとともに、 小グループごとの会議を使ったスピーキング活動を取り上げ、リモート環

境ならではのメリットがあることを論じる。 

 全面遠隔授業の経験は、対面授業をより充実させる ICT 活用へとつながるものと考えており、本発表

がその一助となることを期待している。 
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基調講演 After コロナから考える 2025 年の教育 ICT 活⽤ 

OECD 調査などもからも明らかにされている通り、諸外国に⽐べて⼤きく遅れていた⽇本の教育におけ
る ICT 活⽤が、新型コロナウイルス（COVID-19）に伴う休校・オンライン化により、急速に変化を⾒せ
ている。義務教育課程では、GIGA（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想の下に、１⼈
１台の端末整備予算が可決され、この 2〜3 年で⽇本の教育 ICT 環境を⼤きな変化を迎えるだろう。 

⼀⽅で、急速な ICT 環境整備に教員や周辺環境の変化が追いつかず、導⼊がされたものの利活⽤が進ま
ない、⼀時的で場当たり的な導⼊や活⽤に陥るなど、憂慮すべきことも多い。コロナ禍にオンライン授業
ができる体制を整えたものの、無駄に終わってしまったり、⼗分な⼿応えが得られなかったと感じてい
る⽅も多いのではないだろうか。 

本講演は、「After コロナから考える 2025 年の教育 ICT 活⽤」と題し、新型コロナウイルスを起点としつ
つも、2025 年まで、またそれ以降に予想される技術的・社会的変化や制度改定などを予想していく。参
加者の⽅ともやりとりをしながら、オンライン対応や環境整備に伴う短期的な視点ではなく、これから
の教育 ICT 活⽤のあり⽅について考える場とさせて頂きたい。⽇々、教壇または PC カメラの前に⽴た
れる先⽣⽅が ICT 活⽤を考える上で、⻑期的な視座が得られる機会となれば幸いである。 

講師略歴 NPO 法⼈ eboard 代表理事 中村孝⼀ 
⼤学在学に学習塾勤務や学習ボランティアの経験を通じて、教育格差を痛感。2011 年 7 ⽉に eboard を
⽴ち上げる。13 年 12 ⽉ NPO 法⼈化、代表理事。2016 年世界経済フォーラム（ダボス会議）Global 
Shapers Osaka Hub メンバーに選出。オンライン ICT 教材 eboard は、2014年 e ラーニングアワードに
て⽂部科学⼤⾂賞受賞。 
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LMSダウンの危機を救ったSlackという名の箱舟 
―チャット型コミュニケーションの教育活用を考える― 

木村修平（立命館大学生命科学部） 

　本発表では、Slackのようなチャット型コミュケーションツールがオンライン授業におけ
るコミュニケーションと情報共有において強力なツールとして機能しうることを示す。 
　新型コロナウイルス感染拡大によりオンライン授業の実施を余儀なくされた立命館大学で

は、2020年度の開講当初、教員と学生のコミュニケーションや情報共有にLMSを活用する
ことを想定していた。しかし、アクセス集中によりLMSが不安定化したことでその試みは
初日で頓挫することとなった。LMSには、成績評価に関わる小テストなどのエバリュエー
ション機能、教員と学生、あるいは学生間がやり取りを行う掲示板などのコミュニケーショ

ン機能、教員が学生に対して教材などを提示するプレゼンテーション機能という3つの機能
が備わっていたが、システムの不安定化によりこれら3つすべてを同時に喪失することと
なった。 
　筆者が運営に携わる立命館大学のプロジェクト発信型英語プログラムでは、アクセス集中

によりLMSが不安定化する事態を事前に予測し、同プログラムが実施されている生命科学
部、薬学部の1回生、2回生、3回生を開講前にチャット型コミュニケーションツール「
Slack」に誘導した。これにより、LMSのダウンによる混乱を未然に防止することができ、
また、以降も授業運営の基盤になっただけでなく、公的な支援情報の迅速な提供と共有、コ

ミュニケーションのインフラとしてSlackが活用されることとなった。 
　本発表では、授業用Slackワークスペースの開設と学生の誘導に至る経緯を時系列に報告
するほか、Slackの有用性を学生アンケートに基づいて報告し、教育現場へのチャット型コ
ミュニケーションツール導入の意義を論じる。 
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学生を孤立させないために
Zoom (Breakout Room), Remo, Loilonote School, LINE Open Chat & Flipgrid のあわせ技

大阪大学　岩居弘樹

Zoomに接続できない，途中で
トラブルが起こった時のための
バックチャンネル
URLの送信・音声ファイルの送
信にも使える

同期型遠隔授業

ブレイクアウトルーム
で交流

Zoomでの授業中（デスクトップのスクリーンショット）

ロイロノートスクールで資料配布や課題の提出
Web / iPhoneアプリを利用

出席確認（今日の笑顔を送ってください❣ ）

学習成果の記録
前回授業の復習ビデオ
提出
ドイツの大学との交流

テーブルを自由に移動
できるオンラインイベ
ントサービス

グループワーク
ドイツの大学との交
流（授業外）

今日の予定

今日の振り返り

理解度確認のために！

迷子にならないように！

つながりをつくるために！
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「Web 授業」でアクティブラーニング型ワークショップを行うためのツール適材適所： 

