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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

85%

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 徹底的に皆さんの生活を守る

△ 少しゆったり
2 ぜひ皆さんね、応援よろしくお願

いします あなた側の話量は98分が適切と判定されました

3 天皇陛下の継承は父兄を堅持いた
します

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
東京都選挙区はスガワラミユキ、そし
て、ええ、比例代表はニッポンダイイ
チ党と書いて

5 我々日本第一党と共に、もう一度この
日本を立て直そう

6 こんな状況を、えー、やめさせなきゃいけな
い

7 日本第一党、一択ですよ

8 消費税廃止を訴えているのが日本第一党

9 侵略をしたら倍返しされるっていうことがわ
かれば、誰も来ない

10 電気料金の一部を、政府が、コッカトネ＊、
政府が負担すればいい

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）

20.1語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
4 OPEN 今、皆さんどうでしょうか？

5 CLOSED ＊から私たち消費税払わないでもいいじゃないでしょうか？

8 CLOSED この方の未来、明るいんでしょうか？

8 CLOSED 家庭モッテ＊ますか？

8 CLOSED 子供育てて暮らせますか？

30 OPEN
皆さんの＊＊＊あるいはお父ちゃんお母ちゃんは、商売に失敗したから、じゃあね、言って、
ポーンってある日突然殺されたらどう思いますか？

32 CLOSED 他ありますか、共産党ですか？

46 OPEN どのように皆さんの愛する家族、愛するお子さん、どのように命を守りますカ＊？

46 CLOSED 何を言ってンダ＊、共産党なのかい？

47 OPEN では皆さん、この状況の中で、どのように皆さんの命を守るんです？

49 OPEN 日本とは何か？

76 OPEN 企業は、どうしますか？

77 OPEN でも、今＊、どうですか？

77 OPEN なぜか？

83 OPEN なぜ、外国人労働者が、日本に来てはいけないのか？



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　　 27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　35件
話順 説明の少ない話題　8件 話順 説明のある話題　27件

7
自衛隊カイカク＊を＊て、国防費がGDP比3パー
セント以上に上げます

2 天皇陛下の継承は父兄を堅持いたします

10 財政は超積極財政をおこないます 4 消費税廃止を訴えているのが日本第一党

33 ぜひ皆さんね、応援よろしくお願いします 8
貸与型奨学金制度からユウグウ＊型奨学金制度に
変えます

36 有権者が偉いと思ったらそれは大間違いだ 11
日本第一党、そしてこのスガワラミユキ、ご支援
お願いいたします

37
輸入物価の高騰、円安、＊皆さんの生活に響いて
きますよ

15
東京都選挙区はスガワラミユキ、そして、ええ、
比例代表はニッポンダイイチ党と書いて

43 日本第一党は＊制度を廃止 17 貧困の被害者になってます
69 毎月給付しなければ、意味がない 20 皆さんへの福祉はどんどんさらに削られます

72 国は一向に国民を助けようとしてない 21
電気料金の一部を、政府が、コッカトネ＊、政府
が負担すればいい

24
国民のための保障をさらに削っていくぞという宣
言

29 こんな状況を、えー、やめさせなきゃいけない

31
消費税制を廃止したければ、日本第1党に投票す
るしかない



35
キチント＊働く位では、まともに生活ができなく
なった

39
この政治というものによって、みなさんの生活が
一変する

42
皆さんにも緊張感を持って、この選挙というもの
に、あたってほしい

47
侵略をしたら倍返しされるっていうことがわかれ
ば、誰も来ない

50
我々日本第一党と共に、もう一度この日本を立て
直そう

52 われわれが豊かになる道を選ばなきゃいけない
57 政治によって皆さまの生活が助けられる時代
59 日本第一党、一択ですよ

65
消費税制、廃止を、訴えておるのは、日本第一党
だけです

78 全国民に恩恵があるのは、消費税廃止
79 徹底的に皆さんの生活を守る
82 国家と政治の責任である
84 この制度は絶対にいけない
86 自己責任ではなく、国家の政治の責任
89 皆さんとともに、この国をもう一度建て直したい
92 南関東、関東のまあ別の場所から放送をしたい



【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　　 27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 天皇陛下の継承は父兄を堅持いたします

日本第一党、今国が抱えている問題、この国防そして
経済、こういったもの、こういったものを日本を立て
直すための公約を掲げております。 日本第一党の公
約、四つの柱となる公約です。 天皇陛下の継承は父兄
を堅持...

↓

1→ 具体的説明
日本第一党公認、東京選挙区、スガワラ
ミユキ＊でございます

話者A：OK。  話者A：はい。  話者A：はい、新宿西
ぐ、新宿、西新宿、西新宿ご通行中の皆様、こんばん
は。 日本第一党公認、東京選挙区、スガワラミユキ＊
でございます。 我々、日本第一党は、この、日本コク
ナイ＊で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。 少々の、あ、
え、これより街頭演説を行いますが、少々のお時間マ
イクの音でお騒がせいたします。 お付き合い願いま
す...

- -

4 説明のある話題 消費税廃止を訴えているのが日本第一党

今、皆さんどうでしょうか？ 消費税がゾウゼイ＊より
30年間、日本の経済は減退し、そして我々の賃金も上
がっていません。 皆さんお仕事帰りで、一生懸命働い
てます。 でも、手取りに残るお金、全然増えており
ま...

←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

↓

3 → 具体的説明
日本第一党、消費税＊の所得税、2年間
免除です

私たち日本第一党は、日本の国体を守るため天皇陛下
の継承は父兄を堅持、お父様の血筋を守ってまいりま
す。 そして日本第一党、消費税＊の所得税、2年間免
除です。 この消費税＊っていうのは消費税廃止で
す。...

5→ 具体的説明
消費税、それほとんど大企業の減税か穴
埋めに使われています

この消費税、消費税ゾウゼイセンタクヒ＊社会福祉、
社会保障費に当てると、そのようにして導入されまし
た。 ところがどうでしょうか、皆さん先ほど申し上げ
た通り、お給料から引かれている年金保険料上がって
ますよ。 病院に行った時、コジンフタン＊消費税が0
パーセントの時はいきなりフタン＊でした。 今、消費
税10パーセントの今、3割負担イゼン＊じゃないです
か。 この消費税、消費税は社会保障。  話者A：＊に
当て...

6→ 具体的説明 所得税もニネンカン＊免除いたします

今特に国民が生活に困っている、困っているのであれ
ば国としては国民を救うために消費税は廃止しなけれ
ばならない。 ＊れが日本第一党の＊です。 消費税は
廃止し、そして所得税もニネンカン＊免除いたしま
す。 皆さんのテモトニ＊残るオカネハ＊残します。 
そしてまた皆さんが消費に向かう、消費に向かうと皆
さんが働いている会社、売り上げ＊回っお店、売り上
げを伸ばす。 そうすると皆さんの賃金に反映されてく
るんです。 ...

- -

7
説明の少ない話

題
自衛隊カイカク＊を＊て、国防費が
GDP比3パーセント以上に上げます

そして国防費です。 国防費、今話題になっている国防
費です。 自衛隊カイカク＊を＊て、国防費がGDP比3
パーセント以上に上げます。 国防費が今足りておりま
せん。 自衛隊も弾薬が今17＊しか持たない状況で...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

8 説明のある話題
貸与型奨学金制度からユウグウ＊型奨学
金制度に変えます

日本第一党、この国防費GDP比3パーセント以上にし
て自衛隊改革も行います。 そして日本第一党は、＊の
＊ショウガクキン＊、奨学金制度で奨学金制度をこの
貸与型奨学金制度からユウグウ＊型奨学金制度に変え
ます...

←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

↓



9→ 具体的説明 残債は全額免除いたします

話者A：日本第一党、日本の子供たちが宝です、日本
の宝なんです。 日本を継承していく、日本の宝は日本
人の子供です。 その子供たち、学びたいっていう方に
は均等に学ぶ機会を与えるためこの貸与型奨学金制度
は全額給付型にいたします。 そして今まさにこの学生
ローンを返しながら働いているから大変生活が苦しい
と聞いております。  残債は全額免除いたします。...

- -

10
説明の少ない話

題 財政は超積極財政をおこないます

日本第一党は、では、やるやると言ってばら撒きか、
このように思うかもしれません。 そして本当にできる
のか、そのように思うかもしれません。 ＊＊＊ている
のはこの＊、全て超積極財政に転換する。  財政は超
積...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

11 説明のある話題
日本第一党、そしてこのスガワラミユ
キ、ご支援お願いいたします

日本第一党は皆さんの、皆さんの生活を守り国を守
る、国民の命を守る、そして若者の未来を作る。 これ
を言っているのが日本第一党、そしてこのスガワラミ
ユキでございます。 どうぞ皆さん、日本第一党、そし
てこの...

←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

↓

12→ 具体的説明
ぜひとも、えー、お顔とお名前覚えてく
ださい

では続きまして＊。  話者A：こんにちは、こんばん
は、日本第一党、神奈川県からまいりましたハギヤマ
アユミです。 えー、スガワラミユキ、スガワラミユキ
候補の応援として本日まいりました。 今は参議院選挙
の期間ですが、今私自身は神奈川選挙区から立候補し
ております、ハギヤマアユミ44歳、ヘビドシ＊でござ
います。 えー、ちょっと今日は、えー、夕方こちらの
方が＊ということで、えー、スガワラミユキ候補の応
援をさ...

- -

15 説明のある話題

東京都選挙区はスガワラミユキ、そし
て、ええ、比例代表はニッポンダイイチ
党と書いて

話者A：ね、東京都選挙区はスガワラミユキ、そし
て、ええ、比例代表はニッポンダイイチ党と書いてい
ただければ、この皆さんを苦しめてる緊縮財政という
この闇をマッスル＊最初の突撃砲となるわけです。 
ね、このか...

←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

↓

13→ 具体的説明
全国比例は日本第一党と書いていただけ
る

えー、日本第一党、日本第一党、えー、日本第一党＊
公認候補でございます、ね。 日本第一党は、えー、今
回埼玉県、えー、千葉県、えー、神奈川県、あ、そし
てこの東京都、ね、そして＊＊＊をいきますと愛媛
県、大阪府、えー、愛知県かね、あと福岡県とか、
ね、そういったところで各候補者を出しております、
ね。 どの候補者を選んでも、どの、全国どの地域から
でも、えー、全国比例代表ということで日本第一党
と、全国比例は日本...

14→ 具体的説明
東京都はスガワラミユキという個人名が
書ける

今回の参議院＊議員選挙、日本全国全ての国民が日本
第一党を応援するチャンスがあるんです。 そしてこの
東京ではなんとも幸運なことに比例代表は日本第一
党、それだけじゃない、東京都、小選挙区ですね、東
京都はスガワラミユキという個人名が書けるんです。 
スガワラミユキ候補の名前を書くことができるんです
から、こんなお得な話はない。...

- -

17 説明のある話題 貧困の被害者になってます

だから、自民党の、あの、この前の、ええ、援助交際
で、ええ、自民党追放された、ええ、角刈りのね、名
前忘れましたけど。 あの角刈りだけじゃないですよ。 
ゴキブリは1匹いたら、もっといるんですよ。 だか
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

↓

16→ 具体的説明
富裕層というのは、貧富の格差が広がれ
ばひろ、広がるほど、うれしい

こないだでも、自民党の角刈りの議員が援助交際して
ましたよ。 相手は17だったか、18だったか、未成年
者じゃないですか。 それ、ホテルに付き合わせてるん
ですよ、何万円か握らせて。 こんなん、もし日本国が
豊かだったらあんなことしませんよ。 うちら小学校の
ときに女の子、友達で、ウマレ＊グループで、ね、ね
え、あんな水着のグラビアとか見て、こんなん、な
ん、いくら積まれたらこんなんするトカ＊、いや、10
万積ま...

18→ 具体的説明 今起きていることがこれだけ汚いんです

話者A：皆さんはそれ嫌だなあって＊思うかもしれま
せんが、もっと貧困になれば、あ、5万円もらえたん
ならまあいいか、みたいな、そんな時代になってくる
んですよ、だんだん。 自分の奥さんや娘を平気で売る
時代が来ますよ、もうすぐ、＊＊＊ですよ。 まあ、こ
れだけで日本第一党のハギヤマアユミ、えー、皆さん
に、まあ、こんなね、事実を話しております。 私は口
が悪いとか言葉が汚いと言われるんですが、私の口が
悪いんでも...



- -

20 説明のある話題
皆さんへの福祉はどんどんさらに削られ
ます

えー、皆さん、財政黒字化を目指したらどうなります
か、皆さんへの福祉はどんどんさらに削られます。 
今、夏場、エアコン、ね、＊＊＊じゃなくて空調です
か、ね、冷房が、えー、電気料金がどこまでも高く
なって、要...

←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

↓

19 → 具体的説明
支出するお金よりも税収の方が常に勝っ
てないといけない

えー、皆さんを苦しめている、今一番苦しめているこ
の緊縮財政というものをもうちょっと、ね、えー、丁
寧に説明しましょう。 えー、今国会で一生懸命話され
ているのは、財政均衡化、えー、プライマリーバラン
スというのがよく言われますね。 プライマリーバラン
スの黒字化、あと財政健全化という言葉もよくありま
すね。 えー、要は政府の、えー、まあ、国家の収支で
すね。 えー、収支の収入というのは税収、で、支出と
いうのは...

- -

21 説明のある話題
電気料金の一部を、政府が、コッカトネ
＊、政府が負担すればいい

話者A：ま、石油高とかね。 だから、政府がどんなに
頑張っても、このガソリンとか電気の料金は、一定以
上もう下げられない状態になってきてます。 じゃ、ど
うすればいいかと言うと、電気料金を下げることがで
きな...

←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

↓

22→ 具体的説明 毎月20万円出し続ければいいんです

現在、物価高が今回の選挙の争点＊てますけれども、
この物価高、物価高だってそうですよ。 物価は、もう
高くなるしかなくなってるんです。 なぜなら、日本国
に、これ、輸入品目どんどん入ってこなくなってきて
おります。 であれば、この製造コストが上がっていく
んだから、＊これ以上下げられないとなれば、皆さん
の消費力を何とか助けるために、日本国政府は補助金
を出すしかない。 出せばいいじゃないですか。 毎月
国民の1...

25→ 具体的説明
大切な投資というのは、国民1人1人を
豊かにすること

えー、本来給付金というのを出さなければいけない。 
政府は、日本国民に対して、投資を惜しんではならな
いんです。 えー、道路とか、えー、公共施設とか、
えー、あとは何ですか、えー、日本の新しい原発と
か、大きなスーパーコンピューターとか、いろんな投
資がありますけど、本当に大切な投資というのは、国
民1人1人を豊かにすることなんです。 そのための投
資こそが、日本。  話者A：にとって一番大切な＊なん
です。 日...

- -

24 説明のある話題
国民のための保障をさらに削っていくぞ
という宣言

えー、＊、黒字だの、えー、財政黒字化だの、財政健
全化だのと、あたかもいいことのように吹聴してい
る、えー、この議論ですが、要は財政黒字化というの
は、国民をさらに締め上げて、えー、国民のための保
障をさらに...

←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

↓

23→ 具体的説明
岸田の顔がテレビに出たとき、国民抹
殺って出ます

ものは言いようですね。 ＊に、財政黒字化とか、＊と
か、黒字とか、健全とか、あたかもいいことのように
表現するために、＊使う＊。 財政黒字化、健全化とな
れば、もうあいつらの考え方は決まってますね。 貧困
層というのは汚物です。 汚物は消毒だ。 貧困層を
ね、一掃するつもりでしょう。 ね、抹殺するんでしょ
うね、あいつら。 ま、そんな連中で。  まあね、
えー、ま、今回の、なんか、加藤茶に似た総理大臣＊
けど、あ...

