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国内ビジコン優勝者との構成類似度 プレゼン内容の構成バランス

83%

聴衆に印象を残せた話題ランキング

【あなたのプレゼンの情報量】
1 比例は日本第一党、日本一とお書

きください

△ 少しゆったり
2 ムラカズヒロ＊、よろしくお願い

いたします あなた側の話量は90分が適切と判定されました

3 日本代表はこの消費税を廃止しよ
うと訴えております

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が少なめです

4 皆さんの力が必要なんです

5 われわれと共に声をあげようじゃあり
ませんか

6 我々の土台、ハンインシツ＊超積極財政しか
ないんです

7 必ず政治に参加をしていただきたい

8 どうかみなさん、ご支援よろしくお願いいた
します

9 日本人が学ぶのに、なぜ人生にリスクを与え
る

10 消費税廃止、所得税2年間免除
一般的に聞きやすい

と言われる
300文字/分換算

COG-PRESENは、AI技術で営業プレゼンを解析し、その特徴とより改善できる点を検出するものです。過去に分析した30,000人のコミュニケーションデータと、国内の
ビジネスコンテストのファイナリスト・優勝者のプレゼンを分析し、その傾向と比較できるようにしました。各項目で検出されている内容について、自分の過去レポート
や他の方のレポートを横に置いて、今回のプレゼンとの違いを理解し、より効果的な営業プレゼンについて考える機会にしてください。
「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示されています。その場合でもこのAI分
析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありません。



プレゼン中のトークのクセを確かめよう

【CHECK1】自信が無さそうに聞こえる表現をしていないか？
-

ここでは、プレゼンのクセとして、あなたがしゃべった「フィラー」を検出しています。
一般的に「フィラー」の多いプレゼンは、自信がなさそうに聞こえます。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。

【CHECK2】指示語がどのくらい使われているか？
ここでは、あなたがしゃべった「指示語・こそあど言葉」を検出しています。
短時間で伝えるピッチや、オンラインでのプレゼンなどにおいて指示語を多用すると、
聴衆の理解と合致していない可能性が高まります。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。



当事者意識を引き出す「問いかけ」を確認しよう

【CHECK3】聞き手に問いかけ・呼びかける表現があるか？
ここでは、自分からの「問いかけ」について
5W1Hを尋ねるようなOPEN質問と、単純にYes/Noを問うCLOSED質問に分けて回数を検出しています。
また、一つの問いが長文でなされているか、短い分でなされているかも特徴が出ます。
「話順」で示されている数字は、CHECK12の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

問いかけ文の長さ（平均）

21.1語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 CLOSED 時計は？

16 OPEN 日本にとっての最大の抑止力は何？

17 OPEN 尖閣諸島をどのように守るんです？

17 CLOSED なぜ座らないのか分かりますか？

37 CLOSED 皆さん、お給料から引かれている年金、保険料、下がりましたか？

37 CLOSED 年金いただいている方、年金ガク＊が上がりましたか？

37 CLOSED 病院行って負担率下がりましたか？

38 OPEN ＊、消費すればどうでしょうか？

40 CLOSED 自衛隊の現状、皆さんご存知でしょうか？

41 OPEN 今もし何かあった場合、いざという時どうなるんでしょうか？

41 OPEN 17分過ぎた場合どうなるんですか？

42 CLOSED この人の未来、明るいでしょうか？

42 CLOSED 家庭もてますか？

43 CLOSED ＊はゴミ扱いですか？

43 OPEN 何でしょうか？

43 CLOSED こ、声入るんですか？

45 CLOSED なぜ、日本第一党が差別主義者ということが言われるか分かりますか？

51 OPEN もし赤字がいけないんであれば、道路をどうするんです？

52 CLOSED
しかし皆さんの保険料から、特別養護老人ホームまで、介護職員さんまで考えて、ナニカヒトツ
デモ＊良くなりましたカ＊？

55 OPEN 皆さんもどうされます？

70 OPEN て、どこかご存じですか？

75 OPEN 賃金が上がらないのに、この消費税導入費、自民党はなんと言いましたか？

76 OPEN 消費財額、私たちから絞ってる消費税額、これどこいってるのか？

77 OPEN その分が手元に残った、日本国民1億2000万の人が、みなさん消費にむかったらどうですか？

78 OPEN なんでやらないんですか？



79 OPEN じゃあ、日本第一党はどうなのか？

80 CLOSED
そこからこの人結婚できるんでしょうか、家庭持てますか、お子さん、たくさん育てられます
か？



プレゼンの情報構成と、説明の過不足を確かめよう

【CHECK4】プレゼンの説明構成を確認
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、
論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた割合がどのくらいあるかを示しています。

主にどのような話題が話され、しっかり説明できていない話題は何か確かめましょう。
（説明の少ない話題に　挨拶などが列挙されている場合は気にする必要がありません）
自分の過去のプレゼンや、他の人のプレゼンと比較してすると、あなたのクセ・傾向がわかります。
どの話題にどう説明したかは、次ページのCHECK4で確認できます。

しっかり説明がある　　
話題数　　 19トピック

同じ話題を深堀りし過ぎかもしれません

話題の数　26件
話順 説明の少ない話題　7件 話順 説明のある話題　19件

17 憲法9条ではこの国を守ることは絶対できない 2
日本代表はこの消費税を廃止しようと訴えており
ます

22 防衛費をGDP比3パーセント以上に 6 徹底した減税
69 これから50年かけて、あ、アジア最貧国になる 12 消費税を廃止、そして所得税を2年間免除する
74 天皇陛下の継承は、＊を＊で＊の＊で繋いでいく 16 現実に皆さん、日本はもう侵略をされてる
80 日本人学生向け奨学金は全額給付 21 日本に誇りを取り戻しましょう
83 比例は日本第一党、日本一とお書きください 27 日本人が学ぶのに、なぜ人生にリスクを与える
84 日本第一党、よろしくお願いいたします 31 必ず政治に参加をしていただきたい

33 ムラカズヒロ＊、よろしくお願いいたします
34 日本人が一番優遇されなければならない

44
どうかみなさん、ご支援よろしくお願いいたしま
す

51 われわれと共に声をあげようじゃありませんか

55
我々の土台、ハンインシツ＊超積極財政しかない
んです

59
今の政治家は、皆さんのほうを向くことは、絶対
ない

65 皆さんの力が必要なんです



68
我々と戦ってくれるならば、必ず、これハ＊実現
します

70
50年後に最貧国っていうのも、あながち間違い
じゃない

73 是非とも、一緒に戦いましょう
75 消費税廃止、所得税2年間免除

81
国防費GDP比3パーセント以上、そして自衛隊改
革



【CHECK5】各話題の説明量・内容
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた箇所を抽出しています。
ただし、掘下げの掘下げ・掘下げの理由付けなど、ストレートではない話題は、
聴衆にも伝わりにくくなる複雑な話題構成のため省略されています。
ここでは、話題に対して　直接補完した話題が何なのかの列挙がされています。
何の話題をしっかり説明できていたかを振り返りましょう。
話順で示されている数字は、CHECK5の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

何らかの掘下げをした話題数　　 19話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

2 説明のある話題
日本代表はこの消費税を廃止しようと訴
えております

さて、ご通行中の皆さん、先ほどまでこちらに自由民
主党がアッテ＊おります。 イマイエリコさんですか、
大変有名な方でそれに並んで皆さん写真撮るとかです
ね、まあ、あの、有名な方がいると素晴らしいものだ
なと思...

↓

1→ 具体的説明
参議院議員比例代表候補に立候補いたし
ましたナカムラカズヒロと申します

話者A：時計は？ あ。  話者A：時計忘れちゃったね。  
話者A：あった。  話者A：＊から＊。  話者A：はい。  
話者A：＊＊＊。  話者A：ああ、アリガト＊、はい。 
それと、これ＊。  話者A：＊＊＊。  話者A：はい、
戻しました。  話者A：＊＊＊。  話者A：＊駅前、ご
通行中の皆様、私たちは日本代表、日本代表でござい
ます。 私はこの度、参議院議員比例代表候補に立候補
いたしましたナカムラカ...

3→ 具体的説明 生活必需品にも課税をされている

なぜこの消費税というものが、ここまでいけないの
か。 これは皆さんの生活必需品にも課税をされてい
る。 そしてこの消費税というものが、そもそもあって
はならないという、ギャクシンセイ＊が非常に強いも
の＊。 この消費税、例えば年収が200万円の方、これ
はほとんど200万円っていうのは生活をするのに使っ
てしまいます。 その方はミゴトニ＊10パーセント
払ってるんです。 しかし、収入がその10倍、お金持
ちですね...

5→ 具体的説明 税金は、即刻廃止しなければならない

大人がものを買おうと、生まれたばかりの赤ん坊のも
のを買おうと、億万長者がものを買おうと、我々のよ
うなものが買おうと、同じものを買えば同じだけか
かってしまう。 こういう税金というもの、しかも生活
必需品という我々が生きていくために必要なものにか
けるナト＊いう税金は、即刻廃止しなければならない
んです。...

9→ 具体的説明
坂道を転げ落ちるように、この日本の経
済を悪くなる

日本第一党はこの消費税というものをまずハイシ＊し
なければいけない。 他の野党等で、消費税なんていう
のは、何一ついいことないじゃないかと、演説をしな
がら、5パーセントにしようという人がいますが、何
が5パーセントだ。 消費税5パーセントとということ
は＊＊＊、しかも日本は1997年以降この5パーセント
になってから、坂道を転げ落ちるように、この日本の
経済を悪くなる。 日本が、日本が全然成長して＊ない
という...

- -

6 説明のある話題 徹底した減税

この消費税、ソシテ＊生活必需品の輸入物価による値
上がり、もうこれを我々が我慢するということは今ま
で食べたものを食べない、今まで使ったものを使わな
い。 ティッシュも何回も何回も乾かしながら使うと、
それ以...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

7→ 具体的説明
自民党はこう言ったんですよ、自己責任
だ

しかし、今の政権与党自民党は我々に対してそのよう
な金は使えない。 貧しいのは国民の責任だと。 皆さ
んが働いても、働いてもお金が貯まらない。 働いて
も、働いても、子供に十分できない。 働いても、働い
ても、頭の中には支払いのことばかりだと。  自民党
はこう言ったんですよ、自己責任だ。 小泉、じゅん、
純一郎首相の時からその言葉が日本語になったんで
す。 自己責任だと。...

- -

12 説明のある話題
消費税を廃止、そして所得税を2年間免
除する

しかし、これが分かったことというのは、この民主せ
いの国家において、有権者である皆さんが、タバ＊と
なった時には、何よりも強いということを証明できた
ンデス＊。 日本ダイイチトウ＊は、2年間、所得税を
免除し...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう



↓

10→ 具体的説明
先進国であることのように錯覚を起こし
てるだけに過ぎない

今、日本のマスコミというものは、日本人に対して、
国民に対して正確な情報を伝えてくれ、我々はまだこ
の日本が先進国であることのように錯覚を起こしてる
だけに過ぎないんです。 明日、日本で電気が足りなく
なるという警報が出ております。  今は異常事態が起
きてるわけではなく、平常時なんです。 この平常時に
おいて、先進国と言うなら、何故電気が足りないん
だ。 とんでもないことが、この日本の国の中で起きて
る。...

11→ 具体的説明
政治というものは、このように情けない
もの

そして＊＊＊の中で、飲食店はいじめ抜かれたじゃな
いデスカ＊。 飲食店が悪いんだと、酒が悪いんだと、
だから営業を8時までにしちゃいけない、8時までしか
だめだと、それ以上したら罰金だと。 国も東京都もい
じめ抜いたじゃない。 しかしながら、このコロナと飲
食店の相関関係っていうのは全然証明されてないんで
す。  ではなぜ、この飲食店がここまでいじめられな
ければならなかったの、これは飲食店で今までは有力
な団体...

- -

16 説明のある話題
現実に皆さん、日本はもう侵略をされて
る

日本にとっての最大の抑止力は何？ この抑止力とは、
核武装以外にないだろうと。 日本が核を持ち、日本が
日本の抑止力としたときに、初めて日本は平和の国と
呼べるようになり、初めて反戦という言葉を叫ぶこと
がで...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

14 → 具体的説明 防衛を他国に依存する、その実態である

今、アメリカだって経済制裁をしてるではないか、武
器の供与をしてるではないか、という方がいらっしゃ
いますが、じゃあ聞きましょう。 なぜ、ウクライナの
民は、善良なる民は、この尊い命を失わなければなら
なかったのか、もしその時にアメリカとの約束がなけ
れば、そんなことは無かったんではないか、これが国
の安全保障や防衛を他国に依存する、その実態である
ということを皆さんは知らなければならないんで
す。...

15→ 具体的説明
日本にも最大の抑止力がなければならな
い

一方、我が国の状況を見てみましょう。 我が国は、敵
国、敵国に囲まれている、北朝鮮核保有国、ミサイル
いっぱい撃ってるじゃないです、＊中国、尖閣諸島な
ど、もう取られたも同然のような姿になってしまった
ではないか、北方領土を占領しているロシア、今回ウ
クライナにも侵攻したものです。 【喧噪02:55ま
で】。  話者A：再開させていただきます。 緊急車両
でしたので、ちょっと中断させていただきました。  
話者A...

- -

17
説明の少ない話

題
憲法9条ではこの国を守ることは絶対で
きない

尖閣諸島をどのように守るんです？ お母さん行ってき
ますと、その一言を残して出かけた子どもたち、北朝
鮮に拉致をされ、その者たちすら戻ってこない。 この
現状を皆さんどのように考えるのか。 皆さんが皆さん
の...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

21 説明のある話題 日本に誇りを取り戻しましょう

もう一度みなさん、日本に誇りを取り戻しましょう、
そして日本を守る人が誰かということも、明確に知ら
なければならない。 もう一度、日本というものに誇り
を取り戻し、そして日本を守ってるものが何なのか、
誰なの...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

20→ 具体的説明
日本を守る者たち、日本人を最大限の敬
意を

話者A：日本の治安を守る警察官、消防官、そして海
上自衛官、海上保安官、そのような者たちすべての日
本を守る者たち、日本人を最大限の敬意を払わなきゃ
いけないんです。 それと同時に、すべての日本を守る
者たち、日本で日本人がうらやましいなと思うほどの
給与を払わなければならない。 このような職業という
ものが、日本のこれからの未来を担う若者にトウ＊、
憧れの職業になるということが、日本の安全保障＊、
日本の治安＊...

