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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

81%

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 給料と賃金をしっかりと上げてい

く経済を必ず実現

△ 少しゆったり
2 どうか後押しを賜りますことをお

願いを申し上げたいと思います あなた側の話量は41分が適切と判定されました

3 どうぞアラキチハル、支えてあげ
ていただきたい

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 ファーストの会、アラキチハル街頭演
説会を開催させていただきます

5 アラキチハルさんに、国政においての
ゲンドウシ＊になってもらいたい

6 人の命を守ってこそ、行政であり政治

7 そして、賃金を上げていく

8 ここ東京から、日本大改革を成し遂げよう、
そんな思いで私たちは結集

9 荒木ちはるさんに、やはり活躍してもらわな
きゃいけない

10 HTTというこのキーワードを持っておりま
す

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）

23.3語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
6 OPEN 小池知事はどちらでしょう？

6 CLOSED ハイラナイ＊？

12 CLOSED ジェンダーギャップ指数という言葉を聞いたことがあるでしょうか？

17 CLOSED 人の命を守ってこそ、行政であり政治だと思いませんか？

26 CLOSED
ええ、あの、この間も、おー、1人当たり、おぎゃーと産まれて、すぐにもう、ひゃ、えー、
1000万？

31 OPEN 皆さん、何位だったと思います？



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　　 14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　1件 話順 説明のある話題　14件

17 人の命を守ってこそ、行政であり政治 4
ファーストの会、アラキチハル街頭演説会を開催
させていただきます

5
ここ東京から、日本大改革を成し遂げよう、そん
な思いで私たちは結集

8
どうか後押しを賜りますことをお願いを申し上げ
たいと思います

10
荒木ちはるさんに、やはり活躍してもらわなきゃ
いけない

15
アラキチハルさんに、国政においてのゲンドウシ
＊になってもらいたい

19 HTTというこのキーワードを持っております
24 そして、賃金を上げていく
27 どうぞアラキチハル、支えてあげていただきたい
31 4年間の間で8位へ上昇
36 今私たちの生活が様々な危機に脅かされてる

37
給料と賃金をしっかりと上げていく経済を必ず実
現

41 6分の1に是非とも出させていただきたい
44 どうぞ、ご唱和をよろしくお願いをいたします



46 アラキチハルをよく覚えていただきたい



【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　　 14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）

4 説明のある話題
ファーストの会、アラキチハル街頭演説
会を開催させていただきます

ただいまより、ファーストの会、アラキチハル街頭演
説会を開催させていただきます。 本日は、＊、ファー
ストの会、国民民主党と開催させていただいておりま
す。 本日は、アラキチハル応援の為に、今、こちらに
向か...

↓

1→ 具体的説明
お集まりの皆さま、ありがとうございま
す

話者A：本日は、アラキチハル応援の為に、えー、多
くの皆さまにお越しいただいております。 今、駆けつ
けていただいていますのが、都民ファーストの会、特
別顧問、コイケユリコ東京都知事。 そして、左側には
国民民主党、タマキユウイチロウ代表。 日本労働組合
総連合会、ヨシノトモコ会長に駆けつけていただいて
おります。 追って、アラキチハル応援の＊を頂戴いた
します。 えー、皆さま、アラキチハルのツイッター、
インス...

2→ 具体的説明
皆さまのお言葉と共に、投稿していただ
けましたら幸いでございます

まもなく、18時より、ファーストの会、アラキチハル
街頭演説会を開催させていただいきます。 参議院選
挙、東京都選挙区、候補予定者のアラキチハルを、応
援の為に、国民民主党、タマキユウイチロウ代表、日
本労働組合総連合会、ヨシノトモコ会長にお越しいた
だいています。 今、グリーンのスーツを着たアラキチ
ハル、真ん中で手を振らせていただいております。 ア
ラキチハルのツイッター、インスタグラムなど、ぜ
ひ、今日のこ...

3→ 具体的説明
アラキチハル街頭えん＊、演説会を開催
させていただきます

今、こちらに、向かっていただいておりますのが、都
民ファーストの会、特別顧問、コイケユリコ東京都知
事でございます。 この後、18時より、アラキチハ
ル、ファーストの会、参議院選挙選、東京都選挙区、
候補予定者、アラキチハル街頭えん＊、演説会を開催
させていただきます。 お集まりいただきまして、あり
がとうございます。 皆さま、大変お待たせ致しまし
た。 お待たせ致しました。 お集まりいただきまし
て、ありがとう...

- -

5 説明のある話題
ここ東京から、日本大改革を成し遂げよ
う、そんな思いで私たちは結集

それでは、まずはじめに、国民民主党、タマキユウイ
チロウ代表に＊をお願い申し上げます。  話者A：皆さ
ん、こんにちは。 国民民主党代表、衆議院議員のタマ
キユウイチロウです。 今日は都民ファーストの会、
フ...

←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

↓

6→ 具体的説明
二つ、すごく似てるところがあると思い
ます

我々国民民主党と、都民ファーストの会の皆さん、特
に代表のアラキさんとは、この間様々な連携、また協
議を積み重ねてまいりました。 そんな中で、二つの政
党は似てるね、というところがたくさんあります。 改
めて確認をいたしました。 二つ、すごく似てるところ
があると思います。 一つは、人の悪口を言わない、他
の政党の悪口を言わない、そんな暇があったら、少し
でも国民や都民の為のことを考える。 今、小池知事が
お越し...

- -

8 説明のある話題
どうか後押しを賜りますことをお願いを
申し上げたいと思います

話者A：そのためには、ここ東京から大改革を、日本
の大改革につながる、そんな試みをぜひ力を合わせて
取り組んでいきたいと思いますので、どうか皆さん、
私たちに皆さまのお力を、選挙区ではまだお願いでき
ませんけ...

←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 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

頑張れば報われる、そう思える世界をも
う一回作り直して

国民民主党は今回の参議院選挙、とにかく給料が上が
る経済実現したい、頑張って就職して一生懸命働いた
ら給料が上がるんだ、そんな希望さえあれば、学生の
皆さんは奨学金借りることは不安じゃないし、結婚も
できるし、望めば子供を持つこともできます。 高齢者
の皆さん、特に厚生年金の方は現役のときの給与水準
に比例して老後の年金額も決まりますから、とにか
く、もう1回給料が上がる経済取り戻す。 日本だけな
んです、四半世...

- -

10 説明のある話題
荒木ちはるさんに、やはり活躍してもら
わなきゃいけない

そして、ひとり親家庭の問題、外国人労働者の問題、
そして障害を持ってる方達の問題、こうした問題につ
いても、私たち労働組合は、日頃、政策＊として取り
組んでいますが、どうしても限界があるんです。 やは
りこう...

←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

↓

9→ 具体的説明
非正規雇用労働者の問題、しっかりと取
り組んでいかなければなりません

話者A：国民民主党、タマキユウイチロウ代表、応援
の言葉、ありがとうございました。 続きまして、日本
労働組合総連合会、ヨシノトモコ会長より応援の言葉
を頂戴いたします。  話者A：新宿駅西口お集まりの皆
さま、新宿駅西口お集まりの皆さま、大きなマイクな
恐縮でございます。 ただ今、ご紹介いただきました、
労働組合連合のヨシノでございます。 今日は都民
ファーストの会、そしてファーストの会、国民民主
党、合同演説...

