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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

84%

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 ミユキ、ご支援願います

× 情報量少なめ
2 何よりも尊い命を守らなければな

らない あなた側の話量は54分が適切と判定されました

3 自衛隊という職業を、魅力ある職
業にする

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 なんとしても阻止しなければいけない

5 われわれとともに、この日本もう一度
立て直しましょう

6 日本という国が、本当に苦しい

7 その1票というものを、ぜひ信じていただき
たい

8 即刻話し合い、そして核武装というものを認
める

9 敬意を払い、そして国民にと＊憧れの職業と
なる必要

10 揃えた時、直す部品がない
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）

31.8語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ

4 OPEN
核武装の議論となりますと、まるで日本ではカコウカ＊のように忌み嫌われる方がいらっしゃい
ますが、しかしそれであると、これ以外のものを、どのように皆さんの家族を、守る人のいない
この国を守るんです？

4 CLOSED しかし、それ以外に何か他に方法があるんですカ＊？

5 OPEN
北方領土がとられた時だってそうである、ポツダム宣言を受諾し日本が不当退去を簡単にされた
状況はなんだった？

5 CLOSED
それも＊＊＊易々と渡す＊、そして一体何人の日本人が攫われて、一体何人の子女が強姦をされ
たのか？

8 OPEN なぜか？

20 CLOSED これで私たちの命守れるんでしょうか？

21 CLOSED ＊行政＊＊＊家庭持ちますか？

21 CLOSED 結婚できますか？

21 CLOSED 子供育てて＊ますか？

21 CLOSED ＊＊＊政治家は取り上げていますか？

25 OPEN 水道が民営化されるとどうなると思いマスカ＊？

33 CLOSED
そして先ほどもイイマシタ＊、このような日本の状況＊＊＊予測を＊状況、なぜ我々が知らない
か、なぜマスコミが言わないか分かりかますか、皆さん？



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　　 11トピック

もう少し、理由や根拠の掘下げが必要そうです

話題の数　15件
話順 説明の少ない話題　4件 話順 説明のある話題　11件

6 消費税と言うものをなんとしても廃止 5 何よりも尊い命を守らなければならない

13
敬意を払い、そして国民にと＊憧れの職業となる
必要

9
多文化共生などという言葉に皆さん、だまされて
はならない

14 これでは日本は変えられないですね 12 我々が努力をしなければならない
46 選挙戦、暑い中ですが頑張っていきたい 17 自衛隊という職業を、魅力ある職業にする

19 揃えた時、直す部品がない
22 ミユキ、ご支援願います
25 なんとしても阻止しなければいけない
26 我々一般庶民をダス＊だます横暴なんです
30 日本という国が、本当に苦しい
36 その1票というものを、ぜひ信じていただきたい

45
われわれとともに、この日本もう一度立て直しま
しょう



【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　　 11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）

5 説明のある話題 何よりも尊い命を守らなければならない

侵略をするジン＊というのは、日本に侵略をすると決
めた時に侵略をする。 北方領土がとられた時だってそ
うである、ポツダム宣言を受諾し日本が不当退去を簡
単にされた状況はなんだった？ それも＊＊＊易々と渡
す＊...

↓

1→ 具体的説明
日本第一党、比例代表候補、中村カズヒ
ロでございます

話者A：＊頑張ります、イキマショウ＊。 高井たかし
でございます。 れいわ新選組の参議院のシエン＊候
補、高井たかしでございます。 ＊＊＊高井たかしの
＊＊＊。 ＊＊＊。 こちら、新選組＊。 高井たかしで
ございます。  話者A：＊＊＊。 国民のみなさま、
＊、日本第一党の＊＊＊。 日本第一党は。  話者A：
＊ご通行中のみなさま、私が日本第一党、日本第一党
の＊。 私が日本第一党、比例代表候補、中村カズヒロ
で...

4→ 具体的説明
即刻話し合い、そして核武装というもの
を認める

核武装の議論となりますと、まるで日本ではカコウカ
＊のように忌み嫌われる方がいらっしゃいますが、し
かしそれであると、これ以外のものを、どのように皆
さんの家族を、守る人のいないこの国を守るんです？ 
日本第一党は戦争に反対し平和を希求する団体ではあ
りますガ＊、しかし忌憚ながら、他国からの脅威に関
しては、自国で自らを守る方法をとらなければならな
い、そのように皆様に訴えているんです。 私だって、
核というもの...

- -

6
説明の少ない話

題 消費税と言うものをなんとしても廃止

今、日本の中で、皆さん非常に苦しい生活が続いてお
ります。 ＊がどんどんどんどんと上がり＊＊＊さらに
下降する。 もうこのまんまではイ＊。  話者A：イツ
カセイカツヒガカワルカワカラナイトウジョウキョウ
デ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

9 説明のある話題
多文化共生などという言葉に皆さん、だ
まされてはならない

タノ＊、多様性、ダイト＊、他のものの文化を受け入
れるということは、他の文化を尊重するということ
は、日本の文化を壊すんじゃナイデス＊。 多文化共
生、多文化共生、日本人が何かをウル＊とワレワレノ
ヨウニ＊、...

←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

↓

8→ 具体的説明 多文化共生というものは、不可能

一方、＊＊＊。 日本が＊入学生制度と＊＊＊。 そし
てこの外国人たちは入学をしてくるときに、＊＊＊。 
学費、生活費まで、4年間で約1000万円、＊です。 そ
してこの1000万円というものは、返済が不要です。 
＊＊＊。 日本の宝とは、外国から来る留学生＊。 こ
んな日本に＊、日本の＊、外国人留学生なんだよ。 
＊＊＊。 ＊＊＊おりま＊。 みなさん、これから
＊＊＊。 外国人をどんどん＊したい。 留学生をど
ん...

- -

12 説明のある話題 我々が努力をしなければならない

しかし我々が何を言いたいのか＊何を言いたいのかと
いうと日本は日本なんだということなんです。 この日
本というものが日本というこのキョウドウタイ＊が永
遠に続いていくように我々が努力をしなければならな
いとい...

←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

↓



11→ 具体的説明 日本というものを取り戻したい

話者A：この日本では日本人を大切にしてクレ＊。 ＊
日本では日本＊を貫くべきだということを我々は＊。 
全ての国民が全ての国民が豊かになるように日本の未
来を担う子供たちの未来、＊カガヤキ＊続けるよう
に。 そして先程の核武装＊日本人の＊他国に奪われて
はならない、それを皆様にこのような形でお伝え＊。 
美しいクルマモナケレバ＊たくさんの＊決して
＊＊＊。 しかしながら我々共に一同、必死でこの国を
守りたい、もう...

- -

13
説明の少ない話

題
敬意を払い、そして国民にと＊憧れの職
業となる必要

話者A：災害救助の＊が尊い仕事として繋がるとい
う。 このエイカン＊に対し、我々は最大限の敬意を払
わなきゃいけない、我々はそう言いたい。 自衛隊の給
与というものは公務員最高のものではなく、なくては
ならな...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

14
説明の少ない話

題 これでは日本は変えられないですね

日本の安全保障としても届いてないんです。 原発がど
うの、原発がどうのと僕は言いました。 確かにこの原
発は、問題は多いです。 メルトダウンしたら誰も止め
られな、止められない、しかしながら今日も忘れられ
て...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

17 説明のある話題
自衛隊という職業を、魅力ある職業にす
る

日本第一党、日本第一党＊＊＊。 皆さんのテモト＊に
残るため、オコナウ＊皆さんの＊＊＊ます。 先ほど、
令和というところ＊ました。 ＊＊＊けど、たしか、た
しか5パーセントと＊気がするんですけど、＊でしょ
う...

←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

↓

15 → 具体的説明
貧困化されている、そしてどんどん崩さ
れている

皆さんが選挙に興味を持たない、選挙に投票しない、
まだ自民党に入れる、その他野党に入れる、ソレダケ
ジャ＊日本は＊できないんです。 皆さん、自民党
＊＊＊ですか。 今、このように日本貧困が、コクミン
ガ＊貧困化されている、そしてどんどん崩されてい
る。 それが＊皆さんに気付かれないように＊けて、ど
んどん日本＊奪っているんです。 ＊＊＊、そして、今
回ロシアとウクライナの戦争で＊小麦粉が手に入らな
くなりました。...