LMS としての Slack＋OneDrive, Google Drive, Zoom, 学内 LMS のあわせ技 

近藤雪絵（立命館大学 薬学部） 

立命館大学では、2020 年 7 月現在「Web 授業」という枠組みで授業を実施している。Web

授業とは、学内 LMS を利用した教材・課題の提示やフィードバックに加え、クラウドサー

ビス（OneDrive 等）やオンライン会議（Zoom 等）を用いた「動画の配信」や「同時双方

向型授業」を取り入れた、ICT を広く活用する授業形態を指す。この枠組みの中で、講義に

おいては「動画＋資料＋課題」を組み合わせたオンデマンド型の授業が主流であるようだ

が、アクティブラーニング型ワークショップにおいては、双方向のディスカッション、主体

的な体験型学習、学生同士の協同学習を取り入れるための工夫が重要となる。本発表では、

ビジネスチャットツールである Slack を LMS とし、如何に他サービスを組み合わせながら

各々を孤立させずに一つの授業の中で活用し、アクティブラーニング型のワークショップ

を実施できるかを議論する。 

Web 授業におけるワークショップのイメージ図 
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タイトル

ファシリテーションいらずのオンラインツール  -HousepartyとPragli-

実施者氏名

平野貴美枝(一般社団法人センセイワーク)

事例説明

4月〜5月の休校期間中にZoom以外のオンラインツールを模索する中で得た気づきについて

共有したい。新型コロナウイルスのパンデミックをきっかけに、オンラインが今後、教育の

場として一般的になっていくのは予期されている一方で、オンライン上の場の構築にかける

労力に関して、現段階ではアナログなマンパワーに依存しているところがあり、この点でリ

アルの場の方が勝っていると感じている人も多いと思われる。制限されたオンラインの場で

の場づくりやファシリテーションに関してはパッケージでノウハウを売り出しているところ

もあるが、それすらテクノロジーの力が解決してしまえる例としてHousepartyとPragliを挙

げたい。

1 Houseparty 

欧米のロックダウン中にユーザー数を伸ばし、App Storeで17ヵ国で1位になっている。ス

ワイプ一つで移動できる素早さと場を盛り上げるゲームが入っていることが大きな特徴。

2 Pragli 

仕様はSlackに似ているが、チャンネルごとにビデオ会議ができる。最初に設定するアバタ

ー、クイズやお祝い機能などアイスブレイクや場を和ませる仕掛けがあることが大きな特徴。

ミレニアル世代以降は通話ツールを24時間つなぎっぱなしにしていることやオンラインゲ

ームで日々のコミュニケーションも完結させており、リアルとオンラインを同じ次元で

捉えている。Zoom, Hangouts Meet, TeamsなどのWeb会議システムの先にあるものも見通

していく必要があると思われる。

ツール・アプリなどの入手先
Houseparty 

https://houseparty.com/ 

Pragli 

https://pragli.com/ 
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簡単に教材を作成・シェア 

おひとり様の外国語学習をサポートする「Ondoku Chinese」 

氷野善寛（目白大学） 

発表者は大学で初修外国語として中国語の授業を担当している。2020 年度の春学期は、

オンライン形式の授業が実施されていることもあり、学生の発音を直接指導する機会が少

なくなっている。そこでその機会を少しでも増やすために Google Speech API と TTS（Text-

to-Speech）を活用した e-Learning システムの開発に取り組み、Ondoku Chinese

（https://www.ondoku.org/）という名称でインターネット上にサービスを公開し、発表者

が担当する授業でも 5 月以降導入している。 

 Ondoku Chinese の特徴は以下の通りである。 

教員目線 

① ユーザー登録をすれば自由に教材を作成できる。

② マイクを使って実際の認識状況を確認しながら教

材作成ができる。

③ 作成した教材は教材単位で LMS/メール/LINE な

どで簡単にシェアすることができる。

④ 中国語と日本語を入力することで、中国語を見なが

らの発音練習、日本語を見ながら発音練習をさせる

ことができる。

⑤ ピンインは CTA（https://ch-station.org/cta/）から

自動取得。

⑥ 自分で自由に教材を作成できる。

⑦ 出版社と著者に許諾を取っている教科書の教材が

利用可能。

学生目線 

① ユーザー登録、ログイン不要で学習することができる。

② スマホ、PC など手元にある端末で簡単に利用できる。

③ 自分が読んだ発音がどう認識されるかすぐに確認することができる。

④ チャット風の緩いインターフェースで対話している気分に。

⑤ 公開されている教材はどれでも利用できる。
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VR 技術を用いたオンラインライブ授業 

大阪工業大学 情報科学部 矢野浩二朗 

 