11→ 具体的説明
私達労働組合の活動も広がっていくこと
ができる

東京都知事、小池百合子東京都知事と、そして荒木ち
はるさんがタッグを組めば、日本が動きます。 他の地
域にも影響を与えていくことができます。 そして日本
が動く、このことで、私達労働組合の活動も広がって
いくことができるんです。...

- -

15 説明のある話題
アラキチハルさんに、国政においてのゲ
ンドウシ＊になってもらいたい

そして、それは、アラキチハルさんはじめとする、都
民ファーストの皆さんが、今、都では、生活がこう
なってますよ、飲食業の方こうなってますよ、そし
て、こういったことが必要ですよというのを、なんと
70回以上も...

←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

↓

13→ 具体的説明 私の長年の相棒であります

続きまして、都民ファーストの会の特別顧問、小池百
合子東京都知事より、応援のお言葉を頂戴いたしま
す。  話者A：皆さん、こんにちは。  話者A：こんに
ちは。  話者A：こんにちは。  話者A：いやあ、こ
の、新宿西口で、こうやって街頭演説を行うのも、久
しぶりでございます。 え、それも、今日は、国民民主
党タマキ代表、そして連合会長ヨシノさんと一緒に、
アラキチハル宜しくと、お願いをする機会になりまし
た。 ...

14→ 具体的説明
必要なものは何なのか、これをしっかり
と対応してきた

まず、コロナ問題。 今日は、先週に比べて、ちょっと
上がってきている感染者数ですが、昨日に続いて今日
も、重症者はゼロに収まっております。 そして、
OECD、38か国の中、現時点で、日本は、死亡率で比
較しまして、38か国中一番少ないという効果を上げて
きております。 東京におきましては、例えば、大阪と
比べても、500人死亡者が少ない。 これは極めて、戦
略的に、変異株に伴う、必要なものは何なのか、これ
をし...

16→ 具体的説明
どのような被害が出てくるのか、そうい
う想定を、見直し

この東京は、一国に匹敵する人口の規模、経済規模で
あります。 様々な課題もあります。 そういう中で、
アラキチハルさんがリードして、これまでも、都政に
いろいろと注文をつけてくれた。 そのことによって、
例えば、危機管理の面でも、この東京、直下型地震が
起こった時には、どうなるのか。 それに準備をしてお
かなければならない。 そういう中で、先日、10年ぶ
りに、首都直下地震が起こった時には、どのような被
害が出て...

- -

17
説明の少ない話

題 人の命を守ってこそ、行政であり政治

話者A：＊てきた、で、そういったことに人の命を守
るということ、これを優先をして、そして、東京都と
して、これまでも耐震化などを進めてきた、これも都
民ファースト、アラキチハルさん、えー、しっかりと
こういう...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

19 説明のある話題
HTTというこのキーワードを持ってお
ります

お風呂屋さんが困っている、そして、タクシー、ハイ
ヤーぎょ、業界、そして、さらにはさまざまなとこ
ろ、食料もそうであります。 今そうやって物価高が押
し寄せてきている、そのためにも都民の生活を守ると
いうこと...

←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
エネルギーがないこと、さらに加えに円
安であります

話者A：そして、コロナが収まりきらない中で始まり
ました、あのロシアのウクライナへの侵略、これに
よって世界の経済も今大きく大きく揺れております。 
特にエネルギー問題。 先程タマキ代表がおっしゃいま
したように、我が国には資源がない。 その中で唯一あ
るのは人材だということをおっしゃいました。 そし
て、そのエネルギーがないこと、さらに加えに円安で
あります。...

20→ 具体的説明
自動車についてのEV化、そして、住宅
についてのZEH化

そして、そのためにも、例えば、自動車についてのEV
化、そして、住宅についてのZEH化、これらについ
て、お、補助の拡充を行なっているところでございま
す。 こういうのは素早く行わなければなりません。 
そして、皆様方と対義と、そして共感を共有しながら
進めてまいりたいと存じます。  話者A：そうだ。...

- -

24 説明のある話題 そして、賃金を上げていく

そして、賃金を上げていく。 これについては、経営の
分、経営者にとってもですね、その事がむしろ、経営
にプラスになるような、そういう戦略を共に、描かれ
るようにしていかなければナリマセン＊。...

←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→ 具体的説明 日本には素晴らしい資源がある、人材

話者A：そして、何よりも、日本には素晴らしい資源
がある、人材だということ。 先程のヨシノ会長もそう
であります。 人をどうやって大切に、えー、そして、
生きる場所、えー、そして、仕事をする場所を確保す
るのか、それが重要だということをおっしゃいまし
た。 まさにその通り。...

22 → 具体的説明
96パーセント待機児童を減らすことが
できた

それであるならば、まず育児環境を整えましょう。  
話者A：そうだ。  話者A：そうだ。  話者A：そうだ。  
話者A：私が知事に就任をいたしました時、8466人の
待機児童がおりました。 で、そういう中で、1番最新
の数字では300人にまで減らすことができた。 さまざ
まな市区町村との皆さんと連携しながら、こうやって
96パーセント待機児童を減らすことができた。  話者
A：そうだ。...

23→ 具体的説明
結婚や出産がペナルティになるようで
は、少子化対策

話者A：そして、また不妊治療の問題も、ようやく国
が保険対応ということとした。 出産費用の問題、アラ
キさんは、もうタダにしろということを強く仰って
る。 もうその通りだと思います。 我が国において
は、結婚や出産がペナルティになるようでは、少子化
対策など。  話者A：出来ないではありませんか。...

- -

27 説明のある話題
どうぞアラキチハル、支えてあげていた
だきたい

話者A：今日は、こうやって、連合のヨシノさん、そ
して、都議会のダイイチカイハ＊の代表も務めてき
た、都議会議員であり、ファーストの会の代表、アラ
キチハルさん、そして、フクショウ＊、わたくし、女
性初の東京...

←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

↓

25→ 具体的説明 この一国に匹敵する東京都

この一国に匹敵する東京都。 この東京都で、これま
で、ざいさん、財政については、6年間において、約
5800億円。 これまで既得権とされていたような予算
は、終わりにして、新しい予算に切り替える。 新しく
成長産業になるような、そういう分野へと予算をつけ
ていくという事を、これまで進めて参りました。...

26 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
財政の健全化という事もですね

ましてや、くわ、それに加えて、借金返しも行って参
りました。 これまで1人頭、7万円、皆さんの都民1人
1人の借金を、これを、じゅ、徐々に返すという事が
出来て参りました。 まあ、国は大変ですね。  ええ、
あの、この間も、おー、1人当たり、おぎゃーと産ま
れて、すぐにもう、ひゃ、えー、1000万？ え？ 
1800ダ＊、ごめんなさい、829万円の、ま、借金を、
＊、ヲ＊、担っていくということであります。 えー...

- -

31 説明のある話題 4年間の間で8位へ上昇

また、産前カ＊産後ケアの拡充など、これまでの都政
では実現できない、様々な政策。 そして、まず議会改
革。 実は、私が、東京都議会議員に就任してから、そ
の時の議会の活力度、この首都の議会の活力度。 皆さ
ん...