16→ 具体的説明 それを正すのは＊しかありません

日本で唯一取れる、唯一取れる食料は米だけです。 ＊
これが、このロシアとウクライナの戦争が＊なった
と、なったゆえに、なった時モ＊戦略的にこの種を輸
入できなくなった時、日本の食料米しかないんです
よ。 これが＊自民党です。 そして、＊の外国人労働
者を大量に受け入れ、＊＊＊日本人の雇用も奪われて
ます。 それやったのも自民党。 どんどん日本人が苦
しくなる。 そういう＊たのが自民党政権です。 そし
て、それに反...

- -

19 説明のある話題 揃えた時、直す部品がない

そして魅力ある職業にして、子供たち、子供たち、若
者たちが、自衛官になりたい、警察官になりたい、消
防士になりたい、そういう子供たちが増え＊、若者が
増えた時、私たちの安全保障が＊です。 そして
＊＊＊、自衛...

←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

↓

18→ 具体的説明 公務員最高水準の報酬にいたします

そして、日本人1人1人が、自衛官を尊敬＊＊＊する。 
そして、報酬もです。 報酬も上げます、それは、ええ
と自衛官だけではなく、＊＊＊私たちを守ってくれる
自衛官、警察官、消防＊の方々も。 公務員最高水準の
報酬にいたします。...

20 → 具体的説明
国防費をG＊＊に3パーセント以上にし
て、備えます

これで私たちの命守れるんでしょうか？ 国民の命、命
が大切なんです。 国民の命を守るために、自衛隊、自
衛隊の防衛費、国防費、＊、3パーセント以上にし。 
しっかりと備えて、いざという時しっかり備え＊、国
民の命を最大、最大に守る、最大限の、1番の、1番守
らなければいけない＊です。 日本第一党、国民の命を
守るため、国防費をG＊＊に3パーセント以上にして、
備えます。...

- -

22 説明のある話題 ミユキ、ご支援願います

そして、最後になりますが、天皇陛下の＊＊＊す。 
＊＊＊いたします＊で数えますと、2682年です。 
＊＊＊日本の素晴らしい伝統、文化、歴史です。 
＊＊＊守ってまいりました。 我々の＊で、これを＊わ
けには...

←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

↓



21→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

日本第一党、日本人＊＊＊は、全額＊い
たします

そして日本第一党、日本人＊＊＊は、全額＊いたしま
す。 今の大学生、日本人の大学生、＊、この＊＊＊、
大学に通っております。 ＊奨学金は、＊なければなり
ません。 学生の＊。 高校を卒業した18歳の若者が、
いきなり400万円の借金を背負って、この400万円は
＊ですけれど、400万円の借金を背負って、大学に
通って、20年かけて返すわけです。 返し終わったら
42歳で＊。  話者A：＊ですよ。 ＊行政＊＊＊家...

- -

25 説明のある話題 なんとしても阻止しなければいけない

水道が民営化されるとどうなると思いマスカ＊？ JR
は絶対赤字路線を廃止しないと言いながら＊、値上げ
はしない＊＊＊そんなの嘘じゃない、国民の＊＊＊と
いうものが＊＊＊この水道民営化によって、人の命ま
でも落...

←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

↓

24→ 具体的説明 絶対に赤字路線を廃止になんかしません

話者A：このクレタモノヲ＊、2人で、3人で、4人
で、5人で＊＊＊ならない、＊＊＊ならない、＊＊＊
突き進み、それをもとに突き進み、生活を見出すの
が、今の日本が＊＊＊という、この＊＊＊JRが民営化
された、郵便省が民営化された、その時にしっかり民
主党は国民に約束をしたんです、絶対に赤字路線を廃
止になんかしません、赤字の＊＊＊しません、国民の
＊＊＊そして、今、皆さん、皆さんに今待っているの
は水道の民営化と...

- -

26 説明のある話題
我々一般庶民をダス＊だます横暴なんで
す

そして皆さん、JRが民営化されたとき、郵便局が民営
化されたトキ＊、さまざまなものが民営化サレテイル
＊、必ずそこにキーワードアル＊、赤字ダ＊。 赤字ダ
＊、赤字だから民営化して、効率的なケイカク＊しな
きゃ...

←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

↓

27 → 具体的説明
一番大きなコトトイウノハ＊、我々が生
活が苦しい

話者A：そして、アカジ＊が悪い、赤字が悪いとだま
すこの日本、キイテ＊ください。 赤字のものが全て悪
い＊＊＊。 ＊＊＊赤字だろう＊。 お前らドーム＊を
悪＊＊＊。 ＊＊＊、我々はもう、＊＊＊にうそをつか
れ、その中で洗脳されている。 そして、ジッコウシン
トッテ＊一番大きなコトトイウノハ＊、我々が生活が
苦しい。...

- -

30 説明のある話題 日本という国が、本当に苦しい

この日本という国が、本当に苦しいんですよ。 住宅
ローンッテカイテ＊、住宅ローン。 実は＊最近＊お話
を聞いたんですけども、今住宅ローンの該当者は
＊＊＊住宅ローンの該当者は通常＊4バイトイウコト
＊。 でも...

←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→ 具体的説明 我々も一緒に声を出さなきゃいけない

皆さんの責任ではない、皆さんがどのように税率を決
めるのか、皆さんがどのように＊財政を決めるのか、
こんなこと出来ないじゃない。 これは国家の責任であ
り、皆さんの責任ではない。 皆さんが生活で苦しい、
借金で苦しい、働いても働いても苦しいんだという事
は、自己責任ではないと我々は＊。 もう日本人はこの
自己責任という言葉に、＊陥ることなく、縛られるこ
となく、我々も一緒に声を出さなきゃいけないんで
す。...

31→ 具体的説明
日本っていうのは、もう既に先進国とは
言えない

日本っていうのは、もう既に先進国とは言えない
＊＊＊です、本当に悲しいことです。  私は10代の頃
から先進国＊おりましたけど、今コンテナ船とかが大
型＊＊＊コンテナ＊日本の港を＊ことができないんで
す。 なんとか港におろして細かく分けていかなく
ちゃ、日本は受け入れられないんです。 もう、インフ
ラ、こういう＊が一流じゃないのが日本の状況で
す。...

- -

36 説明のある話題
その1票というものを、ぜひ信じていた
だきたい

そして、日本というのは民主制度国家です。 民主制度
国家というものは、政治というものは、皆さん、お1
人お1人が、＊＊＊その大きなものが選挙です。 ぜひ
とも皆さん、投票に行っていただきたい。 日本代表
は、...

←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
不安定な国の投票率というのは、低いま
ま

皆さん、新聞を見てください、インターネットを見て
ください、誰が＊＊＊ほとんど変わらないです。 な
ぜ、今こんな時に分かろうとしない、統計の、統計
は、統計＊＊＊と言うのは、なぜここまで＊。 前回の
＊＊＊サクライマコト、我々＊っていうものを、トチ
ジセンニ＊、＊＊＊をされながら、＊＊＊なんか知ら
ないけど、＊＊＊と言われタンダ＊。 そういう＊＊＊
皆さんから1票いただきました、でもそのジキ＊
我々、ヒョウ＊の＊...



37→ 具体的説明
日本とは、皆さん、お1人お1人のこと
なんですよ

そして、投票率が＊＊＊真の政治改革に繋がる。 投票
率が上がって、上がって、上がっていくこと＊このナ
カムラカズユキが国会議員、唯一の方法かもしれな
い。 投票率が上がっていくということが、日本を
＊＊＊政治を叩き落とす唯一の方法かもしれない。 そ
の＊皆さん、お1人お1人が持ってる。 先ほども申し
ました。 日本とは何。 日本とは、皆さん、お1人お1
人のことなんですよ。 日本人とは何。 日本人とは、
もうなく...

- -

45 説明のある話題
われわれとともに、この日本もう一度立
て直しましょう

＊のみなさん、われわれとともに、この日本もう一度
立て直しましょう。 日本が日本であり続ける、日本人
が日本人であり続ける、そして日本の未来を担う日本
の子供たちの目が誰よりも輝き続けるほど、そして全
ての日...

←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

↓

44→ 具体的説明 コレガ＊がマスコミの実態です

数年前になりますが、私がある講演会で、われわれは
命をかけてこれをやらなければならないと表現をした
んです。 その時、新聞に書かれました。 日本第一党
のナカムラタケオ＊は自殺を扇動する。 桜井誠がその
講演会でいったんです。 この法律を作った者は、もし
日本人がこの真実をしんだ、知った時、首をかかれる
というような覚悟をもってやったのかと。 桜井誠が、
人を殺せと言ってる。 この、コレガ＊がマスコミの実
態です...