- -

22
説明の少ない話

題 防衛費をGDP比3パーセント以上に

日本第一党は防衛費をGDP比3パーセント以上にす
る、そして日本人の命を守るために、核武装もすぐ議
論しようと、日本が世界で最も強い、最も強い国と
なった時に。 何お前、おい、おい、何だお前、こら、
こっちへ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



27 説明のある話題
日本人が学ぶのに、なぜ人生にリスクを
与える

日本第一党はこう言いましょう、日本の宝とは、日本
の＊であり、日本人そのものなんデス＊。 ならば、日
本の若者が、日本人が学ぶのに、なぜ人生にリスクを
与えるのです、日本人が学ぶのに、なぜその人生にリ
スクが...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

26→ 具体的説明 日本の宝というものは、留学生なんだ

自由民主党は日本の学生さん、日本の若者に対してこ
う答えます。 日本の宝というものは、留学生なんだ
と、日本人じゃないんです、ケイダンレンに加盟する
日本を代表する企業の就職の担当官をこう新聞に答え
ます。 我が社は、これならなるべく留学生を雇いたい
んです、御社はこれからは日本に留学した学生を雇い
たいんだ、そのようにふざけたことを言ったんです。 
理由はって聞かれた時、日本人の若者に比べて目が輝
いているんで...

28→ 具体的説明
教育機会というものを保障するのが、国
家の責務

話者A：どのような環境でアリ＊その教育機会という
ものを保障するのが、国家の責務であり、政治の責任
である。 日本代表は、この奨学金というものを、今も
＊＊＊学生＊から、返済がいらない給付型に変えるべ
きだ、そして、その基準というものをものすごくゆる
くし、学びたい日本人がいつでも学べる、それをしな
ければならないということを、訴えてるん＊。 日本の
宝である、日本の若者が、日本人が教育機会を均等に
与えられない...

- -

31 説明のある話題 必ず政治に参加をしていただきたい

皆さんが皆さんの家族を守る、今生活が苦しい、今、
困ったことがある。 これは自己責任ではなく、政治の
責任だ、それを理解しなければならない。 そしてそれ
を変えるためには、選挙というものしかないんです。 
皆...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

29→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

日本を続けていかなければならないとい
う、我々の義務

今、ここにいる若い者たちも、皆さんもその事態に対
し、声を上げなければならないんです。 日本という国
は、2000年から続いた大変伝統のある国です。 しか
しながら、たった一度の敗戦、＊後から、75年間で、
まるで別の国のようになってしまった。 これはアメリ
カGHQなどによる洗脳政策のせいかもしれない。 こ
れはアメリカによる憲法制定のせいかもしれない。 し
かしながら、この日本という国には、この日本を続け
て...

30→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
この国を次の世代に引き継いでいく責務

日本とは何か。 日本とは皆さん1人1人のことを日
本。 日本人とは何か。 もう亡くなった方から、今生
きる我々、そしてこれからウマレエ＊る子供たちも日
本人だ、我々はニッ＊、日本で生まれて、日本で死ん
でいく、日本人であるならばこの国の歴史に対して責
任があるということを、そして我々自身が日本である
ならば、この国を次の世代に引き継いでいく責務があ
るということを、皆さんは分からなければならないん
です。 ＊と、...

- -

33 説明のある話題
ムラカズヒロ＊、よろしくお願いいたし
ます

日本が日本であり続ける、日本人が日本人であり続け
る、その事すら難しくなってきた今、皆さんが声を出
さずしてどうされるのか。 我々日本第一党、ナカムラ
カズヒロは、日本が日本であり続け、日本人が日本人
であり...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

32→ 具体的説明 生活はもっと苦しいものに

今のこの日本が、今のこのような状況であるという事
は、我々が選んだ結果なんです。 今回の選挙も大変残
念ながら、世論調査では、自由民主党が勝つと言って
おります。 今までよりも議席を増やス＊、それが自民
党の選挙結果だと。 しかし、皆さんに申し上げます。 
もし、自民党が今回完全に勝った場合、必ず大増税の
嵐となります。 3年後も私は、ここに立って皆様に話
をする時に、また6年後に皆さんとこのお話をする時
に、皆...

- -

34 説明のある話題 日本人が一番優遇されなければならない

ニッポンダイイチ党公認、東京選挙区、スガワラミユ
キでございます。 私たち、ニッポンダイイチ党はこの
日本国において、日本人が一番優遇されなければなら
ない、そういって立ち上がった党です。 そして、今
日、こ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



35→ 具体的説明 天皇陛下の継承を父兄を堅持

私たち、ニッポンダイイチ党の今回の公約、四つの公
約、柱として挙げております。 一つ目は、天皇陛下の
継承はケイオウケンジ＊です。 日本という国、神武天
皇が建国いたしました、建国より2682年、約2700年
という歴史があります、文化があります、伝統があり
ます。 これを私たちの代で崩すわけにはいかない、壊
してハ＊ならない、次の次世代に残すため、こ、こち
らの継承は父兄を堅持、お父さまの血筋を守ってまい
りま...

36 → 具体的説明 消費税ゼロ、所得税2年間免除

そして、所得税、消費税ゼロ、所得税2年間免除で
す。 私も皆さまと同じように、一般人です。 月曜日
から金曜日まで働いています、主婦でもあります。 日
に日に物価が高くなっているのも分かります。  これ
以上、これ以上、このまま自民党政権に任せておいた
ら、また増税、もう生活ができなくなってきます。 だ
から、私はこのように政治活動を行っています。...

- -

44 説明のある話題
どうかみなさん、ご支援よろしくお願い
いたします

日本の国民が豊かになる、日本の国民に安全を与え
る、そのためにできた政党、日本第一党です。 日本第
一党だけが、国民の生活を守ります。 安全を守りま
す。 日本人の子どもたちを守ります。 日本第一党、
日本第...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

41→ 具体的説明

国防費をしっかり、GDP比3パーセント
以上にして、いざというときのために備
えて

今もし何かあった場合、いざという時どうなるんで
しょうか？ 自衛官だって私たちのこと守れませんよ。 
装備品があっても、部品がなくて壊れている。 壊れて
いたら使えないじゃないですか。 ダンヤク＊は17分
間しかもちません。 17分過ぎた場合どうなるんです
か？ 国民の命が失うんですよ。 だから日本第一党
は、国民の命、私も自分で命捨てたくないです。 その
ためには、国防費をしっかり、GDP比3パーセント以
上に...

42→ 具体的説明
日本第一党、日本人学生向け奨学金は全
額給付にいたします

そして、日本第一党、日本人学生向け奨学金は全額給
付にいたします。 今の大学生、2人に1人、貸与型奨
学金制度を使って大学に通っております。 それは、貸
与型は、へんさんが、返済が必要です。 学生ローンで
す。 学生ローンを借りて大学に通っております。 高
校卒業したばかりの18歳の若者が、いきなり400万
円、1人あたりだいたい400万円が相場だそうです。 
400万円の借金をして、お金がないけど学びたい、
自...

45 → 具体的説明 私のことはよくレイシスト言われます

さて皆さん、日本第一党、まだまだ知らない方は多い
と思いますが、知っている方はわれわれが新聞やマス
コミからどのように呼ばれているかご存じだと思いま
す。 まず、私のことはよくレイシスト言われます。 
差別主義者。  話者A：＊。  話者A：なぜ、日本第一
党が差別主義者ということが言われるか分かります
か？ 日本を大切だ、日本人を大切だというと、日本で
は差別主義者になるということが大変おかしなことな
んです。...

- -

51 説明のある話題
われわれと共に声をあげようじゃありま
せんか

話者A：日本第一党ハ＊、日本の公共というものを、
国民の財産である、この公共っていうものを、もう一
度国民の手に取り戻さなければならない。 国民の手に
取り戻すということは国営にすること。 赤字がいけな
い赤...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

48→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

日本人は貧しいままでいろというのが、
今の自民党の政治

話者A：ていうのも、そもそも、一人が一つ物を作
る、それが一人で二つ三つ四つ五つと作れます。 それ
によって、生産性が上がり、労働分配率が上がった時
に、皆さんの賃金が上がるんです。 しかし、今の政府
与党の、皆さんにつきつけてるこの現実というもの
は、今まで一人で一つ作っていた物を、二人三人四人
五人で一つ作ればそれでいいんだ、だからお前たち
は、お前たち日本人は高い給料なんて求めるな。 だか
ら、お前ら日本人...

50→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

政治によって、人生をめちゃくちゃにさ
れるというのは終わりにしませんか

しかしながら、祖国で一度も罪を犯したことがない、
その子どもたちが日本に来て、日本に来たら金持ちに
なるという言葉を信じて、祖国で借金をし、本来帰ら
なければならない時まで、日本にいたと、その頃にな
るといろんな仕事わかるんです。 そして、その＊した
時に気が付くんです。 借金を返せない。 日本語学校
の学生もそうです。 あるブローカーが東南アジアの国
に行って、そして、そこで学生を集めた時に、彼は
言ったんです...



52 → 具体的説明 何もカワッテ＊ない

そして、この消費税がデキ＊た時には皆さんに、3
パーセントの、時には日本が、これは福祉の財源だと
皆さんに約束した。 10パーセントになった時には、
これから＊超高齢化社会ニ＊備えるためのものだと
言ったじゃないデスカ＊。 しかし皆さんの保険料か
ら、特別養護老人ホームまで、介護職員さんまで考え
て、ナニカヒトツデモ＊良くなりましたカ＊？ 何もカ
ワッテ＊ないじゃない。...

- -

55 説明のある話題
我々の土台、ハンインシツ＊超積極財政
しかないんです

皆さんもどうされます？ 月々25万円を払えない、そ
れでもその奥さんは、それを一生懸命お金を捻出しな
がら、最後、お父さんと一生懸命建てた自宅をあくど
い不動産屋にとられながら、そしてやってったんです
よ。 ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

54→ 具体的説明 請求額が25万円のが来たんです

この認知症で全ての生活が一変してしまいまシタ＊。 
どんどんどんどん認知症が悪くなり、最後には家にあ
るビー玉でさえ飴玉だと言って食べるような状況、そ
れはいけないと、奥様は専門施設に預けなければなら
ないという判断をしたんです。  特別養護老人ホーム
にケアマネジャーに頼んで申し込んだところ、3年
待ってください、運が良ければ2年で入れますよ、と
言われました。 その奥さんは、もうこのままお父さん
をここに居さ...

56→ 具体的説明 国の赤字というものが国民の黒字となる

この超積極財政というものは、どういうものか。 日本
の財源には限界が無いという考えに基づいて、事実に
基づいてお話をしてるんです。 国債をどんどんどんど
ん発行してこれを予算とする、その国債は民間銀行が
引き取り、最終的に日銀が引き取れば消えてしまうも
のなんです。  日本には通貨発行権というものがある
ので、その予算に限界はないんです。 税金がこの日本
の予算だということは、そのように信じ込まされてい
るのは、...

- -

59 説明のある話題
今の政治家は、皆さんのほうを向くこと
は、絶対ない

その、現実を皆さんは、知らなければならない、そし
て、このマスコミというものは、皆さんに、現実を教
えないんです、なぜ、教えないか、わかりますか、日
本の＊もの、日本が今、いかに、危険な状況下という
ことを、...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

60→ 具体的説明 皆さんのために仕事をするようになる

もし、皆さんが、この、今の、日本の危機ということ
に、＊頂き、ご理解いただき、そして、多くの方が、
選挙にいくようになる、この日本の投票率が8割だ
の、9割だの、なったときには、それが、本当の政治
改革、そのときに、今のいる政治家たちは。  話者A：
夜も眠ることなく皆さんのために仕事をするようにな
るでしょう。  話者A：＊。  話者A：＊。...

- -

65 説明のある話題 皆さんの力が必要なんです

日本ダイイチトウ＊は戦争＊したい政治団体、日本ダ
イイチトウ＊は差別をしたい政治団体、これはどれも
間違え、日本第一党は日本が日本であり続け、日本人
が日本人であり続ける、日本の輝く未来を担う日本の
子供たち...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

62→ 具体的説明
皆さんの愛する人を守るという＊は他の
国に任せちゃいけない

ウクライナの国がどうしてここまでめちゃくちゃにさ
れたのかというのは、先ほどもハナシ＊をしましたよ
うに、核をハイシ＊するときに、自らの国の防衛と国
民の命を守るということを他国に託したからなん＊。 
ウクライナが核保有国であったときに、それをハイキ
＊してしまった。 そのときにタヨリニ＊、約束をした
のがアメリカとかイギリスです。 もしロシアが攻め
入ってきたときには、必ず守る、あの中国でさえ約束
したんデスネ...

64→ 具体的説明 このように間違った事ではいけない

何度も何度も話をしますが、私の家族は＊から沢山い
るんです。 私のいとこは原爆二世だか三世だかで、多
分二世、＊を患い、子供の時みてショックを受けたよ
うな親戚もいる、それでも、この日本国民や愛する家
族を守ろうという選択をした時に、この民主主義国家
の中で核武装の議論ができない、このように間違った
事ではいけないと、我々は言っております。...

- -

68 説明のある話題
我々と戦ってくれるならば、必ず、これ
ハ＊実現します

最近できたんです、飲食店に有力な団体が。 食団連と
いう、それ相当の数が集まったらしいです。 正確には
見てないです。 しかし、その食団連が出来た時、第2
回目の会合で、トリハダガタツヨウナ＊事実があっ
た。...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



66 → 具体的説明
職を失い、収入を失い、ある方は商売す
ら失った

話者A：＊終わりではなく、そこが始まりだとした
ら、皆さんと一緒に戦ってイキ＊、良くも悪くも民せ
い国家である、この日本の中で戦うということは、皆
さんと一緒に戦うしかないンデス＊。 聞いてない方も
イテ＊ますから、もう一度お話します。  ブカンコロ
ナマンエンカ＊の中で、飲食店はいじめ抜かれます。 
酒が悪い、飲食店が悪いといじめ抜かれたではナイカ
＊。 それによって一体、何人の方が職を失い、収入を
失い、ある...