←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

↓

30→ 具体的説明
赤ちゃんファースト事業を行わせていた
だきました

私は、都民ファーストの会の党代表として、そして、
東京都議会議員として、東京大改革をこれまで進めて
まいりました。 先程、小池知事からもありました、当
時、保育園に落ちた、日本死ねと、このようなツイッ
ターを書かざるを得なかった、このようなお母さんの
気持ち。 この時に、私たち、都民ファーストの会、こ
の待機児童というこの文言を死語にしていこうと、こ
のような決意で臨ませていただき、小池百合子東京都
知事と進めた...

- -



36 説明のある話題
今私たちの生活が様々な危機に脅かされ
てる

この間5年間の間で、私たちは2020オリンピック、パ
ラリンピック大会、これも経験しました。 そして、こ
れからレガシィも残していかなければいけない。 そし
て、この新宿もそう。 30年間で70パーセントを...

←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

↓

35→ 具体的説明
東京の選挙区の議席は6つ、6議席であ
ります

東京の選挙区の議席は6つ、6議席であります。 この
中に大変著名な方々、有名な方々、もう知名度、皆さ
んに聞いたら分かる方々、大変多く手を挙げられてお
ります。 しかし、私は露出のプロではありませんが、
でもこれまで地域政党都民ファーストの会の党代表と
して、まさに現場、地域をたくさん回ってきました。 
東京都選挙区、この23区、多摩地域、島しょ部。 私
コロナ禍の中でも、様々に地域の声、事業者の声、都
民の声、...

- -

37 説明のある話題
給料と賃金をしっかりと上げていく経済
を必ず実現

話者A：状況を抜け出すために、タマキユウイチロ
ウ、国民民主党、党代表と共に、今、物価高にしっか
りと対応できている、対応できる、このような物価高
に対応できる皆さんの給料と賃金をしっかりと上げて
いく経済を...

←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

↓

38 → 具体的説明
私達は確実に賃金や給料の上がる経済の
実現

話者A：先進国の中で、皆さん、唯一日本だけが賃金
が上げられてないんです、25年間。 海外ではもう1.5
倍2倍と、アメリカや欧米ではちゃんと上がってる。 
だから、慌てて今政府が慌ててドタバタと物価高対策
をしてる、これが必要ないんです。 なので、私達は確
実に賃金や給料の上がる経済の実現。...

39→ 具体的説明
出産費用0、必ず私達ファーストの会、
お約束

そして、先ほども申し上げました、出産に費用を、が
かからない、このような費用0に向けて、必ず取り組
みをさせていただきます。 今、日本以外の世界ではこ
のコロナ禍の中でも出生率がしっかり上がっている。 
これは出産に費用がかからなかったり、また、子育て
に費用がかからない、このようなことにしっかり国が
政策や支援、予算をかけているからであります。 出生
率が1.13になって慌てて少子化対策をしているようで
はいけ...

40→ 具体的説明
子育て支援に所得制限を設けない、所得
制限の全面撤廃

そして、もう1つこれは国民民主党の皆さんとも共通
政策にもあります、子育て支援に所得制限を設けな
い、所得制限の全面撤廃。 子育てのために、一生懸命
共働きをして働けば働くほど、働いて働いてその結果
支援がプチっと切られる、このような不合理な所得制
限の撤廃をしっかりと皆様にお約束を申し上げま
す。...

- -

41 説明のある話題
6分の1に是非とも出させていただきた
い

是非、皆さん、今この国を変えていかなきゃいけな
い。 今政権与党の支持率本当に高い。 でも、私達、
本当に豊かな生活をしてるのでしょうか。 今、日本で
は7人に1人が子供の貧困。 そして、20代の6割が今
貯...

←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

↓

42 → 具体的説明
国民民主党へ皆様の絶大なるご期待とご
注目を賜りますよう

私が岸田総理大臣に質問したいことは沢山あります。 
経産大臣に質問したいことが沢山ある。 厚生労働大臣
に質疑したいことが沢山あります。 是非、現場の声
を、地域の声を、都民の声を、国民の声をしっかりと
国政に届けるためにも、私アラキチハル、そして、相
互推薦をさせていただいております、国民民主党へ皆
様の絶大なるご期待とご注目を賜りますよう心からお
願い申し上げまして、東京都選挙区参議院議員、あ、
参議院、東京...

- -

44 説明のある話題
どうぞ、ご唱和をよろしくお願いをいた
します

えー、最後に皆さんと心を合わせて、え、勝利を誓う
ために、勝つぞコール、勝つぞを3回申し上げますの
で、是非ご唱和をお願いいたしたいと思います。 え、
一緒にコールをしていただきますのは、国民民主党東
京都連...

←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

↓

43→ 具体的説明
心を一つに、勝つぞのコールをさせてい
ただきたい

話者A：ファーストの会代表、都民ファーストの会代
表東京都議会議員、そして参議院議員、東京選挙区第
1支部長アラキチハルより＊をさせていただきまし
た。 雨の中、皆さん、応援いただいて、ありがとうご
ざいます。 では、ここで皆さんの＊。  話者A：ほん
とに心を一つに、勝つぞのコールをさせていただきた
いと思います。 ＊をいたしますのは、ファーストの
会、都民ファーストの会＊マシコヒロキでございま
す。  話者A...

- -



46 説明のある話題 アラキチハルをよく覚えていただきたい

アラキチハル。 アラキチハル。 ファーストの会、都
民ファーストの会代表、東京都議会議員、そして参議
院選挙東京都選挙区第一支部長、アラキチハル、アラ
キチハルをよく覚えていただきたい。 そして、是非と
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

↓

45→ 具体的説明
応援をくださいました、この新宿駅西口
の皆様、ありがとうございました

今日はアラキチハル応援のために、都民ファーストの
会、特別顧問、東京都知事小池百合子。 そして、国民
民主党代表、タマキユウイチロウ。 そして、連合ヨシ
ノトモコ会長。 本当にありがとうございました。 そ
して、雨の中、長い時間応援をくださいました、この
新宿駅西口の皆様、ありがとうございました。 ありが
とうございました。...

- -
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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
お集まりの皆さ
ま、ありがとうご
ざいます

【自分】本日は、アラキチハル応援の為に、えー、多くの皆
さまにお越しいただいております。 今、駆けつけていただい
ていますのが、都民ファーストの会、特別顧問、コイケユリ
コ東京都知事。 そして、左側には国民民主党、タマキユウイ
チロウ代表。 日本労働組合総連合会、ヨシノトモコ会長に駆
けつけていただいております。 追って、アラキチハル応援の
＊を頂戴いたします。 えー、皆さま、アラキチハルのツイッ
ター、インスタグラムなど、ぜひ、今日のこの様子を皆さま
のお言葉と共に、投稿していただ＊、幸いでございます。 シ
ンジュク＊駅西口に、おあ、お集まりの皆さま、ありがとう
ございます。