- -

29 説明のある話題
こんな状況を、えー、やめさせなきゃい
けない

なあにがチャンスだ、チャンスなんか要らないんです
よ、そういうことじゃにゃあんよ、人生は。 ＊やりた
いやつがすりゃあいいけど、ね、商売なんかは、たと
えば成功もあれば失敗もある、当たり前です。 日本は
自由...

←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
定年退職後のご老人も大切です、全て大
切な消費者

＊まあ、そんなわけで、日本国が日本国民を捨てにか
かっとるわけですが、それがダメだと私は言っとりま
す。 日本国の資源というのは日本国民1人1人の生命
財産なんですから当然です。 子供だけが大事なんじゃ
ないですよ、働き盛りのおじちゃんおばちゃんが大事
なんじゃない、定年退職後のご老人も大切です、全て
大切な消費者なんです。  国民が消費活動をする、そ
れ自体がたとえば日本国の経済の、えー、これね、経
済発展のた...



27→ 具体的説明
皆さんの将来を断ち切られるようなこと
があっちゃいけない

それを年金だけで過ごせなんていう、今あるあぶく銭
の年金だけ、あー、すずめの涙ほどの、ぜい、げん、
年金で過ごせなどという日本国政府、そして、あの、
アソウタロウ氏ね、あーなーって言ってますけど、あ
れ、2000万円、3000万円ぐらいは自分で積み立てて
おいてもらわないと、ぶりゃあ、ぶわーってやってま
すでしょ、あんなんダメですよ、あんなん政治じゃな
いですよ、国民に丸投げしてるじゃないですか。 賢
く、えー、...

28→ 具体的説明
脱落するか乗り越えるか、それの選択肢
を四六時中迫られる人生

皆さんの責任で自分の、えー、実力で、そんな自分の
将来を心配しながら生きるような、ね、まあ、これを
自民党はチャンスに溢れた世の中なんて表現してま
す。 チャンスに溢れたじゃないですよ、四六時中Yes
かNoか、AかBかっていう選択肢を、せめられ、迫ら
れて。 チャンスじゃないですよね、日常生活が常に生
きるか死ぬか、脱落するか乗り越えるか、それの選択
肢を四六時中迫られる人生、そんなものを自由民主党
はこれから...

30→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

失敗した日本国民はもういらない、お前
には用はない

日本国の政治は日本国民の1人1人、日本国民全て1人
残らずをそういう政治を＊しなければいけないと、保
証しなければいけないと、成功しようが失敗しようが
日本国民が、大切な日本国民なんです。 ねえ、失敗し
た日本国民はもういらない、お前には用はない、
＊＊＊。 こんな政治ではダメなん＊。 でもそれを
やってるんです。 皆さんの＊＊＊あるいはお父ちゃん
お母ちゃんは、商売に失敗したから、じゃあね、言っ
て、ポーンって...

- -

31 説明のある話題
消費税制を廃止したければ、日本第1党
に投票するしかない

それとですよ、これを容認するんですかってことです
＊。 これをそういったことが起きた後で、やっと
＊＊＊のが、まあ、言葉悪いですけど、＊ってことで
すかね。 まあ、あの、そうなる前に気づかなければい
けない、...

←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

↓

32→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
馬鹿たれに、政治は任せちゃいけない

他ありますか、共産党ですか？ 日本共産党は消費税5
パーセントにするって言ってますよ。 5パーセントに
何としても。  話者A：消費税5パーセントにするん
だ、なんて言っている、日本＊＊＊、日本＊＊＊、＊
消費税反対＊でも5パーセント＊に＊って言ってるで
しょ、5パーセントの消費税を導入するような馬鹿た
れに、政治は任せちゃいけない。 じゃあ、＊＊＊に、
あいつら＊＊＊変わるんですよ、まずは5パーセン
ト、まずは...

- -

33
説明の少ない話

題
ぜひ皆さんね、応援よろしくお願いしま
す

ま、そんな訳で、私、＊は、そろそろ疲れてきたの
で、次のベンチ＊に変わろうと思います、ネ＊。 ナカ
ムラカズヒロ、日本第一党＊、ナカムラカズヒロは、
え、比例代表に出ておりますので、比例代表＊に、日
本＊と書...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

35 説明のある話題
キチント＊働く位では、まともに生活が
できなくなった

しかし、この中で皆さん、正社員という職をエテルン
デショウ＊、そして何人の方が、派遣というケイザイ
＊で働いてますか。 トチョウ＊で働いてでも、どこで
働いても派遣じゃなきゃ＊＊＊、＊派遣というのは、
ジョウ...

←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

↓

34→ 具体的説明
比例代表候補の、ナカムラカズヒロと申
します

話者A：＊＊＊の皆様、私たちは日本第一党、日本第
一党でございます。 私は、ニホ＊、この度の、サンギ
インギインセンキョ＊、比例代表候補の、ナカムラカ
ズヒロと申します。 先程、＊＊＊は、今、会談途中、
＊＊＊候補です。 そしてもう一人、カナガワケン＊か
ら参りました、＊＊＊でございます、どうぞ、よろし
くお願い致します。 ということで皆さん、我々が
＊＊＊事、皆さん＊今、お仕事＊＊＊大変お疲れで
す、コンド＊は...

- -

36
説明の少ない話

題
有権者が偉いと思ったらそれは大間違い
だ

しかし政治というものは、皆さんの生活と直接関係が
あり、政治というものによって皆さんの生活は一変す
るんだ。 先ほど、先ほども、私がこのような演説をし
ているときに、俺は有権者だと私をののしって＊。 有
権者...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



37
説明の少ない話

題
輸入物価の高騰、円安、＊皆さんの生活
に響いてきますよ

今、この日本＊、戦後最大の危機を迎え、そして皆さ
んの生活はどんどんどんどん悪くなっている。 輸入物
価の高騰、円安、＊皆さんの生活に響いてきますよ、
これから。 今だってスーパーに買い物行って、同じだ
けの...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

39 説明のある話題
この政治というものによって、みなさん
の生活が一変する

私ナカムラカズヒロは皆さんに申し上げます。 消費税
を何としても廃止しなければならない。 年収の200万
円ぐらいの方にとっては、即10パーセントの収入アッ
プと同じですよ。  話者A：ウソヤ＊。  話者A...

←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

↓

38→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

消費税というものが、いかに国民を苦し
めてるか

話者A：て、皆さん消費税を負担してるんです。 税と
いうものは、本来、富の再分配であり、景気の調整メ
ン＊である。 そうであるならば、この消費税は何のた
めにあるの。 年収が約200万円ぐらいの方、200万円
ぐらいを稼いでる方にとっては、生活をしていく生活
必需品だけで、ほとんどの収入を使ってしまいます
よ。 200万円ぐらいの方は生活必需品を買うだけで、
そのキュウリョウ＊ほとんどを使ってしまう。 そんな
＊...

- -

42 説明のある話題
皆さんにも緊張感を持って、この選挙と
いうものに、あたってほしい

我々は、有権者の皆さんに頭を下げないというポリ
シーを持ってる、なぜか、政治というのは、真剣勝負
であり、私も有権者なんです。 選挙というものは、決
してお祭りではない、美人コンテストでもない、遊び
じゃない...

←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

↓

40→ 具体的説明
政治家という者が、まるで国民の事を考
えていない

この様な日本、しかしながら、なぜ今この様な日本に
なってしまったのか、我々も反省しなきゃいけないん
です。 我々、我々、私も含めてです。 この国という
ものを今まで＊たんです。 日本という国は、なんか難
しい政治家、この頭の良い政治家の先生が、我々を必
ず豊かにしてくれる、日本という国は凄い国だ、私も
信じてたんです。 しかし、真実が分かるにつれ、政治
家という者が、まるで国民の事を考えていない、政治
家という者...

41 → 具体的説明
この国を変えられるという事を、それで
も気が付いていない

そして私は、昨年＊政治家になろうと決心をしまし
た。 そしてもう一つ、この政治家になろうと決心をし
た時に分かった事は、有権者というのは、なんてふざ
けてるんだと、このインチキ＊国家における選挙＊選
挙というものが、いかに大切な物なのか、そして有権
者の皆さんが、この国を変えられるという事を、それ
でも気が付いていない、今この前を通った馬鹿の様に
酒を飲んで、候補者をののしる、それが有権者だと
言ってるんです。...

- -

43
説明の少ない話

題 日本第一党は＊制度を廃止

話者A：日本第一党は＊制度を廃止＊。 皆さんと共に
この必ず成し遂げなければならない＊派遣労働者ナド
ガ＊非正規雇用などから、このままの状況にしてはい
けないということを実現するんです。 ありがとうござ
いま...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

47

説明のある話題
侵略をしたら倍返しされるっていうこと
がわかれば、誰も来ない

では皆さん、この状況の中で、どのように皆さんの命
を守るんです？ 憲法＊ない、ならば日本が世界に一番
強い抑止力を持って国を守らなきゃいけないんです。 
我々日本第一党は、今、日本＊タブーと言われている
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

↓

44

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
自らの国民の命を他国に預けてしまった

今、皆さん、ロシアがウクライナに侵攻しています。 
＊＊＊はあまり語られないです。 現在進行形＊。 ウ
クライナという国、ロシアがという国、このどちらが
正しいとか、どちらが間違ってるという議論はさてお
き、1つ我々に突き付けられた現実というものは、核
を持つ国が核を持たない国に侵攻してきた場合に、ど
この国も手を出せないということです。 経済制裁があ
るんじゃないか、アメリカが沢山＊してるんじゃない
かとおっし...



48

→ 具体的説明
日本が日本じゃなくなる可能性がどれほ
どあるのか

話者A：それ以外の方法があるならば教えていただき
たいデス＊。 私の家族も長崎にたくさんおります。 
長崎出身者です。 核の恐ろしさという＊は、私も伝え
聞きます。 確かに核というものこの新宿に、お、落ち
れば、新宿すべてがなくなるとか東京全部がなくな
る、＊危険なものではあります。 しかし、我々がそれ
を持たなければそれを撃ち込まれる可能性もある＊。 
それによって、＊され、日本が日本じゃなくなる可能
性がどれ...

- -

50

説明のある話題
我々日本第一党と共に、もう一度この日
本を立て直そう

そして、日本として、この国を、次の世代につなげて
いく責任が、我々にはあるんだということを、ぜひ、
知っていただきたいんです。 日本というこの共同体、
あるものが経済的に苦しみ、あるものは病気で苦しん
で、同...

←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

↓

49

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

どんな理由であれ、もう一度この日本
を、立て直さなければいけない

このGHQが悪いのが何が悪い、さまざまな理由はあり
ます。 しかしながら我々は、どんな理由であれ、もう
一度この日本を、立て直さなければいけないんです。  
日本とは何か？ 日本とは何かというのは、みなさん1
人1人が日本である。 日本人とは何か、日本人とは既
に亡くなった方が、今現在に生きる我々、そして、こ
れから生まれてくる子供たちも含め、日本な、ならば
同じ日本人として、日本で生まれて、日本で死んでい
く日...

- -

52

説明のある話題
われわれが豊かになる道を選ばなきゃい
けない

もう、この自己責任っていう言葉に縛られることな
く、われわれが豊かになる道を選ばなきゃいけないん
です。 国はできる、政治はできる、あと、それは皆さ
んの選択です、それが変わるんです。 ニッポンダイイ
チ党、...

←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

↓

51

→ 具体的説明
消費税を廃止する、そして2年間にわた
り所得税を免除

話者A：この選挙というものは祭りでもなく、この選
挙というものは美人コンテストでもないんです。 皆さ
んの人生が、皆さんの生活がかかっているということ
を真に受け止めていただきたいんです。 自由民主党は
ヒョウ＊するといわれておりますが、自由民主党が圧
勝したら皆さんもご存じのようにさらなる増税が待っ
ております。 それを止めなければいけないんです。 
それを止めなければいけないんです。 消費税を廃止す
る、そし...

53

→ 具体的説明 全国比例でニッポンダイイチ党と書いて

ナカムラカズヒロ幹事長でした。 ええ、ニッポンダイ
イチ党、全国比例でニッポンダイイチ党と書いていた
だけバ＊、比例代表はニッポンダイイチ党、そうすれ
ば、コノ＊ナカムラカズヒロ、あるいは、このサクラ
イマコト、この2名がニッポンダイイチ党の比例代表
で、ええ、名簿に名を連ねております。 っていうこと
は、ニッポンダイイチ党にがっつり票が入ればナカム
ラカズヒロか、いや、サクライマコトか、いや、どっ
ちか1人じゃ...

- -

57

説明のある話題
政治によって皆さまの生活が助けられる
時代

皆さん、政治に苦しめられる時代から、皆さんは、皆
さんが作った政治によって、政治によって皆さまの生
活が助けられる時代になる可能性を十分秘めていると
いう、マア＊、本来、そうあるべきだということを、
ええ、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

↓

56

→ 具体的説明
政治に興味がないじゃ済まされないんで
す

ね、見捨てちゃいけない、自分に関係ないじゃない、
今すぐに関係してるかどうか分からなくても、もうす
ぐ皆さんの元に降りかかる問題なんです。 今、降りか
かってるかもしれないが、とにかく、ええ、皆さん、
他人事ではない。 皆さんが放棄した政治、皆さんが捨
てた政治は、ええ、皆さんに牙をむいて襲いかかって
きます。 皆さんは政治に興味がないじゃ済まされない
んです。 皆さんの生活は、政治によって確実に影響を
受けてい...

- -

59

説明のある話題 日本第一党、一択ですよ

そして同じく、共産党にも投票してはいけない。 国民
民主党、立憲民主党、ドンナモノニモ＊投票してはい
けない。 れいわ新選組、エヌエイチケー＊なんとか、
もっての外。 日本第一党、一択ですよ。 アルイハ
＊、...

←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

↓



58

→ 具体的説明
絶対に自由民主党には投票してはいけな
い

国家というのは天皇陛下の＊、え、日本国民に対し、
ええ、天皇陛下から預かった、コノ＊日本国の国民、
これ、日本国民を一人残らず救済する責務があるんで
す。 それができなければ国家で、これ、政府なんてい
う、今、日本国政府なんていうのがありますが、この
日本国政府は国家に。  話者A：＊＊＊、国民をスクウ
＊ことができない政府などというのは、多くの企業を
著しく＊＊＊。 ＊＊＊、この政府を牛耳っている政権
ですね、...

63

→ 具体的説明
いいかげん国民が目を覚まさないといけ
ない

で、多くの国民は、国民民主党の政策まで、目を通さ
ないでしょ。 だから、この＊は口先だけでアルテック
カイタイ＊ってやったんですよ。 ＊よ、＊よ、で、皆
さんから集めた＊て、アンテック＊を始めたんですか
ら。 こんなん長いですよ。 で、低賃金外国人労働者
に＊も＊＊＊。 えー、消費税金も廃止する、廃止する
と言って、＊＊＊が、えー、消費税5パーセント
＊＊＊ええかげんな事言って、えー、共産党や、
えー、立憲民主党...

- -

65

説明のある話題
消費税制、廃止を、訴えておるのは、日
本第一党だけです

ええ、消費税制、廃止を、訴えておるのは、日本第一
党だけです、消費税制というのは、絶対的に悪なんで
す、消費税制がなくなったら、日本の財政が、財源が
なくなるというのは、すべて、嘘っぱちで、ねえ、消
費税は、...

