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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 丁寧に政策を説明できるか

△ 少し詰め込みがち
2 改革をぜひ大阪のみならず全国で

やれます あなた側の話量は31分が適切と判定されました

3 領収書なしで、認めてくれる会社
はありません

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が多めです

4 改革で生み出した財源で、今、えー、
そういうサービス

5 日本維新の会は、消費税は5パーセン
トで大丈夫だと

6 東京選挙区は、1枚目の投票用紙、エビサワ
ユキ

7 リアルな、あの、負担軽減の話を、えー、さ
せて

8 安全対策終わった原発は、動かせば良いん
じゃないの

9 もうはよ辞め、辞めるべきでしょ

10 東京選挙区公認候補の、エビサワ、エビサワ
ユキと申します

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）

48.8語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
19 OPEN あの、2日続けて、東京であの、されてみて、あの、手応えはいかがですか？

21 OPEN 今後どうやってこう、テコ入れを図ってイキマスデショウカ＊？

21 OPEN うーん、どうやったらいい？

22 CLOSED

今日の演説でも、あの、ちょっとやっぱり安全保障のお話っていうのは、少し少なかったと思う
んですけれども、やっぱりこう、何ですか、今まあ、ウクライナ支援疲れとかも、い、とかも言
われてて、あの、有権者の反応っていうのがあまり、関心が高まってないのかなっていう印象と
かってありますか？

23 CLOSED

あの、＊昨日今日と、大阪の実績をですね、こうアピールするような場面が多かったと思うんで
すけど、まあ、東京はその、以前の大阪みたいな財政状況でもなくて、そこらへんの、まあ、認
識というか、あの、有権者の感覚も違うのかなと思うんですけど、あえてその、大阪の昔の実績
を強調する狙いとか、あとあの、効果について？

24 CLOSED
どちらかと言うと、国民というよりも、東京都民として、まああの、東京都を、ヨク＊、良くし
ていきたいって思う人達に投票してほしいと、そういうようなリカイデスカネ＊？

25 OPEN
政府が、あの、電力の節電ポイント検討を進める中で、昨日岸田総理がですね、まあ、無理な節
電は控えて欲しいと、上手にクーラー使って欲しいというところで、あの、呼び掛けをされてま
したけど、それについて？

27 OPEN で、維新＊ポイントつけられてる＊っていう数字もあるんで＊＊＊、その点いかがですか？

29 CLOSED よろしいでしょうか？

30 CLOSED ええと、まず一発目が、何が何でも＊＊＊ユキを＊＊＊っていただいても良いでしょうか？

31 CLOSED ええ、東京選挙区はエビしか勝たんと言っていただいてもいいですか？

31 CLOSED 東京選挙区はエビしか勝たん、と言っていただいて良いでしょうか？

32 CLOSED 大丈夫？

32 CLOSED 大丈夫？

32 CLOSED あれ、投票用紙、エビだけやったら、あかんのちゃう？



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　　 9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　12件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　9件

4
東京選挙区公認候補の、エビサワ、エビサワユキ
と申します

2
日本維新の会は、消費税は5パーセントで大丈夫
だと

22 経済、それからやっぱり物価 8
改革で生み出した財源で、今、えー、そういう
サービス

27 投票箱が閉まるまで、ま、死力を尽くすことです 11 領収書なしで、認めてくれる会社はありません
17 改革をぜひ大阪のみならず全国でやれます
21 丁寧に政策を説明できるか
23 リアルな、あの、負担軽減の話を、えー、させて

26
安全対策終わった原発は、動かせば良いんじゃな
いの

28 もうはよ辞め、辞めるべきでしょ
30 東京選挙区は、1枚目の投票用紙、エビサワユキ



【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　　 9話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

2 説明のある話題
日本維新の会は、消費税は5パーセント
で大丈夫だと

＊＊＊というスローガンを掲げて、私は、この参議院
選挙、お、例えば教育費の完全無償化、＊、＊ゼロ、
＊＊＊なって＊＊＊て、せっかく自民党が政治の安定
をしようと心がけているのに、横からちゃちゃ入れる
んじゃな...