[4]「ファースト
の会、アラキチ
ハル街頭演説会
を開催させてい
ただきます」に
ついての具体的

説明

2

皆さまのお言葉と
共に、投稿してい
ただけましたら幸
いでございます

まもなく、18時より、ファーストの会、アラキチハル街頭演
説会を開催させていただいきます。 参議院選挙、東京都選挙
区、候補予定者のアラキチハルを、応援の為に、国民民主
党、タマキユウイチロウ代表、日本労働組合総連合会、ヨシ
ノトモコ会長にお越しいただいています。 今、グリーンの
スーツを着たアラキチハル、真ん中で手を振らせていただい
ております。 アラキチハルのツイッター、インスタグラムな
ど、ぜひ、今日のこの様子を皆さまのお言葉と共に、投稿し
ていただけましたら幸いでございます。

[4]「ファースト
の会、アラキチ
ハル街頭演説会
を開催させてい
ただきます」に
ついての具体的

説明

3

アラキチハル街頭
えん＊、演説会を
開催させていただ
きます

今、こちらに、向かっていただいておりますのが、都民
ファーストの会、特別顧問、コイケユリコ東京都知事でござ
います。 この後、18時より、アラキチハル、ファーストの
会、参議院選挙選、東京都選挙区、候補予定者、アラキチハ
ル街頭えん＊、演説会を開催させていただきます。 お集まり
いただきまして、ありがとうございます。 皆さま、大変お待
たせ致しました。 お待たせ致しました。 お集まりいただき
まして、ありがとうございます。

[4]「ファースト
の会、アラキチ
ハル街頭演説会
を開催させてい
ただきます」に
ついての具体的

説明

4

ファーストの会、
アラキチハル街頭
演説会を開催させ
ていただきます

ただいまより、ファーストの会、アラキチハル街頭演説会を
開催させていただきます。 本日は、＊、ファーストの会、国
民民主党と開催させていただいております。 本日は、アラキ
チハル応援の為に、今、こちらに向かっているのは、都民
ファーストの会、特別顧問、コイケユリコ東京都知事でござ
います。 そして、＊左側の壇上には、タマキユウイチロウ、
国民民主党代表。 そして、ヨシノ＊、たくさんの＊で、ヨシ
ノトモコ、日本労働組合。  
【自分】＊会会長にも、かけつけて頂いております。 アラキ
チハル応援の、＊をいただきたいと思います。

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

ここ東京から、日
本大改革を成し遂
げよう、そんな思
いで私たちは結集

それでは、まずはじめに、国民民主党、タマキユウイチロウ
代表に＊をお願い申し上げます。  
【自分】皆さん、こんにちは。 国民民主党代表、衆議院議員
のタマキユウイチロウです。 今日は都民ファーストの会、
ファーストの会、そして私ども、国民民主党、一緒になって
間もなく始まります、参議院議員選挙の候補予定者でありま
すアラキチハル、アラキチハル頑張れと、合同の演説会を開
催させていただきたいと思います。  まず私たち国民民主党
と、都民ファーストの会、ファーストの会は、その間、何度
も勉強会を重ね、六つの政策合意を結んで、この東京都選挙
区ではアラキチハルさんを、そして全国比例では、私ども国
民民主党の四人の全国比例の候補の応援を、相互に推薦をし
て行うと、そういった合意を結んで、来たる参議院選挙に臨
むことになりました。 そもそもコロナの時に、私どもと都民
ファーストの会の皆さん、また小池知事とは様々な政策的な
協議や連携を、これまでさせて頂きました。  特に、特措法
の改正や感染症法の改正を行うにあたっては、都知事からも
沢山の情報のインプットもいただきましたし、また当初大変
問題となりました水際対策の必要性については、東京都から
も様々なご指導、またこういった問題点が具体的にあるよ、
ということを直接教えていただき、そういったものを我々
が、国政の中で取り上げ、具体的な政策やまた法改正につな
げていった経緯がございます。 こうした政策的な連携をベー
スとしながら、この参議院選挙を共に戦い、ここ東京から、
日本大改革を成し遂げよう、そんな思いで私たちは結集をい
たしました。

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。

6
二つ、すごく似て
るところがあると
思います

我々国民民主党と、都民ファーストの会の皆さん、特に代表
のアラキさんとは、この間様々な連携、また協議を積み重ね
てまいりました。 そんな中で、二つの政党は似てるね、とい
うところがたくさんあります。 改めて確認をいたしました。 
二つ、すごく似てるところがあると思います。 一つは、人の
悪口を言わない、他の政党の悪口を言わない、そんな暇が
あったら、少しでも国民や都民の為のことを考える。 今、小
池知事がお越しになりました。 大きな拍手でお迎えくださ
い。 今日は雨が心配だったんですね。 ぽつぽつ降ってきて
ますけれども、アラキさんは雨女なんですよ。 で私が晴れ男
なんで、今日はどっちが勝つかなと思って、ショウ＊。  
【自分】したなと思ったら、今日はちょっとアラキさんがパ
ワーで勝ってたなという感じなんですが。 小池知事はどちら
でしょう？ ハイラナイ＊？ じゃ、知事が上に上がっていた
だきましたので、皆さん、拍手をお願いします。  改めて、
私たち国民民主党と、え、都民ファースト、ファーストの
会、連携をして今回の選挙に臨みますけれども、まず、私た
ちは人の悪口は言わない、そんな暇があれば都民や国民のこ
とを考え、そのための政策を一つ一つ提案し実現していく、
それが私たちの共通点の一つ。 で、二つ目は改革チュウド＊
右に左に偏らないで、現実的で具体的な政策をどんどん打ち
出していく。 その二点において私たちは大変、共通するとこ
ろがあります。

[5]「ここ東京か
ら、日本大改革
を成し遂げよ

う、そんな思い
で私たちは結

集」についての
具体的説明

7

頑張れば報われ
る、そう思える世
界をもう一回作り
直して

国民民主党は今回の参議院選挙、とにかく給料が上がる経済
実現したい、頑張って就職して一生懸命働いたら給料が上が
るんだ、そんな希望さえあれば、学生の皆さんは奨学金借り
ることは不安じゃないし、結婚もできるし、望めば子供を持
つこともできます。 高齢者の皆さん、特に厚生年金の方は現
役のときの給与水準に比例して老後の年金額も決まりますか
ら、とにかく、もう1回給料が上がる経済取り戻す。 日本だ
けなんです、四半世紀にわたって実質賃金指数が下がり続け
てるのは。  
【自分】そうだ。  
【自分】でも、皆さんね、皆さんがさぼってたわけでも、怠
けたわけでもないんですよ。 この間の、やはり経済政策を変
えていかなければならない。 それをぜひ、私たちにやらして
いただきたいと思う。 日本は石油ない、天然ガスもない、で
も、こんなに勤勉で一生懸命働く人がたくさんいるじゃない
ですか。  
【自分】そうだ。  
【自分】そんな人たちが頑張れば報われる、そう思える世界
をもう一回作り直していきたいと思います。  
【自分】そうです。

[8]「どうか後押
しを賜りますこ
とをお願いを申
し上げたいと思
います」につい
ての理由・ニー

ズ



8

どうか後押しを賜
りますことをお願
いを申し上げたい
と思います

【自分】そのためには、ここ東京から大改革を、日本の大改
革につながる、そんな試みをぜひ力を合わせて取り組んでい
きたいと思いますので、どうか皆さん、私たちに皆さまのお
力を、選挙区ではまだお願いできませんけども、立候補を予
定しておりますアラキチハル、また全国比例では私たち国民
民主党の仲間に、どうか後押しを賜りますことをお願いを申
し上げたいと思います。 われわれも全力で来たる戦いに臨ん
で参りますので、どうか皆さん、よろしくお願いします。 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。