←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

↓

66

→ 具体的説明
予算というのは、新たに、＊＊＊で、生
み出されたお金

本来、国庫の、ええ、予算というのは、たてるとき、
＊＊＊皆さん、必要としているか、水道を直すのに、
どれだけの予算が必要か、道路には、どれだけの予算
が必要か、ネ＊、国営事業、さまざまな、国営の事業
に対し、どれだけの予算が必要かというものを、話し
合ったら、それにあわせた予算をタテル＊、その予算
というのは、新たに、＊＊＊で、生み出されたお金な
んです。 ですから、国民のため、国家の、ええ、公共
事業の＊ために...

- -

69

説明の少ない話
題 毎月給付しなければ、意味がない

話者A：＊。 一回だけ出したんでは、これ貯金に向か
うんです、当たり前です。 よほど今お金がもう入り用
で、借金で取り立てが来てる状態でもなければ、貯金
に回るんです。 当たり前です。 これが、毎月10万
な...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

72

説明の少ない話
題 国は一向に国民を助けようとしてない

えー、しかし。  話者A：＊の、きょう、共助などと言
われますが、共助という考え方が今は本当に欠如して
るんです、ね。 ご近所さんで助け合ってください、＊
で助け合って下さいなんて言いますが、国は一向に国
民...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

78

説明のある話題 全国民に恩恵があるのは、消費税廃止

シングルマザーが、非正規雇用で働いている人、多い
です。 そして、この人たちの、貧困下が問題です。 
ヒンコンダイヒョウハ＊こういう、国民が、貧困化し
ている、国民がつらい生活をする、それをなくすため
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

↓

74

→ 具体的説明 消費税は廃止しなければならない

そして、この、消費税、今日は、いろいろな＊、消費
税について、申しておりますので、今日は、消費税の
ことを、もう一つ、申し上げます。 皆さんの、賃金
が、なかなか上がらないのも、それも、消費税なんで
す。 企業は、この、＊消費税を納めております。 そ
の、消費税、皆さんの、人件費、人件費の10パーセン
トを、会社は、消費税として、オサメナケレバナラナ
イ＊。 だから、会社は、セツゼイシタイ＊、皆さんの
賃金を抑え...

77

→ 具体的説明 非正規雇用しか雇わない

でも、今＊、どうですか？ 非正規雇用、これ、全然違
いますよ。 会社が、もう、今、若い人は特にそうで
す。 非正規雇用しか雇わない。 なぜか？ この、非正
規雇用の人は、人件費には含まれない、外注費として
扱われるため、消費税いらないんです。 だから、企業
は、正社員よりも、非正規をヤト＊うんです。  そし
て、正規雇用の方だと、ボーナスとかは、ほんの
ちょっと、ほんのちょっと、お手当程度ですよね。 と
ても、＊...

- -



79

説明のある話題 徹底的に皆さんの生活を守る

話者A：徹底的に皆さんの生活を守る、皆さんの生活
を守るために、国民を豊かにするための政策を行いま
す。 それがニッポンダイイチ党です。 日本人の為に
出来た政党だから、ニッポンダイイチ党という党名で
す。 ...

←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

↓

73

→ 具体的説明
半分が税金、社会保障料、保険料にとら
れている

今日のメインアクトです、スガワラミユキ候補。  話
者A：はい、こんばんは、日本第一党公認、スガワラ
ミユキでございます。 ＊お仕事お疲れ様でした。 皆
さんが一生懸命働いている、働いているけれど、皆さ
ん方、手取りのお金が、お給料が増えない、そういう
状況で今あります。 ＊の＊に納めるお金、＊に納めな
ければいけないお金、税金、保険料が。 【無音03:26
まで】。  はい、緊急車両が通過いたしましたので再
開...

80

→ 具体的説明 今の政治に対して、怒りを感じないのか

今までここの西新宿2丁目の交差点付近をお借りして
約一時間半お話をさせていただきました。 我々が皆様
に何を言いたいのか。 今皆さんが一生懸命働いて、そ
して今お帰りになってるところ。 そして今の生活にご
不満はないのか。 今の政治に対して、怒りを感じない
のかという事を聞いております。...

- -

82

説明のある話題 国家と政治の責任である

皆さん、この中に生活が苦しいとかそういう事がある
んだったら、これは皆さんの責任ではないと明確に断
言いたします。 これほどまでに国家の経済が悪いんで
す。 生活が＊楽って事はありえないんです。  皆さん
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

↓

70

→ 具体的説明
貧しくする方向に、ま、いろんな情報を
使ってきます

ね、そもそも、えー、これ国民への投資とか、えー、
消費税をやめろとか、ね、そこね、そんなとこで
しょ。 日本は歳入が減る一方で、え、歳出が増える一
方だと、これ、ね、バラマキ社会だと言ってるんです
ね。 いいですよね。 ＊は国民を搾り上げて、えー、
国民を締め上げることを＊財政健全化だの、あたかも
良い事のように日本国政府は言うんです。 そして、国
民を助けるための政治をすることを、バラマキ経済と
かってね、悪い...

81

→ 具体的説明
全て自己責任だとジユウミンシュ党言い
放っている

何度かお話をしましたが、この日本という国、小泉純
一郎政権の時に自己責任という言葉を作られ、一杯の
かけそばなんていうのもありました。 嘘の話だったダ
ケイイデスガ＊。 この自己責任のという言葉、大変な
曲者なんです。 皆さんが、生活が苦しい。 皆さん
が、お金を払えない。 皆さんが、生きていくコヨ＊の
仕事が、しかない。 皆さんが、派遣の仕事が明日ない
というような、い。 緊急事態なのでちょっとお待ちく
ださい...

- -

84

説明のある話題 この制度は絶対にいけない

皆さんの、生産性が上がり、労働分配率が上がったと
きに、皆さんの賃金というのは上がるんです。 しかし
ながら、今、自民党のやっている、この、労働移民
の、移民政策というものは、今まで、一人で、一つ作
れたもの...

←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

↓

83

→ 具体的説明
労働分配率が上がった時に、皆さんの賃
金が上がる

今日本の中に、たくさんのKGBで働く外国人労働者が
来ております。  話者A：我々は、この低賃金、労働＊
ないもの、即刻廃止しろと、ウンドウ＊を続けており
ます。  なぜ、外国人労働者が、日本に来てはいけな
いのか？ 低賃金で働く外国人労働者が、日本に来ると
いうことは、皆さんの、賃金が上がらないんです。 そ
うじゃないんです、いくらでも、低賃金で働くもの
を、日本に入れ続けたら、皆さんの賃金は、上がらな
いんで...

- -

86

説明の少ない話
題 自己責任ではなく、国家の政治の責任

皆さんが、働いても、働いても、生活が楽にならな
い、日本の、七人に一人の子供が、貧困状態、約半数
にも上る、母子家庭の方が、貧困状態、これというの
は、自己責任ではなく、国家の政治の責任だというこ
とは、真剣...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

89

説明の少ない話
題

皆さんとともに、この国をもう一度建て
直したい

日本第一党、日本第一党でございます。 この＊選挙区
は、スガハラミユ＊、そして神奈川県はハギヤマアユ
ミ、我々3人とも、何としてもこの選挙で勝つ。 皆さ
んとともに、この国をもう一度建て直したい。 ソウ
ヤッ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し



- -

92
説明の少ない話

題
南関東、関東のまあ別の場所から放送を
したい

また明日もですね、えー、今度はですね、場所を変え
てですね、えー、南関東、関東のまあ別の場所から放
送をしたいと考えております。 ご視聴ありがとうござ
いました。 失礼いたします。...

←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

日本第一党公認、
東京選挙区、スガ
ワラミユキ＊でご
ざいます

【自分】OK。  
【自分】はい。  
【自分】はい、新宿西ぐ、新宿、西新宿、西新宿ご通行中の
皆様、こんばんは。 日本第一党公認、東京選挙区、スガワラ
ミユキ＊でございます。 我々、日本第一党は、この、日本コ
クナイ＊で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。 少々の、あ、え、これ
より街頭演説を行いますが、少々のお時間マイクの音でお騒
がせいたします。 お付き合い願います。

[2]「天皇陛下の
継承は父兄を堅
持いたします」
についての具体

的説明

2
天皇陛下の継承は
父兄を堅持いたし
ます

日本第一党、今国が抱えている問題、この国防そして経済、
こういったもの、こういったものを日本を立て直すための公
約を掲げております。 日本第一党の公約、四つの柱となる公
約です。 天皇陛下の継承は父兄を堅持いたします。 お父様
の血筋を守ってまいります。 日本という国は、もう2682年
続いております。 これは約2700年ですね。 例えば皆さん、
へーそう、って思うかもしれませんが、アメリカ、アメリカ
は230年そこそこです。 そして中国四千年の歴史なんか言っ
てますけれど、これはインスタントラーメンのキャッチコ
ピーで、中国、中国も80年ほどです。 それに比べ、日本は
2682年、2700年と長くれし、歴史、伝統、文化を受け継い
だ日本国でございます。 この日本、名乗り続けたのは天皇陛
下の継承をお父様の血筋で守ってきたから、今この日本てい
う国があるんです。

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。

3
日本第一党、消費
税＊の所得税、2
年間免除です

私たち日本第一党は、日本の国体を守るため天皇陛下の継承
は父兄を堅持、お父様の血筋を守ってまいります。 そして日
本第一党、消費税＊の所得税、2年間免除です。 この消費税
＊っていうのは消費税廃止です。

[4]「消費税廃止
を訴えているの
が日本第一党」
についての具体

的説明

4
消費税廃止を訴え
ているのが日本第
一党

今、皆さんどうでしょうか？ 消費税がゾウゼイ＊より30年
間、日本の経済は減退し、そして我々の賃金も上がっていま
せん。 皆さんお仕事帰りで、一生懸命働いてます。 でも、
手取りに残るお金、全然増えておりません。 それどころか社
会保障料が増え、そして税金がどんどんと上げられ、今も物
価高です。 経済を回す、経済を引き上げるには、減税が一番
いいんです。 減税をする、減税をするならば消費税は廃止、
消費税廃止を訴えているのが日本第一党でございます。

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。

5

消費税、それほと
んど大企業の減税
か穴埋めに使われ
ています

この消費税、消費税ゾウゼイセンタクヒ＊社会福祉、社会保
障費に当てると、そのようにして導入されました。 ところが
どうでしょうか、皆さん先ほど申し上げた通り、お給料から
引かれている年金保険料上がってますよ。 病院に行った時、
コジンフタン＊消費税が0パーセントの時はいきなりフタン
＊でした。 今、消費税10パーセントの今、3割負担イゼン＊
じゃないですか。 この消費税、消費税は社会保障。  
【自分】＊に当てられておりません。 カダイ＊、備えがあて
られてると、それは嘘です。 全くの大嘘です。 その消費税
どこに行ったのか、我々から搾り取った消費税、それほとん
ど大企業の減税か穴埋めに使われています。 ＊から私たち消
費税払わないでもいいじゃないでしょうか？ ショウヒン＊税
をもとに戻せばいいんです。 ＊と＊うことなんです。

[4]「消費税廃止
を訴えているの
が日本第一党」
についての具体

的説明



6
所得税もニネンカ
ン＊免除いたしま
す

今特に国民が生活に困っている、困っているのであれば国と
しては国民を救うために消費税は廃止しなければならない。 
＊れが日本第一党の＊です。 消費税は廃止し、そして所得税
もニネンカン＊免除いたします。 皆さんのテモトニ＊残るオ
カネハ＊残します。 そしてまた皆さんが消費に向かう、消費
に向かうと皆さんが働いている会社、売り上げ＊回っお店、
売り上げを伸ばす。 そうすると皆さんの賃金に反映されてく
るんです。 少しづつではあるけれど、こうして景気の底上げ
をして参ります。 それが日本第一＊、＊でございます。

[4]「消費税廃止
を訴えているの
が日本第一党」
についての具体

的説明

7

自衛隊カイカク＊
を＊て、国防費が
GDP比3パーセン
ト以上に上げます

そして国防費です。 国防費、今話題になっている国防費で
す。 自衛隊カイカク＊を＊て、国防費がGDP比3パーセント
以上に上げます。 国防費が今足りておりません。 自衛隊も
弾薬が今17＊しか持たない状況です。 これで日本人命守れ
るんですか、いざという時に。 日本第一党はいざという時、
国民の＊守るため、今からしっかり備える国防費をGDP比3
パーセント以上に上げて国民の命を守ります。 そして自衛隊
改革と致しましては、自衛隊＊の＊を我々日本人に＊ものに
変えます。 日本人一人一人が、自衛隊の方を尊敬し＊て、ヨ
ル＊、それにより自衛官も誇りを取り戻します。 そして命を
はって我々を守ってくれる、災害救助をしてくれる、治安を
維持してくれる自衛官、ショウボウ＊、ケイサツカン＊。 こ
ういった方々には、コウムイン＊サイコウスイジュンノ＊ホ
ウシュウニ＊致します。 これを＊ることにより、今の若者そ
して子供たちがその自衛官になりたい、警察官になりたい、
消防士になりたい。  誇れる仕事、そして国民から尊敬され
ている、ユウグウ＊されている、自ら子供たちがこの自衛官
になりたい、国を守りたい、国民の命を守りたいとなったと
きに、我々の安全保障が上がるんです。

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。

8

貸与型奨学金制度
からユウグウ＊型
奨学金制度に変え
ます

日本第一党、この国防費GDP比3パーセント以上にして自衛
隊改革も行います。 そして日本第一党は、＊の＊ショウガク
キン＊、奨学金制度で奨学金制度をこの貸与型奨学金制度か
らユウグウ＊型奨学金制度に変えます。 今、日本の若者2人
に1人大学生、この貸与型奨学金制度ヘンカン＊が必要で
す。 学生ローンを組んで、＊しております。 で約400万円の
借金を＊す。 そしてサイキョウ＊＊のが、20年後、サイ
キョウ＊＊コトバガ＊42歳の中年です。 この方の未来、明
るいんでしょうか？ 家庭モッテ＊ますか？ 子供育てて暮ら
せますか？ 日本の消費者問題は、これは幼稚園や保育園を作
ればいいってもんじゃないんです。 若者の貧困が1番問題な
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。

9 残債は全額免除い
たします

【自分】日本第一党、日本の子供たちが宝です、日本の宝な
んです。 日本を継承していく、日本の宝は日本人の子供で
す。 その子供たち、学びたいっていう方には均等に学ぶ機会
を与えるためこの貸与型奨学金制度は全額給付型にいたしま
す。 そして今まさにこの学生ローンを返しながら働いている
から大変生活が苦しいと聞いております。  残債は全額免除
いたします。

[8]「貸与型奨学
金制度からユウ
グウ＊型奨学金
制度に変えま

す」についての
具体的説明

10
財政は超積極財政
をおこないます

日本第一党は、では、やるやると言ってばら撒きか、このよ
うに思うかもしれません。 そして本当にできるのか、そのよ
うに思うかもしれません。 ＊＊＊ているのはこの＊、全て超
積極財政に転換する。  財政は超積極財政をおこないます。 
国債を刷るんです。 政府が国債を刷って、そしてそれを日銀
がその額を現金化いたします、簡単に言えば。 そしてそれを
＊にまわす超積極財政を進めております。

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。

11

日本第一党、そし
てこのスガワラミ
ユキ、ご支援お願
いいたします

日本第一党は皆さんの、皆さんの生活を守り国を守る、国民
の命を守る、そして若者の未来を作る。 これを言っているの
が日本第一党、そしてこのスガワラミユキでございます。 ど
うぞ皆さん、日本第一党、そしてこのスガワラミユキ、ご支
援お願いいたします。 日本人のための政党、日本第一党、ス
ガワラミユキでございます、どうか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。