- -

46
説明の少ない話

題 選挙戦、暑い中ですが頑張っていきたい

話者A：【無音00:35まで】。 えっと、ご視聴いただ
きましてありがとうございました。 えー、こちらです
ね、今日、えー、吉祥寺のところで、えー、最後の街
宣活動をさせていただきました。 えー、私たちが始...

←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

日本第一党、比例
代表候補、中村カ
ズヒロでございま
す

【自分】＊頑張ります、イキマショウ＊。 高井たかしでござ
います。 れいわ新選組の参議院のシエン＊候補、高井たかし
でございます。 ＊＊＊高井たかしの＊＊＊。 ＊＊＊。 こち
ら、新選組＊。 高井たかしでございます。  
【自分】＊＊＊。 国民のみなさま、＊、日本第一党の
＊＊＊。 日本第一党は。  
【自分】＊ご通行中のみなさま、私が日本第一党、日本第一
党の＊。 私が日本第一党、比例代表候補、中村カズヒロでご
ざいます。 どうぞよろしくお願いいたします。

[5]「何よりも尊
い命を守らなけ
ればならない」
についての具体

的説明

2 他の国は何もして
くれない

サテミナサマ＊、みなさまがご存じのように、ロシアという
国がウクライナに侵略をいたしました。 これで、ロシアが正
しい、ウクライナが正しいという意見ではなく、われわれ
に、ハッキリトワカッタコトガ＊1つあったんです。 それ
は、核を持つ国が核を持たない国に侵攻していた場合、他の
国は何もしてくれないということなんです。 経済制裁はシマ
シタ＊、武器キョウヨ＊は＊、そのように言う方もいらっ
しゃいます。 しかしウクライナの善良なる民は、一体何人殺
されてしまったノカ＊。 ウクライナの市民の＊、殺されてし
まったんじゃない＊。 ウクライナという国、ソモソモハ＊核
保有国だった。 しかしながら、アメリカとかイギリスが＊核
を廃棄しろということで、核を廃棄いたしました。 その時交
わした約束が、もし核保有国があなたの国に＊攻め入ってき
た時には、われわれが守ってやる＊＊＊。  ところが、見て
ください、何が起こったのか。 アメリカというモノ＊は、ミ
ズカラ＊の本土に対し、1万分の1でもミサイルが届く可能性
があるなら戦わないんです。 ウクライナの民は、無残にも殺
され、その原因は何かと申しますと、ウクライナという国が
自らの国民の命、自らの国の安全というものを他国に委ねて
しまった、それが一番の原因なんです。

[4]「即刻話し合
い、そして核武
装というものを
認める」につい
ての理由・ニー

ズ

3 核武装しかない

一方、我が国日本見てみましょう。 我が国日本には北朝鮮が
ミサイルをうち続ける、核保有国＊中国、尖閣諸島＊マギレ
モナイ＊核保有。 ロシア、北方領土が返ってこない、核保
有。 その＊。  
【自分】コンナ＊状況の中で、我々はどのように国民の生活
を安全を守るノカ＊。 我々はどのように皆さんの愛する家族
を守るかと考えた時に、日本第一党は、日本が世界一の抑止
力を持たなければならない、日本が強くならなければならな
いということを皆様に申し上げます。 その思いをタカクシテ
ハ＊核武装しかないんであります。

[4]「即刻話し合
い、そして核武
装というものを
認める」につい
ての理由・ニー

ズ



4
即刻話し合い、そ
して核武装という
ものを認める

核武装の議論となりますと、まるで日本ではカコウカ＊のよ
うに忌み嫌われる方がいらっしゃいますが、しかしそれであ
ると、これ以外のものを、どのように皆さんの家族を、守る
人のいないこの国を守るんです？ 日本第一党は戦争に反対し
平和を希求する団体ではありますガ＊、しかし忌憚ながら、
他国からの脅威に関しては、自国で自らを守る方法をとらな
ければならない、そのように皆様に訴えているんです。 私
だって、核というものが素晴らしいものとは皆さんに申し上
げません。  しかし、それ以外に何か他に方法があるんです
カ＊？ 憲法9条があるじゃないかという、とぼけた連中がい
ますが、憲法9条の不戦の誓いなどというものは、侵略をし
てくる国にとってなんでもナイ＊ものです。 侵略してくる国
が来る時、憲法9条を皆さん見せてごらんなさい、鼻で笑っ
て踏み潰されるだけですよ。 この憲法9条という、この、ま
るでこれが侵略を止められるかのように、例えば共産党であ
るとかそのように言うガ＊、そんなことありえないんです
よ。 どのように、どのようにして国民の命を守るのかという
ことは、そこにタブーヲツクロ＊、話し合わなきゃいけない
と、即刻話し合い、そして核武装というものを認める以外に
この日本が安全になることはない、断言できます。

[5]「何よりも尊
い命を守らなけ
ればならない」
についての具体

的説明

5
何よりも尊い命を
守らなければなら
ない

侵略をするジン＊というのは、日本に侵略をすると決めた時
に侵略をする。 北方領土がとられた時だってそうである、ポ
ツダム宣言を受諾し日本が不当退去を簡単にされた状況はな
んだった？ それも＊＊＊易々と渡す＊、そして一体何人の日
本人が攫われて、一体何人の子女が強姦をされたのか？ それ
が世界の現実だということを皆様に申し上げてるんです。 憲
法9条があれば話し合いでなんとかなるよ、話し合いでなん
とかなるものならば、この世に戦争はない、我々は申し上げ
ます。 私達が申し上げたいことは、これは国民の命を、何よ
りも尊い命を守らなければならない、それを皆さんに申し上
げてるんです。

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。



6
消費税と言うもの
をなんとしても廃
止

今、日本の中で、皆さん非常に苦しい生活が続いておりま
す。 ＊がどんどんどんどんと上がり＊＊＊さらに下降する。 
もうこのまんまではイ＊。  
【自分】イツカセイカツヒガカワルカワカラナイトウジョウ
キョウデ＊今、マダ＊＊＊＊。 ＊セイカツヒツジュヒン＊、
＊＊＊コドモハモノヲカッタ＊、＊モノヲカッタ＊。 我々の
ような、一般庶民がものを買った、同じものを買＊。 そして
このギョウセイ＊の大きな問題の1つとして、＊＊＊ショウ
ヒゼイノ＊＊いう問題があるんです。 例えばネンシュウガヤ
ク＊200万円以下のカタガ＊その方たちが生活必需品を購入
するのに、その収入のほとんどを使ってしまう。 ＊5パーセ
ント＊＊、でもそのジュンバンヲ＊お金が減って＊2000万
円、＊2000万円であ＊。 我々一般ショ＊、イチニチサンカ
イ＊＊1日30回かかる人はいない。 例えば我々がトイレット
ペーパーを＊するのに、＊毎日ジュッコ＊使うなんて＊はい
ないんです。 だからこの生活必需品、カカルコノショウヒゼ
イ＊というものは大きな問題＊。 先程から申し上げておりま
す、＊のコウトウ＊、ソシテソノショウヒゼイ＊。 この円安
も含めこれを解決するという方法は、ただ1つしかないんで
す。 こ＊、テッテイシタテッテイナンデス＊。 テッテイシ
タテッテイト＊、テッテイシタ＊国民に対するキュウフ＊に
よって初め＊実現できる。 本来この日本、＊円安や物価の高
騰と＊言うものは何も怖い事デ＊は無いんです。 これを怖い
ものにしてるのは、ジユウミンシュトウ＊＊。 ＊、自由民主
党は我々の＊であり、にっ日本共産党は＊をむさぼり食う、
それが共産党。 その他野党は＊に＊日本の＊ことを、皆様に
訴えています。 この消費税と言うものをなんとしても廃止し
なければならない。 ＊この消費税と言うものは、何としても
廃止しなければならないんです。 そして＊のナカデ＊飲食店
がいじめ＊、その＊多くの飲食店がございます。 ＊イジメヌ
カレタ＊、＊でコロナとイウ＊。  
【自分】＊ハッキリト＊活動が活発にナル＊。 100億円
＊＊＊我々は＊＊＊。 その＊＊＊。 多くの＊＊＊多くの＊
が職を失い、多くの＊＊＊そして多くの＊が＊＊＊。 しかし
なぜこの飲食店だけ儲かって＊＊＊。 なぜここ＊＊＊。 こ
れは＊＊＊現実なんです。 ＊＊＊飲食店というのはナンモコ
ワクナイ＊＊＊＊。 なぜ、なぜ＊＊＊。 ＊＊＊。 ＊＊＊。 
＊＊＊。 ＊＊＊。 だから＊＊＊。 シカシ＊飲食店＊＊＊。 
この＊＊＊飲食店での＊＊＊。 ＊＊＊。 ＊＊＊コイケユリ
コ＊＊＊。 そしてナント＊150名が飲食店＊＊＊笑顔で挨拶
＊＊＊。 ＊＊＊皆さんがこれを変えて＊＊＊我々は申し上げ
て＊。 ＊＊＊。 ＊＊＊。 だから日本＊＊＊。 そして所得税
をニネンカン＊＊＊＊所得税＊＊＊我々は訴えてるんです。 
＊＊＊日本ダイヒョウ＊は＊＊＊。 誰かが使ったお金という
＊誰かが使うお金というものは＊＊＊。 クニ＊が使ったお金
というものは、必ず国民のシュウニュウニナル＊。 国の赤字
デ＊国民の黒字カ＊。 ＊今＊＊＊日本経済、日本の＊という
ものを皆さんの＊＊＊。 ショトクゼイ＊はニネンカンメン
ジョ＊＊＊＊。 消費税を廃止する。 所得税を免除する。 ソ
レニヨッテ＊もう一度＊＊＊日本の＊もう一度取り戻そう
ジャナイデスカ＊。 ミナサン＊。  
【自分】＊に、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。