9

非正規雇用労働者
の問題、しっかり
と取り組んでいか
なければなりませ
ん

【自分】国民民主党、タマキユウイチロウ代表、応援の言
葉、ありがとうございました。 続きまして、日本労働組合総
連合会、ヨシノトモコ会長より応援の言葉を頂戴いたしま
す。  
【自分】新宿駅西口お集まりの皆さま、新宿駅西口お集まり
の皆さま、大きなマイクな恐縮でございます。 ただ今、ご紹
介いただきました、労働組合連合のヨシノでございます。 今
日は都民ファーストの会、そしてファーストの会、国民民主
党、合同演説会にお呼びいただき、本当にうれしく思ってい
ます。 私たち労働組合は日頃、経営者とのナカデ＊、私たち
の労働条件について話し合いをし、改善をしています。  
【自分】シカシ＊、多くの人たちが労働組合のないところで
働いています。 そういう方々をどう支えていくのか、やはり
これは政治の力が必要なんです。 このコロナ禍において、
パート、アルバイト、いわゆる有期で働く皆さんが、非常に
劣悪な環境になっています。 そしてその多くが女性労働者で
す。 非正規雇用労働者の問題、しっかりと取り組んでいかな
ければなりません。

[10]「荒木ちは
るさんに、やは
り活躍してもら
わなきゃいけな
い」についての

具体的説明

10

荒木ちはるさん
に、やはり活躍し
てもらわなきゃい
けない

そして、ひとり親家庭の問題、外国人労働者の問題、そして
障害を持ってる方達の問題、こうした問題についても、私た
ち労働組合は、日頃、政策＊として取り組んでいますが、ど
うしても限界があるんです。 やはりこういった方も、政治の
力が必要なんです。 多くの困ってる人たち、女性です。 と
いうことは、女性の気持ちがわかる人が、やはり意思決定の
場にいることがとても大事なんです。 このコロナ禍におい
て、格差が拡大をしています。 早く是正しなければなりませ
ん。 そしてひとり親家庭、大変な思いをしています。 今、
物価が上がりました。  家計の中で、何を、えー、家計の中
で、何を取り組んでいくかといえば、どうしても食費から
削っていかなければなりません。 そうすると子供にその影響
が来てしまうんです。 親のストレスが子供にも移ってしま
う、今そんな状況になっています。 こういった状況について
も、東京が動けば全国に影響を与える。 そんなことも、しっ
かりと私達は頭に入れながら、荒木ちはるさん、荒木ちはる
さんに、やはり活躍してもらわなきゃいけないと思っていま
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。

11
私達労働組合の活
動も広がっていく
ことができる

東京都知事、小池百合子東京都知事と、そして荒木ちはるさ
んがタッグを組めば、日本が動きます。 他の地域にも影響を
与えていくことができます。 そして日本が動く、このこと
で、私達労働組合の活動も広がっていくことができるんで
す。

[10]「荒木ちは
るさんに、やは
り活躍してもら
わなきゃいけな
い」についての

具体的説明

12

荒木ちはるさん
と、そして国民民
主党がタッグを組
めば、日本が動き
ます

私たち労働組合の活動、限界がある中で、やはり政治の力を
使っていきたい。 ジェンダーギャップ指数という言葉を聞い
たことがあるでしょうか？ 156カ国中、日本は120位。 先進
国の中で一番低い状況にあります。 そしてこの中で、ケイエ
イ＊部門と、経済の部門と、そして政治の分野が遅れている
んです。 政治の分野にもっともっと女性が多くトウジョウ＊
することが、私たちの環境を改善していくことができるんで
す。 繰り返しになりますが、荒木ちはるさん、荒木ちはるさ
んには、これからしっかり活躍してもらわないと困るんで
す。 小池百合子東京都知事と、荒木ちはるさんと、そして国
民民主党がタッグを組めば、日本が動きます。 東京から日本
を動かしましょう。 私たち連合労働組合もしっかりと支えて
いきたいというふうに思います。 どうぞ新宿西口にお集まり
の皆様、荒木ちはるさん、よろしくお願いいたします。 頑張
りましょう。  
【自分】連合の芳野友子会長、ありがとうございました。

[11]「私達労働
組合の活動も広
がっていくこと
ができる」につ
いての具体的説

明



13
私の長年の相棒で
あります

続きまして、都民ファーストの会の特別顧問、小池百合子東
京都知事より、応援のお言葉を頂戴いたします。  
【自分】皆さん、こんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】いやあ、この、新宿西口で、こうやって街頭演説を
行うのも、久しぶりでございます。 え、それも、今日は、国
民民主党タマキ代表、そして連合会長ヨシノさんと一緒に、
アラキチハル宜しくと、お願いをする機会になりました。 雨
の中、足を止めていただき、誠にありがとうございます。  
アラキチハル、アラキチハルさんは、私の長年の相棒であり
ます。 国会議員時代の秘書であり、そしてまた、都会議員に
なりましては、第一会派である都民ファーストの代表を務め
てくれました。 そして、これまでも、都民の生活がどうなっ
ているのか、この後東京都はどうあるべきなのか、私にしっ
かりと、何度も何度も、陳情、要望に来てくれた。 え、それ
が、アラキチハルさんであります。

[15]「アラキチ
ハルさんに、国
政においてのゲ
ンドウシ＊に

なってもらいた
い」についての

具体的説明

14

必要なものは何な
のか、これをしっ
かりと対応してき
た

まず、コロナ問題。 今日は、先週に比べて、ちょっと上がっ
てきている感染者数ですが、昨日に続いて今日も、重症者は
ゼロに収まっております。 そして、OECD、38か国の中、現
時点で、日本は、死亡率で比較しまして、38か国中一番少な
いという効果を上げてきております。 東京におきましては、
例えば、大阪と比べても、500人死亡者が少ない。 これは極
めて、戦略的に、変異株に伴う、必要なものは何なのか、こ
れをしっかりと対応してきた、その結果に他ならないと、こ
のように思います。

[15]「アラキチ
ハルさんに、国
政においてのゲ
ンドウシ＊に

なってもらいた
い」についての

具体的説明

15

アラキチハルさん
に、国政において
のゲンドウシ＊に
なってもらいたい

そして、それは、アラキチハルさんはじめとする、都民
ファーストの皆さんが、今、都では、生活がこうなってます
よ、飲食業の方こうなってますよ、そして、こういったこと
が必要ですよというのを、なんと70回以上も、私の元に要望
書を届けてくれました。 戦略、そして、スピード感、これを
実行して、コロナに何としてでも打ち勝っていかなければな
らない。 そして、都民生活を守っていかなければならない。 
もう、検討している暇はないんです。 これまでの、東京都の
様々な成功例を、是非とも、アラキチハルさんに、国政にお
いてのゲンドウシ＊になってもらいたい、私は、そう思って
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。