- -

69
説明の少ない話

題
これから50年かけて、あ、アジア最貧
国になる

我々モネ＊、せっかくいらしてるんであれですけど、
この日本というものを、もうご存知かもしれないです
が、これから50年かけて、あ、アジア最貧国になるん
です。 この予想も出てる。 今、日本が、こう、成長
ずっ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

70

説明のある話題
50年後に最貧国っていうのも、あなが
ち間違いじゃない

話者A：て、どこかご存じですか？ 内戦国です。 シリ
アとかそういうとこ、それよりも日本ちょっと上、た
ぶんウクライナもここに入ってくる。 しかしながら、
日本っていうのは、平常時であるにもかかわらず、そ
れ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

71

→ 具体的説明 地震ですらこの日本はもう耐えられない

それともう一つ、最貧国にならないまでも、もし、首
都直下型地震が今、この日本の中でおきた時に、大き
な可能性として＊した中国軍が日本に人道支援とし
て、沢山来るでしょ。 ＊＊＊そうすると、ここはドン
ナダ＊、日本自治区になってしまうんです。  日本自
治区になった時に、ま、たぶん私は逮捕されると思い
ますけども、もう日本が日本ではないんです。 だから
常に私が日本で日本であり続ける為にという言葉を言
うのは、それ...

- -

73

説明のある話題 是非とも、一緒に戦いましょう

こんな不安定な物で、政治家が金儲けをしちゃいけな
いんだと日本代表はもたれてるんです。 核武装もそ
う、発電もそう、全て日本のコケ＊、日本人の利益を
考えて判断しなきゃいけないでしょと、我々はね、そ
ら。  ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

72

→ 具体的説明 日本の中で、電気が足りなくなる

今日、電気なんとか警報っていうのが出ましたね。  
明日皆さんが節電シナイト＊この誇るべき日本の中
で、電気が足りなくなると言ってるんです。 電気の足
りなくなる国なんだ、先進国じゃないじゃないデスカ
＊、今年の秋と冬にかけて、もう日本がブラックアウ
トになるかもしれない、この現実があって、誰も何も
しない、いまだにソーラーパネルソーラーパネルと
いってるじゃない、コイケユリコにおいたら、今度、
新築は全部ソーラ...

- -

74
説明の少ない話

題
天皇陛下の継承は、＊を＊で＊の＊で繋
いでいく

話者A：スガワラミユキです。  話者A：はい、みなさ
んこんばんは。  日本第一党＊、東京選挙区スガワラ
ミユキでございます。 日本第一党は、この選挙におき
まして、4つの＊となる公約を掲げております。 ま...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

75

説明のある話題 消費税廃止、所得税2年間免除

そして、日本第一党、消費税廃止、所得税2年間免除
です。 消費税導入より、30年間日本の経済を＊、そ
して、我々の賃金は上がっておりません。 賃金が上が
らないのに、この消費税導入費、自民党はなんと言い
まし...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

76

→ 具体的説明
私たちの暮らしが苦しくならなくてもい
い

消費財額、私たちから絞ってる消費税額、これどこ
いってるのか？ 大企業の法人税の減税を行いました。 
この減税額とほぼいっしょ、穴埋めでしかないんで
す。 消費税を廃止して、この大企業のほうぜん、法人
税を元に戻せば、消費税を私たちが払わなくてもすむ
んです。 私たちの暮らしが、私たちの暮らしが苦しく
ならなくてもいいんです。...

77

→ 具体的説明
経済対策で一番簡単なのは、消費税の廃
止

消費税、こちら1年間、いちね、1年間で私たちが大体
消費税を納めてる額、一人20万円といいます。 この
20万円、1年にすればわずか1万ちょっとです。 でも
その分が手元に残るんです。 その分が手元に残った、
日本国民1億2000万の人が、みなさん消費にむかった
らどうですか？ お店、会社、売り上げ伸ばします。 
売り上げが伸びるということは、みなさんの賃金にも
反映されるんです。 お給料が上がっていきます、経...



- -

80

説明の少ない話
題 日本人学生向け奨学金は全額給付

そして、日本第一党は、日本人学生向け奨学金は全額
給付いたします。 今の日本人の大学生2人に1人、2人
に1人がこの貸与型奨学金制度を借りて大学に通って
います。 高校を卒業したばかりの子ども、18歳の若
者...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

81

説明のある話題
国防費GDP比3パーセント以上、そして
自衛隊改革

日本第一党は、日本の若者を守ります、そして日本第
一党、この国防費GDP比3パーセント以上、そして自
衛隊改革です。 自衛隊改革と致しましては、自衛隊員
の保証を私たちの馴染みのいいものにいたします。  
そ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

82

→ 具体的説明
国防費を上げて、装備品をしっかり備え
る

これで、先ほどお話しがあったように、今まさにこの
世の中で、ウクライナとロシアの戦争が行われていま
す。 ロシアが北海道を攻めるんじゃないか、そういう
噂もあります。 それは本当にいつ来るか分からないん
です。 いざという時に、いざという時に、日本国民の
命を救うため、守るため、ソノ＊国防費を上げて、装
備品をしっかり備える。  日本人、お一人お一人の命
が大切だと言っているのは、この日本第一党なんで
す。 そし...

- -

83

説明の少ない話
題

比例は日本第一党、日本一とお書きくだ
さい

どうか皆さん、日本第一党、比例は日本第一党、日本
一とお書きください。 そして東京選挙区スガワラミユ
キでございます、皆さんと共に、皆さんと共に、この
日本を変えていきたい、日本人のための日本人が豊か
で安全...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

84

説明の少ない話
題 日本第一党、よろしくお願いいたします

先ほどね、自民党のイマイエリコさん来た時に、ここ
でずらっと記念撮影を撮りたいって並んでたんです。 
是非ね、皆さん私たちの記念撮影を撮りたいと思うよ
うに、宣伝してくださいね。 イマイエリコさんで、多
分2...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



プレゼン全体を振り返ろう

【CHECK6】プレゼン全体の流れ・説明内容
話された順に話題のトピックが表示されています。
・話順は、各CHECKで表現されている数値です。
・トピックサマリーは、実際に話された内容のうち　重要と思われる用語です。
・チェックポイントでは一般的なプレゼンと乖離の大きい箇所にアラートが出ています。

「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示
されています。その場合でもこのAI分析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありませ
ん。 -

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1

参議院議員比例代
表候補に立候補い
たしましたナカム
ラカズヒロと申し
ます

【自分】時計は？ あ。  
【自分】時計忘れちゃったね。  
【自分】あった。  
【自分】＊から＊。  
【自分】はい。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ああ、アリガト＊、はい。 それと、これ＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】はい、戻しました。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊駅前、ご通行中の皆様、私たちは日本代表、日本
代表でございます。 私はこの度、参議院議員比例代表候補に
立候補いたしましたナカムラカズヒロと申します。 どうぞよ
ろしくお願いいたします。

[2]「日本代表は
この消費税を廃
止しようと訴え
ております」に
ついての具体的

説明

2
日本代表はこの消
費税を廃止しよう
と訴えております

さて、ご通行中の皆さん、先ほどまでこちらに自由民主党が
アッテ＊おります。 イマイエリコさんですか、大変有名な方
でそれに並んで皆さん写真撮るとかですね、まあ、あの、有
名な方がいると素晴らしいものだなと思いますが、しかしな
がら、自民党というものは選挙で有名な方を使う。 先ほど車
で聞いたら、このイマイエリコさんは有名な歌手だとかいう
＊です。 でも皆さん、今皆さんの生活がこのような状態であ
るということは、これ自民党の政策によってなってるんで
す。 毎日毎日お買い物に行くと、値段がどんどん上がってイ
ク＊。 これ輸入物価が上がってるから仕方がないんだと、そ
んなことじゃないんですよ。 円安になった。 だからさらに
輸入物価が上がる。 そうやって皆さんの生活必需品に対し
て、消費税が10パーセントかかって、皆さんが買い物をすれ
ばするほどバッキン＊を払ってるんです。 毎日買い物行って
毎日節約をしても、一向に生活が良くならない。 こんなんこ
と＊あっちゃいけないんですよ。 日本代表はこの消費税を廃
止しようと訴えております。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

3 生活必需品にも課
税をされている

なぜこの消費税というものが、ここまでいけないのか。 これ
は皆さんの生活必需品にも課税をされている。 そしてこの消
費税というものが、そもそもあってはならないという、ギャ
クシンセイ＊が非常に強いもの＊。 この消費税、例えば年収
が200万円の方、これはほとんど200万円っていうのは生活
をするのに使ってしまいます。 その方はミゴトニ＊10パー
セント払ってるんです。 しかし、収入がその10倍、お金持
ちですね。 ま、2千万円の人を金持ちと言うかどうか、皆さ
ん次第でしょうけど。

[2]「日本代表は
この消費税を廃
止しようと訴え
ております」に
ついての具体的

説明

4
日本がますます格
差社会になってし
まってる

例えば収入が10倍ある方だって、生活。  
【自分】必需品っていうのは、我々一般庶民の買うのはそれ
ほど変わらないんです。 食事だって1日3回ぐらい、まあ中
には4回5回っていう人もいるでしょうが、20回も30回も食
べる人はいないんです。 例えば、皆が使っているティッシュ
がお金持ちだから1日30箱使うなんて人はいないじゃないで
すか。 生活必需品で全ての収入を使ってしまう200万円台の
方達は消費税の負担は10パーセントだ。 しかしながら、そ
の10倍の年収を持つ人達は生活費が例えば200万より高くて
300万円だとしても、1.5パーセント。 本来、税金というも
のは富の再分配であるならば、これは非常におかしなこと
で、日本がますます格差社会になってしまってるんです。

[5]「税金は、即
刻廃止しなけれ
ばならない」に
ついての客観根

拠・データ



5
税金は、即刻廃止
しなければならな
い

大人がものを買おうと、生まれたばかりの赤ん坊のものを買
おうと、億万長者がものを買おうと、我々のようなものが買
おうと、同じものを買えば同じだけかかってしまう。 こうい
う税金というもの、しかも生活必需品という我々が生きてい
くために必要なものにかけるナト＊いう税金は、即刻廃止し
なければならないんです。

[2]「日本代表は
この消費税を廃
止しようと訴え
ております」に
ついての具体的

説明

6 徹底した減税

この消費税、ソシテ＊生活必需品の輸入物価による値上が
り、もうこれを我々が我慢するということは今まで食べたも
のを食べない、今まで使ったものを使わない。 ティッシュも
何回も何回も乾かしながら使うと、それ以外の方法がない
じゃないですか。 輸入物価が上がり、円安が進み、消費税が
かかる、もう国民にとって三重苦です。 だた、生活するだけ
で、これほどのものがかかってしまう。 ガソリンだってそう
じゃないですか、ここ東京の方はあまり車に乗らないかもし
れないが、地方の方にいくと皆さん車で生活をする、そうす
ると、地方の人だけがこのガソリン税というのを多く負担す
るんです。 このように1から10までこの税金というものは間
違っている。 そして、この解決方法っていうのはたった1
つ。 徹底した減税。 徹底したキュウフ＊しかないんです。 
それ以外の何ものでもない。 円安、輸入物価高騰、消費税本
来であれば、日本国民は何もこんなことを怖がらなくていい
んです。 なぜならば、輸入物価に応じて国が減税をし、そし
て給付をしたならば、何も怖くない。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

7
自民党はこう言っ
たんですよ、自己
責任だ

しかし、今の政権与党自民党は我々に対してそのような金は
使えない。 貧しいのは国民の責任だと。 皆さんが働いて
も、働いてもお金が貯まらない。 働いても、働いても、子供
に十分できない。 働いても、働いても、頭の中には支払いの
ことばかりだと。  自民党はこう言ったんですよ、自己責任
だ。 小泉、じゅん、純一郎首相の時からその言葉が日本語に
なったんです。 自己責任だと。

[6]「徹底した減
税」についての

具体的説明

8
政治に対しても声
を上げなければな
らない時が来たと

しかし、我々日本第一党ナカムラカズヒロは皆さんにこう言
います。 自己責任などというもの。  
【自分】は＊だと、国民を豊かにする、国民を、ひん、貧困
化させない、これは国家の責務であり、政治の責務なんだ。 
だからもう国民の皆さん、自己責任などという言葉に、＊に
陥り、自らの苦しさを自らを責めることなく、国に対し、政
治に対しても声を上げなければならない時が来たと。

[9]「坂道を転げ
落ちるように、
この日本の経済
を悪くなる」に
ついての理由・

ニーズ

9
坂道を転げ落ちる
ように、この日本
の経済を悪くなる

日本第一党はこの消費税というものをまずハイシ＊しなけれ
ばいけない。 他の野党等で、消費税なんていうのは、何一つ
いいことないじゃないかと、演説をしながら、5パーセント
にしようという人がいますが、何が5パーセントだ。 消費税
5パーセントとということは＊＊＊、しかも日本は1997年以
降この5パーセントになってから、坂道を転げ落ちるよう
に、この日本の経済を悪くなる。 日本が、日本が全然成長し
て＊ないということを、これ日本より成長してないっていう
国は、シリアなど内戦を起こしてる国に限ってるんです。

[2]「日本代表は
この消費税を廃
止しようと訴え
ております」に
ついての具体的

説明

10

先進国であること
のように錯覚を起
こしてるだけに過
ぎない

今、日本のマスコミというものは、日本人に対して、国民に
対して正確な情報を伝えてくれ、我々はまだこの日本が先進
国であることのように錯覚を起こしてるだけに過ぎないんで
す。 明日、日本で電気が足りなくなるという警報が出ており
ます。  今は異常事態が起きてるわけではなく、平常時なん
です。 この平常時において、先進国と言うなら、何故電気が
足りないんだ。 とんでもないことが、この日本の国の中で起
きてる。