12
ぜひとも、えー、
お顔とお名前覚え
てください

では続きまして＊。  
【自分】こんにちは、こんばんは、日本第一党、神奈川県か
らまいりましたハギヤマアユミです。 えー、スガワラミユ
キ、スガワラミユキ候補の応援として本日まいりました。 今
は参議院選挙の期間ですが、今私自身は神奈川選挙区から立
候補しております、ハギヤマアユミ44歳、ヘビドシ＊でござ
います。 えー、ちょっと今日は、えー、夕方こちらの方が＊
ということで、えー、スガワラミユキ候補の応援をさせてい
ただきます。 このスガワラミユキ、スガワラミユキ候補、
えー、東京都の選挙区から、えー、立候補しております、ス
ガワラミユキ参議院議員候補でございます。 えー、ぜひと
も、えー、お顔とお名前覚えてください。

[11]「日本第一
党、そしてこの
スガワラミユ

キ、ご支援お願
いいたします」
についての具体

的説明

13
全国比例は日本第
一党と書いていた
だける

えー、日本第一党、日本第一党、えー、日本第一党＊公認候
補でございます、ね。 日本第一党は、えー、今回埼玉県、
えー、千葉県、えー、神奈川県、あ、そしてこの東京都、
ね、そして＊＊＊をいきますと愛媛県、大阪府、えー、愛知
県かね、あと福岡県とか、ね、そういったところで各候補者
を出しております、ね。 どの候補者を選んでも、どの、全国
どの地域からでも、えー、全国比例代表ということで日本第
一党と、全国比例は日本第一党と書いていただけるんです、
ね。

[15]「東京都選
挙区はスガワラ
ミユキ、そし

て、ええ、比例
代表はニッポン
ダイイチ党と書
いて」について
の具体的説明

14
東京都はスガワラ
ミユキという個人
名が書ける

今回の参議院＊議員選挙、日本全国全ての国民が日本第一党
を応援するチャンスがあるんです。 そしてこの東京ではなん
とも幸運なことに比例代表は日本第一党、それだけじゃな
い、東京都、小選挙区ですね、東京都はスガワラミユキとい
う個人名が書けるんです。 スガワラミユキ候補の名前を書く
ことができるんですから、こんなお得な話はない。

[15]「東京都選
挙区はスガワラ
ミユキ、そし

て、ええ、比例
代表はニッポン
ダイイチ党と書
いて」について
の具体的説明

15

東京都選挙区はス
ガワラミユキ、そ
して、ええ、比例
代表はニッポンダ
イイチ党と書いて

【自分】ね、東京都選挙区はスガワラミユキ、そして、え
え、比例代表はニッポンダイイチ党と書いていただければ、
この皆さんを苦しめてる緊縮財政というこの闇をマッスル＊
最初の突撃砲となるわけです。 ね、このかわいい子いっぱ
い、グライン＊と書いてありますけど、こんなのだって、こ
んなにね、はやるはずないんですよ、本来、日本が豊かだっ
たら。 でも、こんなのもはやるんですよ。 ナニイカ＊、貧
困ですよ。 若い子が昔だったら大金積まれても脂ぎったおっ
さんの相手なんかしたくないって言うんですよ、でも今は、
みんな貧乏だから、2万、3万でもこの辺のおっさんに金積ま
れたらほいほい付いてくような時代ですよ。 だから、あんな
貧困ビジネスまがいの、あんなのはやるんですよ、とんでも
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。

16

富裕層というの
は、貧富の格差が
広がればひろ、広
がるほど、うれし
い

こないだでも、自民党の角刈りの議員が援助交際してました
よ。 相手は17だったか、18だったか、未成年者じゃないで
すか。 それ、ホテルに付き合わせてるんですよ、何万円か握
らせて。 こんなん、もし日本国が豊かだったらあんなことし
ませんよ。 うちら小学校のときに女の子、友達で、ウマレ＊
グループで、ね、ねえ、あんな水着のグラビアとか見て、こ
んなん、なん、いくら積まれたらこんなんするトカ＊、い
や、10万積まれてもいや、100万積まれてもいや、1億積ま
れてもいやとかイッテ＊、みんなではしゃいでいましたけ
ど、今、違いますよ。 もう貧困で、みんなあぶく銭目当て
に、モウコノ＊、貞操も何もあったもんじゃない、体を3秒
で売るような時代になってきました、もうとんでもない。 で
も、こんな状態が富裕層にとってうれしいんですよ。 ね、富
裕層で育った子が金さえあれば、まあ、若いべっぴんさん
を、ええ、金、しかも自分にとっては鼻くそ程度の、まあ、
3万円とか4万円とか5万円とか、その程度のお金で好きなよ
うにできる時代になってしまった。 だから、富裕層というの
は、貧富の格差が広がればひろ、広がるほど、うれしい連中
なんですよ。

[17]「貧困の被
害者になってま
す」についての

具体的説明



17 貧困の被害者に
なってます

だから、自民党の、あの、この前の、ええ、援助交際で、え
え、自民党追放された、ええ、角刈りのね、名前忘れました
けど。 あの角刈りだけじゃないですよ。 ゴキブリは1匹いた
ら、もっといるんですよ。 だから、あの自民党っていう殺人
集団、あ、まあ、殺人集団って言ってしまいますよね、ま、
殺人集団。 あの自由民主党の中には、ゴキブリだらけナイン
＊ですよ。 あんな1人いたらから、1人、ええ、除名しまし
た、それで済むかっちゅう話なんですよ、ねえ、あれ自由民
主党の馬脚が出たんですよ、あの瞬間。 まあ、元から馬脚だ
らけですけど。 あれ見て日本国民は、自民党離れたからいい
じゃないかってね、あとは議員辞職をスルタイバ＊、それで
いいですか。 よくないですよ、あれ、自民党、あんなんだら
けですよ、ね。 私も聞きます、名前言わないけどモ＊。 え
え、まあね、これもすべて貧困がなせる技です。 日本国民は
今、この搾取する側によって、皆さん本当、貧困の被害者に
なってます。 あなたの娘さん、あなた方の奥さん、ね、知ら
ないですよ、ね、奥さん。 ちょっと旦那さんの稼ぎ悪いで
しょ、ね、5万円あげますからいい仕事ありますよ、そんな
ことになります、ねえ。 でも。

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
今起きていること
がこれだけ汚いん
です

【自分】皆さんはそれ嫌だなあって＊思うかもしれません
が、もっと貧困になれば、あ、5万円もらえたんならまあい
いか、みたいな、そんな時代になってくるんですよ、だんだ
ん。 自分の奥さんや娘を平気で売る時代が来ますよ、もうす
ぐ、＊＊＊ですよ。 まあ、これだけで日本第一党のハギヤマ
アユミ、えー、皆さんに、まあ、こんなね、事実を話してお
ります。 私は口が悪いとか言葉が汚いと言われるんですが、
私の口が悪いんでも私の言葉が汚いんではなくて、いま＊。  
【自分】緊急車両が来ます。 【無音00:01:04まで】。 はい
どうぞ。 どうぞ。  
【自分】緊急車両、通り過ぎますね。  えー、私の口が悪い
んじゃない、今起きていることがこれだけ汚いんです。 今起
きてる事がこれだけ悪意に満ちている。 私が悪い、私の言い
方がきついんじゃなくて、私が批判している対象がそれだけ
の巨悪なんです、そういった話です、ね、それだけのことで
す。

[17]「貧困の被
害者になってま
す」についての

具体的説明

19

支出するお金より
も税収の方が常に
勝ってないといけ
ない

えー、皆さんを苦しめている、今一番苦しめているこの緊縮
財政というものをもうちょっと、ね、えー、丁寧に説明しま
しょう。 えー、今国会で一生懸命話されているのは、財政均
衡化、えー、プライマリーバランスというのがよく言われま
すね。 プライマリーバランスの黒字化、あと財政健全化とい
う言葉もよくありますね。 えー、要は政府の、えー、まあ、
国家の収支ですね。 えー、収支の収入というのは税収、で、
支出というのは公共予算ですね。 えー、皆さんの福祉に充て
る予算、あるいは道路を直したりする道路予算、いろんな国
家の支出予算、えー、それを見比べたときに、税収の方が国
家の事業よりも、政府が支出するお金よりも税収の方が常に
勝ってないといけないという考え方を一生懸命主張している
のが、あの馬鹿共が言っている財政黒字化、あるいは財政の
健全化というものです。 冷静に考えて下さい、こんなの許し
とっちゃいかんでしょ。

[20]「皆さんへ
の福祉はどんど
んさらに削られ
ます」について
の具体的説明

20
皆さんへの福祉は
どんどんさらに削
られます

えー、皆さん、財政黒字化を目指したらどうなりますか、皆
さんへの福祉はどんどんさらに削られます。 今、夏場、エア
コン、ね、＊＊＊じゃなくて空調ですか、ね、冷房が、
えー、電気料金がどこまでも高くなって、要は貧しい1人暮
らしの老人とか、もう年金で暮らしてるからそもそもが家計
がカツカツなんですが、そういった人は電気をさらに節約し
なければいけなくなってエアコンが使えなくなるんですね。 
熱中症で倒れて今みたいに救急車で運ばれるようになるかも
しれない。 人が弱いところから順々に締め上げられているん
です。 で、特にさっきの電気料金の話になりますけど、これ
は輸入とかね、そういった資源の輸入とかそんな物事が絡ん
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。



21

電気料金の一部
を、政府が、コッ
カトネ＊、政府が
負担すればいい

【自分】ま、石油高とかね。 だから、政府がどんなに頑張っ
ても、このガソリンとか電気の料金は、一定以上もう下げら
れない状態になってきてます。 じゃ、どうすればいいかと言
うと、電気料金を下げることができなければ、国民に対して
給付をすればいいんです。 あるいは電気料金そのものを、コ
スト、電気を発電するコストを下げられないのであれば、そ
の電気料金の一部を、政府が、コッカトネ＊、政府が負担す
ればいい。 そういったことをすれば、日本国民は安全に生き
ることができる。

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
毎月20万円出し続
ければいいんです

現在、物価高が今回の選挙の争点＊てますけれども、この物
価高、物価高だってそうですよ。 物価は、もう高くなるしか
なくなってるんです。 なぜなら、日本国に、これ、輸入品目
どんどん入ってこなくなってきております。 であれば、この
製造コストが上がっていくんだから、＊これ以上下げられな
いとなれば、皆さんの消費力を何とか助けるために、日本国
政府は補助金を出すしかない。 出せばいいじゃないですか。 
毎月国民の1世帯当たりに、例えば20万円、毎月20万円出し
続ければいいんです。 これ、出し過ぎでないですよ。 ＊、
えー、バイコク＊政治家は、ばらまきというふうに表現しま
す。 面白いですね。

[21]「電気料金
の一部を、政府
が、コッカトネ
＊、政府が負担
すればいい」に
ついての具体的

説明

23
岸田の顔がテレビ
に出たとき、国民
抹殺って出ます

ものは言いようですね。 ＊に、財政黒字化とか、＊とか、黒
字とか、健全とか、あたかもいいことのように表現するため
に、＊使う＊。 財政黒字化、健全化となれば、もうあいつら
の考え方は決まってますね。 貧困層というのは汚物です。 
汚物は消毒だ。 貧困層をね、一掃するつもりでしょう。 
ね、抹殺するんでしょうね、あいつら。 ま、そんな連中で。  
まあね、えー、ま、今回の、なんか、加藤茶に似た総理大臣
＊けど、あれ、名前が思い出せない。 あ、岸田、岸田。 
ね。 あんな＊、ニコニコヘラヘラしながら、国民を抹殺しま
すって言ってるんでしょ、あれ。 ね、＊に出てくる、あの、
変なサングラスあるでしょ。 あれね、こう、岸田の顔ぱっと
見たら、たぶんあれ、あそこのテレビ画面に、国民抹殺って
出ますよ。 ね、＊サングラスかけて、岸田の顔がテレビに出
たとき、国民抹殺って出ます。 これ私が保証します。 絶対
出ます。 ね。

[24]「国民のた
めの保障をさら
に削っていくぞ
という宣言」に
ついての具体的

説明

24
国民のための保障
をさらに削ってい
くぞという宣言

えー、＊、黒字だの、えー、財政黒字化だの、財政健全化だ
のと、あたかもいいことのように吹聴している、えー、この
議論ですが、要は財政黒字化というのは、国民をさらに締め
上げて、えー、国民のための保障をさらに削っていくぞとい
う宣言なわけです。 とんでもない話です。 えー、あたかも
いいことのように、えー、そういうことを言うんですね。 
えー、本当に許せないです。 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。

25
大切な投資という
のは、国民1人1人
を豊かにすること

えー、本来給付金というのを出さなければいけない。 政府
は、日本国民に対して、投資を惜しんではならないんです。 
えー、道路とか、えー、公共施設とか、えー、あとは何です
か、えー、日本の新しい原発とか、大きなスーパーコン
ピューターとか、いろんな投資がありますけど、本当に大切
な投資というのは、国民1人1人を豊かにすることなんです。 
そのための投資こそが、日本。  
【自分】にとって一番大切な＊なんです。 日本国民、あなた
方1人1人は日本国の可能性、今どのぐらい役に立ってるか分
からない、あるいは低賃金で困っている、私なんか役立たず
なんじゃないかと思っている方々、よくよく考えてくださ
い。 あなた方がある日突然、いや、今生きているこの＊その
ものが未来にものすごい、えー、意義のあることだと発覚す
るかもしれません。 全て日本国の可能性なんです、未来の可
能性なんですね。

[21]「電気料金
の一部を、政府
が、コッカトネ
＊、政府が負担
すればいい」に
ついての具体的

説明

26
定年退職後のご老
人も大切です、全
て大切な消費者

＊まあ、そんなわけで、日本国が日本国民を捨てにかかっと
るわけですが、それがダメだと私は言っとります。 日本国の
資源というのは日本国民1人1人の生命財産なんですから当然
です。 子供だけが大事なんじゃないですよ、働き盛りのおじ
ちゃんおばちゃんが大事なんじゃない、定年退職後のご老人
も大切です、全て大切な消費者なんです。  国民が消費活動
をする、それ自体がたとえば日本国の経済の、えー、これ
ね、経済発展のために不可欠なわけです。 えー、退職して、
えー、死ぬまで、まあね、死ぬまでって言ったらなんかちょ
とあれですけど、本当、人生は働き盛りの時間より今は退職
してからの人生の方が長い。 私44歳ですが、退職したあと
44年生きる＊ってザラに居ますよ、おそらく。 本当に長い
期間、退職後の人生というのは続くんです。

[29]「こんな状
況を、えー、や
めさせなきゃい
けない」につい
ての具体的説明



27

皆さんの将来を断
ち切られるような
ことがあっちゃい
けない

それを年金だけで過ごせなんていう、今あるあぶく銭の年金
だけ、あー、すずめの涙ほどの、ぜい、げん、年金で過ごせ
などという日本国政府、そして、あの、アソウタロウ氏ね、
あーなーって言ってますけど、あれ、2000万円、3000万円
ぐらいは自分で積み立てておいてもらわないと、ぶりゃあ、
ぶわーってやってますでしょ、あんなんダメですよ、あんな
ん政治じゃないですよ、国民に丸投げしてるじゃないです
か。 賢く、えー、資産運用しましょうとかいって、じゃあ、
賢くない国民は死ななきゃいけないんかっていう話ですよ、
そうじゃないでしょ。 アソウタロウみたいなバカタレ議員、
あー、もう、じゃあアソウタロウだけじゃない、自由民主党
みたいな売国政権に皆さんの将来を断ち切られるようなこと
があっちゃいけない。