16

どのような被害が
出てくるのか、そ
ういう想定を、見
直し

この東京は、一国に匹敵する人口の規模、経済規模でありま
す。 様々な課題もあります。 そういう中で、アラキチハル
さんがリードして、これまでも、都政にいろいろと注文をつ
けてくれた。 そのことによって、例えば、危機管理の面で
も、この東京、直下型地震が起こった時には、どうなるの
か。 それに準備をしておかなければならない。 そういう中
で、先日、10年ぶりに、首都直下地震が起こった時には、ど
のような被害が出てくるのか、そういう想定を、見直しをい
たしました。 この10年間で、人口内容も変わりました。 動
態、そして一人暮らし方が増えてきて＊、タワーマンション
が増えてきてる。 そういう中で、これまで地道に耐震化を進
めてきた。 そして、水害対策などでも、調節地などをフヤシ
＊。

[15]「アラキチ
ハルさんに、国
政においてのゲ
ンドウシ＊に

なってもらいた
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

17
人の命を守ってこ
そ、行政であり政
治

【自分】＊てきた、で、そういったことに人の命を守るとい
うこと、これを優先をして、そして、東京都として、これま
でも耐震化などを進めてきた、これも都民ファースト、アラ
キチハルさん、えー、しっかりとこういう対応をしてほしい
という要望をいただいた、それを積み重ねてきたのが、結果
として、これまで死者は1万人であろうというところが6000
人まで抑えることができているのであります。 人の命を守っ
てこそ、行政であり政治だと思いませんか？ 皆さん。  
【自分】そうだ。

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
エネルギーがない
こと、さらに加え
に円安であります

【自分】そして、コロナが収まりきらない中で始まりまし
た、あのロシアのウクライナへの侵略、これによって世界の
経済も今大きく大きく揺れております。 特にエネルギー問
題。 先程タマキ代表がおっしゃいましたように、我が国には
資源がない。 その中で唯一あるのは人材だということをおっ
しゃいました。 そして、そのエネルギーがないこと、さらに
加えに円安であります。

[19]「HTTとい
うこのキーワー
ドを持っており
ます」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



19
HTTというこの
キーワードを持っ
ております

お風呂屋さんが困っている、そして、タクシー、ハイヤー
ぎょ、業界、そして、さらにはさまざまなところ、食料もそ
うであります。 今そうやって物価高が押し寄せてきている、
そのためにも都民の生活を守るということから、これまでも
投資予算に加えて、電力のひっ迫、そして、また、生活、物
価高対策ということで、スピーディーにこれまでも都政にお
きましては、＊＊＊きたところでございます。  えー、そし
て、この電力につきましては、今私HTTというこのキーワー
ドを持っておりますけれども、電力を使うことを減らす、そ
して作る、貯める、その頭文字がHTTでございます。 えー、
これまでもいろいろとご協力いただきましたけれども、引き
続きこの電力の確保という点、電力を、おー、これをどう
やって停電させないかという、そのためにもご協力をお願い
を申し上げたいと存じます。

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。

20

自動車についての
EV化、そして、住
宅についてのZEH
化

そして、そのためにも、例えば、自動車についてのEV化、そ
して、住宅についてのZEH化、これらについて、お、補助の
拡充を行なっているところでございます。 こういうのは素早
く行わなければなりません。 そして、皆様方と対義と、そし
て共感を共有しながら進めてまいりたいと存じます。  
【自分】そうだ。

[19]「HTTとい
うこのキーワー
ドを持っており
ます」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

21
日本には素晴らし
い資源がある、人
材

【自分】そして、何よりも、日本には素晴らしい資源があ
る、人材だということ。 先程のヨシノ会長もそうでありま
す。 人をどうやって大切に、えー、そして、生きる場所、
えー、そして、仕事をする場所を確保するのか、それが重要
だということをおっしゃいました。 まさにその通り。

[24]「そして、
賃金を上げてい
く」についての

具体的説明
✔

ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

22
96パーセント待機
児童を減らすこと
ができた

それであるならば、まず育児環境を整えましょう。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】私が知事に就任をいたしました時、8466人の待機児
童がおりました。 で、そういう中で、1番最新の数字では
300人にまで減らすことができた。 さまざまな市区町村との
皆さんと連携しながら、こうやって96パーセント待機児童を
減らすことができた。  
【自分】そうだ。

[24]「そして、
賃金を上げてい
く」についての

具体的説明
✔

ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

23
結婚や出産がペナ
ルティになるよう
では、少子化対策

【自分】そして、また不妊治療の問題も、ようやく国が保険
対応ということとした。 出産費用の問題、アラキさんは、も
うタダにしろということを強く仰ってる。 もうその通りだと
思います。 我が国においては、結婚や出産がペナルティにな
るようでは、少子化対策など。  
【自分】出来ないではありませんか。

[24]「そして、
賃金を上げてい
く」についての

具体的説明
✔

ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

24 そして、賃金を上
げていく

そして、賃金を上げていく。 これについては、経営の分、経
営者にとってもですね、その事がむしろ、経営にプラスにな
るような、そういう戦略を共に、描かれるようにしていかな
ければナリマセン＊。

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 この一国に匹敵す
る東京都

この一国に匹敵する東京都。 この東京都で、これまで、ざい
さん、財政については、6年間において、約5800億円。 これ
まで既得権とされていたような予算は、終わりにして、新し
い予算に切り替える。 新しく成長産業になるような、そうい
う分野へと予算をつけていくという事を、これまで進めて参
りました。

[27]「どうぞア
ラキチハル、支
えてあげていた
だきたい」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



26 財政の健全化とい
う事もですね

ましてや、くわ、それに加えて、借金返しも行って参りまし
た。 これまで1人頭、7万円、皆さんの都民1人1人の借金
を、これを、じゅ、徐々に返すという事が出来て参りまし
た。 まあ、国は大変ですね。  ええ、あの、この間も、
おー、1人当たり、おぎゃーと産まれて、すぐにもう、
ひゃ、えー、1000万？ え？ 1800ダ＊、ごめんなさい、829
万円の、ま、借金を、＊、ヲ＊、担っていくということであ
ります。 えー、こういった財政の健全化という事もですね、
やはり、今の金融の問題とも＊えてですね、極めて重要な課
題になってくる。 これらについては、これまで東京都で、先
程申し上げましたように、色んな実例を、すでに作っており
ますので、それを率いてきたアラキチハルさん。 えー、＊に
おいて、東京大改革を、日本大改革へと、＊ような、そのよ
うな人材として、ご活用していただく事でないと、もったい
ないじゃないですか。  
【自分】そうだ。