[12]「消費税を
廃止、そして所
得税を2年間免除
する」について
の具体的説明



11
政治というもの
は、このように情
けないもの

そして＊＊＊の中で、飲食店はいじめ抜かれたじゃないデス
カ＊。 飲食店が悪いんだと、酒が悪いんだと、だから営業を
8時までにしちゃいけない、8時までしかだめだと、それ以上
したら罰金だと。 国も東京都もいじめ抜いたじゃない。 し
かしながら、このコロナと飲食店の相関関係っていうのは全
然証明されてないんです。  ではなぜ、この飲食店がここま
でいじめられなければならなかったの、これは飲食店で今ま
では有力な団体がないために、政治的に見たら、選挙的に見
たら、怖い存在じゃないから、飲食店をいじめると。 8時以
降はダメだと、まるでコロナウイルスが夜行性動物のような
ことを言いながら、それを進めていった。 なぜコロナが8時
以降は活発になるんです、コロナ菌というものは、夜行性か
何かの生き物ですか、ふざけてもらっちゃ困るんです。 政治
の恐ろしい一面として、飲食店もやっとショクダンレンと言
う団体を作られたそうです。 今まで政治に自民党に、政治に
散々。  
【自分】【無音00:29まで】。 はい、再開します。  今まで
散々、いじめ抜かれた、この飲食店が、やっと有力な団体
を、食団連というものを作りました。 東京都は飲食店をいじ
め、そして国が散々いじめ抜いたのに、この食団連というも
のの第1回会合に、一番最初に駆けつけたのは、コイケユリ
コです。 そして、その食団連の会合に、150人の自民党国会
議員が出席したんです。 どのつらを下げて、そんなようなも
のに行くのか、理解はできないが、しかしながら、これでは
政治の現実デ＊あり、今後は飲食店が、自分のことを＊ナル
ン＊です。 政治というものは、このように情けないものなん
です。

[12]「消費税を
廃止、そして所
得税を2年間免除
する」について
の具体的説明

12
消費税を廃止、そ
して所得税を2年
間免除する

しかし、これが分かったことというのは、この民主せいの国
家において、有権者である皆さんが、タバ＊となった時に
は、何よりも強いということを証明できたンデス＊。 日本ダ
イイチトウ＊は、2年間、所得税を免除しようと、それを皆
さんと実現しようとお話をしております。 消費税を廃止、そ
して所得税を2年間免除する。 それによって、この冷え込ん
だ日本の景気、そして皆さんの使えるお金を増やそうじゃな
いかということを申し上げてるんです。 この所得税の免除と
言った時に、必ず出てくる意見が、日本ダイイチトウ＊のお
金持ち優遇ですカ＊。 所得税というものは、トミノサイブン
パイノタメニ＊大変重要な、ぜ、ゼイセイ＊ではあると思い
ます。 しかしながら、誰かがお金を使うということは、必ず
誰かの収入に変わるんです。 お金持ちがお金を使ってくれれ
ば、我々一般庶民にもまわってくる、これが経済の実態なん
です。 そして国もそうです。 国がお金を使うということ
は、我々にお金がまわってくるということなんです。 この経
済の原理、原則というものを考えた時に、我々は所得税でさ
え、2年間、免除すべきだ。 それによって、皆さんにお金を
まわさなければならない。 それが唯一、日本の経済のための
ホウホウ＊だということを、皆様に申し上げております。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

13 どの国も助けてく
れない

今、皆さんもご存じのように、ロシアがウクライナに対して
侵攻してきます。 ロシアが悪い、ウクライナが悪い、どちら
が正しいという話はさておき、ここでは議論しませんが、こ
こでみなさんが明確に分かったことは、核を保有す。  
【自分】る国、核を持ってる国が、核を持たない国に侵攻し
てきた場合、どの国も助けてくれないということです。 ウク
ライナという国だって、かつては核保有国であります。 しか
し、アメリカやイギリスが、もし核保有国などが攻めて来た
時には、我々がウクライナを守るという言葉を、様々な圧力
があり、＊ウクライナという国は、国の安全保障、国の防
衛、国民の命というものを、他国に委ねてしまったんです。 
そのために、今回のような悲劇が起きました。

[14]「防衛を他
国に依存する、
その実態であ

る」についての
理由・ニーズ

14
防衛を他国に依存
する、その実態で
ある

今、アメリカだって経済制裁をしてるではないか、武器の供
与をしてるではないか、という方がいらっしゃいますが、
じゃあ聞きましょう。 なぜ、ウクライナの民は、善良なる民
は、この尊い命を失わなければならなかったのか、もしその
時にアメリカとの約束がなければ、そんなことは無かったん
ではないか、これが国の安全保障や防衛を他国に依存する、
その実態であるということを皆さんは知らなければならない
んです。

[16]「現実に皆
さん、日本はも
う侵略をされて
る」についての

具体的説明



15
日本にも最大の抑
止力がなければな
らない

一方、我が国の状況を見てみましょう。 我が国は、敵国、敵
国に囲まれている、北朝鮮核保有国、ミサイルいっぱい撃っ
てるじゃないです、＊中国、尖閣諸島など、もう取られたも
同然のような姿になってしまったではないか、北方領土を占
領しているロシア、今回ウクライナにも侵攻したものです。 
【喧噪02:55まで】。  
【自分】再開させていただきます。 緊急車両でしたので、
ちょっと中断させていただきました。  
【自分】ウクライナという国が自らの防衛、国民の命という
ものを他国に委ねてしまった、その結果が今回の＊戦争であ
り、その結果が今命を失ったウクライナの現実なんです。 そ
して我が国も、敵国である北朝鮮、核保有国、ミサイルをど
んどんどんどん、こちらに撃ちながら、また北朝鮮は拉致被
害者もこちらに返してこない。 ＊中国、敵国です。 我々の
尖閣諸島というものを、もう我が物のようにしてるではない
か。 北方領土を不法に占拠しているロシア。 これも敵国で
す。 すべて我々の敵国、日本。  
【自分】＊の周りで核武装をしてるんです。 そして北朝鮮の
ミサイルでさえ、通常起動で飛んだ時にはアメリカの本土に
行くという可能性が非常に高くなってきてる。 アメリカとい
う国は自らの国土に、アメリカ本土にミサイルが届く可能性
が一万分の一、百万分の一でもある、絶対に戦わないん＊。 
日本が北朝鮮と戦う、中国と戦うときに、武器はくれるかも
しれない。 経済制裁はしてくれるかもしれない。 しかし日
本国民の命は守れないんだと、皆さんの家族を、ここで過ご
す幸せな平凡な日々をすべて壊されてしまう。 だからこそ、
日本にも最大の抑止力がなければならない。 我々は皆さんに
申し上げているんです。

[16]「現実に皆
さん、日本はも
う侵略をされて
る」についての

具体的説明

16
現実に皆さん、日
本はもう侵略をさ
れてる

日本にとっての最大の抑止力は何？ この抑止力とは、核武装
以外にないだろうと。 日本が核を持ち、日本が日本の抑止力
としたときに、初めて日本は平和の国と呼べるようになり、
初めて反戦という言葉を叫ぶことができる。 今、共産党＊が
言う、憲法9条があるじゃないかと。 憲法9条があるから日
本は平和なんだというのはマエガキ＊でしかない。 侵略をし
てくる国というものは、侵略をしようとした時に、侵略をす
ると決めたときに日本に侵略してくるんです。 現実に皆さ
ん、日本はもう侵略をされてるんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

17
憲法9条ではこの
国を守ることは絶
対できない

尖閣諸島をどのように守るんです？ お母さん行ってきます
と、その一言を残して出かけた子どもたち、北朝鮮に拉致を
され、その者たちすら戻ってこない。 この現状を皆さんどの
ように考えるのか。 皆さんが皆さんの家族を守る、皆さんが
皆さんの愛する子どもを守るということが、どのように実現
するのか、日本代表のナカムラカズヒロ、憲法9条ではこの
国を守ることは絶対できない、断言致します。 日本＊は、防
衛ギョウ3パーセント、GDP3パーセント以上必要だと、この
中には武器だけではなく、自衛隊員のタイグウトウ＊も含ま
れております。 今自衛隊、自衛官というのは大変つらい立場
に＊。 例えば、富士の駐屯地からその駅のバスに乗るだけ
で、たとえそのバスが誰一人座ってなくても座らないんだ
と、若い隊員が言っておりました。 なぜ座らないのか分かり
ますか？ 自衛隊のくせに椅子に座ってると、さんざん共産党
なのに批判をされるからです。 殺人兵器だの何だのと言われ
ながら、それでも彼らは、彼女たちは日本の防衛と災害救助
の最前線に立っているではないか。 サイゴ＊の、どのような
国民であれ、どのようなものであれ、災害救助の時は自ら危
険を冒してでも、救いに行ってるんです。 そのじえい。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

18
自衛隊の階級呼称
というものを日本
人が分かるものに

【自分】＊を、我々はもっと大切にしましょうよ、自衛隊の
階級呼称というものを日本人が分かるものに変えなければな
らない。 今のように、へ、兵隊の兵という言葉を使いたくな
いというだけで、工兵隊を＊と呼び、兵という文字を漢字を
使いたくないだけで、工兵隊を特別カ＊と呼ぶ。 こんな異常
なことはない。 自衛隊の階級だってイチイ＊と一佐と、どっ
ちが偉いのかさえ、わからないじゃない。 日本人に分かるよ
うなものを、国民に分かりやすいものにして、自衛隊、自衛
官の誇りをもう一度取り戻さなければならない。

[19]「自衛官に
対し、公務員最
高の待遇を」に
ついての具体的

説明



19 自衛官に対し、公
務員最高の待遇を

日本の防衛と災害救助の最前線にある、この自衛官というも
のを、我々は最大の敬意を持って、＊なければならナイ＊。 
そしてこの自衛官に対し、公務員最高の待遇をもたらさなけ
ればならない。 それと同時に、日本の治安を守る警察官だっ
て同じじゃない、最近ユニフォームを着てコンビニ。  
【自分】頑張ってください。  
【自分】ありがとうございます。 ユニフォームを着て、コン
ビニ行くだけで批判をされ、しかしながら、何か＊起きたな
らば、必ず警察に助けてくれと言う。 このような＊ではナイ
＊。  
【自分】よろしくお願いいたします、どうもよろしくお願い
＊。

[20]「日本を守
る者たち、日本
人を最大限の敬
意を」について
の具体的説明

20
日本を守る者た
ち、日本人を最大
限の敬意を

【自分】日本の治安を守る警察官、消防官、そして海上自衛
官、海上保安官、そのような者たちすべての日本を守る者た
ち、日本人を最大限の敬意を払わなきゃいけないんです。 そ
れと同時に、すべての日本を守る者たち、日本で日本人がう
らやましいなと思うほどの給与を払わなければならない。 こ
のような職業というものが、日本のこれからの未来を担う若
者にトウ＊、憧れの職業になるということが、日本の安全保
障＊、日本の治安＊、大切なことなんだと我々は訴えてる。

[21]「日本に誇
りを取り戻しま
しょう」につい
ての具体的説明

21 日本に誇りを取り
戻しましょう

もう一度みなさん、日本に誇りを取り戻しましょう、そして
日本を守る人が誰かということも、明確に知らなければなら
ない。 もう一度、日本というものに誇りを取り戻し、そして
日本を守ってるものが何なのか、誰なのか、何をしてくれて
るのか、それを知らなければならない。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

22 防衛費をGDP比3
パーセント以上に

日本第一党は防衛費をGDP比3パーセント以上にする、そし
て日本人の命を守るために、核武装もすぐ議論しようと、日
本が世界で最も強い、最も強い国となった時に。 何お前、お
い、おい、何だお前、こら、こっちへ来て言いなさいよ、お
い、こっちをおいで、逃げるなって、おい逃げるな。  
【自分】おい、逃げるな。  
【自分】逃げるな。  
【自分】おい、逃げるな。  
【自分】おら、逃げるな、こっち来いよ、何もしないから、
こっち来い。 言いたいことあったら言えよ。  
【自分】おい、逃げるな。  
【自分】こら、何を言いたいのか言え、ちょっと何言いたい
かだけ言わして＊。 いいですか、このように、日本という国
は、もう一度建て直さなければならない。 そして、今この日
本。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

23
学生さんたちで苦
しんでいる方がい
らっしゃる

【自分】の中で、日本の学生さんたちで苦しんでいる方がい
らっしゃる。 本当は高校に行きたかった、本当に大学行きた
かったんだ、本当は大学院で学びたかったという若者たち
が、経済的理由、お金の問題で、進学を諦めてる者が実際に
いるんです。 日本の若者にも、日本にも、奨学金っていう制
度があるんじゃないかという方がいらっしゃいますが、これ
奨学金というものを大学4年間借りた場合、平均で約400万円
かかっている。 これを20年間で返す、例えば大学の同級
生、同じ状況の、ぎょ、同級生と結婚して一緒になったら、
人生の負担度が8百万円の借金があるってことじゃない。

[24]「返済が滞
れば、取り立て
をされ」につい
ての具体的説明

24
返済が滞れば、取
り立てをされ

奨学金は奨学金であって、借金ではないんだということも言
われるが、しかしながら、この奨学金っていうもの、ご丁寧
に保証人から、少しながら＊＊＊、返済が滞れば、取り立て
をされ、そして結婚して何かを買おうと思った時に、必ず返
済期日の問題等で銀行から＊ようになるんです。 これが学生
の以外の何者でもないってことは、これでも明確ではない
＊。

[26]「日本の宝
というものは、
留学生なんだ」
についての具体

的説明

25 1千万円を返さな
くていい

一方、外国人に対し、国費留学制度ていうものがある。 数こ
そは少ないですが、でもそのものの多くの渡航費、学費、生
活費など、全て日本が出しており、その額に4年間学んだ＊
に掛かる額というのは、約1千万円。 そして日本の学生と大
きく違うのは、この1千万円を返さなくていいんです。