[29]「こんな状
況を、えー、や
めさせなきゃい
けない」につい
ての具体的説明

28

脱落するか乗り越
えるか、それの選
択肢を四六時中迫
られる人生

皆さんの責任で自分の、えー、実力で、そんな自分の将来を
心配しながら生きるような、ね、まあ、これを自民党はチャ
ンスに溢れた世の中なんて表現してます。 チャンスに溢れた
じゃないですよ、四六時中YesかNoか、AかBかっていう選択
肢を、せめられ、迫られて。 チャンスじゃないですよね、日
常生活が常に生きるか死ぬか、脱落するか乗り越えるか、そ
れの選択肢を四六時中迫られる人生、そんなものを自由民主
党はこれから皆さんに強いていこうとしている。

[29]「こんな状
況を、えー、や
めさせなきゃい
けない」につい
ての具体的説明

29
こんな状況を、
えー、やめさせな
きゃいけない

なあにがチャンスだ、チャンスなんか要らないんですよ、そ
ういうことじゃにゃあんよ、人生は。 ＊やりたいやつがす
りゃあいいけど、ね、商売なんかは、たとえば成功もあれば
失敗もある、当たり前です。 日本は自由に商売をしてもいい
んです。 でも、商売で成功したときはいいかもしれないが、
失敗したときはどうなるんですかと。  
【自分】そしたら、日本国政府は、ああ、残念だったねと、
ね、でもちゃんと生活は保障するよと、本来はそうしなきゃ
いけない。 そして新しい、もう1回商売がしたければ、え、
もう1回チャレンジする、で、同じ商売がしたければもう1回
やってみなさい、別の商売がしたければそれでもいいですよ
と、そうやって、えー、当面の、えー、生活諸々を、え、日
本国政府は保証しなければならない。 ね、たかだか商売に失
敗したくらいで一家離散とかね、嫁はんを風俗に売りました
とかそんなん、そんな日本ではダメなんですよ。 ね、どこも
くるくるくるくる風俗店の客寄せのトラックがくるくる周っ
てますから。 客寄せじゃない、従業員、従業員、集めてるん
ですね。 あんなんじゃダメなんです、あんな＊ですよ、あん
なの。 まあね、私はそういった日本国全ての国民に＊の努力
をウ＊けまして、えー、その努力が実らなかった場合は、
えー、死を選択しなければいけないという、こんな状況、こ
れ、新自由主義っていいます、こんな状況を、えー、やめさ
せなきゃいけないと、だから、＊が＊っているんですよ。

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。

30
失敗した日本国民
はもういらない、
お前には用はない

日本国の政治は日本国民の1人1人、日本国民全て1人残らず
をそういう政治を＊しなければいけないと、保証しなければ
いけないと、成功しようが失敗しようが日本国民が、大切な
日本国民なんです。 ねえ、失敗した日本国民はもういらな
い、お前には用はない、＊＊＊。 こんな政治ではダメなん
＊。 でもそれをやってるんです。 皆さんの＊＊＊あるいは
お父ちゃんお母ちゃんは、商売に失敗したから、じゃあね、
言って、ポーンってある日突然殺されたらどう思いますか？ 
でも今＊セイジニ＊なっているんですよ。 だから、あなたの
ご主人が人知れず商売に失敗して、カエッテケエヘン＊＊か
ら電車に飛び込んでますとかね、あのもうこの今＊線でバラ
バラの死体がありますがあなたのご主人じゃないですか、見
に来てくださいよ、＊＊＊なってくるしれない。

[29]「こんな状
況を、えー、や
めさせなきゃい
けない」につい
ての理由・ニー

ズ



31

消費税制を廃止し
たければ、日本第
1党に投票するし
かない

それとですよ、これを容認するんですかってことです＊。 こ
れをそういったことが起きた後で、やっと＊＊＊のが、ま
あ、言葉悪いですけど、＊ってことですかね。 まあ、あの、
そうなる前に気づかなければいけない、自分の足元に、
うー、火の手が回る前に消火作業しなければいけない。 ね、
そのために私、ハギヤマアユミ＊は、えー、日本第1党の旗
を持って、今日神奈川県からわざわざ応援に来たノ＊。 そし
て東京都にはこのスガワラミユキという、ね、心強い皆さん
の代表がアルノ＊。 で、あればスガワラミユキに投票しない
理由はないじゃない。 現在の緊縮財政の闇を打ち砕いて＊
の、えー、皆さんのコノ＊選挙でございます。 皆さんは、皆
さんの生活を守るためにこの選挙、参議院選挙に絶対参加し
なければならない。 例えば、消費税制をやめさせる、廃止
で、たったこれだけの要求でもいいです。 皆さんは消費税制
を廃止したければ、日本第1党に投票するしかない。

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。

32
馬鹿たれに、政治
は任せちゃいけな
い

他ありますか、共産党ですか？ 日本共産党は消費税5パーセ
ントにするって言ってますよ。 5パーセントに何としても。  
【自分】消費税5パーセントにするんだ、なんて言ってい
る、日本＊＊＊、日本＊＊＊、＊消費税反対＊でも5パーセ
ント＊に＊って言ってるでしょ、5パーセントの消費税を導
入するような馬鹿たれに、政治は任せちゃいけない。 じゃ
あ、＊＊＊に、あいつら＊＊＊変わるんですよ、まずは5
パーセント、まずは＊パーセント、＊＊＊で、消費税＊＊＊
ますが、＊＊＊には5パーセントだ、ってこんなんやってる
んですよ。 前回の衆議院議員選挙、あの状態を見て、れいわ
新選組に＊＊＊するのであれば、＊＊＊、れいわ新選組なん
か応援してるような奴は、＊＊＊、もうね、＊＊＊本当。

[31]「消費税制
を廃止したけれ
ば、日本第1党に
投票するしかな
い」についての
理由・ニーズ

33
ぜひ皆さんね、応
援よろしくお願い
します

ま、そんな訳で、私、＊は、そろそろ疲れてきたので、次の
ベンチ＊に変わろうと思います、ネ＊。 ナカムラカズヒロ、
日本第一党＊、ナカムラカズヒロは、え、比例代表に出てお
りますので、比例代表＊に、日本＊と書いて頂ければ、これ
全国から投票できるんですから、ぜひ皆さんね、応援よろし
くお願いします。 ナカムラカズヒロに変わります。

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。

34
比例代表候補の、
ナカムラカズヒロ
と申します

【自分】＊＊＊の皆様、私たちは日本第一党、日本第一党で
ございます。 私は、ニホ＊、この度の、サンギインギインセ
ンキョ＊、比例代表候補の、ナカムラカズヒロと申します。 
先程、＊＊＊は、今、会談途中、＊＊＊候補です。 そしても
う一人、カナガワケン＊から参りました、＊＊＊でございま
す、どうぞ、よろしくお願い致します。 ということで皆さ
ん、我々が＊＊＊事、皆さん＊今、お仕事＊＊＊大変お疲れ
です、コンド＊は大きな音で、も、うんざりだと思う方もい
るかもしれません。

[35]「キチント
＊働く位では、
まともに生活が
できなくなっ

た」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

35

キチント＊働く位
では、まともに生
活ができなくなっ
た

しかし、この中で皆さん、正社員という職をエテルンデショ
ウ＊、そして何人の方が、派遣というケイザイ＊で働いてま
すか。 トチョウ＊で働いてでも、どこで働いても派遣じゃな
きゃ＊＊＊、＊派遣というのは、ジョウキュウカイキュウ＊
にとって、とても便利な働かせ方で、それでも選択がない
と、自分たちの給料がどんどん、どんどん、＊はなされてる
ニモ＊関わらず、派遣という仕事を選んでるじゃないです
か。  働いても、働いても、働いても、ゼンゼン＊生活がよ
くならない、ここを歩いている皆さんの中で、何人が今、
＊、日本のあり方に不満を持ってま＊、働こうと、働こう
と、ケンゼン＊な国の＊じゃないです。 我々、子供の頃に教
わりました、一生懸命働けば、きちんと生活ができると、で
ももう日本は、キチント＊働く位では、まともに生活ができ
なくなったんです、＊＊＊ないです。 まだまだ皆さんお仕事
をして、疲れている、これはもしかして日本では運のいい方
かもしれない、もう日本という国を＊。  
【自分】＊ところ、7人に1人の子どもは、1日3食食べること
が贅沢と言われる生活をしているんです。 同じ日本人でで
す。 7人に1人。 そして約半数にオヨブ＊母子家庭の方、相
対的貧困層というような、このような日本に何故なったの
か。 そして政治というものは、皆さん、あまり自分と関係な
いと感じてるかもしれない。

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。



36
有権者が偉いと
思ったらそれは大
間違いだ

しかし政治というものは、皆さんの生活と直接関係があり、
政治というものによって皆さんの生活は一変するんだ。 先ほ
ど、先ほども、私がこのような演説をしているときに、俺は
有権者だと私をののしって＊。 有権者だから偉いわけじゃな
いんです。 候補者だから、有権者に頭を下げると思ったら大
間違いだ。  これ＊、今までこの、せいき、選挙というもの
が間違った方向で進んできた。 まるでお祭りか何かのような
選挙。 そしてちょっと酒をひっかけた人にとってはストレス
解消で、＊怒鳴れる。 ＊大間違いだと。 有権者が偉いと
思ったらそれは大間違いだということを、皆さんに申し上げ
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。

37

輸入物価の高騰、
円安、＊皆さんの
生活に響いてきま
すよ

今、この日本＊、戦後最大の危機を迎え、そして皆さんの生
活はどんどんどんどん悪くなっている。 輸入物価の高騰、円
安、＊皆さんの生活に響いてきますよ、これから。 今だって
スーパーに買い物行って、同じだけのもの。 救急車です、す
みません。  【無音03:06まで】さい、再開させていただきま
す。 今のスピーカー、なんか、救急車のスピーカー音割れて
ましたね。 東京都がケチってるんでしょうか。 今まで皆さ
んが、生活をされて、スーパーとかに行かれる。 今、全く同
じように買い物したら、なんか高いな。 もちろん1つ1つ＊
高いな。 もしくは量が少なくなったな。 これが、もう輸入
物価の高騰の影響を受けてるんです。 そしてこの円安＊、そ
れがさらに高くなる。 ときどき＊いうのも、どれほど高くな
るかもうわからない状態じゃないんです。 今回の選挙の争点
は物価高だ、＊いますが、この物価高にプラス＊。

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。

38
消費税というもの
が、いかに国民を
苦しめてるか

【自分】て、皆さん消費税を負担してるんです。 税というも
のは、本来、富の再分配であり、景気の調整メン＊である。 
そうであるならば、この消費税は何のためにあるの。 年収が
約200万円ぐらいの方、200万円ぐらいを稼いでる方にとっ
ては、生活をしていく生活必需品だけで、ほとんどの収入を
使ってしまいますよ。 200万円ぐらいの方は生活必需品を買
うだけで、そのキュウリョウ＊ほとんどを使ってしまう。 そ
んな＊生活をするために、消費税を10パーセント奪ってるん
ジャナイデス＊。 じゃあ、その10倍の収入のある方。 10倍
の収入があったって、1日30回＊スル＊わけじゃない。 トイ
レットペーパーを1日30個使うわけじゃない。 そうすると、
生活必需品が300万円だとしたら、1.5パーセントしか負担し
てないじゃないデス＊。 富の再分配というものが、そもそも
ルイキンカゼイトウ＊にあり、この間接税というものは、お
金のない者の敵なんです。 この消費税、お金、収入が少なけ
れば少ないほど、苦しいものだと。 大人が物を買ったって
＊＊＊のは＊＊＊。 高齢者が買ったって、億万長者が買っ
たって、我々一般庶民の者が買ったって、同じものを買えば
同じぐらいかかるじゃないです。 こんな税金っていうのは無
くさなきゃいけない。 そして昨年度、皆さんもご存知のよう
に、武漢コロナ肺炎禍の中で日本の経済はボロボロとなっ
て、それでも国は最高税収をあげたんです。 オコッテ＊ない
んです。 国民が苦しむ、＊が苦しんでる中でも、税収だけは
最高の税収をあげた。 なんでそれができるか。 これは、消
費税というものが、いかに国民を苦しめてるかということの
証明だと。

[39]「この政治
というものに

よって、みなさ
んの生活が一変
する」について
の理由・ニーズ



39

この政治というも
のによって、みな
さんの生活が一変
する

私ナカムラカズヒロは皆さんに申し上げます。 消費税を何と
しても廃止しなければならない。 年収の200万円ぐらいの方
にとっては、即10パーセントの収入アップと同じですよ。  
【自分】ウソヤ＊。  
【自分】もう1回言ってみろ、おい。 おい、言い逃げする
な、こいつ。 こら。  
【自分】ナンダヨ＊。  
【自分】おい、来いよ。  
【自分】おい。  
【自分】言い逃げするな、ばか。 おい、さっき言ったろう
が。  
【自分】＊＊＊ネエヨ＊。  
【自分】おい、もう一度来いよ、おら。  
【自分】ナンダヨ＊、バカ＊＊＊＊。  
【自分】もう一度言ってみろよ、おら。 おい、こっち来い。 
言い逃げするな。  
【自分】＊。  
【自分】言い逃げするな。 有権者。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】文句があるなら、ちゃんとハッキリ言え。  
【自分】いいですか。 先ほども言ったように、このように、
有権者という権力をかざして、我々に対して何が起きる、ふ
ざけてもらっちゃ困る、我々だってシンケンニ＊皆さんに訴
えてるンデス＊。 我々は、有権者に媚びることなんてない。 
ただ、皆さんにも、この政治というものを真剣に考えてもら
いたいんです。 なぜならば、この政治というものによって、
みなさんの生活が一変するんです。 我々もセッキョクタイセ
イ＊、何と言おうと、もしこの日本ができるんであれば言い
ません。 しかし、これは政治的決断に＊、皆さんの生活がす
ぐに良くなる方法があるんです。 今までお話をしていまし
た。  
【自分】＊インフレ、＊物価の高騰です。 そして円安、今
度、消費税これらに対する解決方法っていうのは、実は明確
なんです。 皆さんは当たり前だというかもしれない、この解
決という物は＊と減税しかないんです。 消費税は勿論廃止、
そして徹底的な＊その二つがあれば、日本国民は今後も、何
も恐れる事はないんです。 何が＊争点で解決方法が明確であ
るにもかかわらず、国はそれをしたくない、ありがとうござ
います、国はそれをしたくない、皆さんの中で、何人の方が
非正規雇用で何人の方が派遣で働いてるの、この様な状況が
間違ってると我々は言ってるんです。 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。

40
政治家という者
が、まるで国民の
事を考えていない

この様な日本、しかしながら、なぜ今この様な日本になって
しまったのか、我々も反省しなきゃいけないんです。 我々、
我々、私も含めてです。 この国というものを今まで＊たんで
す。 日本という国は、なんか難しい政治家、この頭の良い政
治家の先生が、我々を必ず豊かにしてくれる、日本という国
は凄い国だ、私も信じてたんです。 しかし、真実が分かるに
つれ、政治家という者が、まるで国民の事を考えていない、
政治家という者が、今だけ、金だけ、自分だけというもの
を、ここまで貫くものだという事が分かりました。

[42]「皆さんに
も緊張感を持っ
て、この選挙と
いうものに、あ
たってほしい」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

41

この国を変えられ
るという事を、そ
れでも気が付いて
いない

そして私は、昨年＊政治家になろうと決心をしました。 そし
てもう一つ、この政治家になろうと決心をした時に分かった
事は、有権者というのは、なんてふざけてるんだと、このイ
ンチキ＊国家における選挙＊選挙というものが、いかに大切
な物なのか、そして有権者の皆さんが、この国を変えられる
という事を、それでも気が付いていない、今この前を通った
馬鹿の様に酒を飲んで、候補者をののしる、それが有権者だ
と言ってるんです。

[42]「皆さんに
も緊張感を持っ
て、この選挙と
いうものに、あ
たってほしい」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