7
お金の問題で諦め
る子がいる

さてみなさん、この＊問題についてですが、今若者の中で、
本当は高校に行きたかったんだよ。 本当は大学行きたかっ
た。 本当は大学院でさらに勉強したかったって子供たちが、
お金の問題で諦める子がいる。 ＊＊＊、日本にも広がってい
たんじゃないかと言いますが、この奨学金というもの、
＊＊＊、＊＊＊保証人＊＊＊。 その証拠に、4年間大学に
通って奨学金を＊場合、約400万円から＊ことになって＊だ
そうです。 ＊大学の＊＊＊、もう人生が＊800万円の、800
万円の借金です。 とんでもない＊じゃないです。 ＊＊＊だ
けで返済を＊。

[8]「多文化共生
というものは、
不可能」につい
ての具体的説明



8
多文化共生という
ものは、不可能

一方、＊＊＊。 日本が＊入学生制度と＊＊＊。 そしてこの
外国人たちは入学をしてくるときに、＊＊＊。 学費、生活費
まで、4年間で約1000万円、＊です。 そしてこの1000万円
というものは、返済が不要です。 ＊＊＊。 日本の宝とは、
外国から来る留学生＊。 こんな日本に＊、日本の＊、外国人
留学生なんだよ。 ＊＊＊。 ＊＊＊おりま＊。 みなさん、こ
れから＊＊＊。 外国人をどんどん＊したい。 留学生をどん
どん雇用したい。 なぜか？ 日本人の若者＊、外国人の
＊＊＊。 日本人よりも、外国人の方が優秀なんだ＊＊＊。 
こんなもんを皆さん＊＊＊。 日本＊＊＊。 日本の宝とは、
日本の＊。 日本の宝とは、日本＊＊＊。 そして今この奨学
金によって、この奨学金の負担によって、破綻を選んでいる
若者たちも＊。 日本の宝である、日本の＊＊＊。 なぜ
＊＊＊。 日本の宝である日本人が学ぶのに、なぜその人生に
＊＊＊。 なぜ外国人が＊＊＊。 なぜ日本の＊はここまで
＊＊＊。 我々日本代表は、＊。 とんでもないことなんで
す。 今＊＊＊。 卒業＊。  
【自分】＊な子供たちが＊いるだけなんです。 何で、コロナ
ノギムハ＊、自民党は日本銀行タテナイン＊ですか。 日本の
制度の日本人の＊です、コロノヨウナガイシツモナイデス
＊。 ＊ような＊ないです、＊、日本人はドコヘイッタラ＊、
ニコゴリヲ＊持つのは、＊じゃないンダ＊。 自民党の責任ダ
＊、われられ日本社民党はこの今も＊＊＊が、＊＊＊の、
ショウガクキンヘノカイザイ＊、リュウフアタリナイ＊、そ
れを見ながら＊に、皆さん、ミツヅケルフタイ＊んです。 左
翼といわれる政党ハモウ＊、いい加減なことは言い放題ジャ
ナイ＊、今、外国人の問題も話しましたら、多文化共生など
という言葉が、この日本でまるで美しい言葉のヨウニ＊語ら
れております。 私はその多文化共生という考え方＊、真っ向
から反対してル＊、この多文化共生というものは、不可能な
＊皆さまにご説明シマス＊。

[9]「多文化共生
などという言葉
に皆さん、だま
されてはならな
い」についての

具体的説明

9

多文化共生などと
いう言葉に皆さ
ん、だまされては
ならない

タノ＊、多様性、ダイト＊、他のものの文化を受け入れると
いうことは、他の文化を尊重するということは、日本の文化
を壊すんじゃナイデス＊。 多文化共生、多文化共生、日本人
が何かをウル＊とワレワレノヨウニ＊、タムシンジャ＊だと
いわれる。 ジャア＊、皆さんに聞きますよ、ココニ＊、多文
化共生が可能であるならばエルティービーティー＊当事者と
＊＊＊共存ができるの、できるわけないじゃない。 ソレゾレ
ノ＊文化を尊重することは大切なんです。 シカシナガラ＊、
日本の文化を破壊するコノヨウナヒョウ＊というものは、絶
対に認めてはならないんだ＊。 主に男女共同参加ノジンケン
カクメイ＊、＊ますが、多文化共生などという言葉に皆さ
ん、だまされてはならない。 多文化共生、何となくかっこい
いヒビキ＊かもしれない。

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。

10
SDGsは貧困を撲
滅しようと言って
る

でも、だまされてはいけないんです。 SDGsも同じですよ、
皆さん。 SDGsは貧困を撲滅しようと言ってるんです。 貧困
を撲滅しよう、カレラノシソウトイウコトハ＊、貧困者を撲
滅しろと言ってルンデス＊。 貧困の撲滅を真剣に語っている
のが、＊、日本代表であり、貧困者の撲滅を＊てるのがSDGs
だと。 これほど残酷な日本になってしまった。 この日本と
いう、ニセンネンタツ＊、ソマラナイ＊国でありながら、こ
のテンドウ＊、＊＊＊ようになってマス＊。 弱い者がさらに
弱い者を探し、そのさらに弱い者をたたく。 さらに弱いもの
を探して踏みつける、それが今の日本になってしまったん
じゃないか。 コノママダト＊、今は、日本の貧困が、日本の
政治というものがかじ取りを大きく間違えているから、この
ようなモノ＊になる。 このヨウニ＊、共産党はエンモ＊、
＊＊＊政党が、＊というものが、ソモソモ＊許せることでは
ないんです。 われわれに日本ダイ＊は、皆さまに申し上げて
ること、非常に簡単に、日本人で、この日本という国は日本
人に決めさせてくれ。

[11]「日本とい
うものを取り戻
したい」につい
ての具体的説明



11 日本というものを
取り戻したい

【自分】この日本では日本人を大切にしてクレ＊。 ＊日本で
は日本＊を貫くべきだということを我々は＊。 全ての国民が
全ての国民が豊かになるように日本の未来を担う子供たちの
未来、＊カガヤキ＊続けるように。 そして先程の核武装＊日
本人の＊他国に奪われてはならない、それを皆様にこのよう
な形でお伝え＊。 美しいクルマモナケレバ＊たくさんの＊決
して＊＊＊。 しかしながら我々共に一同、必死でこの国を守
りたい、もう日本＊日本トイウツヅケ＊、日本人が日本人で
あり続けるということですら難しい。 ＊＊＊日本＊なんとし
ても日本というものを取り戻したい。 日本とは何か、日本と
は何かと問われれば日本は皆様を＊日本である。 日本人とは
何かと問われれば＊今＊そしてこれから生まれてくる子供た
ちまで日本人ダ＊。 ならば皆様に＊日本で＊我々は日本で生
まれて日本で死んでいく日本人。 そして日本人であるならば
この日本を＊責任があるんだろうなと我々は＊。 ＊我々は日
本人であるならばこの日本というものを次の世代に引き継い
でいかなケレバ＊ならないだろう。 ＊＊＊多くの＊多くの＊
我々＊＊＊。