[26]「日本の宝
というものは、
留学生なんだ」
についての具体

的説明



26
日本の宝というも
のは、留学生なん
だ

自由民主党は日本の学生さん、日本の若者に対してこう答え
ます。 日本の宝というものは、留学生なんだと、日本人じゃ
ないんです、ケイダンレンに加盟する日本を代表する企業の
就職の担当官をこう新聞に答えます。 我が社は、これならな
るべく留学生を雇いたいんです、御社はこれからは日本に留
学した学生を雇いたいんだ、そのようにふざけたことを言っ
たんです。 理由はって聞かれた時、日本人の若者に比べて目
が輝いているんです、日本の若者に比べて優秀だ、そのよう
にふざけたことを、自民党もケイダンレンも言っているんで
す。

[27]「日本人が
学ぶのに、なぜ
人生にリスクを
与える」につい
ての具体的説明

27
日本人が学ぶの
に、なぜ人生にリ
スクを与える

日本第一党はこう言いましょう、日本の宝とは、日本の＊で
あり、日本人そのものなんデス＊。 ならば、日本の若者が、
日本人が学ぶのに、なぜ人生にリスクを与えるのです、日本
人が学ぶのに、なぜその人生にリスクがなければならないの
かということを、我々は問題に＊、日本人にドノ＊ような状
況。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

28
教育機会というも
のを保障するの
が、国家の責務

【自分】どのような環境でアリ＊その教育機会というものを
保障するのが、国家の責務であり、政治の責任である。 日本
代表は、この奨学金というものを、今も＊＊＊学生＊から、
返済がいらない給付型に変えるべきだ、そして、その基準と
いうものをものすごくゆるくし、学びたい日本人がいつでも
学べる、それをしなければならないということを、訴えてる
ん＊。 日本の宝である、日本の若者が、日本人が教育機会を
均等に与えられないなどというこのような状態というもの
を、皆さんはもう許してはならない。

[27]「日本人が
学ぶのに、なぜ
人生にリスクを
与える」につい
ての具体的説明

29

日本を続けていか
なければならない
という、我々の義
務

今、ここにいる若い者たちも、皆さんもその事態に対し、声
を上げなければならないんです。 日本という国は、2000年
から続いた大変伝統のある国です。 しかしながら、たった一
度の敗戦、＊後から、75年間で、まるで別の国のようになっ
てしまった。 これはアメリカGHQなどによる洗脳政策のせ
いかもしれない。 これはアメリカによる憲法制定のせいかも
しれない。 しかしながら、この日本という国には、この日本
を続けていかなければならないという、我々の義務があるん
＊。

[31]「必ず政治
に参加をしてい
ただきたい」に
ついての理由・

ニーズ

30
この国を次の世代
に引き継いでいく
責務

日本とは何か。 日本とは皆さん1人1人のことを日本。 日本
人とは何か。 もう亡くなった方から、今生きる我々、そして
これからウマレエ＊る子供たちも日本人だ、我々はニッ＊、
日本で生まれて、日本で死んでいく、日本人であるならばこ
の国の歴史に対して責任があるということを、そして我々自
身が日本であるならば、この国を次の世代に引き継いでいく
責務があるということを、皆さんは分からなければならない
んです。 ＊と、生活というものは一体のものです。

[31]「必ず政治
に参加をしてい
ただきたい」に
ついての理由・

ニーズ

31
必ず政治に参加を
していただきたい

皆さんが皆さんの家族を守る、今生活が苦しい、今、困った
ことがある。 これは自己責任ではなく、政治の責任だ、それ
を理解しなければならない。 そしてそれを変えるためには、
選挙というものしかないんです。 皆さんが政治に参加をする
ということが、どれほど大切なことか。 選挙に行かない自由
もあるなどというものもオルデ＊、しかしこの民主主義国家
の日本の中で、選挙に行かない自由などというものはない。 
皆さんが同じ日本人で日本の歴史、そしてこれを引き継ぐ責
任がある。 ならば、必ず政治に参加をしていただきたいんで
す。 私も日本＊参議院議員の候補者であり、その1票を投じ
ていただきたいっていう気持ちがある。 それ以上に大切なこ
とは、皆さんが選挙に行かれて民主主義のルールに基づき。  
【自分】皆さんのたった1票かもしれない、しかし、その1票
の力を信じ、自ら信じる候補に投票する、これが日本にとっ
て大切な事なんです。 今この日本の中で、私が多くの事を申
し上げまシテモ＊、日本はもうすでに先進国ではなく、学者
さんによれば、世界でも大変珍しい衰退途上国だと言われて
おります。 今の政治が悪い、自民党が悪いと私も散々申して
きましたが、しかしながら、それを選んでいるのも我々だと
いう事を。 【無音01:14まで】。 はい、再開させていただき
ます、緊急車両でした。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



32
生活はもっと苦し
いものに

今のこの日本が、今のこのような状況であるという事は、
我々が選んだ結果なんです。 今回の選挙も大変残念ながら、
世論調査では、自由民主党が勝つと言っております。 今まで
よりも議席を増やス＊、それが自民党の選挙結果だと。 しか
し、皆さんに申し上げます。 もし、自民党が今回完全に勝っ
た場合、必ず大増税の嵐となります。 3年後も私は、ここに
立って皆様に話をする時に、また6年後に皆さんとこのお話
をする時に、皆さんの生活は、私の生活はもっと苦しいもの
になっている。 今回キシダ総理が、コウエンリョウ＊2パー
セント以上にしようと、そのような事を言っております。 そ
の財源は、つなぎ国債でやると言っテルンデス＊。 つなぎ国
債でやるという事は、これつなぎという言葉がありますか
ら、後で税金で穴埋めするという事です。 そのうち、防衛負
担税などがかかってくるでしょう。 今の10パーセントの消
費税だって、もっと上がってくるでしょう。 間違いないジジ
ツ＊、これから3年間国政選挙というのは、ほぼない状況の
中で、我々はこの政治に参加を機会、するという機会は、3
年間なくなるんだという事を、皆さんご理解ください。

[33]「ムラカズ
ヒロ＊、よろし
くお願いいたし
ます」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

33
ムラカズヒロ＊、
よろしくお願いい
たします

日本が日本であり続ける、日本人が日本人であり続ける、そ
の事すら難しくなってきた今、皆さんが声を出さずしてどう
されるのか。 我々日本第一党、ナカムラカズヒロは、日本が
日本であり続け、日本人が日本人であり続ける、全ての国民
が豊かになる、そして、日本の未来を担う子どもたちの目が
誰よりも輝き続ける、そういった日本を皆さんと共に作りた
い。 日本をもう一度、もう一度立ち上げましょうという事を
申し上げております。 是非とも、是非とも日本第一党、日本
第一党、比例代表候補ナカ＊。  
【自分】ムラカズヒロ＊、よろしくお願いいたします。  
【自分】はい、シンシュウイチバイ＊、ど、ご通行中の皆さ
ま、こんばんは。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

34
日本人が一番優遇
されなければなら
ない

ニッポンダイイチ党公認、東京選挙区、スガワラミユキでご
ざいます。 私たち、ニッポンダイイチ党はこの日本国におい
て、日本人が一番優遇されなければならない、そういって立
ち上がった党です。 そして、今日、この錦糸町駅前通られる
方、なかなか私たちの主張を聞いていただけない、それだけ
皆さん、裕福な方が多いということで、これはとてもいいこ
となんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

35
天皇陛下の継承を
父兄を堅持

私たち、ニッポンダイイチ党の今回の公約、四つの公約、柱
として挙げております。 一つ目は、天皇陛下の継承はケイオ
ウケンジ＊です。 日本という国、神武天皇が建国いたしまし
た、建国より2682年、約2700年という歴史があります、文
化があります、伝統があります。 これを私たちの代で崩すわ
けにはいかない、壊してハ＊ならない、次の次世代に残すた
め、こ、こちらの継承は父兄を堅持、お父さまの血筋を守っ
てまいります。 お父さまの血筋を守ったからこそ日本は
2700年という長い月日、日本国であったからなんです。 コ
クサイ＊を守るため、ニッポンダイイチ党は天皇陛下の継承
を父兄を堅持、お父さまの血筋で守ってまいります。

[34]「日本人が
一番優遇されな
ければならな

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

36
消費税ゼロ、所得
税2年間免除

そして、所得税、消費税ゼロ、所得税2年間免除です。 私も
皆さまと同じように、一般人です。 月曜日から金曜日まで働
いています、主婦でもあります。 日に日に物価が高くなって
いるのも分かります。  これ以上、これ以上、このまま自民
党政権に任せておいたら、また増税、もう生活ができなく
なってきます。 だから、私はこのように政治活動を行ってい
ます。

[34]「日本人が
一番優遇されな
ければならな

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



37 消費税廃止しま
しょう

今回の選挙に手を挙げました。 消費税は私たちが生活するも
のにもかかります。 そして、生きるために食べるものにも消
費税かかっています。 この消費税は、私たち国民生活を苦し
める税金なんです。 消費税が導入されるとき、社会福祉、社
会保障に充てると言いました。 皆さん、お給料から引かれて
いる年金、保険料、下がりましたか？ 年金いただいている
方、年金ガク＊が上がりましたか？ 病院行って負担率下がり
ましたか？ 消費税なかったとき、医療にかかると皆さん1割
負担でした。 10パーセントの今、もう、3割負担に増えてる
じゃないですか。 社会保障にはあてられておりません、この
消費税、皆さんから搾り取った消費税、どうなっているの
か。 その分のお金、どこいってるのか。 大企業の減税をや
りました、法人税の減税、その額とほぼ一緒、穴埋めです。 
だったら、消費税廃止しましょうよ。 消費税なければ、消費
税分出して、皆さんの手元に残るお金が増えるんです。 今、
一人頭、ヒトリアタリ＊、年に20万円、消費税を払っている
そうです。 1カ月にしたら1万円ト＊ちょっと、たった1万円
ちょっとかもしれません、でも、その分が手元に残る、手元
に残るということは、それをまたしょう。

[36]「消費税ゼ
ロ、所得税2年間
免除」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

38

消費税を廃止し
て、そして所得税
を2年間免除いた
します

【自分】＊、消費すればどうでしょうか？ 皆さんの働いてる
お店や会社、売り上げが伸びるんです。 それによって、皆さ
んの賃金も上がっていくんです。 このように、経済対策とい
たしまして、消費税廃止しか今はございません。 消費税を廃
止して、そして所得税を2年間免除いたします。 日本の経済
のソコアゲ＊を上げるには、廃止すればいいんです。 消費税
を廃止すればいいんです。 そして、日本第一党は、国防費、
GDP比3パーセント以上を掲げております。 そして、自衛隊
対策です。 自衛隊対策と致しましては、自衛隊員の呼称を日
本人のなじみのいい、もに、ものにいたします。

[39]「自衛官、
消防士、警察
官、こういう

方々の報酬は、
公務員最高水準
にいたします」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

39

自衛官、消防士、
警察官、こういう
方々の報酬は、公
務員最高水準にい
たします

そして、私たちが自衛官を尊敬する、尊敬した、よ、呼び名
にする。 そして私たちを、命を、自分の命を張って、いざと
いうとき私達を守ってくれる自衛官、消防士、警察官、こう
いう方々の報酬は、公務員最高水準にいたします。 誇れる仕
事である、尊敬される仕事であるとなれば、日本の若者、日
本の子ども達が、自衛官になりたい、警察官になりたい、消
防士になりたい、そういうふうになっていただいた方がいい
です。

[40]「装備品は
あっても部品が
ない」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

40 装備品はあっても
部品がない

なっていただければ、私たちの安全保障は上がるんです。 そ
して、国防費の方ですが、今、自民党は5年以内に2パーセン
ト以上と言っています。 自衛隊の現状、皆さんご存知でしょ
うか？ 装備品はあっても部品がない。 そしてダンヤク＊も
足りていない、そういう状況です。

[41]「国防費を
しっかり、GDP
比3パーセント以
上にして、いざ
というときのた
めに備えて」に
ついての理由・

ニーズ

41

国防費をしっか
り、GDP比3パー
セント以上にし
て、いざというと
きのために備えて

今もし何かあった場合、いざという時どうなるんでしょう
か？ 自衛官だって私たちのこと守れませんよ。 装備品が
あっても、部品がなくて壊れている。 壊れていたら使えない
じゃないですか。 ダンヤク＊は17分間しかもちません。 17
分過ぎた場合どうなるんですか？ 国民の命が失うんですよ。 
だから日本第一党は、国民の命、私も自分で命捨てたくない
です。 そのためには、国防費をしっかり、GDP比3パーセン
ト以上にして、いざというときのために備えておくんです。 
いざというときになってから、この予算を上げたって間に合
わないんです。

[44]「どうかみ
なさん、ご支援
よろしくお願い
いたします」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



42

日本第一党、日本
人学生向け奨学金
は全額給付にいた
します

そして、日本第一党、日本人学生向け奨学金は全額給付にい
たします。 今の大学生、2人に1人、貸与型奨学金制度を
使って大学に通っております。 それは、貸与型は、へんさん
が、返済が必要です。 学生ローンです。 学生ローンを借り
て大学に通っております。 高校卒業したばかりの18歳の若
者が、いきなり400万円、1人あたりだいたい400万円が相場
だそうです。 400万円の借金をして、お金がないけど学びた
い、自ら借金をして大学に通っております。 そして返し終わ
るのは、約20年間かけるそうです。 20年かけたらこの人42
歳、借金終わって42歳ですよ、皆さん。 この人の未来、明
るいでしょうか？ 家庭もてますか？ 結婚はできたとして
も、子どもそんなにたくさん育てて暮らせませんよ。 年齢的
な限界があります。 これが日本の少子化の問題になっている
んです。 若者の貧困化が少子化の問題なんです。 日本第一
党は、この、若者の、学びたい人には学んでもら。  
【自分】均等に学ぶ機会を与えるため、奨学金制度は全額給
付型にします。 そして、ただ今まさに、この学生ローンを返
しながら働いている方、まだ20代、30代、若い方です。 お
給料もそんなに多くないと思います。 この残債は免除いたし
ます。  
【自分】ゴミだ。 ＊＊＊。  
【自分】日本の若者に未来がないということは、日本の未来
がないということなんです。 いつの時代も、日本をつないで
いくのは、継承していくのは、日本の子供たち、そして、日
本人の若者なんです。  
【自分】＊＊＊。 ＊＊＊。