↓

1→ 具体的説明
イシイミツコが、東京維新の会の代表代
行

話者A：＊2期目を目指して、頑張っております。 イ
シイミツコ、イシイミツコ、ありがとうございます。 
ありがとうございます。 多くの、アップルグリーンの
ポロシャツの皆さん、ボランティアの皆さん、この選
挙のためにお集まりいただきまして、ありがとうござ
います。 そしてですね、紫軍団と言われております、
え、背中に325、325、ミツコ、325、ミツコと書い
てくださって、応援してくださってる紫のポロシャツ
の...

3→ 具体的説明 最低所得保障というような形にシフト

不正をなくし、使途不明金をなくし、無駄をなくしし
たら、国家、国の家の家計簿は、ちゃんと元に戻り、
出産費用も、教育の完全無償化も、やろうと思えばで
きるんです、この年金制度も。 私達が提案している
ベーシックインカム。 最低所得保障というような形に
シフトして、制度を変えていきます。 さあ、皆さん、
女性の意見も、多くが国会に反映されることを祈っ
て、3分のウルトラマンの時間が過ぎましたから、イ
シイミツコ、イ...

- -

4
説明の少ない話

題
東京選挙区公認候補の、エビサワ、エビ
サワユキと申します

え、ただいまの訴えは、全国比例から立候補してイ＊
ます。 イシイミツコ、イシイミツコのお訴えでござい
ました。 え、それでは、この東京都選挙区から立候補
しております、1枚目の投票用紙、エビサワユキ、エ
ビサ...

←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
改革で生み出した財源で、今、えー、そ
ういうサービス

大体60億、お金かかりますけど、改革で生み出した財
源で、今、えー、そういうサービスを展開をしており
ます。 なにが言いたいかって、10年間、大阪で改革
やってきた、この改革は全国で通用するということを
確信...

←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

↓

5→ 具体的説明
大阪市は、今、小学校、中学校、給食は
無料です

それでは、お待たせをいたしました。 日本維新の会代
表、マツイイチロウ、マツイイチロウから、オツタエ
＊申し上げます。  話者A：えー、みなさん、こんにち
は、維新の会代表のマツイです。 ま、維新の会、東京
ではね、なかなかまだまだ馴染みが薄いいう風に思わ
れていますけれども、ソラ、マ、シカタモ＊ありませ
ん。 我々は2010年に、この大阪をなんとかしようと
いうことで集まってきた政治集団、地方の政治家の集
まり...

6→ 具体的説明 聞く耳持ってくれましたけど、今の状況

それから、この夏ね、皆さん方、今、電気料金がどん
どん上がる中で負担が増えている。 で、我々、維新の
会とすると、ま、その電気料金上がるのは、もう去年
の暮れから分かってたんです。 去年の暮れに、ニジ＊
ガソリンの値段、どんどん上がってましたから。 ソレ
デ＊、ロシアの侵攻でしょ。 ヤ、コレ＊電気料金、非
常にもう、高騰するなということで、維新の会の国会
議員ダン＊、オトキタ君だとかヤナガセさんだとか、
それから...



7 → 具体的説明 今の状況、結局、電力が足りない

今の状況、結局、電力が足りない。 それから、ガソリ
ンがどんどん値上げするから、電気料金がどんどん上
がる。 で、それを僕はもう、これはちょっと電気代を
下げることは難しいなと思ったんで、ま、大阪市で
は、この7月、8月、9月、電気代上がるんなら、水道
料金下げようということで、7月、8月、9月の上下水
道金の基本料金は、もうなしにしました。...

9→ 具体的説明
政治家が、まず、本気で、それに、取り
組む覚悟

話者A：ものの考え方と、それから、補助金のあり方
を、令和にみ、令和に見合うかたちに、がらっと変え
てきた、その時は、抵抗もすごくあった、そういう抵
抗の中で、それを、やりきるためには、政治家が、ま
ず、本気で、それに、取り組む覚悟を示さないと、説
得力がありません。 だから、我々は、一丁目一番地、
政治家の、身を切る改革っていってますけれど、こ
れ、10年前に、大阪で、まずは、知事や市長、退職金
なし、それから...

- -

11 説明のある話題
領収書なしで、認めてくれる会社はあり
ません

先ほど、ええ、オトキタ＊さん、そして、ヤナガセ＊
さんが、話してたようにね、皆さん、皆さんと、あま
りにも、かけ離れたね、お金の使い方してたんでは、
これ、そりゃ、金、足りなくなりますよ、一度、こ
こ、メスを...