[12]「我々が努
力をしなければ
ならない」につ
いての具体的説

明

12 我々が努力をしな
ければならない

しかし我々が何を言いたいのか＊何を言いたいのかというと
日本は日本なんだということなんです。 この日本というもの
が日本というこのキョウドウタイ＊が永遠に続いていくよう
に我々が努力をしなければならないということ＊日本
＊＊＊。 ＊を＊に＊今日本の中で＊というのが＊＊＊。 若
い＊＊＊ブキヲチュウトウチカラ＊＊＊＊。 その＊ただ1人
も＊てもケイタイノデータハ＊＊なぜツカワナイカ＊わかり
ます。 今日から＊＊＊我々の＊我が国の＊。

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
敬意を払い、そし
て国民にと＊憧れ
の職業となる必要

【自分】災害救助の＊が尊い仕事として繋がるという。 この
エイカン＊に対し、我々は最大限の敬意を払わなきゃいけな
い、我々はそう言いたい。 自衛隊の給与というものは公務員
最高のものではなく、なくてはならない＊＊＊我々はだから
敬意を払い、そして国民にと＊憧れの職業となる必要がある
ということを申し上げてるんです。 ソレホドトウジ＊、日本
中のツワモノ＊のケイサツカン＊海の治安を守る海峡をホウ
イ＊した。 そして我々＊なのは、駆けつけてくれる救急隊の
皆さん。 ソウオモッタ＊すべての日本の国を守る為の職業が
我々は最大限の敬意をも＊最大限の敬意を持って処するべき
なんです。 そして、その者達の条件も公務員最高のものにし
なければならないですよ。 当然のことです。 それを国民が
認める、皆さんのように、国民がそれを認めるということが
安全保障だ。 食の安全保障、エネルギー安全保障、そして軍
事的安全保障というのがございます。

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。



14
これでは日本は変
えられないですね

日本の安全保障としても届いてないんです。 原発がどうの、
原発がどうのと僕は言いました。 確かにこの原発は、問題は
多いです。 メルトダウンしたら誰も止められな、止められな
い、しかしながら今日も忘れられているのは、何か分かりま
す。 この日本で電気が足りないということを＊されてるんで
す。 シタガッテ＊これが秋に＊電気が足りないという＊。 
何をすればいいんです。 太陽光発電というものが＊中国の人
間＊。 一生懸命政治家達が取り組んで＊＊＊したら、誰も止
めることは出来ない。 その寿命を迎えたときに、どのように
処理をしていいか分からないヨウス＊。 そして何よりもその
ヒンド＊は東京で実は大問題になり、このヒ＊は40パーセン
トの電力を太陽光で＊。 ＊ヒョウカ＊ぶったら、なんと4
パーセントに落ちた。 これほど不安定なものを、これほど不
安定なものをエネルギーとは出来ない。 一部で＊いいかもし
れない。 安定的なエネルギー＊というのは、＊。 ＊＊＊こ
とによって、どういうことを＊。 命をツナグ＊、ツナグ＊と
いうことも考えなければならないんです。 そして今日本は
＊＊＊我々＊ているんじゃなくて、＊。 もう政治すら十分
じゃないと＊＊＊ない。 我々は日本ダイヒョウ＊日本ダイイ
チシュギ＊を掲げ、皆様に常にこのようなお話をさせていた
だきます。 今から東京の＊＊＊。 このような、こちらでお
話をさせていただきます。 本当は名前を＊皆さん、選挙の
ルール＊＊＊ので、＊＊＊をしてるんですが、敢えて今日は
言わないようにした＊。  
【自分】＊＊＊代表、東京都選挙区＊今からお話しさせてい
ただきます。 ありがとうございました。  
【自分】はい。 ＊＊＊、コンバンハ＊。 ＊＊＊カイデス
＊。 ＊＊＊。 皆さんは私たちの＊＊＊を担う＊、でも、熱
心に足を止めて聞いて頂ける方もいらっしゃいますが、多く
の方は行き過ぎてしまいます。 これでは日本は変えられない
ですね。

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。

15
貧困化されてい
る、そしてどんど
ん崩されている

皆さんが選挙に興味を持たない、選挙に投票しない、まだ自
民党に入れる、その他野党に入れる、ソレダケジャ＊日本は
＊できないんです。 皆さん、自民党＊＊＊ですか。 今、こ
のように日本貧困が、コクミンガ＊貧困化されている、そし
てどんどん崩されている。 それが＊皆さんに気付かれないよ
うに＊けて、どんどん日本＊奪っているんです。 ＊＊＊、そ
して、今回ロシアとウクライナの戦争で＊小麦粉が手に入ら
なくなりました。 とても値上げで高くなりました、小麦粉製
品。 この＊＊＊そういうものも＊、＊したおかげで、日本、
日本、今＊がトレ＊なりました。 ＊が全部＊です。

[17]「自衛隊と
いう職業を、魅
力ある職業にす
る」についての

具体的説明

16
それを正すのは＊
しかありません

日本で唯一取れる、唯一取れる食料は米だけです。 ＊これ
が、このロシアとウクライナの戦争が＊なったと、なったゆ
えに、なった時モ＊戦略的にこの種を輸入できなくなった
時、日本の食料米しかないんですよ。 これが＊自民党です。 
そして、＊の外国人労働者を大量に受け入れ、＊＊＊日本人
の雇用も奪われてます。 それやったのも自民党。 どんどん
日本人が苦しくなる。 そういう＊たのが自民党政権です。 
そして、それに反対しない野党も一緒、今の＊です。 皆さん
が＊ない、だから、そういう＊になったんです。 それを正す
のは＊しかありません。 リケンモナイ＊、そして私たちも一
般庶民、皆さんと同じ立場だから＊＊＊です。

[17]「自衛隊と
いう職業を、魅
力ある職業にす
る」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



17
自衛隊という職業
を、魅力ある職業
にする

日本第一党、日本第一党＊＊＊。 皆さんのテモト＊に残るた
め、オコナウ＊皆さんの＊＊＊ます。 先ほど、令和というと
ころ＊ました。 ＊＊＊けど、たしか、たしか5パーセントと
＊気がするんですけど、＊でしょうか。 とても＊よくわかり
ました。  
【自分】そして＊党は5パーセント＊みなさんの生活を守＊
言ってました。 だったら廃止しろってことですよ。 ＊国会
＊＊＊。 やってくださいよ、＊私＊、私たち日本＊だって、
選挙に出なくたっていいんです。 まともな政治家がいれば、
私たちが手を挙げる必要はなかったんです。 いないから日本
第一党が立ち上がったんです。 日本第一党が、＊＊＊。 ＊
けて、頑張ります。 そしてですね、所得税も、こちらも2年
間の免除です。 みなさんの生活を守る、みなさんの暮らしを
守る、それを第一に考える、日本第一党でございます。 日本
第一党、＊＊＊3パーセント以上を掲げ、そして自衛隊改革
も行います。 今、自衛隊、先ほどのお話であったように、自
衛隊員、大変人気がない、人気がない職業になってしまった
ようなんです。 自衛隊員が全然＊ってきません。 日本人1人
を守るのに、＊全然足りてないんですね。 ですので、今自衛
隊改革をし、自衛隊という職業を、魅力ある職業にする、日
本の若者、子供たちが自衛隊員になりたい、＊＊＊改革をい
たします。 ＊は、＊を変えて、私たち日本人の馴染みのいい
ものにします。

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。

18
公務員最高水準の
報酬にいたします

そして、日本人1人1人が、自衛官を尊敬＊＊＊する。 そし
て、報酬もです。 報酬も上げます、それは、ええと自衛官だ
けではなく、＊＊＊私たちを守ってくれる自衛官、警察官、
消防＊の方々も。 公務員最高水準の報酬にいたします。

[19]「揃えた
時、直す部品が
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。

19 揃えた時、直す部
品がない

そして魅力ある職業にして、子供たち、子供たち、若者たち
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、そういう子供たちが増え＊、若者が増えた時、私たちの
安全保障が＊です。 そして＊＊＊、自衛隊の＊の予算が全然
足りていません。 ＊はあっても、＊揃えた時、直す部品がな
いんです。 ＊＊＊のか、＊戦闘機というのを1台、1台犠牲
にして、そこからどんどん部品を取って直している。 
＊＊＊。 それは、陸海空も一緒なんです。

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。

20
国防費をG＊＊に3
パーセント以上に
して、備えます

これで私たちの命守れるんでしょうか？ 国民の命、命が大切
なんです。 国民の命を守るために、自衛隊、自衛隊の防衛
費、国防費、＊、3パーセント以上にし。 しっかりと備え
て、いざという時しっかり備え＊、国民の命を最大、最大に
守る、最大限の、1番の、1番守らなければいけない＊です。 
日本第一党、国民の命を守るため、国防費をG＊＊に3パーセ
ント以上にして、備えます。