[44]「どうかみ
なさん、ご支援
よろしくお願い
いたします」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

43
日本人のため、日
本人が一番＊でで
きた政党

【自分】日本人の若者に未来を、未来を渡すため、私たち日
本第一党は、日本人の学生の奨学金制度、給付型にいたしま
す。  
【自分】＊はゴミ扱いですか？  
【自分】日本第一党は、このように。  
【自分】無視、無視、無視、そんなの。  
【自分】はい？ 何でしょうか？  
【自分】異国人の話なんかいいから、日本の話して。 日本が
大事。  
【自分】＊。  
【自分】日本＊、シッテマス＊。 日本人の＊＊＊。  
【自分】当たり前じゃないの、そんなの。 日本人なんですか
ら。  
【自分】あ、ありがとうございます。  
【自分】異国のやつらがごちゃごちゃ言ったところで関係な
いから。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ああ、あかんあかん、＊＊＊。  
【自分】こ、声入るんですか？ ああ、ごめんなさい、ごめん
なさい。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊しました。 私たちは、日本人のため、日本人が一
番＊でできた政党でございます。

[42]「日本第一
党、日本人学生
向け奨学金は全
額給付にいたし
ます」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

44
どうかみなさん、
ご支援よろしくお
願いいたします

日本の国民が豊かになる、日本の国民に安全を与える、その
ためにできた政党、日本第一党です。 日本第一党だけが、国
民の生活を守ります。 安全を守ります。 日本人の子どもた
ちを守ります。 日本第一党、日本第一党、スガワラミユキで
す。 どうかみなさん、ご支援よろしくお願いいたします。 
ありがとうございます。 ありがとうございます。  
【自分】＊はゴミですね。  
【自分】いいぞ。 頑張れ。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】＊。  
【自分】ただ今の演説はスガワラミユキでした。 みなさん、
よろしくお願いいたします。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



45
私のことはよくレ
イシスト言われま
す

さて皆さん、日本第一党、まだまだ知らない方は多いと思い
ますが、知っている方はわれわれが新聞やマスコミからどの
ように呼ばれているかご存じだと思います。 まず、私のこと
はよくレイシスト言われます。 差別主義者。  
【自分】＊。  
【自分】なぜ、日本第一党が差別主義者ということが言われ
るか分かりますか？ 日本を大切だ、日本人を大切だという
と、日本では差別主義者になるということが大変おかしなこ
となんです。  
【自分】当たり前だよ、そうだよな。  
【自分】今、多くの党が、多文化共生という言葉を使ってお
ります。 他の文化を全部認めて、日本人が迎合しなければな
らない。  
【自分】そんな＊。

[44]「どうかみ
なさん、ご支援
よろしくお願い
いたします」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

46 日本は日本のまま
でイケバ＊いい

【自分】しかしながら、この多様性というものは、日本の文
化を破壊することではないんです。 もちろん、他の文化を尊
重し、他の文化を大切なものと思ってもいいんです。 日本は
日本のままでイケバ＊いいんだと、われわれは言ってるんで
す。  
【自分】頑張って＊。  
【自分】ありがとうございます。

[45]「私のこと
はよくレイシス
ト言われます」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

47

低賃金で日本に来
る外国人労働移民
制度を即刻廃止し
ろ

そして、この日本第一党、低賃金で日本に来る外国人労働移
民制度を即刻廃止しろというふうに常に言っております。 ま
たまたこの話をすると差別主義者とか言われるんです。 われ
われは、別に外国人を排斥しろだとは言ってないんです。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】私たちが言ってるのは、この低賃金でいくらでも人
が入ってくるこの状況というものは、みなさんの賃金が上が
らないよ、みなさんの賃金が上がらないよということを言っ
ているんです。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】なぜ上がらないのか。 このち。

[46]「日本は日
本のままでイケ
バ＊いい」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

48

日本人は貧しいま
までいろというの
が、今の自民党の
政治

【自分】ていうのも、そもそも、一人が一つ物を作る、それ
が一人で二つ三つ四つ五つと作れます。 それによって、生産
性が上がり、労働分配率が上がった時に、皆さんの賃金が上
がるんです。 しかし、今の政府与党の、皆さんにつきつけて
るこの現実というものは、今まで一人で一つ作っていた物
を、二人三人四人五人で一つ作ればそれでいいんだ、だから
お前たちは、お前たち日本人は高い給料なんて求めるな。 だ
から、お前ら日本人は貧しいままでいろというのが、今の自
民党の政治だと、我々は申してる。 イマイエリコさんが＊よ
り美しい女性でも、どのように素晴らしいことを言われて
も、自民党の政治というものは、こういうものだということ
は現実だっていう事です。 そして、この外国人なんです。 
今技能実習生であると、日本の＊である、そういうふうに沢
山来ており、そして、ある一面から出る、この外国人の若者
たちも被害者なんです。 東京福祉学院というのがあります。 
来た学生の500人だか、600人だか失踪中だ。 技能実習生が
来ておりますが、技能実習生一昨年だけでも、8000人以上が
失踪しているという状況なんです。 なぜ、こういうことが起
きるの。

[51]「われわれ
と共に声をあげ
ようじゃありま
せんか」につい
ての理由・ニー

ズ

49
出来ないことを騙
されて、日本に来
てるのも外国人

東京福祉学院のパンフレットによります、日本に来て金持ち
になろうと、技能実習生の人にも私もお会いしましたが、こ
れは技能実習生も日本に来たら、祖国のお父さんお母さんに
仕送りが出来ると、祖国のお父さんお母さんに家を買えると
か夢を持って、この日本に来るんです。 そもそも出来ないこ
とを騙されて、日本に来てるのも外国人だってことは、事実
なんです。 そして、その事実、それを黙ってるのが日本人、
ブローカー達がそういうことをし、名誉ある日本人が、その
ようなことをしてはならないという疑念もあるんです。

[50]「政治に
よって、人生を
めちゃくちゃに
されるというの
は終わりにしま
せんか」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



50

政治によって、人
生をめちゃくちゃ
にされるというの
は終わりにしませ
んか

しかしながら、祖国で一度も罪を犯したことがない、その子
どもたちが日本に来て、日本に来たら金持ちになるという言
葉を信じて、祖国で借金をし、本来帰らなければならない時
まで、日本にいたと、その頃になるといろんな仕事わかるん
です。 そして、その＊した時に気が付くんです。 借金を返
せない。 日本語学校の学生もそうです。 あるブローカーが
東南アジアの国に行って、そして、そこで学生を集めた時
に、彼は言ったんです。 日本に来て勉強して金持ちになって
親孝行しろよ。 日本にいる間は、私をお父さんと思いなさ
い。 そう言って連れてきたんです。 学校の学費っていうの
は、1年目全額払わされるんです。 それを借金で賄って日本
に来て、でも実際には週に20時間しか働けなくて、日本のこ
の家賃を払ったりいろんなことをしたら、こんな国で日本人
でさえ貧しくて苦しんでる、外国人が来たらそんなに。  
【自分】カセゲナインデス＊。 学校に行かず、朝から晩まで
アルバイトをしていたら、入国管理局の基準が。 緊急車両で
す。 すいません。 基準が厳しくなり、単位が足りない者に
はビザをおろさないというふうになってシマッタ＊。 ソノヨ
ウニ＊、その若者たちは、外国で、来た時に会った、お父さ
んに会いに来たんです。 お父さん助けてください。 でもそ
のお父さんはもう、その時、彼には興味を持たない。 ソウ
ヤッテ＊その外国人たちは、不法滞在という罪を犯し、不法
滞在という状況にあった瞬間から、どんどんどんどんと闇に
おちていくんです。 そしてこの闇におちた外国人は、日本人
の敵となる。 そして闇におちた外国人は、反日となるのが、
この問題なんです。 外国人にとっても、日本人にとっても、
何一つよくないこのロウダイミンサイド＊。 ソッコクタイ
シュツ＊しなければならない。 今、選挙に出てる、あお、ア
オヤマシゲハル先生が、アベシンゾウシュショウガ＊この法
案を通そうとした時に、涙ながらテレビで語ったじゃない
か。 アオヤマ先生が言ったのは、もし、アベシンゾウがこの
法案を通すなら、私はアベシンゾウと戦ってみせるト＊。 し
かし彼は賛成をいれます。 賛成を＊＊＊。 これが自民党だ
と。 このようなものが自民党なのです。 皆さんは自民党を
選ぶということは、自らをコノテ＊にチカイ＊、もう皆さ
ん、政治によって。 緊急車両です。 すいません。 政治に
よって、我々が殺される。 政治によって、人生をめちゃく
ちゃにされるというのは終わりにしませんか。 考えられない
ほど日本人は貧しくない。 日本が衰退途上国と呼ばれるよう
になり、コンテナ船などは日本に大きな物は入らず、韓国
の、韓国に入って、それからコワケシテオクラレテクル＊。 
もうインフラだって、世界にイチリュウデハナイ＊この日
本。 我々の先人たちが日本に橋をかけ、空港をつくり、道路
をつくり、国鉄をつくり、このインフラを整え、我々が成長
していたにも関わらず、それを全て我々のネンダイ＊で、民
営化などと言って壊してしまったではないか。 ジェイアール
が民営化する時に、何て皆さんに約束したんです。 ジェイ
アールが民営化する時に、絶対に廃線にしないと言ったじゃ
ない。 しかし営利企業がやった場合というものは、必ず利益
にならないものは廃線となるんです。 これは営利企業の責任
ではなく、政治の責任なんです。 郵便局だってそうじゃない
ですか。 郵便局であった時に、ドレホド＊便利であったの
に。 多少態度が悪かったかもしれない。 でも、郵便局は
今、どのような状況かご存じです。 土曜日は配達をしない。 
そして地方の、過疎地の郵便局は、どんどん無くなっている
じゃない。 約束が違うぞ、自民党。 に。

[51]「われわれ
と共に声をあげ
ようじゃありま
せんか」につい
ての理由・ニー

ズ



51
われわれと共に声
をあげようじゃあ
りませんか

【自分】日本第一党ハ＊、日本の公共というものを、国民の
財産である、この公共っていうものを、もう一度国民の手に
取り戻さなければならない。 国民の手に取り戻すということ
は国営にすること。 赤字がいけない赤字がいけないと、馬鹿
の一つ覚えのように言う。 国民をだます政治家たちは、もう
この手は使えないんです。 もし赤字がいけないんであれば、
道路をどうするんです？ 道路は赤字ですよ。 そのようにこ
の日本というものを、大変深刻な状態にあるということを、
皆さんご理解ください。 これから起きること、水道の民営化
です。 水道の民営化で成功した国は皆無なんです。 民営
化、民営化によって効率的になる、うんぬんかんぬんという
が、水の、水道代の高騰というのは間違いない。 これからわ
れわれを待ち、待ち受けるこの世界というものは、自民党が
勝ち続ける限り、この水ですら高級品となってしまう、そん
な時が来ると。 日本を皆さんがオモウヨウナ＊日本であるた
めには、もう政治に参加をするしかないということを何度で
も申し上げたいです。 今、生活が苦しい方、私たちもコンナ
＊こういう格好ヲ＊してますから、生活は苦しいです。 しか
しながら、生活は苦しい、支払いができない、もう人生終わ
りたいと思う方、ぜひとも思いとどまってほしいんです。 わ
れわれと共に声をあげようじゃありませんか。 自由民主党は
国民を貧困化させる特急列車です。 日本共産党は自民党が貧
困させた国民をむさぼり食うんです。 その他野党は、ま、ど
うでもいいです。 そのように、今の日本というものは戦後最
大の危機を迎えている。 この状況を変えられるのは皆さんだ
けであるということです。 日本ダイイチトウ＊の言う消費税
の廃止。 この消費税というもの、そもそも始まりは人頭税に
従ったんだと思います。 消費税というのは消費に対する罰金
であるなら、人頭税というものは生まれたことに対する罰金
です。 皆さんが生まれたことによって、1人いくらと決まっ
て毎月納めナケリャ＊いかなくなる、これが人頭税。 さすが
にこの人頭税というものは通らないだろうということで消費
税となりまし＊。 この消費税というもの、皆さんが消費をす
るために罰金を払う、この消費税。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

52
何もカワッテ＊な
い

そして、この消費税がデキ＊た時には皆さんに、3パーセン
トの、時には日本が、これは福祉の財源だと皆さんに約束し
た。 10パーセントになった時には、これから＊超高齢化社
会ニ＊備えるためのものだと言ったじゃないデスカ＊。 しか
し皆さんの保険料から、特別養護老人ホームまで、介護職員
さんまで考えて、ナニカヒトツデモ＊良くなりましたカ＊？ 
何もカワッテ＊ないじゃない。

[51]「われわれ
と共に声をあげ
ようじゃありま
せんか」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

53
残念ながら、ご主
人が認知症に罹患
をしてしまった

【自分】ス＊。 あるご夫妻がいらっしゃいます、このご夫妻
は自営業をやられてて、一生懸命生きてこられたンデス＊。 
お子さんが成人によって、そして、これからのんびりしよう
と引退をされたんです。 残念ながら、ご主人が認知症に罹患
をしてしまった、認知症になってしまったんです。 奥さん
は、お父さんと年に1回か2回旅行に行けるかな、たまには子
どもからお小遣いもらってどっか遊び行こうかな、孫と遊び
たいな、1回位はお父さんと一緒に海外旅行行ってみたいな
ナド＊と夢を見ていたんです。

[54]「請求額が
25万円のが来た
んです」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

54 請求額が25万円の
が来たんです

この認知症で全ての生活が一変してしまいまシタ＊。 どんど
んどんどん認知症が悪くなり、最後には家にあるビー玉でさ
え飴玉だと言って食べるような状況、それはいけないと、奥
様は専門施設に預けなければならないという判断をしたんで
す。  特別養護老人ホームにケアマネジャーに頼んで申し込
んだところ、3年待ってください、運が良ければ2年で入れま
すよ、と言われました。 その奥さんは、もうこのままお父さ
んをここに居さしたら大変なことになってしまうということ
で、お泊りデイサービスとかショートステイとかを利用しな
がら、お父さんを一生懸命守ってきたら、請求額が25万円の
が来たんです。 とても払えない金額だ、どうするんですか。 
これが超高齢しゃ、者社会に備えた日本の在り方なんです
か。