[27]「どうぞア
ラキチハル、支
えてあげていた
だきたい」につ
いての理由・

ニーズ

27
どうぞアラキチハ
ル、支えてあげて
いただきたい

【自分】今日は、こうやって、連合のヨシノさん、そして、
都議会のダイイチカイハ＊の代表も務めてきた、都議会議員
であり、ファーストの会の代表、アラキチハルさん、そし
て、フクショウ＊、わたくし、女性初の東京都知事小池が揃
いました。 先程、電力対策は、HTTという事を申し上げまし
たけれども、YAK、やっく、＊、やっく、KYAにすると、
きゃーになっちゃうんです。  
【自分】きゃー。 ははははは。  
【自分】きゃー＊。  
【自分】きゃー。  
【自分】この日本を変えていくのは、ちゃんと女性、よく、
女性の活躍に理解があるサワキ＊さんのような男性、そうし
て、意思決定の場にイル＊女性、この組み合わせが何よりも
欠かせない。  
【自分】そうだ。  
【自分】電力にしても、ヌギッパツ＊エネルギー問題、経
済、そして、また、デジタルズウット＊何周遅れかの日本
を、これを周回遅れの、それをむしろ、取り、こ、戻す。 い
や、その前を行くようにするためにも、ここは、ギア＊を変
えていきましょう。  
【自分】そうだ。  
【自分】アラキチハル。 都民の声を国政に届ける、アラキコ
ハル＊。 どうぞ、よろしくお願いを申し上げまして。 あ
あ、久しぶりの街頭演説でございましたが、ドウゾ＊これか
らの長い選挙戦になると思いますが、どうぞアラキチハル、
支えてあげていただきたい。  
【自分】と思います。 ありがとうございました。  
【自分】都民ファーストの会、特別顧問小池百合子東京都知
事、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。

28
4日後に迫りまし
た、参議院議員選
挙

それでは、ファーストの会、都民ファーストの会代表、東京
都議会議員であります、アラキチハルより皆様にお訴えをさ
せていただきます。  
【自分】皆様、今日は、土曜日の夕方、大切な時間を使って
いただきまして、この新宿駅の西口、お集りをいただき、ま
たご通行の皆様には、耳を傾けていただき、心から感謝申し
上げます。 雨女、今日もしとしとと降っております。 タマ
キ＊代表の晴れ男をしのぐ雨女で、皆さん、本当に、少し濡
れている皆さん、本当に恐縮でございます。  あと、もう、4
日後に迫りました、参議院議員選挙。 私は、この新宿区を含
む東京都選挙区から、立候補予定でございます、ファースト
の会、都民ファーストの会の代表、アラキチハルでございま
す。

[29]「我が国
は、国難の最中
にあります」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

29 我が国は、国難の
最中にあります

今、様々に話がありました、正に、我が国は、国難の最中に
あります。 コロナ、そして、物価高。 そして、物価高に対
応できない、実質賃金の低下。 そして、エネルギーの不足、
電力のひっ迫。 そして、大変申告な少子化。  そして、介護
の問題など、今、我が国には、問題が山積をしています。

[30]「赤ちゃん
ファースト事業
を行わせていた
だきました」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



30
赤ちゃんファース
ト事業を行わせて
いただきました

私は、都民ファーストの会の党代表として、そして、東京都
議会議員として、東京大改革をこれまで進めてまいりまし
た。 先程、小池知事からもありました、当時、保育園に落ち
た、日本死ねと、このようなツイッターを書かざるを得な
かった、このようなお母さんの気持ち。 この時に、私たち、
都民ファーストの会、この待機児童というこの文言を死語に
していこうと、このような決意で臨ませていただき、小池百
合子東京都知事と進めた東京大改革の一環で、96パーセント
の待機児童の減少。 そして、国から出産、この国はほんと
に、出産費用が高い、42万円の出産一時金にプラス10万円の
上乗せをする、赤ちゃんファースト事業を行わせていただき
ました。

[31]「4年間の
間で8位へ上昇」
についての具体

的説明
✔

ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

31 4年間の間で8位へ
上昇

また、産前カ＊産後ケアの拡充など、これまでの都政では実
現できない、様々な政策。 そして、まず議会改革。 実は、
私が、東京都議会議員に就任してから、その時の議会の活力
度、この首都の議会の活力度。 皆さん、何位だったと思いま
す？ 47都道府県の中で、45位、ワースト3位でありました。 
これも、私たち都民ファーストの会、議会改革。 まずは、足
元から改革をしていくんだ。 これはどうにか、この4年間の
間で8位へ上昇させてまいりました。

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。

32
物価高対策、本当
に遅々として進ま
ない

この東京大改革を、私は、国、今の国の状態、私は都議会議
員としても、どのように見てるか。 ノープレーノ―エラーの
状況。 このような国難が、様々に私たちの生活に降りかかっ
ている。 しかしながら、大胆な政策が出てこない。 どこを
見渡しても、出てこない。 私たちは、6月1日から1万品目以
上の物価高で、可処分所得がどんどんどんどんと減ってく
る。 このような＊中でも、物価高対策、本当に遅々として進
まない。 私たちが、一番感じたのが2年。

[33]「トウキョ
ウ＊問題という
事で一蹴をされ
てしまった」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

33
トウキョウ＊問題
という事で一蹴を
されてしまった

【自分】4ヶ月に続くコロナ対策の中での国の取り組みであ
りました。 もう、もう少し前になりますが、当時特措法、感
染症法の改正、そして基本的対処方針の改定、これ私たち何
度も国会に言って求めました。 なぜなら、現場を預かる自治
体である東京都、そして保健所、そして国民の皆さん、都民
の皆さんが本当に苦しんでいる姿を現場で見てきたから。 こ
れ国、この制度、現場とはチグハグですよ、この法律や制度
や基本的対処方針に私たちは振り回されてますと、このよう
に伝えに行った。 しかしながら、残念ながら、これをまさに
トウキョウ＊問題という事で一蹴をされてしまった。

[34]「政党の名
前は都民ファー
ストでありま

す」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

34
政党の名前は都民
ファーストであり
ます

そこで一番、タマキユウイチロウ代表、国民民主党の皆さん
が、質疑に繋げて頂き、年末年始はしっかりと国会休まれま
したけれども、年が明けて改正に踏み切って頂き、どうにか
保健所、そして医療従事者の方々の命、健康をどうにか守り
抜く事ができた。 このように私たちは、西新宿から見てもど
うしても歩みが遅い、もう少し現場に即した、現場の分かっ
た、このような国会議員が、もう少しこの国会にいたらと、
このような事を何度も何度も思う日々でありました。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】私たちの政党の名前は都民ファーストであります。 
この都民ファーストを貫くためには、やはり国に進出して行
かなければならない。 そこで私たちは、今回参議院議員選挙
で国政に進出、初めて挑戦をさせて頂く、このような決意
を、私党代表自ら決意と覚悟を持たせて頂きました。 是非皆
さん、大変大激戦の東京都選挙区であります。

[35]「東京の選
挙区の議席は6

つ、6議席であり
ます」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

35
東京の選挙区の議
席は6つ、6議席で
あります

東京の選挙区の議席は6つ、6議席であります。 この中に大
変著名な方々、有名な方々、もう知名度、皆さんに聞いたら
分かる方々、大変多く手を挙げられております。 しかし、私
は露出のプロではありませんが、でもこれまで地域政党都民
ファーストの会の党代表として、まさに現場、地域をたくさ
ん回ってきました。 東京都選挙区、この23区、多摩地域、
島しょ部。 私コロナ禍の中でも、様々に地域の声、事業者の
声、都民の声、様々に聞いて、これまで72回、時には小池知
事から、あなた獰猛ねと言われながら、そしてあなたはアマ
ゾネスねと言われながらも、これも都民のため、そして国民
のためという事で、小池知事にも様々に、このコロナ禍の中
で72回にわたる要望を行ってまいりました。

[36]「今私たち
の生活が様々な
危機に脅かされ
てる」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