[19]「揃えた
時、直す部品が
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。

21
日本第一党、日本
人＊＊＊は、全額
＊いたします

そして日本第一党、日本人＊＊＊は、全額＊いたします。 今
の大学生、日本人の大学生、＊、この＊＊＊、大学に通って
おります。 ＊奨学金は、＊なければなりません。 学生の
＊。 高校を卒業した18歳の若者が、いきなり400万円の借金
を背負って、この400万円は＊ですけれど、400万円の借金
を背負って、大学に通って、20年かけて返すわけです。 返
し終わったら42歳で＊。  
【自分】＊ですよ。 ＊行政＊＊＊家庭持ちますか？ 結婚で
きますか？ 子供育てて＊ますか？ ＊＊＊政治家は取り上げ
ていますか？ 若者の＊＊＊少子化を＊＊＊。 若者の未来が
ないようでは、日本の未来もありません。 ＊＊＊、日本も成
長し、日本を続けていく。 ＊＊＊今の子どもたち、今の若者
なんです。 その＊＊＊未来を＊いる。 ＊＊＊は、若者たち
の、日本人＊＊＊。

[22]「ミユキ、
ご支援願いま

す」についての
理由・ニーズ

22
ミユキ、ご支援願
います

そして、最後になりますが、天皇陛下の＊＊＊す。 ＊＊＊い
たします＊で数えますと、2682年です。 ＊＊＊日本の素晴
らしい伝統、文化、歴史です。 ＊＊＊守ってまいりました。 
我々の＊で、これを＊わけにはいきません。 これを＊＊＊、
これが日本の＊を守る、日本を守ること＊。 日本＊、＊＊＊
を守る、日本人の生活を守る、そして日本人の命を守る、若
者の未来をつくる、それが日本＊。 日本＊＊＊ミユキです。 
＊＊＊ミユキ、ご支援願います。 ＊ミユキが＊＊＊。  
【自分】＊＊＊は、＊＊＊代表、＊の代表でございます。 
＊＊＊、参議院＊＊＊。 ＊＊＊、ナカムラ＊でございます。 
＊ありがとうございます。 ＊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。



23
外国人がダメだと
は一言も言ってい
ない

先ほどから、＊＊＊が、＊日本代表が、＊＊＊。 日本代表が
＊＊＊、＊＊＊。 我々は、日本代表＊＊＊、＊＊＊。 
＊＊＊、＊＊＊。 ＊＊＊、訴えております。 ＊＊＊、＊何
を外国人を＊外国人は＊。 そういうことを＊＊＊。 ＊外国
人＊＊＊外国人＊＊＊があるかぎり、みなさんの＊＊＊。 だ
から反対だと＊。 だから＊＊＊。 外国人がダメだとは一言
も言っていない。 ＊＊＊、＊＊＊。 ＊＊＊、＊＊＊。 今ま
で＊＊＊、＊作っていた。 それが＊＊＊、＊＊＊。 生産性
が上がり、労働の＊＊＊。 ＊＊＊政府が、日本人の＊＊＊、
＊。

[24]「絶対に赤
字路線を廃止に
なんかしませ

ん」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

24
絶対に赤字路線を
廃止になんかしま
せん

【自分】このクレタモノヲ＊、2人で、3人で、4人で、5人で
＊＊＊ならない、＊＊＊ならない、＊＊＊突き進み、それを
もとに突き進み、生活を見出すのが、今の日本が＊＊＊とい
う、この＊＊＊JRが民営化された、郵便省が民営化された、
その時にしっかり民主党は国民に約束をしたんです、絶対に
赤字路線を廃止になんかしません、赤字の＊＊＊しません、
国民の＊＊＊そして、今、皆さん、皆さんに今待っているの
は水道の民営化というもの＊これ、ウォーターサーバー論と
言われる、こ、外国の＊＊＊日本に上陸して、日本の水道の
＊＊＊虎視眈々と並んでるんです。 そして、自民党は＊を約
束してるんです、アメリカで。

[25]「なんとし
ても阻止しなけ
ればいけない」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

25
なんとしても阻止
しなければいけな
い

水道が民営化されるとどうなると思いマスカ＊？ JRは絶対赤
字路線を廃止しないと言いながら＊、値上げはしない＊＊＊
そんなの嘘じゃない、国民の＊＊＊というものが＊＊＊この
水道民営化によって、人の命までも落としていく、そして、
最高＊という厳しい道を選んで、国が沢山ある、この結果が
分かっていながら、今だけ、金だけ自分だけという＊＊＊今
の議員達は、民営化の道を。  
【自分】＊コウツウジョウホウ＊、＊＊＊そのセキム＊とい
うものは、タトエバ＊東京なら東京が持つ。 その＊＊＊だけ
は、その＊＊＊。 そう、お客さん＊＊＊、そして、我々の
＊＊＊してるんです、＊＊＊。 ＊＊＊我々一般＊＊＊とっ
て、今、日本で＊＊＊というものが、高級品になってしまう
かもしれない。 マナルデショウ＊。 ＊＊＊。 そんなことし
たら、ニッポンジン＊殺されちゃうんです。 我々＊＊＊なん
としても阻止しなければいけない。

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。

26
我々一般庶民をダ
ス＊だます横暴な
んです

そして皆さん、JRが民営化されたとき、郵便局が民営化され
たトキ＊、さまざまなものが民営化サレテイル＊、必ずそこ
にキーワードアル＊、赤字ダ＊。 赤字ダ＊、赤字だから民営
化して、効率的なケイカク＊しなきゃいけない。 よろしいで
すか、皆さん。 国家というものは効率を考えてケイエイ＊し
なくていい、唯一の存在なん＊。 だから、通貨発行権がある
ジャロウ＊。  
【自分】安心して暮らせる社会、そのための。  
【自分】そのアカジ＊というものは、我々一般庶民をダス＊
だます横暴なんです。  
【自分】生活安全保障。  
【自分】じゃ、ジタクニ＊＊＊＊、＊＊＊のが、＊＊＊。 オ
オカタネ＊、ホウリツ＊ホウリツ＊、＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】今このヘイジョウジ＊の中で、ロウムカジャハ＊
余ってた＊＊＊、かたっぱしから＊＊＊。 そう＊＊＊大阪は
ドウナルンデスカ＊。 国というものは、ヘイジョウジニ＊
は、ヨクチンヨイト＊なければならない。 平常時にはアカジ
＊のような存在でなければ、ヒジョウジ＊コマルコトガデキ
ナイ＊。 今回＊、やってはならないことは、＊＊＊ソレオキ
ニ＊必要なものを必要な＊＊＊国家経営としては、とんでも
ない＊＊＊日本の安全のコウカガ＊、＊安全保障＊ジッサイ
ニ＊起きるか起きないか分からないデス＊けど、最悪を想定
して準備することが安全保障じゃないんデス＊。 ビョウイン
＊でもそう。 エネルギーでもそう。 ダッテ＊、＊＊＊カカ
ゲ＊、＊＊＊だと思うんです。 実は食料＊、食料も＊＊＊に
してしまう。 いざというときに足りなくなってシマウンデス
＊。 ＊＊＊、コウキョウノモノノミンエイカッテイウモノハ
＊、我々、＊＊＊。 そして、このJR＊＊＊もう一度＊＊＊、
ソシテ＊、まだ、まだ、まだまだ間に合う、＊＊＊何として
も＊＊＊組織をヤリマセン＊、こんなものヤラレタラ＊た
まったもんじゃないです。  
【自分】＊しております。

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。



27
一番大きなコトト
イウノハ＊、我々
が生活が苦しい

【自分】そして、アカジ＊が悪い、赤字が悪いとだますこの
日本、キイテ＊ください。 赤字のものが全て悪い＊＊＊。 
＊＊＊赤字だろう＊。 お前らドーム＊を悪＊＊＊。 
＊＊＊、我々はもう、＊＊＊にうそをつかれ、その中で洗脳
されている。 そして、ジッコウシントッテ＊一番大きなコト
トイウノハ＊、我々が生活が苦しい。