42

皆さんにも緊張感
を持って、この選
挙というものに、
あたってほしい

我々は、有権者の皆さんに頭を下げないというポリシーを
持ってる、なぜか、政治というのは、真剣勝負であり、私も
有権者なんです。 選挙というものは、決してお祭りではな
い、美人コンテストでもない、遊びじゃないんです。 この選
挙の結果によって、日本人が更に＊でいくかどうか、皆さん
が豊かになるかどうか、それが決まってくる、だから皆さん
にも緊張感を持って、この選挙というものに、あたってほし
いんです。 日本代表、ナカムラカズヒロなんか入れたくない
と思ったら、それはそれで結構、しかしながら、皆さんは、
この政治というものから、のがれる事はできないんです。 皆
さんは、この政治から逃げる事ができないという事を、それ
は、十分に知らなければならないんです。

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。



43 日本第一党は＊制
度を廃止

【自分】日本第一党は＊制度を廃止＊。 皆さんと共にこの必
ず成し遂げなければならない＊派遣労働者ナドガ＊非正規雇
用などから、このままの状況にしてはいけないということを
実現するんです。 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。

44
自らの国民の命を
他国に預けてし
まった

今、皆さん、ロシアがウクライナに侵攻しています。 ＊＊＊
はあまり語られないです。 現在進行形＊。 ウクライナとい
う国、ロシアがという国、このどちらが正しいとか、どちら
が間違ってるという議論はさておき、1つ我々に突き付けら
れた現実というものは、核を持つ国が核を持たない国に侵攻
してきた場合に、どこの国も手を出せないということです。 
経済制裁があるんじゃないか、アメリカが沢山＊してるん
じゃないかとおっしゃる方もいるが、それは無責任な言い＊
じゃない。 ウクライナの国民は、なんにも罪のない子女も含
めて、沢山命を落とします。  いったい何人のウクライナ人
が亡くなればいいのか。 しかしながら、このウクライナとい
う国、以前は核保有国だったんです。 核を沢山持ってます。 
核をなくせ、核をなくせと、アメリカやイギリスが圧力をか
けて、そうして約束をして核がなくなったんです。 核保有国
があなたの国に攻めてきた時には、必ず我が国が、我々があ
なたの国民を守ります。 しかし、その結果どうなりました、
いったい何人の人が亡くなったんです。 これはウクライナの
＊の大きな間違いであり、国民の命、国家の＊というものを
他国に委ねてしまったんです。 ウクライナの国の1番の誤り
は、自らの国民の命を他国に預けてしまったという＊です。

[47]「侵略をし
たら倍返しされ
るっていうこと
がわかれば、誰
も来ない」につ
いての理由・

ニーズ

45
そんなものが味方
でなくはないんか

それでは我が国を見てみましょう。 北朝鮮、＊＊＊、そして
ロシアがあり、これも全て日本にとって敵国ジャナイ＊で
す。 北朝鮮は拉致被害者も返さず、それどころか日本にミサ
イルを打ちまくっている。 中＊という国は歴史問題をさんざ
ん改ざんし、そして尖閣諸島も虎視眈々と狙っている。 ロシ
アという国は我々がポツダム宣言を受託した＊のような状況
の時に、我々の領土を奪ったではない、それどころか、シベ
リアに日本人を抑留し、殺しまくったのもロシアだ。 そんな
ものが味方でなくはないんか。 その3つの国は全てが保有
国。

[44]「自らの国
民の命を他国に
預けてしまっ

た」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

46

政治というもの
は、戦争を、お
か、起こさせな
い、話し合いの場
なんだ

さて皆さん、西新宿の皆さん、是非考えていただきたいんで
す。 このような環境にある中で、このように日本人の命を守
るんです。  
【自分】どのように皆さんの愛する家族、愛するお子さん、
どのように命を守りますカ＊？ 共産党とか左翼系のスットボ
ケタ＊連中はこう言います。 日本には憲法9条があるんだ
と。 憲法9条の＊から平和なんだ。 ふざけてもらっちゃ困リ
マス＊。 無責任なことを言うな。 侵略をしてくる国という
ものは、侵略をしようと決めて、侵略をする準備が整ったと
きに、侵略をしてくるんです。 綺麗事を言うその左翼連中の
中には、若者まで、国境で酒を＊歌を歌えば仲間とナル＊、
戦争がなくなると言っております。 そんなことあるわけない
じゃない。 先日の共産党＊、政治というものは、戦争、おか
さな、起こさせないのが。  
【自分】＊。  
【自分】え？  
【自分】＊。  
【自分】何を言ってンダ＊、共産党なのかい？ ＊黙ってろ。 
いいですか。 政治というものは、戦争を、おか、起こさせな
い、話し合いの場なんだ。 でも戦争が起きてるではないか。 
ならば、どのように。 救急車＊、すみません。 【無音01:42
まで】はい、再開してマス＊。

[44]「自らの国
民の命を他国に
預けてしまっ

た」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



47

侵略をしたら倍返
しされるっていう
ことがわかれば、
誰も来ない

では皆さん、この状況の中で、どのように皆さんの命を守る
んです？ 憲法＊ない、ならば日本が世界に一番強い抑止力を
持って国を守らなきゃいけないんです。 我々日本第一党は、
今、日本＊タブーと言われているが、核武装ということから
目をそらすな、日本が核武装をする以外に、この国の平和と
いうのはないと訴えております。 民主主義の国家で、さまざ
まなことが話し合いで決まるというこの日本の中で、なぜこ
のタブー＊ものが、＊タブーとなって＊、おかしいじゃない
＊。 日本が核を持ち、世界に誇る抑止力を持った時、初めて
日本の戦争反対より平和の＊というのが現実のものとなるん
です。 先ほども言いマシタ＊、侵略する国が侵略を最後して
くる決断をする時に、何をハカル＊のか、日本に侵攻してき
た場合、どれほどの被害がこの国にアルノカ＊、その時に日
本に侵略をしたら倍返しされるっていうことがわかれば、誰
も来ないです。  
【自分】反対。

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。

48
日本が日本じゃな
くなる可能性がど
れほどあるのか

【自分】それ以外の方法があるならば教えていただきたいデ
ス＊。 私の家族も長崎にたくさんおります。 長崎出身者で
す。 核の恐ろしさという＊は、私も伝え聞きます。 確かに
核というものこの新宿に、お、落ちれば、新宿すべてがなく
なるとか東京全部がなくなる、＊危険なものではあります。 
しかし、我々がそれを持たなければそれを撃ち込まれる可能
性もある＊。 それによって、＊され、日本が日本じゃなくな
る可能性がどれほどあるのかということを、皆さんは知るべ
きナンデス＊。 もう皆さん、この議論から逃れることはでき
ない。 現実にウクライナを目に、現実に様々な国の侵略を目
に、日本だけそれが起きないなんてことはない。 また、日米
安全保障というものは。  
【自分】機能しないんです。 アメリカという国は、1万分の
1でも、自らの本土にミサイルが届く可能性があった時、そ
の国を絶対守らない。 ウクライナを見てたらわかるんじゃな
いです。 ＊約束があったにもかかわらず、アメリカは直接実
行しなかった。 日本とチュウキョウじゃ、中国が戦争になっ
た時は、アメリカはウクライナと同じように、武器を＊よ
り、アメリカの代理戦争のような姿で、戦わせられるんで
す。 その時に、命を落とすのは、我々日本国民じゃないか
と、それをみなさん、理解をしなければならないんです。 今
この日本の中で、2000年からの歴史を誇るこの日本の中で、
戦後わずか75年とい＊この国というものは、別の国のように
なってしまった。

[47]「侵略をし
たら倍返しされ
るっていうこと
がわかれば、誰
も来ない」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

49

どんな理由であ
れ、もう一度この
日本を、立て直さ
なければいけない

このGHQが悪いのが何が悪い、さまざまな理由はあります。 
しかしながら我々は、どんな理由であれ、もう一度この日本
を、立て直さなければいけないんです。  日本とは何か？ 日
本とは何かというのは、みなさん1人1人が日本である。 日
本人とは何か、日本人とは既に亡くなった方が、今現在に生
きる我々、そして、これから生まれてくる子供たちも含め、
日本な、ならば同じ日本人として、日本で生まれて、日本で
死んでいく日本人＊、この日本の歴史に、責任がある＊。

[50]「我々日本
第一党と共に、
もう一度この日
本を立て直そ

う」についての
理由・ニーズ

50

我々日本第一党と
共に、もう一度こ
の日本を立て直そ
う

そして、日本として、この国を、次の世代につなげていく責
任が、我々にはあるんだということを、ぜひ、知っていただ
きたいんです。 日本というこの共同体、あるものが経済的に
苦しみ、あるものは病気で苦しんで、同じ共同体のメンバー
なんだ。 もう日本の不幸は許せない。 日本人が、政治で殺
されるのはもう終わりにしなければならないんだ。 是非と
も、是非とも皆さん、我々日本第一党と共に、我々日本第一
党と共に、もう一度この日本を立て直そうではありません。 
その力が、皆さんにのみあるんです。 たった1票かもしれな
い。 しかしながらその1票を信じて、自ら信じる＊、＊べき
なんです。 それが、それがこの日本を変え、日本を救うこと
に＊。 我々日本人が望むこと、日本第一党が望むことは、日
本のことは日本に決めさせていただ＊。 日本が日本であり続
けてほしい。 日本人が日本人であり続けてほしい。 日本の
未来を担う子供たちは皆、輝いてほしい。 そして、すべての
日本国民が、豊かになってほしい。 その方法はあるんだと。 
その方法は政治的に解決ができるんだということを知ってい
ただきたいんです。 働いても働いても、生活が良くならな
い。 働いても働いても苦しいという生活は、政治によって、
なくなるんだということを、是非とも、ご理解いただきたい
んです。 そしてこの選挙というものは、遊びではなく。

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。



51

消費税を廃止す
る、そして2年間
にわたり所得税を
免除

【自分】この選挙というものは祭りでもなく、この選挙とい
うものは美人コンテストでもないんです。 皆さんの人生が、
皆さんの生活がかかっているということを真に受け止めてい
ただきたいんです。 自由民主党はヒョウ＊するといわれてお
りますが、自由民主党が圧勝したら皆さんもご存じのように
さらなる増税が待っております。 それを止めなければいけな
いんです。 それを止めなければいけないんです。 消費税を
廃止する、そして2年間にわたり所得税を免除する。 これが
可能となるのはニッポンダイイチ党と、そして皆さんの力な
んです。 国民が変われば政治は変わる、皆さんが信じれば、
この政治というものは変わるということを強く申し上げま
す。 ニッポンダイイチ党、ニッポンダイイチ党でございま
す。 東京都選挙区はスガワラミユキ、そ、緊急車両ですね。 
【無音02:03まで】再開します。 われわれはニッポンダイイ
チ党、ニッポンダイイチ党でございます。 東京都選挙区はス
ガワラミユキ、そして神奈川区選挙区はハギヤマアユミ、そ
して私、ナカムラカズヒロは比例代表候補でございます。 皆
さん、もう、派遣だの何だの、苦しめられるのはやめましょ
う。 もう貧しいのは、もう終わりにしましょう。 すべての
国民が豊かにならなければならない、そしてその責務という
ものは政治と国にある。 今まで皆さんが、こう言われてきた
ジャナイデス＊。 お金が苦しいのは、生活が苦しいのはおま
えたちの責任だと自民党は言ってるんです。 自己責任という
言葉デヲ＊使うじゃない。 自己責任、自己責任。 そんなも
のは嘘なんです。

[52]「われわれ
が豊かになる道
を選ばなきゃい
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。

52
われわれが豊かに
なる道を選ばな
きゃいけない

もう、この自己責任っていう言葉に縛られることなく、われ
われが豊かになる道を選ばなきゃいけないんです。 国はでき
る、政治はできる、あと、それは皆さんの選択です、それが
変わるんです。 ニッポンダイイチ党、ニッポンダイイチ党で
ございます。 もう政治に殺されるのはやめましょう。 ニッ
ポンダイイチ党でございます、ありがとうございました。  
【自分】いいぞ。  
【自分】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。

53
全国比例でニッポ
ンダイイチ党と書
いて

ナカムラカズヒロ幹事長でした。 ええ、ニッポンダイイチ
党、全国比例でニッポンダイイチ党と書いていただけバ＊、
比例代表はニッポンダイイチ党、そうすれば、コノ＊ナカム
ラカズヒロ、あるいは、このサクライマコト、この2名が
ニッポンダイイチ党の比例代表で、ええ、名簿に名を連ねて
おります。 っていうことは、ニッポンダイイチ党にがっつり
票が入ればナカムラカズヒロか、いや、サクライマコトか、
いや、どっちか1人じゃない、両方、サクライマコト議員、
ナカムラカズヒロ議員、これ生まれるわけです、素晴らしい
じゃないですか。 そして。

[52]「われわれ
が豊かになる道
を選ばなきゃい
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。

54

東京選挙区からは
トウ＊選挙区、ス
ガワラミユキ、ス
ガワラミユキ候補

【自分】東京では、ニア＊、ね、幸いなことに比例代表だけ
じゃなく、コロノケイケイキヨク＊、東京選挙区からはトウ
＊選挙区、スガワラミユキ、スガワラミユキ候補が出ており
ます。 ね、これも、素晴らしい、素晴らしい女性です。 
ね、ええ、私のね、ええ、大先輩でございます。 ええ、この
スガワラミユキ候補も、ええ、東京都から、ええ、当選すれ
ばスガワラミユキ参議院議員として、ええ、皆さまの生活を
豊かにするべく、ええ、ミンスガイ＊、ええ、貧困に、え、
苦しんでいる皆さん、あるいは生活が苦しい子供の、ええ、
学費が苦しい、え、あるいはもう学費がもうなくて進学を諦
めた、進学を諦めよっかなと、そんな、日本国民がどんど
ん、どんどん、わんさか、わんさか出ておるような状況です
が、それを止めるべく、ええ、国会でもう大暴れします、当
たり前です。

[53]「全国比例
でニッポンダイ
イチ党と書い

て」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

55
見殺しにしてはな
らないンデス

ええとデスネ＊、皆さんは本当に日本国民が次から次に、ば
たばたと、これ皆さんの仲間ですよ。 電車に飛び込む仲間、
ええ、首をつる仲間、ええ、風俗店に身売りする仲間、え
え、パチンコ店のトイレで首をつる仲間、ね、とんでもな
い、ええ、政治による犠牲者、外資系企業による犠牲者でご
ざいます。 これを見殺しにしてはならないンデス＊、そう
いった人を作ってはならないんです。 皆さんのご主人や、え
え、息子さんや娘さんが将来そうなるかもしれない、いやも
う、今なってるかもシラ＊ない、いやもう、なったんです
と、そんな方もいらっしゃると思います、ね。 ま、大変な
ね、あ、状況になっております。

[56]「政治に興
味がないじゃ済
まされないんで
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



56
政治に興味がない
じゃ済まされない
んです

ね、見捨てちゃいけない、自分に関係ないじゃない、今すぐ
に関係してるかどうか分からなくても、もうすぐ皆さんの元
に降りかかる問題なんです。 今、降りかかってるかもしれな
いが、とにかく、ええ、皆さん、他人事ではない。 皆さんが
放棄した政治、皆さんが捨てた政治は、ええ、皆さんに牙を
むいて襲いかかってきます。 皆さんは政治に興味がないじゃ
済まされないんです。 皆さんの生活は、政治によって確実に
影響を受けているんです。 意識してないだけです。 皆さん
の生活が地球の重力、引力によって、ええ、支えられてるの
と同じです、ね。  ええ、空に星があるが＊ごとく、海にヒ
トデがあるがごとくデスネ＊、皆さんの政治は、ええ、海
に、海じゃないですね、ええ、政治によって食い詰められて
おるんです。 であれば、あ、皆さんの力で、これね、国民主
権、ええ、国民の手によってこの政治が作られてるわけです
から、皆さんの手によって、この＊＊＊。