[55]「我々の土
台、ハンインシ
ツ＊超積極財政
しかないんで

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



55

我々の土台、ハン
インシツ＊超積極
財政しかないんで
す

皆さんもどうされます？ 月々25万円を払えない、それでも
その奥さんは、それを一生懸命お金を捻出しながら、最後、
お父さんと一生懸命建てた自宅をあくどい不動産屋にとられ
ながら、そしてやってったんですよ。 今、日本という国が弱
肉強食のようになってしまってるンデス＊。 少しでも弱みを
見せたら、不動産やの金融会社だの銀行だのが、ハイエナよ
の、ようにやって来るじゃないカ＊。 弱いものがさらに弱い
ものを見付け、さらにその弱いものがいつけ、見付け、いじ
め抜くのが、この日本となってしまったじゃないか。 それを
変えなければいけない、それを変える為には日本国民全てが
豊かにならなければならないんだ。 その解決策というもの
は、我々の土台、ハンインシツ＊超積極財政しかないんで
す。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

56
国の赤字というも
のが国民の黒字と
なる

この超積極財政というものは、どういうものか。 日本の財源
には限界が無いという考えに基づいて、事実に基づいてお話
をしてるんです。 国債をどんどんどんどん発行してこれを予
算とする、その国債は民間銀行が引き取り、最終的に日銀が
引き取れば消えてしまうものなんです。  日本には通貨発行
権というものがあるので、その予算に限界はないんです。 税
金がこの日本の予算だということは、そのように信じ込まさ
れているのは、嘘なんです。 国の赤字というもの、国の赤字
というものが国民の黒字となる。

[55]「我々の土
台、ハンインシ
ツ＊超積極財政
しかないんで

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

57 120パーセントの
国が破綻している

【自分】財務省は、日本に、地方債も含めて、約1200兆の借
金があり、国民一人あたり、1000万円の借金だとか、なんだ
とかいっております。 今の日本というものは、氷山に向かっ
ていく、タイタニックのようだというが、言うだけで、ナニ
モオキナイジャナイデスカ＊、もう、国債残高っていうの
は、何百倍にもなっている、でも、ならないじゃない、財務
事務次官もいうジャナイデス＊、日本は氷山に向かってい
く、タイタニックだ、じゃあ、いつ、ぶつかるんです、何
パーセントになったら、ぶつかるんだっていうのは、回答し
ないじゃない、日本の国債っていうのが、GDP、240パーセ
ントで、これは、もう、危険だと、でも、120パーセントの
国が破綻しているんです。

[56]「国の赤字
というものが国
民の黒字とな

る」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

58
貧しくしたいと、
そのように、舵取
りをしている

これは、恐ろしい現実ですが、我々は、国にだまされていた
んです。 税金が、財源ではないということが、わかったとき
に、我々が、要求できることハ＊、大きく変わってきた、税
金が日本の財源ではないと、わかってきたときに、この、積
極財政というものが、初めて使えるようになって、軍事も福
祉も、すべて両立できる、この、日本のなかで、今の政治と
いうものが、日本人をナントシテモ＊貧しくしたいと、貧し
くしたいと、そのように、舵取りをしているんです。

[57]「120パー
セントの国が破
綻している」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

59
今の政治家は、皆
さんのほうを向く
ことは、絶対ない

その、現実を皆さんは、知らなければならない、そして、こ
のマスコミというものは、皆さんに、現実を教えないんで
す、なぜ、教えないか、わかりますか、日本の＊もの、日本
が今、いかに、危険な状況下ということを、皆さんがわかっ
てしまう、みんなが必死になって、投票いくようになっちゃ
う。  今、政権与党や、今のいる政治家たちが、最も怖いこ
とは、投票率が上がることなんです。 だから、なんとして
も、日本の危機というのは伝えたくない、全然、関係ない議
論ばかり、全く関係ないことを、ニュースと＊、この、日本
＊危機を伝えない、今の選挙というものを、大変残念なかが
ら、当選するためには、芸能界ナドデユウメイニナル＊、大
きな政党の中で、その中で、その地位を築くかというのが、
選挙で、最も勝つ方法です。 そして、今の既存政党が、せ
ん、選挙で勝つコノ＊方法というもの、ほとんどが、組織票
というもので決まってくる、選挙に出る前から、その人が何
票とれるか、最低ラインが決まっているんです、これが組織
票だ、この、組織票が、選挙をしている限り、この、組織票
で、選挙で勝ち続ける限り、今の政治家は、皆さんのほうを
向くことは、絶対ない。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

60
皆さんのために仕
事をするようにな
る

もし、皆さんが、この、今の、日本の危機ということに、＊
頂き、ご理解いただき、そして、多くの方が、選挙にいくよ
うになる、この日本の投票率が8割だの、9割だの、なったと
きには、それが、本当の政治改革、そのときに、今のいる政
治家たちは。  
【自分】夜も眠ることなく皆さんのために仕事をするように
なるでしょう。  
【自分】＊。  
【自分】＊。

[59]「今の政治
家は、皆さんの
ほうを向くこと
は、絶対ない」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



61
今北朝鮮と日本の
状況というものは
戦争状態です

【自分】しかしながら、現実を知らず、この日本がまだ先進
国である、まだまだこの日本は安全だと信じて＊皆さんがい
る限り、この国っていうのは変わらない＊。 先日、自由民主
党の外務大臣がこういったデハ＊ないデス＊。 北朝鮮で、武
漢コロナ肺炎が蔓延してます。 人道的ショチ＊、処置とし
て、北朝鮮にワクチンを送るんだ。 ふざけてもらっちゃ困り
ます。  
【自分】＊。 ＊です。  
【自分】まず、北朝鮮＊、拉致被害者を取り戻すのが先じゃ
ないんですか、外務大臣。 もちろん、北朝鮮の一人一人の国
民ニ＊、罪はないのかもしれない。 しかし日本としては、ま
ず日本の拉致被害者を取り戻すということが筋なんです。 今
北朝鮮と日本の状況というものは戦争状態です。 尖閣諸島を
巡っての中国との状態も戦争ジョウタイ＊。 北方領土を取ら
れてるコノ＊ロシアとの関係も、実際は戦争状態だと。 違い
ますか。 尖閣諸島だけならくれてやってもいいんです。 竹
島だけだったらくれてやってもいいんです。 日本の領土とい
うものは絶対守らなきゃいけない＊。 多くの政治家が、争う
ぐらいナラ＊くれてやれなどと無責任なことを言います。 彼
らは日本の国家主権というものを理解していない。 だから日
本人が拉致をされても、平気な顔をしてるんです。 ウクライ
ナが、ウクライナという国がなぜこれまで、国民が殺されて
しまったの＊。

[62]「皆さんの
愛する人を守る
という＊は他の
国に任せちゃい
けない」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

62

皆さんの愛する人
を守るという＊は
他の国に任せちゃ
いけない

ウクライナの国がどうしてここまでめちゃくちゃにされたの
かというのは、先ほどもハナシ＊をしましたように、核をハ
イシ＊するときに、自らの国の防衛と国民の命を守るという
ことを他国に託したからなん＊。 ウクライナが核保有国で
あったときに、それをハイキ＊してしまった。 そのときにタ
ヨリニ＊、約束をしたのがアメリカとかイギリスです。 もし
ロシアが攻め入ってきたときには、必ず守る、あの中国でさ
え約束したんデスネ＊、2013年。 しかしダレモ＊助けない
じゃないで＊。  
【自分】＊。  
【自分】他国に日本人の命を任せるなどということは絶対し
てはならない＊。 皆さんが皆さんの家族を守る。 皆さんが
皆さんの友人を守る。 皆さんが皆さんの愛する人を守るとい
う＊は他の国に任せちゃいけない＊。 今、ロシアとウクライ
ナの戦争っていうのは、ほぼ、アメリカの代理戦争になって
しまいました。 ロシアとウクライナの戦争は、このまま、ま
だまだ続きます。

[65]「皆さんの
力が必要なんで
す」についての

具体的説明
◎ 適切な量の具体的な

説明です。

63 どんなに嫌でも核
武装しかない

続いた方がアメリカにとって都合がいいんです。 ＊、ロシア
もすぐ発表しましたよ。 この新しいミサイルはアメリカ本土
に届く。  
【自分】＊。  
【自分】なぜ、アメリカは、アメリカ本土にトドク＊ミサイ
ルを持ってる国とは戦争しない＊。 ＊中国と日本が戦うこと
になったとき、アメリカは絶対に助けに来ない。 武器はくれ
るかもしれない。 け。  
【自分】経済制裁をするかもしれない、でもそれマデ＊。 そ
してウクライナのように、武器をどんどん、どんどんとくれ
て、日本が永遠に＊中国と戦争をすること、アメリカ望んで
る。 何故。 それが、アメリカの安全だからなんです。 今、
日本がこのような状態でおります、よくガイコウ＊、ガイコ
ウ＊っていうお話をし、します。 ガイコウ＊には正解はない
のかもしれない、しかし、ガイコウ＊には正義はナイ＊。 ＊
シャリョウ＊ですね。 【無音01:15まで】。 再開します。 
このガイコウ＊というもの、そもそも、国益と国益のぶつか
り合いなんです。 だから、我々日本の政治家というものは、
日本の国益、ニッポンダイイチシュギ＊に基づいて、この政
治をしていかなければならない。 ウクライナとロシアの戦争
があって、日本ノ＊色んなゲンロンカイ＊でどちらが正しい
かどうかって一生懸命＊してます。 どちらも正しい訳ない
じゃない、どちらも間違っている訳もないんです。 国益とコ
クエキ＊、そこにアメリカ＊＊＊さらに複雑に入って来てこ
の戦争っていうのは起きてる、日本も同じになるんです。 だ
から、我々日本ダイイチトウ＊は＊時間がないよと言ってる
んです。 日本が平和であり続けるというためには、日本が世
界で一番強くならなければならない、そしてその世界で一番
強くなるというその条件というのは、どんなに嫌でも核武装
しかないんです。

[62]「皆さんの
愛する人を守る
という＊は他の
国に任せちゃい
けない」につい
ての理由・ニー

ズ



64
このように間違っ
た事ではいけない

何度も何度も話をしますが、私の家族は＊から沢山いるんで
す。 私のいとこは原爆二世だか三世だかで、多分二世、＊を
患い、子供の時みてショックを受けたような親戚もいる、そ
れでも、この日本国民や愛する家族を守ろうという選択をし
た時に、この民主主義国家の中で核武装の議論ができない、
このように間違った事ではいけないと、我々は言っておりま
す。

[65]「皆さんの
力が必要なんで
す」についての

具体的説明
◎ 適切な量の具体的な

説明です。

65
皆さんの力が必要
なんです

日本ダイイチトウ＊は戦争＊したい政治団体、日本ダイイチ
トウ＊は差別をしたい政治団体、これはどれも間違え、日本
第一党は日本が日本であり続け、日本人が日本人であり続け
る、日本の輝く未来を担う日本の子供たちのメ＊がどれより
も輝き続ける、そして全ての日本人が一つ豊かになる、それ
だけを求めている政治団体、セイトウ＊なんです。 そんな偉
そうな事言って、当選したら実現できるのか、あなたの力で
できるのか、という質問がよく来ます。 私一人でできるわけ
ないんです、これは民主主義のコッカ＊じゃないんです、だ
から皆さんの力が必要なんです。 この選挙に勝つこともそ
う、でも、この選挙で勝つということは、なんのな。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

66
職を失い、収入を
失い、ある方は商
売すら失った

【自分】＊終わりではなく、そこが始まりだとしたら、皆さ
んと一緒に戦ってイキ＊、良くも悪くも民せい国家である、
この日本の中で戦うということは、皆さんと一緒に戦うしか
ないンデス＊。 聞いてない方もイテ＊ますから、もう一度お
話します。  ブカンコロナマンエンカ＊の中で、飲食店はい
じめ抜かれます。 酒が悪い、飲食店が悪いといじめ抜かれた
ではナイカ＊。 それによって一体、何人の方が職を失い、収
入を失い、ある方は商売すら失った。 でも、この、コロナ、
コロナと飲食店の関連性って全く証明されてない。 もしかす
ると、このコロナというものは、夜8時になると元気になる
夜行性のものかもしれないッテ＊ある方が言っておりまし
た。 そんなばかなこと、あるわけないじゃない。

[68]「我々と
戦ってくれるな
らば、必ず、こ
れハ＊実現しま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

67

いくらでもいいと
いう判断で飲食店
が悪いって決めた
んです

この、飲食店がいじめられた現実というのは、たった一つ
は、飲食店には有力な団体がなかった。 だから政治的、選挙
的に見た時、選挙的に見た時にこわくないんです、そんなも
の。 別に、一般庶民なんか死んでもいいと思ってんノハ＊、
ほぼ政治家ですから。 だから自分が、ひょう、選挙で勝つこ
とに影響のないものっていうのはいいんです。 電車を止めた
ら大変なことになるから。 でも飲食店だったら、いくらでも
いいという判断で飲食店が悪いって決めたんです。 その証拠
に、これからはあまりそういうことが起きなくなります。 な
ぜか。

[66]「職を失
い、収入を失

い、ある方は商
売すら失った」
についての理由

・ニーズ

68

我々と戦ってくれ
るならば、必ず、
これハ＊実現しま
す

最近できたんです、飲食店に有力な団体が。 食団連という、
それ相当の数が集まったらしいです。 正確には見てないで
す。 しかし、その食団連が出来た時、第2回目の会合で、ト
リハダガタツヨウナ＊事実があった。 そこに駆けつけテ＊、
満面の気持ち悪い笑顔で駆けつけたのはコイケユリコです。  
それで、そこでスピーチをしたんです。 それともう一つ、
150人の自民党の国会議員が行きます。 どのつら下げて行く
んですか。 言いたいところですが、これが政治の現実でもあ
るんです。 だから先ほどの私が皆さんに申し上げたように、
この日本ダイイチトウ＊の公約というものは、たとえ、サク
ライマコトダロウ＊、ナカムラカズヒロダロウ＊、一人で実
現できるものではないんです。 しかしながら、我々がこれを
言い続ける、我々が皆さんの先頭に立って戦うという覚悟を
見せ、皆さんが共に我々と戦ってくれるならば、必ず、これ
ハ＊実現します。 必要な政策というものは、その時々ニヨッ
テ＊変わってきます。 今、我々＊シテイルハンシンシクチョ
ウセッキョク＊財政。 もし日本がインフレになってきた場合
には、やり方は変わる。 もちろんそういう違いはあります。 
しかし日本の国益を考え、日本人が豊かでなければならな
い、にっ、国民の生活と安全を守らなきゃいけないというの
は、普遍の原理であり、政治の基本だ、いうことです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