[26]「我々一般
庶民をダス＊だ
ます横暴なんで
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

28
国民を豊かにする
という事は、国家
の責任

【自分】さあ、来月もどうやって払おう、今月もどうやって
乗り切ろう、家賃どうしようか住宅ローンどうしようか、悩
んだのはお前たちが能力がない、ない＊＊＊ます。 自己責任
だ。 ＊その自己責任っていう言葉、＊＊＊。 日本が
＊＊＊。 そもそも国家の責任というものは、先ほどの奨学金
の話もそうです。 国民を豊かにするという事は、国家の責任
なんです。

[29]「我々も一
緒に声を出さな
きゃいけない」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

29
我々も一緒に声を
出さなきゃいけな
い

皆さんの責任ではない、皆さんがどのように税率を決めるの
か、皆さんがどのように＊財政を決めるのか、こんなこと出
来ないじゃない。 これは国家の責任であり、皆さんの責任で
はない。 皆さんが生活で苦しい、借金で苦しい、働いても働
いても苦しいんだという事は、自己責任ではないと我々は
＊。 もう日本人はこの自己責任という言葉に、＊陥ることな
く、縛られることなく、我々も一緒に声を出さなきゃいけな
いんです。

[30]「日本とい
う国が、本当に
苦しい」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

30 日本という国が、
本当に苦しい

この日本という国が、本当に苦しいんですよ。 住宅ローンッ
テカイテ＊、住宅ローン。 実は＊最近＊お話を聞いたんです
けども、今住宅ローンの該当者は＊＊＊住宅ローンの該当者
は通常＊4バイトイウコト＊。 でも＊のは、ほんの一部、な
ぜか全部それ＊てしまうと。 ＊この日本の状況＊＊＊。

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。

31
日本っていうの
は、もう既に先進
国とは言えない

日本っていうのは、もう既に先進国とは言えない＊＊＊で
す、本当に悲しいことです。  私は10代の頃から先進国＊お
りましたけど、今コンテナ船とかが大型＊＊＊コンテナ＊日
本の港を＊ことができないんです。 なんとか港におろして細
かく分けていかなくちゃ、日本は受け入れられないんです。 
もう、インフラ、こういう＊が一流じゃないのが日本の状況
です。

[30]「日本とい
う国が、本当に
苦しい」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

32
50年かけて日本が
アジアサイヒンコ
ク＊になる

それが20年以上、我々の実質賃金が下がり続けて、そして世
界第3位の経済大国などと言われながら、7人に1人の子供は
貧困状態となり、約半数にものぼる母子家庭の方も相対的に
貧困状態。 もうその中に1日3食食べるということですら、
贅沢だという世の中が、もうキテシマッタ＊、＊。 ある＊の
イウコトニヨレバ＊、その速度で＊が衰退していくというこ
とは、50年かけて日本がアジアサイヒンコク＊になる
＊＊＊。 アジアサイヒンコク＊、私はアジアサイヒンコク＊
に行ったことはないです。 ＊＊＊。  そういったことがある
と、その国で私が見た光景というものは、子供が＊ゴミをゴ
ミの山に少しでもお金になるものをかき集めていって、家族
で生活をする。 それが何代にも何代にも続いてきたときに何
が起きるかという、もう、教育も何もないんですよ、
＊＊＊。 その親が＊＊＊。  
【自分】＊やすいように、それが愛情だと言う国が、
＊＊＊。 そのようなことは絶対に起こしちゃいけない。 
＊＊＊いくらでもある。

[33]「自民党
＊、我々の生活
を絶対に良くし
たくないんで

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

33
自民党＊、我々の
生活を絶対に良く
したくないんです

しかし、その自民党＊、我々の生活を絶対に良くしたくない
んです。 そして先ほどもイイマシタ＊、このような日本の状
況＊＊＊予測を＊状況、なぜ我々が知らないか、なぜマスコ
ミが言わないか分かりかますか、皆さん？ こっから＊＊＊
す。 これ皆さんには、＊＊＊してしまうと、選挙を＊＊＊。 
非常に不安定な国とか、そういうところの＊選挙の投票率
＊＊＊、日本で＊＊＊ジミントウ＊さんや、今の政治家たち
困っちゃう、投票率が上がらない、自分が勝てるかどうかも
分からない、今、日本の選挙＊＊＊アルモノヲ＊、選挙が始
まる前から誰がどのくらいトドケデル＊か、ほとんど分かっ
てる、ほとんど分かってる、＊＊＊ます。 その人に入れる
＊＊＊ってものが、もう決まってるんです。 ＊から労働組
合、＊＊＊、大体、＊＊＊キマッテル＊。

[34]「投票率が
上がっちゃった
ら、ほんとの真
実を語る」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



34
投票率が上がっ
ちゃったら、ほん
との真実を語る

実はね、私が選挙に負けることは＊＊＊。 そのトキ＊、投票
率が上がる＊＊＊、投票率が上がっちゃったら、ほんとの真
実を語る、ほんとの人気者になれる、＊の人は選挙で勝っ
ちゃうんです。 だから、今の議員たちは＊＊＊されたくな
い、投票率が8割も9割もなったら、ナカムラカズヒロ総理大
臣になってしまう。 スガワラミユキは文部大臣になっちゃう
かもしれないです。 サクライマコトが大臣に、だから真実を
知られたくないんです。 それ以外にも、隠してる事実がたく
さんあると思います。 投票率が上がるってことは、実は
＊＊＊。

[35]「不安定な
国の投票率とい
うのは、低いま
ま」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

35
不安定な国の投票
率というのは、低
いまま

皆さん、新聞を見てください、インターネットを見てくださ
い、誰が＊＊＊ほとんど変わらないです。 なぜ、今こんな時
に分かろうとしない、統計の、統計は、統計＊＊＊と言うの
は、なぜここまで＊。 前回の＊＊＊サクライマコト、我々
＊っていうものを、トチジセンニ＊、＊＊＊をされながら、
＊＊＊なんか知らないけど、＊＊＊と言われタンダ＊。 そう
いう＊＊＊皆さんから1票いただきました、でもそのジキ＊
我々、ヒョウ＊の＊＊＊、8時になったらスワル＊、そして
カゾエ＊、発表があるんだろうなって、みんなで待ってた
ら、テレビの前に座って。 それなのにね、ヒョウ＊が8時に
なって、シマッタ＊った瞬間に、合格、コイケユリコって出
たんです。 ＊＊＊でも、数えたことなかった、＊＊＊1票も
数えたことなく、＊＊＊。  
【自分】＊そしてそれが＊＊＊。 NHKなどの取材にもより、
市議会議員選挙＊なっているのは、やっぱり＊＊＊分からな
いんです。 でも、国会議員＊＊＊中には、投票率が上がって
しまう、＊＊＊投票率が上がってしまうと、今までたった
＊＊＊パーセント＊13パーセントだったものが、90パーセン
トまで上がっちゃうと思わせたんだ。 だから、皆さんに真実
は委ねたくないんです。 不安定な国、不安定な国の投票率と
いうのは、低いままなんです。

[36]「その1票
というものを、
ぜひ信じていた
だきたい」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

36
その1票というも
のを、ぜひ信じて
いただきたい

そして、日本というのは民主制度国家です。 民主制度国家と
いうものは、政治というものは、皆さん、お1人お1人が、
＊＊＊その大きなものが選挙です。 ぜひとも皆さん、投票に
行っていただきたい。 日本代表は、本当は＊＊＊我々は、
＊＊＊なぜ言わないのか。 私も皆さんと同じ有権者だから、
対等になって考える。 私も1票持って＊1票持って、皆さん1
票ずつ持ってる。 たった1票かもしれないけれど、その1票
というものを、ぜひ信じていただきたい。

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。

37
日本とは、皆さ
ん、お1人お1人の
ことなんですよ

そして、投票率が＊＊＊真の政治改革に繋がる。 投票率が上
がって、上がって、上がっていくこと＊このナカムラカズユ
キが国会議員、唯一の方法かもしれない。 投票率が上がって
いくということが、日本を＊＊＊政治を叩き落とす唯一の方
法かもしれない。 その＊皆さん、お1人お1人が持ってる。 
先ほども申しました。 日本とは何。 日本とは、皆さん、お1
人お1人のことなんですよ。 日本人とは何。 日本人とは、も
うなく＊。 今を生きる我々＊、これからを学ぶ子供達。 そ
して、我々には、日本で生まれて日本で死んでいく我々に
とっては、日本の歴史に対する責任が絶対にある。 日本で生
まれて、日本で死んでいく我々＊、この日本という世を次の
世代＊＊＊なければならない。 その責任があるんだ＊。 ＊
多くの方に、多くの方に＊いただきたい。

[36]「その1票
というものを、
ぜひ信じていた
だきたい」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