[57]「政治に
よって皆さまの
生活が助けられ
る時代」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

57
政治によって皆さ
まの生活が助けら
れる時代

皆さん、政治に苦しめられる時代から、皆さんは、皆さんが
作った政治によって、政治によって皆さまの生活が助けられ
る時代になる可能性を十分秘めているという、マア＊、本
来、そうあるべきだということを、ええ、ニッポンダイイチ
党、コエ＊、皆さんはソ＊という言葉に込めてるわけです。 
日本国の政治、国の政治というのは国民のために行わなけれ
ば＊いけない、ね。 親が家庭で自分の子供に、ええ、惜しみ
ない愛情を注ぐのと同じでございます。

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。

58
絶対に自由民主党
には投票してはい
けない

国家というのは天皇陛下の＊、え、日本国民に対し、ええ、
天皇陛下から預かった、コノ＊日本国の国民、これ、日本国
民を一人残らず救済する責務があるんです。 それができなけ
れば国家で、これ、政府なんていう、今、日本国政府なんて
いうのがありますが、この日本国政府は国家に。  
【自分】＊＊＊、国民をスクウ＊ことができない政府などと
いうのは、多くの企業を著しく＊＊＊。 ＊＊＊、この政府を
牛耳っている政権ですね、えー、＊バイコク、サツジンシュ
ウダン＊、えー、自由民主党をとにかく引きずり下ろすしか
ない。 引きずり下ろさなければいけないこのときに、なおも
自由民主党を支持する、自由民主党へ投票するという日本国
民は、別に怒らないから、手を挙げて名乗り出てください。 
ね、先生、怒らないから、手を挙げて名乗り出てください。 
ね、それでもなお自由民主党へ、怒るぞ、手を挙げるな。 自
由民主党に投票するようなことは絶対あってはいけない。 
ね、先生、怒るぞ、ね。 絶対に自由民主党には投票してはい
けない。

[59]「日本第一
党、一択です

よ」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

59
日本第一党、一択
ですよ

そして同じく、共産党にも投票してはいけない。 国民民主
党、立憲民主党、ドンナモノニモ＊投票してはいけない。 れ
いわ新選組、エヌエイチケー＊なんとか、もっての外。 日本
第一党、一択ですよ。 アルイハ＊、自由民主党だけじゃない
ですよ、悪い政治団体は。 国会という大事な会議を、時間を
費やしてジチク＊にやっとる連中っていうのは、ていうのは
立憲民主党、特に国民民主党、日本共産党、えー、あと社会
民主党とかね、そういった国政政党の面々ですよ。 アノヒト
ラガジチクニ＊やっとるおかげで、大事な話が一回も出な
い。 自民党を本当にやっつける気があるんだったら急所を狙
えばいいのに、あいつら、急所を狙わない。 だから自由民主
党が、えー、ダイイッセイ＊、そういった議論をすれば、民
主党も共産党も私のほうが。  
【自分】国民民主党がやります。  
【自分】やめよ。 国民民主党というのは、＊＊＊に反対する
ような顔をしながら、結果的に、国益にかなう＊＊＊じゃな
いですか。 ＊＊＊というのは貿易＊＊＊、貿易＊、自由化で
すよ、貿易に係る関税というのは、税金、この関税というの
は非常にタイヘンナ＊税金なんです。 人、物、金、これが国
境を越えるとき、これに課税をすることで、日本国内のカン
リョウ＊や、行動力や、カヘイ＊を守る効果があるんです、
当たり前です。 外国から安い、あるいは、安く大量に生産さ
れる物がたくさん＊入ってきたら、それ、＊＊＊に入ってき
たら、皆さんはその洪水に押し流されます。

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。



60
日本国民は、就職
先すらなくなって
いるんです

皆さんは、例えば低賃金外国人労働者という、ね、安い安い
賃金で、えー、パフォーマーのように働いて、使い捨てられ
る外国人が日本に大量に入れば、日本国のブルーカラーは一
気に失業するわけです。 ね、そんなことが今、起きている
じゃないですか。 コンビニとか、そんなところ、今、外国人
だらけでしょ。 あれだって、文句も言わず働く外国人、
えー、そ、ね、えー、こんなものを雇うほうが安くていい、
そんな状態になっているんです。 日本国民は、就職先すらな
くなっているんです。 低賃金外国人労働者と激しいカカク＊
競争。

[61]「給料も外
国人の平均＊外
国人労働者に合
わせて、下げ

て」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

61

給料も外国人の平
均＊外国人労働者
に合わせて、下げ
て

【自分】ていう、日本国の行動力は、日本国民の行動力は、
安い安い外国人の合同力と比較され、そして、低賃金でも働
くほうを優遇するという事で、外国人のほうを優先して待遇
する、だから、日本国民が失業をするんです。 え、えー、そ
して、外国人ですら、あんまり文句を言わず安い賃金で働い
ているのに、日本国の労働者がきたら、いっちょ前に最低賃
金を要求すると、こんなものいいで、結局、えー、日本人の
給料も外国人の平均＊外国人労働者に合わせて、下げていこ
うというムーブメントとなって＊。

[62]「それを決
めたのは、国民
民主党じゃない
ですか」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

62
それを決めたの
は、国民民主党
じゃないですか

日本国民、本来は、そんなん許せないはずなんですが、もう
仕事がない、安くても良いからはたら、働かせてくれという
状況にまで、おいつめられ＊。 それを決めたのは、国民民主
党じゃないですか、ええかげんにせえよ、なあ、お前、寄っ
てくんな。  えー、まずですね、国民民主党、皆さんから、
＊反対するなら国民民主党＊が皆さんに、＊＊＊。 ＊が皆さ
んに＊をしたから、多くの国民は、騙されたんです。 ＊＊＊
騙されないから、＊＊＊自由民主党の政策には、＊＊＊とい
うふうに書いてあるよと＊に言ったんです＊。 で、＊という
のは、ね、＊というのは、＊は服役にかなうように、話し合
いを進めますというふうに、国民民主党の政策に＊だったん
ですよ、ね。

[63]「いいかげ
ん国民が目を覚
まさないといけ
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。

63
いいかげん国民が
目を覚まさないと
いけない

で、多くの国民は、国民民主党の政策まで、目を通さないで
しょ。 だから、この＊は口先だけでアルテックカイタイ＊っ
てやったんですよ。 ＊よ、＊よ、で、皆さんから集めた＊
て、アンテック＊を始めたんですから。 こんなん長いです
よ。 で、低賃金外国人労働者に＊も＊＊＊。 えー、消費税
金も廃止する、廃止すると言って、＊＊＊が、えー、消費税
5パーセント＊＊＊ええかげんな事言って、えー、共産党
や、えー、立憲民主党という消費税を推進する団体と手を組
んで、政治をしております。 ま、とんでもない、こんなんば
かり＊＊＊で、えー、なんやそれはと、私ね、令和新撰組の
ね、えー、＊に聞いたんです。 したら、＊＊＊しょうがない
でしょっていう、もうね、目的と手段が、もう、めちゃく
ちゃなんですよ、あいつら。 ＊＊＊いいかげん国民が目を覚
まさないといけないんです、ね。 もう、日本＊だけですよ、
本当に、参加するのは。 で、戦ってるから、メディアはとり
あげないでしょ。 メディアがとりあげると、これメディアと
いうのが、電通＊＊＊金貰ってるわけだから、ね、私らのよ
うな意見を言うのは、本当に上のほうを＊＊＊本当に都合が
悪いわけですよ。

[59]「日本第一
党、一択です

よ」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

64
支配階級、連中
の、ええ、馬脚が
現れる

なぜなら、あいつら、相談しません、さしひいて、私の事
を、ハギヤマアユミを、現実のように笑うってイウジヲ＊書
いている、私、神奈川県民なんですが、神奈川県では、神奈
川新聞というのがあって、連日、＊＊＊ハギヤマアユミ＊と
かね、えー＊犯罪を繰り返すハギヤマアユミとか、犯罪者ハ
ギヤマアユミとか、ぜ。  
【自分】＊私のことを、ノノシッテ＊くれておる、＊たりし
てね、そんな、＊ありますが、まあ、トウキョウトでは、ま
あ、そういうヒトデモヤル＊、シンブン＊がないでしょ、メ
ディア＊ないでしょ、まあ、ソウイウノヲ＊取り上げると、
まあ、ようは、支配階級、連中の、ええ、馬脚が現れる、悪
いことが、明白になる、あぶり出されるから、触れたくない
んですよ、日本第一党には、触れると、やけどする、けがを
することが、わかっておるんです、＊＊＊、自民党なんか
は、もう、日本第一党にからむと、致命傷受けますからね、
きょうも、あの、アオヤマシゲハル＊というね、とんでもな
い、売国奴が、ロウドウ＊、＊＊＊コウベ＊じゃない、え
え、ヨコハマ＊のね、サクラギチョウ＊で、ええ、演説して
おるトコミマシタラ＊、もう、さっさと逃げていきました、
まあ、そんなもんです、ね。

[63]「いいかげ
ん国民が目を覚
まさないといけ
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。



65

消費税制、廃止
を、訴えておるの
は、日本第一党だ
けです

ええ、消費税制、廃止を、訴えておるのは、日本第一党だけ
です、消費税制というのは、絶対的に悪なんです、消費税制
がなくなったら、日本の財政が、財源がなくなるというの
は、すべて、嘘っぱちで、ねえ、消費税は、どんな集めて
も、財源になるものではない、税金というのは、そもそも、
財源ではないんだから、当然なんですよ。 税金というのは、
集めたら、国庫にとけるものです、国庫にとけるものを、ど
うやって、財源に＊＊＊。

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

予算というのは、
新たに、＊＊＊
で、生み出された
お金

本来、国庫の、ええ、予算というのは、たてるとき、＊＊＊
皆さん、必要としているか、水道を直すのに、どれだけの予
算が必要か、道路には、どれだけの予算が必要か、ネ＊、国
営事業、さまざまな、国営の事業に対し、どれだけの予算が
必要かというものを、話し合ったら、それにあわせた予算を
タテル＊、その予算というのは、新たに、＊＊＊で、生み出
されたお金なんです。 ですから、国民のため、国家の、え
え、公共事業の＊ために、予算を立てるという、この行為
は、あらたな、お金を生む行為であって、皆さま、将来の財
産になる行為なんです、それを、ええ、おおばかたれの、自
由民主党政権、あるいは、財務省、＊税務局という、連中
は、ええ、将来に危機をまわすとかね、いって、皆さんを
＊。

[65]「消費税
制、廃止を、訴
えておるのは、
日本第一党だけ
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。

67
将来への危険、そ
んなんものはない

ええ、日本国の借金が膨れ上がっているなんて、言っている
でしょう、あれだった、何のことはないんですよ、＊さん
に、日本国が、これまで発行した、市場をめぐっている、え
え、お金の総額のことです。 日本国が発行した、お金の総
額、つまり円ですね、円が、どれだけ、日本国をまわってい
るかという、ただこれだけの話を、ただ、こんだけの数字を
見て、日本国の借金が、これは、確かに借金ですよね、え
え、日本国が、お金を、ええ、国民に発行するっていうこと
は、債権者、国民が、したら、日本の借金がありすぎるいう
てね、そんなもんね、何のことはない、ねえ、円建てで、お
金を発行している限りは、何の心配もいらない、すべて、国
民の財産じゃないですか、将来への危険、そんなんものはな
い＊、本当に将来のことを考えてたら、日本国は、今、しっ
かり、円を発行しなければならない、そのためには、国債を
発行しなければならないんですよ、一回や二回、国債発行し
て、効果がありませんでしたなんて、いっている自民党は、
おおばかたれです、足りないっていっているんです。

[66]「予算とい
うのは、新た

に、＊＊＊で、
生み出されたお
金」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

68 日本国は、国債の
発行の量が足りな

ねえ、小学校で、成績の悪い、わんぱく、わんぱく小僧が、
一回や二回、宿題をしてきたぐらいで、成績が上がりません
でした、勉強しても無駄ですって、先生にいうのと同じで、
勉強の＊がたりないんですって、怒られる、怒られるで
しょ、それと同じです、日本国は、国債の発行の量が足りな
いんです、だから、国民が、豊かにならない、この前の、給
付金だって、10万円、二回出しただけで、効果がありません
でしたって、あるわけないだろ、給付金といのは、継続して
出さなければ、消費には、むか。

[67]「将来への
危険、そんなん
ものはない」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

69
毎月給付しなけれ
ば、意味がない

【自分】＊。 一回だけ出したんでは、これ貯金に向かうんで
す、当たり前です。 よほど今お金がもう入り用で、借金で取
り立てが来てる状態でもなければ、貯金に回るんです。 当た
り前です。 これが、毎月10万なら10万、20万なら20万、15
万なら15万、毎月給付されるとなれば、初めて消費に向かう
んです。 ね、毎月給付されると分かっていれば、計画的にお
金をちゃんと使うじゃないですか。 これが、一回こっきり
だったから皆さん貯金するし、使い渋る、当たり前。 毎月給
付しなければ、意味がない。 そんな話をしとります。

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。

70

貧しくする方向
に、ま、いろんな
情報を使ってきま
す

ね、そもそも、えー、これ国民への投資とか、えー、消費税
をやめろとか、ね、そこね、そんなとこでしょ。 日本は歳入
が減る一方で、え、歳出が増える一方だと、これ、ね、バラ
マキ社会だと言ってるんですね。 いいですよね。 ＊は国民
を搾り上げて、えー、国民を締め上げることを＊財政健全化
だの、あたかも良い事のように日本国政府は言うんです。 そ
して、国民を助けるための政治をすることを、バラマキ経済
とかってね、悪い事のように公言するんです。 ね、言葉の使
い方、面白いもんです。 ほんとに、良い事を悪い事のように
言い、悪い事を良い事のように言うのが、めちゃめちゃうま
い。 それしょうがない。 広告会社が味方に付いてるからで
すよ。 キャッチコピーのプロが作ってるんですよ、あんな、
ね、物言いを。 ＊言葉をね、国民を貧しくする方向に、貧し
くする方向に、ま、いろんな情報を使ってきます。

[82]「国家と政
治の責任であ

る」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



71
自己責任なんで
す、そんな言葉、
本来ない

さっきもナカムラカズヒロが、えー、皆さんに言ってました
が、これ自己責任なんです、そんな言葉、本来ないですよ。 
これ、コイズミのチリチリパーマが作った、あの、チリチリ
パーマが、え、自己責任、自己責任って言ったんですよ。 
そっから始まってるんですよ。 そんなの造語ですよ。 あん
な日本語ないですよ。 ね、コイズミをチリチリパーマ、これ
は造語じゃない。 チリチリパーマは日本語です。 コイズミ
も日本語です。 でも、自己責任というのは日本語じゃありま
せん。 ね、自己責任なんて言葉は使わないと、これ使った
ら、もうコイズミのチリチリパーマの信者ですよ、君たち
は。 ね、自己責任なんて言葉は使わない。 使ってはダメな
んですね。 変な、えー、流行語出さないの。 ね、ライフス
ペースのタママキ大臣とかね、えー、＊＊＊言ってましたけ
ど、あれは疲れました。 ね、＊も買いました。  ＊、コイズ
ミのチリチリパーマ、チリチリパーマが言った、えー、自己
責任って言葉、いまだに生きてるんですよ。 自由民主党とい
う＊政権がいつまでも、いつまでも続いてるからこの言葉が
生きてるんです。 【喧噪03:28まで】。 えー、緊急車両非常
に多いですね。 ね、救急車が通った時は、＊くるんですよ。 
そして、自動車は横に避け、歩行者も道を空ける、ね、緊急
車両ですから、救急車が自分が＊ことがなるべく無いよう
に、ね、えー、病院に現場に、ね、みんな助けを待ってる人
がいるんですから、そこにちゃんと急行できるように、みん
なで助けましょうね。 ね、それが助け合いの精神です。 
ね、国民同士以上の精神です。