コロナウイルス感染の拡大により、学校では様々な形でオンラインでのライブ授業が試

みられている。現在用いられているオンラインライブ授業の形式としては、PowerPoint な

どのスライドを画面共有で表示しつつ音声を当てる Voice Over 型や、カメラを教室や居室

に設置して教員と大型ディスプレイを撮影する Camera Recording 型などがある。Voice 

Over 型は手軽に行えるが、学生が教員の存在を感じにくく授業に入り込みにくいという問

題があり、一方、Camera Recording 型は教員の存在感があるものの、部屋、カメラ、ディ

スプレイの確保などの手間がかかる問題がある。 

そこで本発表では、VR（仮想現実）技術を用いて、仮想空間内に教員の代わりとなるア

バターとスライドを表示し、その様子を仮想空間内のバーチャルカメラから Zoom などの

オンライン配信システムにキャストする方法を紹介する。VR を用いることで、ヘッドマ

ウントディスプレイ以外の機材の設置が不要になる一方、アバターによりオンライン授業

での教員の存在感を確保できるようになり、少ない手間とコストで受講生の満足度を上げ

ることが可能になった。 

 

参考資料 

Inman, Johanna, and Simuelle Myers. "Now Streaming: Strategies That Improve Video 

Lectures. IDEA Paper# 68." IDEA Center, Inc. (2018). 
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タイトル

Podcast 開発経験を生かしたオンデマンド型教材の作成 

実施者氏名（所属） 

榎田一路（広島大学外国語教育研究センター） 

実践事例の具体的な説明（スクリーンショットも可、字数には含まない） 

 発表者は FLExICT EXPO 2018 において，広島大学における英語学習用 Podcast 配信の取り組み

を紹介した。2020 年のコロナ禍の中でも，いわゆる３密を回避しながら収録と配信が継続されてい

る。さらに，ここでの音声 Podcast 教材開発のノウハウは，同大学の英語科目におけるオンデマンド

型授業の教材開発にも応用されている。本発表では，Double-ender と呼ばれる遠隔録音の手法を中

心に，別々に収録された音声素材から Podcast やオンデマンド教材を作成する過程を紹介する。 

 遠隔録音では，Skype などの通話アプリ上での会話を録音するのが最も簡単で一般的であるが，音

質が通信状況に依存する上，遅延により会話に時差が発生する。Double-ender では，高音質で自然

な遠隔録音を実現するため，別々の場所にいる 2 名の収録者が通話しながら，それぞれの PC と外

部マイクで音声を録音する。収録者同士の通話は，スマートフォンなど録音用 PC とは別のデバイス

で行い，PC に接続されたマイクがデバイスからの音声を拾わないよう，通話はイヤホンで行う。こ

うして書き出された2つの音声ファイルを，Audacityなどの音声編集ソフトで統合することにより，

2 人があたかも同じ場所で自然なやりとりをしているかのような音声が完成する。 

実践事例に関する省察・実践上の留意事項など 

 Double-ender による遠隔録音をオンデマンド型教材の作成に活用することで，モノローグの講義

や解説による教材よりも聴き手にやさしい，対話形式によるラジオ風の教材が作成できる。一方，

Double-ender の録音を成功させるには，収録者全員が PC を用いた音声録音に慣れておく必要があ

る。また，高音質で録音するためには，できるだけ良質な外部マイクを使用することが望ましい。音

声編集においては，音量を上げ，音に厚みをつけるための基本的作業を行うことも有用である。 
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中国語オンライン授業のためのリソース 

清原文代 
（大阪府立大学 高等教育推進機構） 

1. まずはここから——スマートフォンの中国語入力を設定する

清原文代「スマホとパソコンで中国語入力をするには？」 

https://note.com/kiyohara_f/n/n9f4e10849d44 

2. スマホ対応の既存の教材有効利用——項目ごとの指定が容易な Web 教材

（1）東京外国語大学「言語モジュール文法モジュールステップ名リスト」

http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/zh/gmod/steplist.html 

（2）NHK エデュケーショナル「ゴガクル中国語」

https://gogakuru.com/chinese/ 

3. 発音練習もできる中国発の中国語学習スマートフォンアプリ

（1）iPhone 版：iFLYChinese

https://apps.apple.com/jp/app/id1505517916 

（2）Android 版：iFLYChinese-Global Chinese Learning Platform

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iflytek.globalChinese 

4. ゲームもできる合成音声付きカードセット Quizlet

（1）中国語入門初級 308

https://quizlet.com/kiyohara/folders/41370514/sets 

（2）清原の作った単語カードセット一覧

https://quizlet.com/kiyohara 

5. 合成音声——教材付属の音源がない時に

（1）TTSMP3——MP3 ファイルのダウンロード可能、教材作成に（1 日当たりの字数制限あり）

https://ttsmp3.com 

（2）Google Cloud Text-to-Speech のデモサイト

https://cloud.google.com/text-to-speech 

（3）音声と同期してテキストがハイライトする Microsoft イマーシブリーダーのデモサイト

https://www.onenote.com/learningtools?omkt=ja-JP 

6. その他——上記情報を含め、随時更新予定

https://padlet.com/kiyohara_f/e1zjgubtcgxmzco1 
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