36
今私たちの生活が
様々な危機に脅か
されてる

この間5年間の間で、私たちは2020オリンピック、パラリン
ピック大会、これも経験しました。 そして、これからレガ
シィも残していかなければいけない。 そして、この新宿もそ
う。 30年間で70パーセントを切ると言われている首都直下
地震にもしっかりと都民を守っていかなければならない。 風
水害からも守っていかなければいけない。 このような中で、
ゼヒ＊私たち地域政党都民ファーストの会は、派手さはない
かもしれないけれども、現場でコツコツ、コツコツと、課題
の解決に取り組んできた、まさに現場の職人。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】6分の1は是非、現場の職人、是非必要だと思いま
す。 なぜなら、今私たちの生活が様々な危機に脅かされてる
からであります。 私は必ずこの危機的。

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
給料と賃金をしっ
かりと上げていく
経済を必ず実現

【自分】状況を抜け出すために、タマキユウイチロウ、国民
民主党、党代表と共に、今、物価高にしっかりと対応できて
いる、対応できる、このような物価高に対応できる皆さんの
給料と賃金をしっかりと上げていく経済を必ず実現をしてい
きます。  
【自分】いいぞ。  
【自分】そうだ。

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
私達は確実に賃金
や給料の上がる経
済の実現

【自分】先進国の中で、皆さん、唯一日本だけが賃金が上げ
られてないんです、25年間。 海外ではもう1.5倍2倍と、ア
メリカや欧米ではちゃんと上がってる。 だから、慌てて今政
府が慌ててドタバタと物価高対策をしてる、これが必要ない
んです。 なので、私達は確実に賃金や給料の上がる経済の実
現。

[37]「給料と賃
金をしっかりと
上げていく経済
を必ず実現」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

39
出産費用0、必ず
私達ファーストの
会、お約束

そして、先ほども申し上げました、出産に費用を、がかから
ない、このような費用0に向けて、必ず取り組みをさせてい
ただきます。 今、日本以外の世界ではこのコロナ禍の中でも
出生率がしっかり上がっている。 これは出産に費用がかから
なかったり、また、子育てに費用がかからない、このような
ことにしっかり国が政策や支援、予算をかけているからであ
ります。 出生率が1.13になって慌てて少子化対策をしている
ようではいけません。 出産費用0、必ず私達ファーストの
会、お約束をさせていただきます。

[37]「給料と賃
金をしっかりと
上げていく経済
を必ず実現」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

40

子育て支援に所得
制限を設けない、
所得制限の全面撤
廃

そして、もう1つこれは国民民主党の皆さんとも共通政策に
もあります、子育て支援に所得制限を設けない、所得制限の
全面撤廃。 子育てのために、一生懸命共働きをして働けば働
くほど、働いて働いてその結果支援がプチっと切られる、こ
のような不合理な所得制限の撤廃をしっかりと皆様にお約束
を申し上げます。

[37]「給料と賃
金をしっかりと
上げていく経済
を必ず実現」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

41
6分の1に是非とも
出させていただき
たい

是非、皆さん、今この国を変えていかなきゃいけない。 今政
権与党の支持率本当に高い。 でも、私達、本当に豊かな生活
をしてるのでしょうか。 今、日本では7人に1人が子供の貧
困。 そして、20代の6割が今貯蓄が0。 そして、大学生に2
人に1人が奨学金という借金を抱えながら大学に通わざる得
ない状況。 この状況があります。 是非、今この閉塞感漂
う、そして、ノープレイ、ノーエラーのこのような大胆な政
策が出てこないこのような国政に、私はやる気スイッチを
しっかりと押していく。 このような刺激を与えていく。 6分
の1に是非とも出させていただきたい。

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。

42

国民民主党へ皆様
の絶大なるご期待
とご注目を賜りま
すよう

私が岸田総理大臣に質問したいことは沢山あります。 経産大
臣に質問したいことが沢山ある。 厚生労働大臣に質疑したい
ことが沢山あります。 是非、現場の声を、地域の声を、都民
の声を、国民の声をしっかりと国政に届けるためにも、私ア
ラキチハル、そして、相互推薦をさせていただいておりま
す、国民民主党へ皆様の絶大なるご期待とご注目を賜ります
よう心からお願い申し上げまして、東京都選挙区参議院議
員、あ、参議院、東京の選挙区、第1支部長アラキチハルか
らの決意の表明とさせていただきます。 どうか、よろしくお
願い申し上げます。 今日は、ありがとうございます。

[41]「6分の1に
是非とも出させ
ていただきた

い」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



43
心を一つに、勝つ
ぞのコールをさせ
ていただきたい

【自分】ファーストの会代表、都民ファーストの会代表東京
都議会議員、そして参議院議員、東京選挙区第1支部長アラ
キチハルより＊をさせていただきました。 雨の中、皆さん、
応援いただいて、ありがとうございます。 では、ここで皆さ
んの＊。  
【自分】ほんとに心を一つに、勝つぞのコールをさせていた
だきたいと思います。 ＊をいたしますのは、ファーストの
会、都民ファーストの会＊マシコヒロキでございます。  
【自分】はい、皆さん、ほんとに雨の中、ここにお越しいた
だきました皆さんありがとうございます。 そして、足を止め
ていただきました皆さん、本当にありがとうございます。

[44]「どうぞ、
ご唱和をよろし
くお願いをいた
します」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

44
どうぞ、ご唱和を
よろしくお願いを
いたします

えー、最後に皆さんと心を合わせて、え、勝利を誓うため
に、勝つぞコール、勝つぞを3回申し上げますので、是非ご
唱和をお願いいたしたいと思います。 え、一緒にコールをし
ていただきますのは、国民民主党東京都連＊参議院議員、そ
して連合東京スギウラ、はい、この3人で、え、行います。 
どうぞ、ご唱和をよろしくお願いをいたします。 それでは、
構えて、ファーストの会、そして、国民民主党一致団結力を
合わせて、必ず勝つぞー、勝つぞー、勝つぞー。 ありがとう
ございました。  
【自分】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。

45

応援をくださいま
した、この新宿駅
西口の皆様、あり
がとうございまし
た

今日はアラキチハル応援のために、都民ファーストの会、特
別顧問、東京都知事小池百合子。 そして、国民民主党代表、
タマキユウイチロウ。 そして、連合ヨシノトモコ会長。 本
当にありがとうございました。 そして、雨の中、長い時間応
援をくださいました、この新宿駅西口の皆様、ありがとうご
ざいました。 ありがとうございました。

[46]「アラキチ
ハルをよく覚え
ていただきた

い」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

46
アラキチハルをよ
く覚えていただき
たい

アラキチハル。 アラキチハル。 ファーストの会、都民
ファーストの会代表、東京都議会議員、そして参議院選挙東
京都選挙区第一支部長、アラキチハル、アラキチハルをよく
覚えていただきたい。 そして、是非とも、熱い熱い応援をい
ただきたい、お願い申し上げます。 本日は長時間誠にありが
とうございます。 これを持ちまして、ファーストの会アラキ
チハル街頭演説会を終了いたします。 皆様どうぞ、雨の中、
お身体が冷えませんように、お気を付けくださいませ。 あり
がとうございました。 【喧噪03:59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。