[81]「全て自己
責任だとジユウ
ミンシュ党言い
放っている」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

72
国は一向に国民を
助けようとしてな
い

えー、しかし。  
【自分】＊の、きょう、共助などと言われますが、共助とい
う考え方が今は本当に欠如してるんです、ね。 ご近所さんで
助け合ってください、＊で助け合って下さいなんて言います
が、国は一向に国民を助けようとしてないんです。 こんな状
況です、ね、本当にどうしようもない世の中でございます、
ね。 ええと、万葉集に出てきたヤマノウエノオクラの、ね、
＊を思い浮かべました。 ＊はね、どうしようもない＊か、こ
の世の中のことがと、そのように言っておりました、ね。 万
葉集にも、ね、貧困で、もうかまどに蜘蛛の巣が張ってるよ
うなご家庭の＊でも役人がムチを振るって税を取り立ててお
ると、そういった歌が万葉集にも書かれておりました。 本
当、時代はね、そんなに進んでも国民や人間は本当に賢くな
らないのだろうかと、ね。 えー、技術は進み、えー、一見豊
かになりましたが、人間は一向に賢くならない。 政治は力を
持てば、ね、自分の＊＊＊ばっかり考えるんでしょうか。 
【無音01:38まで】。 えー、緊急車両です、道を空けて＊、
ありがとうございます。 えー、熱中症＊ね、救急車多いです
ね。 うーん、この熱中症の患者も、まあ、＊＊＊けど、＊
ね、患者も、まあ、これ全て自由民主党の悪政の犠牲です、
ね、悪政は虎よりも猛なり、ね、よく言ったものです。 本当
にとんでもない殺人集団です、自由民主党、実際許しとった
らいかんです、ね。 そんな＊で次の＊に替わりましょうか、
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。

73
半分が税金、社会
保障料、保険料に
とられている

今日のメインアクトです、スガワラミユキ候補。  
【自分】はい、こんばんは、日本第一党公認、スガワラミユ
キでございます。 ＊お仕事お疲れ様でした。 皆さんが一生
懸命働いている、働いているけれど、皆さん方、手取りのお
金が、お給料が増えない、そういう状況で今あります。 ＊の
＊に納めるお金、＊に納めなければいけないお金、税金、保
険料が。 【無音03:26まで】。  はい、緊急車両が通過いた
しましたので再開いたします。 今ですね、＊に払わなければ
ならないお金が、今5割、5割になっております。 皆さんの
お給料の半分、半分が税金、社会保障料、保険料にとられて
いるんです。 だから皆さんが一生懸命働いていても、手取
り、実質賃金が増えておりません、だんだん減っておりま
す。 これもみんな自民党のせいです。 自民党。  
【自分】＊長かったから、このようなことになりました。

[79]「徹底的に
皆さんの生活を
守る」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



74 消費税は廃止しな
ければならない

そして、この、消費税、今日は、いろいろな＊、消費税につ
いて、申しておりますので、今日は、消費税のことを、もう
一つ、申し上げます。 皆さんの、賃金が、なかなか上がらな
いのも、それも、消費税なんです。 企業は、この、＊消費税
を納めております。 その、消費税、皆さんの、人件費、人件
費の10パーセントを、会社は、消費税として、オサメナケレ
バナラナイ＊。 だから、会社は、セツゼイシタイ＊、皆さん
の賃金を抑えるんです。 ＊＊＊消費税というものの、一つの
顔です。 ものを買った、ものを買ったダケデ＊、消費税が取
られる、それだけじゃないんです。 皆さんの賃金が、上がら
ないのは、消費税が関わっているんです。 だから、消費税は
廃止しなければならないんです。 日本国民を、豊かにするの
が、豊かにするのが、政府の仕事です。

[78]「全国民に
恩恵があるの
は、消費税廃

止」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

75

高度成長期、その
ときは、実は、非
正規雇用は、大
変、多かった

ところが、皆さん、どうでしょうか、今、どんどん、ヒンコ
ンカ＊されております。 このですね、先ほど、非正規雇用の
話がありました。 高度成長期、そのときは、実は、非正規雇
用は、大変、多かったんですね。 高度成長期です、戦後の焼
き野原のあと、日本は、びっくりするほど、早い成長を行い
ましました、このときが、高度成長期です。 新幹線が通った
り、橋ができたり、トンネルできたり、高速道路できたり、
いろんな建物が、たちました。 そのときは、非正規雇の人
が、多かったんです。 それは、人手不足だったんですね。 
そのときは、大変人手不足でした。

[77]「非正規雇
用しか雇わな

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

76

囲い込む、それ
で、その、終身雇
用制度ということ
を、やり始めまし
た

そして、そのあと、非正規雇用の方は、より高く、イハラッ
テ＊くれるところに、どんどん、移動したんです。 企業は、
どうしますか？ 人手不足で、困っている、だから、人を、囲
いたい、囲いたい、囲いたいと思いますよね。 囲い込む、そ
れで、その、終身雇用制度ということを、やり始めました。 
終身雇用制度にして、皆さんの、待遇、福利厚生をあげて、
たとえば、売り上げがあったときは、ボーナスを支払います
よ、そして、退職金を支払いますよ、そのようにして、皆さ
んの、労働者の、ユウグウ＊されていたんです。

[77]「非正規雇
用しか雇わな

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

77 非正規雇用しか雇
わない

でも、今＊、どうですか？ 非正規雇用、これ、全然違います
よ。 会社が、もう、今、若い人は特にそうです。 非正規雇
用しか雇わない。 なぜか？ この、非正規雇用の人は、人件
費には含まれない、外注費として扱われるため、消費税いら
ないんです。 だから、企業は、正社員よりも、非正規をヤト
＊うんです。  そして、正規雇用の方だと、ボーナスとか
は、ほんのちょっと、ほんのちょっと、お手当程度ですよ
ね。 とても、＊＊＊な、状況で暮らしています、それが、特
に若者が、非正規雇用で働いているっていう場合。

[78]「全国民に
恩恵があるの
は、消費税廃

止」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

78
全国民に恩恵があ
るのは、消費税廃
止

シングルマザーが、非正規雇用で働いている人、多いです。 
そして、この人たちの、貧困下が問題です。 ヒンコンダイ
ヒョウハ＊こういう、国民が、貧困化している、国民がつら
い生活をする、それをなくすためには、今、もう、消費税廃
止が、1番、簡単にできる、全国民に恩恵があるのは、消費
税廃止なんです。 だから、日本第一党は、結党より、5年、
この、消費税廃止を訴えているんです。 日本第一党は、消費
税を廃止し、そして、2年間だけ、所得税も免除し。

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。

79
徹底的に皆さんの
生活を守る

【自分】徹底的に皆さんの生活を守る、皆さんの生活を守る
ために、国民を豊かにするための政策を行います。 それが
ニッポンダイイチ党です。 日本人の為に出来た政党だから、
ニッポンダイイチ党という党名です。 どうか皆さん、ニッポ
ンダイイチ党を覚えてください。 比例はニッポンダイイチ
党、そしてこの東京選挙区スガワラミユキ、こちら神奈川に
お知り合いのいる方いらっしゃいましたら是非、神奈川選挙
区はハギヤマアユミ、はい、ハギヤマアユミをよろしくお願
いいたします。 どうか皆さんよろしくお願いいたします。 
＊変わります。  
【自分】いいぞ。  
【自分】西新宿ご通行中の皆様、私たちはニッポンダイイチ
党、ニッポンダイイチ党でございます。 え、こちらにおりま
すのは東京都選挙区より立候補いたしました、スガワラミユ
キ。 そして神奈川県選挙区より立候補しました、ハギヤマア
ユミ。 そして私は、比例代表候補のナカムラカズヒロでござ
います。 どうぞよろしくお願いいたします。

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。



80
今の政治に対し
て、怒りを感じな
いのか

今までここの西新宿2丁目の交差点付近をお借りして約一時
間半お話をさせていただきました。 我々が皆様に何を言いた
いのか。 今皆さんが一生懸命働いて、そして今お帰りになっ
てるところ。 そして今の生活にご不満はないのか。 今の政
治に対して、怒りを感じないのかという事を聞いておりま
す。

[79]「徹底的に
皆さんの生活を
守る」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

81
全て自己責任だと
ジユウミンシュ党
言い放っている

何度かお話をしましたが、この日本という国、小泉純一郎政
権の時に自己責任という言葉を作られ、一杯のかけそばなん
ていうのもありました。 嘘の話だったダケイイデスガ＊。 
この自己責任のという言葉、大変な曲者なんです。 皆さん
が、生活が苦しい。 皆さんが、お金を払えない。 皆さん
が、生きていくコヨ＊の仕事が、しかない。 皆さんが、派遣
の仕事が明日ないというような、い。 緊急事態なのでちょっ
とお待ちください。 再開させていただきます。  今皆さんが
生活が苦しいと、そういう事っていうのは全て自己責任だと
ジユウミンシュ党言い放っているじゃないですか。 しかしな
がらこの自己責任という言葉、小泉政権以前というのは広辞
苑にも載ってなかった。 自己責任て、自己責任っていう言葉
で、責任感の強い日本人はジユウノ＊呪縛に陥り、まるで自
分が悪いかのように悩まれているではないですか。

[82]「国家と政
治の責任であ

る」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

82
国家と政治の責任
である

皆さん、この中に生活が苦しいとかそういう事があるんだっ
たら、これは皆さんの責任ではないと明確に断言いたしま
す。 これほどまでに国家の経済が悪いんです。 生活が＊
楽って事はありえないんです。  皆さんの、この、国民が豊
かになる、国民が生活が楽になるという事は、皆さんの責任
ではナク＊国家と責任の、国家と政治の責任であると、これ
は紛れもない事実なんです。

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。

83
労働分配率が上
がった時に、皆さ
んの賃金が上がる

今日本の中に、たくさんのKGBで働く外国人労働者が来てお
ります。  
【自分】我々は、この低賃金、労働＊ないもの、即刻廃止し
ろと、ウンドウ＊を続けております。  なぜ、外国人労働者
が、日本に来てはいけないのか？ 低賃金で働く外国人労働者
が、日本に来るということは、皆さんの、賃金が上がらない
んです。 そうじゃないんです、いくらでも、低賃金で働くも
のを、日本に入れ続けたら、皆さんの賃金は、上がらないん
です。 今まで、皆さんが、一人で、一つのものを、ツクレタ
＊、それが、一人で、二つ、三つ、四つ、五つと、作れるよ
うになる、生産性が上がり、そして、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。 ＊＊＊すみません。 
【喧騒02:03まで】。

[84]「この制度
は絶対にいけな
い」についての

具体的説明
◎ 適切な量の具体的な

説明です。

84 この制度は絶対に
いけない

皆さんの、生産性が上がり、労働分配率が上がったときに、
皆さんの賃金というのは上がるんです。 しかしながら、今、
自民党のやっている、この、労働移民の、移民政策というも
のは、今まで、一人で、一つ作れたものが、二人、三人、四
人、五人で、一つ作ればいい、そこ代わり、日本人、おまえ
たちの給料は上げないよっていうのが、この、低賃金の、労
働移民制度じゃないかと。 だから、我々は、この制度は絶対
にいけない、いっているんです。

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。

85

政治によって、殺
される、この＊終
わりにしなければ
ならない

ちなみに、今回、立候補された、＊＊＊、アオヤマ＊先生と
いうカタハ＊、アオヤマシ＊先生です、この人は、こう言っ
てたんです。 もし、アベ＊、アベ＊首相が、この、法律を、
法案をトオスナラ＊、私は、なにがあっても、戦ってみせる
と、涙ながらに、テレビ＊で語って、＊＊＊、これが、自民
党です。 もう、どこを見ても、＊＊＊政治じゃない、どこを
見ても、皆さんの生活などを、顧みない政治家だらけじゃな
いですか。 もう、時間がありませんので、ここらへんで、オ
ハナシハ＊終わりますが、もう、皆さん、政治で、政治に
よって、殺される、この＊終わりにしなければならない。

[86]「自己責任
ではなく、国家
の政治の責任」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

86
自己責任ではな
く、国家の政治の
責任

皆さんが、働いても、働いても、生活が楽にならない、日本
の、七人に一人の子供が、貧困状態、約半数にも上る、母子
家庭の方が、貧困状態、これというのは、自己責任ではな
く、国家の政治の責任だということは、真剣に考えていただ
きたいんです。 そして、今、苦しい生活を強いられ、これ、
日本というものは、全然成長してないんです。 世界で1番ビ
リだと思ったら、世界ビリから三番目からビリ＊、＊。 あ
と。

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。



87

日本が、日本人が
豊かになるという
事は、政治ででき
る事

【自分】フタツ＊の国というのは、日本以外のセイチョウ＊
してない国は、内戦が起きてる国です。 それほどに、政治と
いうものが舵取りを間違ってしまったんです。 日本が、日本
人が豊かになるという事は、政治でできる事なんです。 だか
ら皆さん、是非ともそれを勝ちとろうじゃありません。 反緊
縮、積極財政、それによってのみ、それが実現されるんで
す。

[88]「皆さんが
この国の行く末
を決めるんだ」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

88
皆さんがこの国の
行く末を決めるん
だ

もう自民党の嘘に騙される事がない、ホカノ＊政治家の嘘に
騙される事がない、少なくとも皆さんがこの日本において
は、民生の日本においては、皆さんがこの国の行く末を決め
るんだという事をよくご理解頂きたいと思います。

[89]「皆さんと
ともに、この国
をもう一度建て
直したい」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

89
皆さんとともに、
この国をもう一度
建て直したい

日本第一党、日本第一党でございます。 この＊選挙区は、ス
ガハラミユ＊、そして神奈川県はハギヤマアユミ、我々3人
とも、何としてもこの選挙で勝つ。 皆さんとともに、この国
をもう一度建て直したい。 ソウヤッテ＊自らイノチ＊を絶つ
事を選ぶ方などはいない国、経済的苦境で命を絶つという事
がない国を、何としても作り上げ＊、そのように思っており
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。

90
本日はありがとう
ございました

日本第一党でございます。 どうも本日はありがとうございま
した。 で、先ほどもオハナシ＊された方も、ありがとうござ
いました。 どうもありがとうございます。  
【自分】よ、日本一。  
【自分】＊。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ご視聴頂きましてありがとうございました。

挨拶などその他
の話題

91
選挙演説をさせて
頂きました

え、今日はですね、今あの西新宿の、ええとですね、交差点
の方で、甲州街道のところですね、こちらの交差点の方で、
えー、コウドウ＊街宣をさせて頂いております。 ちょっと
ね、大きな幹線道路なので、え、緊急車両がまあ度々通りま
したが、えー、1時間半、1時間半、ま、以上ですね、に渡
り、ええとですね、こちらの方で周知街宣を、周知街宣と言
うかデスネ＊、えー、選挙の、えー、選挙演説をさせて頂き
ました。 ちょっと気温がですね、えー、暗くなってきたので
若干気温が下がってまいりましたけれども、まだまだ暑いで
す。

[92]「南関東、
関東のまあ別の
場所から放送を
したい」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

92
南関東、関東のま
あ別の場所から放
送をしたい

また明日もですね、えー、今度はですね、場所を変えてです
ね、えー、南関東、関東のまあ別の場所から放送をしたいと
考えております。 ご視聴ありがとうございました。 失礼い
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。