69
これから50年かけ
て、あ、アジア最
貧国になる

我々モネ＊、せっかくいらしてるんであれですけど、この日
本というものを、もうご存知かもしれないですが、これから
50年かけて、あ、アジア最貧国になるんです。 この予想も
出てる。 今、日本が、こう、成長ずっとしてない、こう、
20年、30年成長してない。 日本以上に成長してない国。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



70

50年後に最貧国っ
ていうのも、あな
がち間違いじゃな
い

【自分】て、どこかご存じですか？ 内戦国です。 シリアと
かそういうとこ、それよりも日本ちょっと上、たぶんウクラ
イナもここに入ってくる。 しかしながら、日本っていうの
は、平常時であるにもかかわらず、それほど成長していない
国なんです。 だから、50年後に最貧国っていうのも、あな
がち間違いじゃないです。 最貧国にならないまでも、それに
近い状態になるんです。 最貧国の現実って苦しいものです
よ。 子供がゴミをあさって、その中で売れる物を探して一生
懸命生活をする、それが何回か続くと今度は性格や価値観が
変わってくる、親自ら子供の目をつぶす様になるんです。 だ
けど分かります、目が見えないほうが、この行為がしやすい
んです。 これがね、その最貧国を私が馬鹿にするつもりはな
いんです。 これが日本で迫りくる現実だという事なんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

71
地震ですらこの日
本はもう耐えられ
ない

それともう一つ、最貧国にならないまでも、もし、首都直下
型地震が今、この日本の中でおきた時に、大きな可能性とし
て＊した中国軍が日本に人道支援として、沢山来るでしょ。 
＊＊＊そうすると、ここはドンナダ＊、日本自治区になって
しまうんです。  日本自治区になった時に、ま、たぶん私は
逮捕されると思いますけども、もう日本が日本ではないんで
す。 だから常に私が日本で日本であり続ける為にという言葉
を言うのは、それほどまでに日本が危険な状態であるという
事です。 たった一度の地震で、たったといっちゃあれかもし
れない、その地震ですらこの日本はもう耐えられないんで
す。

[70]「50年後に
最貧国っていう
のも、あながち
間違いじゃな

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

72 日本の中で、電気
が足りなくなる

今日、電気なんとか警報っていうのが出ましたね。  明日皆
さんが節電シナイト＊この誇るべき日本の中で、電気が足り
なくなると言ってるんです。 電気の足りなくなる国なんだ、
先進国じゃないじゃないデスカ＊、今年の秋と冬にかけて、
もう日本がブラックアウトになるかもしれない、この現実が
あって、誰も何もしない、いまだにソーラーパネルソーラー
パネルといってるじゃない、コイケユリコにおいたら、今
度、新築は全部ソーラーパネルをつけろと狂った事を言い始
めました。  たぶん理研だと思いますけど、でもその為に皆
さんにどうなろうとも関係ないのが、今の政治ではないです
か。 そしてこの政治という物は、恐ろしい程に皆さんの生活
と密着してるんです。 このソーラーパネルという物を、東京
全部40パーセントの電力を賄ったと思えば、一旦、曇りに
なったり雨になったらそれが＊6パーセントにおちる、こん
な不安定な物が、エネルギーであっちゃいけないんです。

[73]「是非と
も、一緒に戦い
ましょう」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

73 是非とも、一緒に
戦いましょう

こんな不安定な物で、政治家が金儲けをしちゃいけないんだ
と日本代表はもたれてるんです。 核武装もそう、発電もそ
う、全て日本のコケ＊、日本人の利益を考えて判断しなきゃ
いけないでしょと、我々はね、そら。  
【自分】といって戦うために、サクライマコトがこの政党を
作って。 いろんなところから悪口を言われたり色々します
が、私はその理念に賛同して、この今党におります。 他の党
とか見て羨ましいなと思う時もあるんです。 先ほどももう何
人もスタッフがいてですね、素晴らしい状況でした。 我々な
んか数名で、常にやっております。 それでもいいんです。 
それでも、我々の言葉がみなさんに届いて、そうやって、必
ずみなさんの中で、我々と志を共にする人がいる、か、いつ
か必ずこの日本というものを立て直すんだと、思い、続けて
おります。 是非とも、一緒に戦いましょう。 是非一緒に戦
いましょう。 日本が日本であり続けるために、日本人が日本
人であり続けるために、日本の美しき未来を担う子供たちの
目が輝き続けるために。 そして、日本のすべての国民が豊か
になるために、日本第一党は、サクライマコトと共に、戦い
続けるんです。 どうもありがとうございました。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



74
天皇陛下の継承
は、＊を＊で＊の
＊で繋いでいく

【自分】スガワラミユキです。  
【自分】はい、みなさんこんばんは。  日本第一党＊、東京
選挙区スガワラミユキでございます。 日本第一党は、この選
挙におきまして、4つの＊となる公約を掲げております。 ま
ずは、天皇陛下の継承は、＊を＊で＊の＊で繋いでいくとい
うことです。 この日本っていう国、今期、2682年と長い月
に、長い歴史と文化がございます。 これは、天皇陛下の継承
を、お父様の血筋で守ってきたからなんです。 政権が、脈々
と、守ってきた、この日本の伝統、文化、歴史、世界に類を
見ないものです。 それを、我々の世代で壊すわけにはいかな
い。 守って、次の世代まで、繋げなければならない、それが
日本第一党、スガワラミユキでございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

75
消費税廃止、所得
税2年間免除

そして、日本第一党、消費税廃止、所得税2年間免除です。 
消費税導入より、30年間日本の経済を＊、そして、我々の賃
金は上がっておりません。 賃金が上がらないのに、この消費
税導入費、自民党はなんと言いましたか？ 社会保障費、社会
福祉に充てると申しました。 ところが、私たちの賃金から引
かれる健康保険、年金額、どんどん上がっています。 そし
て、年金をもらっている方の、年金額は、下がっています。 
私たちが、病院に通った時の負担額、消費税がなかった時、
1割負担でした。 消費税10パーセントの今、3割負担に増え
てるじゃないですか。 どこが社会保障費にあげたんですか。 
こんなのは大嘘です。 社会保障費が、＊せない、こんなの
は、大嘘です。 社会保障費に充てないので、な、充てないの
であれば。  
【自分】コノ＊消費財は廃止して構わないんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

76
私たちの暮らしが
苦しくならなくて
もいい

消費財額、私たちから絞ってる消費税額、これどこいってる
のか？ 大企業の法人税の減税を行いました。 この減税額と
ほぼいっしょ、穴埋めでしかないんです。 消費税を廃止し
て、この大企業のほうぜん、法人税を元に戻せば、消費税を
私たちが払わなくてもすむんです。 私たちの暮らしが、私た
ちの暮らしが苦しくならなくてもいいんです。

[75]「消費税廃
止、所得税2年間
免除」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

77
経済対策で一番簡
単なのは、消費税
の廃止

消費税、こちら1年間、いちね、1年間で私たちが大体消費税
を納めてる額、一人20万円といいます。 この20万円、1年に
すればわずか1万ちょっとです。 でもその分が手元に残るん
です。 その分が手元に残った、日本国民1億2000万の人が、
みなさん消費にむかったらどうですか？ お店、会社、売り上
げ伸ばします。 売り上げが伸びるということは、みなさんの
賃金にも反映されるんです。 お給料が上がっていきます、経
済の底上げです。 経済対策で一番簡単なのは、消費税の廃止
です。

[75]「消費税廃
止、所得税2年間
免除」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

78
選挙の時にくちだ
し、口先だけ言っ
ている

でも、どこの政党も今回言ってます。 減税する、廃止だ。 
もうすでに国会議員がいる政党ですよ。 なんでやらないんで
すか？ やる気がないからやらないだけですよ。 口先だけ、
選挙の時にくちだし、口先だけ言っている。

[77]「経済対策
で一番簡単なの
は、消費税の廃
止」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

79
みなさんの生活、
くらしや、暮らし
を守る

じゃあ、日本第一党はどうなのか？ 日本第一党は、みなさん
が、みなさんが押し上げてくれれば、できますよ、やります
よ。 私たちも一般庶民です。 みなさんと同じ立場です。 利
権がない、利権がないからジミントウ＊にも財務省にも問題
言えるんです。 日本第一党、この消費税を廃止し、2年間で
すが所得税も免除して、みなさんの手元に残るお金をまずは
増やします。 みなさんの生活、くらしや、暮らしを守るのは
日本第一党、このスガワラミユキです。

[78]「選挙の時
にくちだし、口
先だけ言ってい
る」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



80 日本人学生向け奨
学金は全額給付

そして、日本第一党は、日本人学生向け奨学金は全額給付い
たします。 今の日本人の大学生2人に1人、2人に1人がこの
貸与型奨学金制度を借りて大学に通っています。 高校を卒業
したばかりの子ども、18歳の若者が、学校に行きたい、学び
たいけどお金がないといって自らローン組むんです。 その
額、1人約400万円、400万円が平均だそうです。 18歳の若
者がいきなり400万円の借金を背負うんです。 そして、返し
終わるのは、大体20年かけるそうなんで、この人返し終わっ
たら42歳です。 もう中年ですよ。 そこからこの人結婚でき
るんでしょうか、家庭持てますか、お子さん、たくさん育て
られますか？ 日本の若者、日本の子ども、これが私たち日本
第一党は宝です。 学びたい、学びたいっていう人には、均等
に教育機会を与えなければならない。 だからこの、お金がな
いといって学校に行けない、そんな悲しいことはしてはいけ
ません。 日本第一党は、日本人学生向け奨学金制度は、貸与
型から全部、全額給付型にいたします。 そして、今まさに、
現在、この学生ローンを返しながら働いてる方、大変生活苦
しいと思います。  残債は免除いたします。 日本の若者、こ
れからの子ども、イマ＊生まれた赤ちゃんにまで、この。  
【自分】日本の未来が明るくなければ、この日本は衰退して
しまうんです。 若者がいない国は、若者のいない街、衰退の
一歩をたどるのみなんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

81
国防費GDP比3
パーセント以上、
そして自衛隊改革

日本第一党は、日本の若者を守ります、そして日本第一党、
この国防費GDP比3パーセント以上、そして自衛隊改革で
す。 自衛隊改革と致しましては、自衛隊員の保証を私たちの
馴染みのいいものにいたします。  そして私たちが、自衛隊
員お一人、お一人を尊敬できる、そんな保証にいたします。 
それにより、国民の＊をカエル＊ことで、国民が＊をカエテ
＊、自衛隊員の尊敬できる、そのようにしたいと思います。 
そして命を張って、私たちを守ってくれる自衛官、そして消
防士、警察官、こういった方々には公務員最高水準の報酬に
いたします。 そしてGDP比3パーセント以上にする国防費で
す。 国防費が今全然足りていません。 自衛隊の現状は、装
備品の、装備品の部品もない、代役もない、そんな状況で
す。 無駄だと言って、＊されて、防衛費がどんどんどんどん
少なくなってしまった。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

82
国防費を上げて、
装備品をしっかり
備える

これで、先ほどお話しがあったように、今まさにこの世の中
で、ウクライナとロシアの戦争が行われています。 ロシアが
北海道を攻めるんじゃないか、そういう噂もあります。 それ
は本当にいつ来るか分からないんです。 いざという時に、い
ざという時に、日本国民の命を救うため、守るため、ソノ＊
国防費を上げて、装備品をしっかり備える。  日本人、お一
人お一人の命が大切だと言っているのは、この日本第一党な
んです。 そしてスガワラミユキでございます、日本人のため
の唯一の政党、日本第一党、日本人が一番、日本人が一番優
遇されなければならない、そういって立ち上がった党でござ
います。

[81]「国防費
GDP比3パーセン
ト以上、そして
自衛隊改革」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

83
比例は日本第一
党、日本一とお書
きください

どうか皆さん、日本第一党、比例は日本第一党、日本一とお
書きください。 そして東京選挙区スガワラミユキでございま
す、皆さんと共に、皆さんと共に、この日本を変えていきた
い、日本人のための日本人が豊かで安全に暮らせる、そうし
た東京にして参りたい、日本にして参りたいと思います。 ど
うかよろしくお願いいたします、東京選挙区スガワラミユキ
でした。 ご清聴ありがとうございました。  
【自分】では皆さん、本当にありがとうございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



84
日本第一党、よろ
しくお願いいたし
ます

先ほどね、自民党のイマイエリコさん来た時に、ここでず
らっと記念撮影を撮りたいって並んでたんです。 是非ね、皆
さん私たちの記念撮影を撮りたいと思うように、宣伝してく
ださいね。 イマイエリコさんで、多分200、300人並んでま
す。 我々もね、＊イマイエリコさんのニ＊、300人＊、これ
からも頑張って参りますので、日本第一党、日本第一党、よ
ろしくお願いいたします、ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】日本一。  
【自分】＊でした。  
【自分】ご視聴いただきまして、誠にありがとうございま
す。 本日のね、街宣の方は、え、ここ錦糸町で、え、最終と
させていただきます。  
【自分】お疲れ様でした。  
【自分】毎日毎日暑いですので、皆様、あの、体調の方は、
え、十分お気を付けくださいませ。 え、熱中症、水分補給と
かですね、え、気をつけていただきたいと思います。 私たち
も、え、気を付けて、活動の方は、え、していきたいと思い
ます。 応援ありがとうございました、失礼いたします。 
【無音05:00まで】。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。