←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

↓

10→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

見直すことで、サービスを拡充するため
の、財源

今、日本の、まあ、＊、あの、数ある役所、その、役
所は、昭和の形の構造のまま、税金の使い方を決めて
おります。 税金を、そ、昭和の形のまま、税金が、そ
ちら側に、一部の人たちに流れている、それを、が
らっと見直すことで、サービスを拡充するための、財
源が生まれましたよ、これが、事実なんですよ、これ
が、結果なんですよ、これを、全国に広げるために
は、まずは、やっぱり、霞が関なんです、永田町の意
識を変えないと、全...

12 → 具体的説明 本気で変えましょうよ

税務署を運営している、指導監督するのが財務省で、
財務省のトップは、大臣じゃないですか、政治家じゃ
ないですか、その、政治家が、今、皆さんの、から、
いただいた、税金を、つかみ金として、ポケット入れ
ている、領収書の公開もしない、それは、そんなに、
生ぬるいかたちで、優遇、厚遇される、その、身分に
しがみついてて、役所の改革なんて、できるわけがあ
りません。 だから、今、霞が関でも、皆さんからも、
何度も問題にな...

13→ 具体的説明
東京より、上のランキングにしてもらい
ました

今、大阪、この間の、ええ、イギリスの、エコノミス
トという雑誌のね、住みやすい町、都市ランキングと
いうのがありまして、今年、それが、10位になりまし
た、去年、2位だったんだけれど、今年は、やっぱ
り、コロナの影響でした、ちょっと、下がったけれど
も、それでも、アジアでナンバーワンです。 東京よ
り、上のランキングにしてもらいました、昔は、大阪
はひどかった、東京からの、東京の人からね、よく、
大阪って、3Kだ...

14→ 具体的説明
10年で作り変えてきたところは、これ
は僕ら自信

話者A：今アジアナンバー1の住みやすい都市ランキン
グです、ナンバー1なんです。 そういう形に10年で作
り変えてきたところは、これは僕ら自信があります。 
この感覚で霞ヶ関、永田町の、あの国会議員の意識を
変えさせてください。 これをやるためには野党第1党
で自民党と真っ正面から戦う力がないとダメなんで
す。 今、野党第1党の立憲民主党さん、皆さん、彼ら
も経費は変えるべきだ、あり方変えようと言ったけ
ど、彼ら...

- -

17 説明のある話題
改革をぜひ大阪のみならず全国でやれま
す

あれだけ強い立憲民主党のツジモトさんのところでも
勝たしていただいた。 大阪の人も厳しいですよ、政治
家を見る目は。 本気で約束を守ってなかったらそんな
風に支援してくれません。 我々10年間本当に言って
き...

←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
本気でやるんなら自分たちがやれるとこ
ろはどんどん

で、我々は自らインターネット公開で皆さんに誰が何
の経費使ってるか領収書公開してるけど、立憲民主党
から共産党まで、おかしいって言いながら自分たちは
やらない。 結局自民党のせいにして逃げてしまう。 
こんなね、芝居がかったね、国会じゃダメなんです。 
本気でやるんなら自分たちがやれるところはどんどん
やっていく。 我々は大阪においては、たとえば府議会
議員の定数は20パーセントカットしましたよ。 110人
あっ...



16→ 具体的説明
そのスピリッツを持ったエビサワさん
を、皆さん一度、永田町へ

我々は本気で改革やった自信あるから、ぜひね、その
スピリッツを持ったエビサワさんを、皆さん一度、永
田町へ送り出してくださいよ。 4人子育てもしてる
し、子育て世帯の負担のあり方も全部分かってるし、
経験してるんだから。 維新の会で大阪で市会議員の経
験もあるし、スピリッツはもう体に染み込んでるん
で、ぜひともね。 言ったことを実現するのが公約なん
です。 我々は言ったことを守ってきたからこの間の衆
議院の選挙で...