38

日本は今このよう
な状況で、実際に
は誰も金持ちには
なれない

我々がなぜ＊に反対をする＊＊＊理由がある＊。 ＊＊＊日本
にたくさんの外国人留学生が来ております。 ＊＊＊言わな
い、全てとは言わない。 それだけ、間違わないでいただきた
い＊。 ある学校は、例えば、東京＊＊＊年間、500人だか
600人だか＊。 なぜシントウ＊するか分かりません。 日本の
学校やこういう学校から＊＊＊キョウガク＊します。 日本に
来て金持ちになろう＊＊＊。 でも日本は今このような状況
で、実際には誰も金持ちにはなれない。 しかも学生の場合、
日本学生の場合、＊そういうことは、そんなの分かっている
＊日本＊＊＊日本人として＊＊＊。

[39]「日本人に
とっても外国人
にとっても、何
もいいことはな
いんじゃない

か」についての
理由・ニーズ



39

日本人にとっても
外国人にとって
も、何もいいこと
はないんじゃない
か

【自分】それとね、約束するんです。 日本一金持ちになろう
よって。 借金を返して＊＊＊。 ＊＊＊いってました。 日本
にキタラ＊私はみんなのお父さんだよ。 日本キタラ＊私はみ
んなのお父さんだから、心配するなと。 でも、日本＊＊＊ア
ルバイトを一生懸命＊しながら、せっかくの＊＊＊。 
＊＊＊。 ＊＊＊。 それだけ＊＊＊そのお父さんのもとに行
くんです。 お父さん、日本のお父さん、どうか私を助けてく
ださい。 ＊＊＊。 ＊借金を負い、日本の＊＊＊日本にく
る。 その回数、＊＊＊瞬間から、まともな仕事につけなくな
る。 ＊日本主義が、祖国へ一度も＊を＊ことがない若者たち
を、日本で犯罪者にしてしまっているっていう現実もある。 
だからこそ、この＊制度っていうのは、日本人にとっても外
国人にとっても、何もいいことはないんじゃないかとわれわ
れは申し上げる。 そうするとね、われわれ＊＊＊。 でもそ
れは外国人に対して＊、ほんとに＊＊＊。 ただし、日本で不
法滞在されている、不法に仕事をした集団が日本の敵となる
んだ、その瞬間から日本の犯罪者となる。 その現実は、われ
われが理解しなきゃいけないんです。 だからこそ、こんなこ
と、許しちゃいけない。 ＊＊＊日本代表の＊＊＊大きな理由
です。

[40]「日本は＊
以上、成長が全
然してない。」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

40
日本は＊以上、成
長が全然してな
い。

今、日本の＊、ほんとにみなさんが苦しいセイカツ＊が続い
て、物価はどんどんどんどんサガリ＊、そして、日用品まで
消費税がかかる。 もう大体、みなさんの収入の＊パーセント
が、＊パーセント税金で消える。 約半分ですよ。 どうやっ
てその中で生活をしろというんですか。 思い出してくださ
い。 まあこの、そこまで人生がない方もいらっしゃると思う
んだけど、10年前、20年前、30年前、戻れば戻るほどわれ
われ豊かダッタ＊。 ＊＊＊。 しかし日本全体を見た時に、
そのころのほうが日本というのはずっと豊かだった。 おかし
いでしょ。 日本は＊以上、成長が全然してない。 経済成長
が全然してない。 これもしかして、日本、世界で最下位
＊＊＊。 ＊＊＊。 びりから3番目デス＊。 その2つの国、日
本より低いその2つの国っていうのは、1つはシリア。 内戦
上＊。 もう1つ＊＊＊、もしかして次には＊＊＊。 ＊＊＊。 
いくらでも提供ができるにもかかわらず、まるで日本人が低
いかのように政策をとる。 これは、なんでだろう。

[41]「日本人の
心というのは

腐ってない」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

41 日本人の心という
のは腐ってない

【自分】＊今、＊＊＊、日本人のマズシイ＊っていうことが
ラク＊なんです。 みなさんの＊＊＊。 デモネ＊、まだまだ
日本の心というのは、日本人の心というのは腐ってない。 ま
だまだ、われわれとかみなさんのように、これと戦おうと思
う人が出て＊。 もうこれだけが日本の希望だと、われわれは
思ってます。

[42]「でも今、
やらなければ、
今みなさんにこ
の声を届けない
限り、この日本
が終わって」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

42

でも今、やらなけ
れば、今みなさん
にこの声を届けな
い限り、この日本
が終わって

正直に言いますと、先ほど＊がモウシタ＊ように、もし日本
がすばらしい政治家やナイセイスルンデ＊あれば、われわれ
のような老人はこのようなとこに立ってみなさんにお話をす
ることはないと思います。 しかし、われわれは、党首桜井誠
が、この国はこのままだと終わる＊。 だから日本第一党とい
うモノガデキタ＊。 私はその桜井誠の考えに賛同し、ハイリ
マシタ＊。 ほんとのこと言いますと、私ももう50年間以
上、普通の生活デキテ＊ません。 なので、ほんとだったら普
通に働いてるほうが生活は楽＊。 でも今、やらなければ、今
みなさんにこの声を届けない限り、この日本が終わってしま
うという恐怖感から、始めました。

[43]「オレダケ
ハ＊議員になる
ということは、
唯一われわれの
声を届ける方法
なんだ」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

43

オレダケハ＊議員
になるということ
は、唯一われわれ
の声を届ける方法
なんだ

日本第一党、もしかして一番＊＊＊議員になりたいという強
いシゴト＊じゃないのかもしれない。 でも今は、オレダケハ
＊議員になるということは、唯一われわれの声を届ける方法
なんだ。 私とこのように直接話を聞いてくれた人が、私に賛
成、反対するのは自由だ。 しかしながら、私の言葉というの
は、いったん形になると、とんでもないヘンコウホウドウ＊
になってしまうンデス＊。

[44]「コレガ＊
がマスコミの実
態です」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

44 コレガ＊がマスコ
ミの実態です

数年前になりますが、私がある講演会で、われわれは命をか
けてこれをやらなければならないと表現をしたんです。 その
時、新聞に書かれました。 日本第一党のナカムラタケオ＊は
自殺を扇動する。 桜井誠がその講演会でいったんです。 こ
の法律を作った者は、もし日本人がこの真実をしんだ、知っ
た時、首をかかれるというような覚悟をもってやったのか
と。 桜井誠が、人を殺せと言ってる。 この、コレガ＊がマ
スコミの実態です。

[45]「われわれ
とともに、この
日本もう一度立
て直しましょ

う」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。
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われわれととも
に、この日本もう
一度立て直しま
しょう

＊のみなさん、われわれとともに、この日本もう一度立て直
しましょう。 日本が日本であり続ける、日本人が日本人であ
り続ける、そして日本の未来を担う日本の子供たちの目が誰
よりも輝き続けるほど、そして全ての日本人が豊かになるこ
と、そして、これは可能ナンデス＊。 可能だから繰り返して
る。 可能だからみなさんに訴えてるんです。 ぜひとも、ぜ
ひとも日本第一党とともに、この国をもう一度立て直す。 日
本第一党とともに、もう一度立て直そうじゃありませんか。 
どうもありがとうございました。  
【自分】＊さん、ありがとうございました。 ＊、ありがとう
ございました。 本日はこれで終わらせていただきます。 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。

46
選挙戦、暑い中で
すが頑張っていき
たい

【自分】【無音00:35まで】。 えっと、ご視聴いただきまし
てありがとうございました。 えー、こちらですね、今日、
えー、吉祥寺のところで、えー、最後の街宣活動をさせてい
ただきました。 えー、私たちが始める前にですね、えー、ま
あ、共産党もいたんですけど、まあ、時間が、ああ、あまり
やらないというので、まあガンバッテイッテ＊ですね。 その
後、その後、まあ、他の党も来たんですが、まあ、こちらで
街宣エンゼツ＊活動をオエル＊ことができました。 え、沢山
の人がですね、えー、ほんとチラシを受け取っていただきま
した。 デハ＊頑張ってくださいという応援を沢山いただきま
した。 とても嬉しいです。  ちょっとこ＊。 ちょっと＊。  
えっとですね、えっとちょっと片付けにはいりますので、
えー、放送の方は、えー、これでですね、え、終了させてい
ただきます。 応援の声は沢山いただきました。 はい、ま
た、えー、選挙戦、暑い中ですが頑張っていきたいと思いま
す。 ありがとうございました。 失礼致します。

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。