18→ 具体的説明
日本維新の会代表、マツイイチロウ、マ
ツイイチロウからのお伝え

話者A：えー、ただ今のお伝えは、えー、日本維新の
会代表、マツイイチロウ、マツイイチロウからのお伝
えでございました。 1枚目の投票用紙、＊選挙区はエ
ビサワユキ、エビサワユキ。 2枚目の投票用紙は全国
比例、イシイミツコ、イシイミツコと、どうぞよろし
くお願い申し上げます。 えー、皆さん本当に暑い中あ
りがとうございました。 えー、これで、えー、カマタ
駅前での街頭演説会、終わらせていただきたいと思い
ます。 ...

- -

21 説明のある話題 丁寧に政策を説明できるか

話者A：今後どうやってこう、テコ入れを図ってイキ
マスデショウカ＊？  話者A：うーん、どうやったらい
い？  話者A：あはは、いや、オトキタさんの。  話者
A：ソンナノ＊、そんなのわかってたらやるよ。 ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

19 → 具体的説明
選挙どころじゃないなという、ナノガ＊
やっぱり大勢の皆さんの声

話者A：お時間ないから、東京の人だけ。  話者A：は
い。  話者A：どうぞ。  話者A：お願いします。  話者
A：はい。  話者A：マイニチ新聞です。  話者A：う
ん。  話者A：あの、2日続けて、東京であの、されて
みて、あの、手応えはいかがですか？  話者A：いやだ
から、も、まあ、何度も言うように、デモ＊この暑さ
もあるしね。  話者A：うん。  話者A：それからやっ
ぱり、もう物価も高いし給料上が...

- -

22
説明の少ない話

題 経済、それからやっぱり物価

あの、アサヒシンブンデス＊。 今日の演説でも、あ
の、ちょっとやっぱり安全保障のお話っていうのは、
少し少なかったと思うんですけれども、やっぱりこ
う、何ですか、今まあ、ウクライナ支援疲れとかも、
い、とかも...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

23 説明のある話題
リアルな、あの、負担軽減の話を、
えー、させて

話者A：すいません、あの、ニッケイ新聞です。  話者
A：うん。  話者A：あの、＊昨日今日と、大阪の実績
をですね、こうアピールするような場面が多かったと
思うんですけど、まあ、東京はその、以前の大阪み
た...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

24→ 具体的説明
一緒なんじゃないの、負担軽減してもら
いたい

話者A：どちらかと言うと、国民というよりも、東京
都民として、まああの、東京都を、ヨク＊、良くして
いきたいって思う人達に投票してほしいと、そういう
ようなリカイデスカネ＊？  話者A：うん、まあそれは
切り離せないけど、やっぱりあの、みんな一緒なん
じゃないの、負担軽減してもらいたいというのは。  
話者A：ありがとうございます。  話者A：うん。...

- -

26 説明のある話題
安全対策終わった原発は、動かせば良い
んじゃないの

あの、＊あのやっぱり、使用済み核燃料の問題あるか
らね、やっぱりそれは、あの、解決策をしっかり無い
間にね、もうどんどんどんどん原発動かすっていうの
は、これ将来世代に無責任だと思うけど。 まあ、核
ね、使用...

←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
短期的に早く原発動かそうよということ
ですよ

話者A：すみません、あの、キョウドウ通信のムラタ
＊です。  話者A：うん。  話者A：政府が、あの、電
力の節電ポイント検討を進める中で、昨日岸田総理が
ですね、まあ、無理な節電は控えて欲しいと、上手に
クーラー使って欲しいというところで、あの、呼び掛
けをされてましたけど、それについて？  話者A：いや
もう、短期的に早く原発動かそうよということです
よ。 今あの、安全対策終わったやつが17、8台あるん
だか...

- -

27
説明の少ない話

題
投票箱が閉まるまで、ま、死力を尽くす
ことです

話者A：すいません、さ、最後なんですけど。 あの、
最新のあの、全国の世論調査で、比例の投票先で、野
党第一党が、あの、立憲民主党にな＊。  話者A：う
ん。  話者A：で、維新＊ポイントつけられてる＊っ
て...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し



- -

28 説明のある話題 もうはよ辞め、辞めるべきでしょ

話者A：すいません、ジジ＊通信ですが。 あの、18歳
の女性との飲酒疑惑＊などが報じられた、報じられ
て、自民党を離党したヨシカワタケル衆議院議員につ
いてなんですが。  話者A：うん。  話者A：ま、その...

←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

↓

29 → 具体的説明
ボーナスも返しなさいと、早く辞めなさ
いと、きちっと指導監督

それから、もうあの、＊＊＊、280万円も、税金でも
う、ンート＊もう、腹立って仕方がないよね。 うん。 
だから、まああの、政治家の身分ちゅうのは、自分、
出処進退、自分で決めるというわけだけど。 うーん、
＊、あの、キシダ派に所属してたんだから、＊、キシ
ダ総理が、もうあの、ボーナスも返しなさいと、早く
辞めなさいと、きちっと指導監督するべきだと思う。 
まあ、わ、うちもそういう人いてね、なかなかあの、
言って...

- -

30 説明のある話題
東京選挙区は、1枚目の投票用紙、エビ
サワユキ

話者A：ええと、まず一発目が、何が何でも＊＊＊ユ
キを＊＊＊っていただいても良いでしょうか？  話者
A：はい。  話者A：お願いします。  話者A：ええ。  
話者A：＊＊＊。  話者A：何がなんでもエビ...

←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

↓

31→ 具体的説明 東京選挙区は、エビしか勝たん

最後、もう1パターンだけ、ごめんなさい。 ええ、東
京選挙区はエビしか勝たんと言っていただいてもいい
ですか？  話者A：え？  話者A：東京選挙区はエビし
か勝たん、と言っていただいて良いでしょうか？  話
者A：エビしか勝たん。  話者A：エビしか勝たん。 エ
ビしか勝たん。  話者A：エビしか勝たん。  話者A：
え？ はははは。  話者A：エビしか勝たん。  話者A：
エビ、しか、勝たん。  話者A：エ...

- -



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。
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「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
イシイミツコが、
東京維新の会の代
表代行

【自分】＊2期目を目指して、頑張っております。 イシイミ
ツコ、イシイミツコ、ありがとうございます。 ありがとうご
ざいます。 多くの、アップルグリーンのポロシャツの皆さ
ん、ボランティアの皆さん、この選挙のためにお集まりいた
だきまして、ありがとうございます。 そしてですね、紫軍団
と言われております、え、背中に325、325、ミツコ、
325、ミツコと書いてくださって、応援してくださってる紫
のポロシャツの皆さん、ミツコ軍団、ありがとうございま
す。 ありがとうございます。  え、もう間もなく、マツイイ
チロウ代表が、こちらにいらっしゃいます。 え、マツイイチ
ロウは、私ども日本維新の会の代表でございます。 え、そし
てそして、私は、ここに立っております、ヤナガセさん。 
あ、エビサワさん、エビサワさん、やってきて。 ヤナガセヒ
ロフミさん、この大田区が牙城のヤナガセヒロフミさんが、
東京維新の会の代表。 そして、イシイミツコが、東京維新の
会の代表代行。 そして、オトキタさんは、あの、東京維新の
会のセイソウ＊、え、とと、政調会長ということでですね、
え、三役なんです。 え、日本維新の会、ね、大阪から発祥し
たって言ってますけれども、こういう若い人達の中で、私女
性ひとり、女性ひとりで、え、頑張って、引っ張っていって
おります。

[2]「日本維新の
会は、消費税は5
パーセントで大
丈夫だと」につ
いての具体的説

明

2
日本維新の会は、
消費税は5パーセ
ントで大丈夫だと

＊＊＊というスローガンを掲げて、私は、この参議院選挙、
お、例えば教育費の完全無償化、＊、＊ゼロ、＊＊＊なって
＊＊＊て、せっかく自民党が政治の安定をしようと心がけて
いるのに、横からちゃちゃ入れるんじゃないと、よく言われ
ますが、皆さん、私から、3分しかありませんので、ひと言
申し上げます。 このコロナ禍で、皆さんからいただいた税金
は、実は増収してるんです。 しーんとなるでしょう。 も
らっているんです。 だから日本維新の会は、消費税は5パー
セントで大丈夫だと言っているんです。

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。

3
最低所得保障とい
うような形にシフ
ト

不正をなくし、使途不明金をなくし、無駄をなくししたら、
国家、国の家の家計簿は、ちゃんと元に戻り、出産費用も、
教育の完全無償化も、やろうと思えばできるんです、この年
金制度も。 私達が提案しているベーシックインカム。 最低
所得保障というような形にシフトして、制度を変えていきま
す。 さあ、皆さん、女性の意見も、多くが国会に反映される
ことを祈って、3分のウルトラマンの時間が過ぎましたか
ら、イシイミツコ、イシイミツコ、2枚目の投票用紙、イシ
イミツコ、イシイミツコ、325で、よろしくお願いをいたし
ます。 イシイミツコでした。  
【自分】はい、ありがとうございました。 ありがとうござい
ました。

[2]「日本維新の
会は、消費税は5
パーセントで大
丈夫だと」につ
いての具体的説

明



4

東京選挙区公認候
補の、エビサワ、
エビサワユキと申
します

え、ただいまの訴えは、全国比例から立候補してイ＊ます。 
イシイミツコ、イシイミツコのお訴えでございました。 え、
それでは、この東京都選挙区から立候補しております、1枚
目の投票用紙、エビサワユキ、エビサワユキから、お訴え申
し上げます。 どうぞよろしくお願いします。  
【自分】え、皆さんこんにちは。 東京選挙区公認候補の、エ
ビサワ、エビサワユキと申します。 4人の子供も育てなが
ら、働くお母さんです。 え、そして20代の頃は、プロのス
ノーボード選手、日本チャンピオンとして、え、世界の山々
を、え、滑ってまいりました。 え、ちょっとユニークな経歴
もあります。 え、そして10年間、政治に携わってまいりま
した。  今いらっしゃった、え、マツイ市長とともに、大阪
で改革を、ありがとうございます、エビサワユキでございま
す。 え、様々な改革をしてまいりました。 え、皆さんどう
か、東京選挙区は、日本維新の会、エビサワ、エビ。  
【自分】サワユキニ＊お力をお貸しください。 ありがとうご
ざいました。  
【自分】ありがとうございました。 えー、すみません、そ、
時間がない中で、あの、大変失礼いたしました。

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。

5
大阪市は、今、小
学校、中学校、給
食は無料です

それでは、お待たせをいたしました。 日本維新の会代表、マ
ツイイチロウ、マツイイチロウから、オツタエ＊申し上げま
す。  
【自分】えー、みなさん、こんにちは、維新の会代表のマツ
イです。 ま、維新の会、東京ではね、なかなかまだまだ馴染
みが薄いいう風に思われていますけれども、ソラ、マ、シカ
タモ＊ありません。 我々は2010年に、この大阪をなんとか
しようということで集まってきた政治集団、地方の政治家の
集まりなんです。  あれから12年が経過をして、皆さん、あ
の、今の大阪の状況、まー、少しよくなってきまして、で、
大阪ではやっぱり改革をして、財源を生み出して、そして、
我々、政治家の仕事っていうのは、昨日より今日、今日より
明日、少しずつ皆さんの生活が楽になる、負担が軽減され
る、それが政治家の役割なんですけども、この10年間、ま、
大阪で改革やってきて、今、僕、大阪市長なんですけどモ
＊、大阪市は改革で生み出した財源で子育てし、拡充をして
ます。 これ、東京と比べてもらったらよく分かるように、大
阪市は、今、小学校、中学校、給食は無料です、ただにしま
した。 60億お金かかるけど、改革で生み出した財源でやっ
てます。 これ、事実なんです。 増税もしておりません。

[8]「改革で生み
出した財源で、
今、えー、そう
いうサービス」
についての具体

的説明

6
聞く耳持ってくれ
ましたけど、今の
状況

それから、この夏ね、皆さん方、今、電気料金がどんどん上
がる中で負担が増えている。 で、我々、維新の会とすると、
ま、その電気料金上がるのは、もう去年の暮れから分かって
たんです。 去年の暮れに、ニジ＊ガソリンの値段、どんどん
上がってましたから。 ソレデ＊、ロシアの侵攻でしょ。 
ヤ、コレ＊電気料金、非常にもう、高騰するなということ
で、維新の会の国会議員ダン＊、オトキタ君だとかヤナガセ
さんだとか、それから、衆議院もみんな揃ってね、あの、キ
シダ総理に、この夏、やっぱり電気が不足するし、電気代も
上がるから、みんな、あの、安全な原発は稼働に向けて、も
うとにかく取り組んでくれ、そういう話を、この通常国会
の、ま、2月頃にそういう提案したけど、キシダ総理は聞く
耳は持ってくれます、うん、そういう風に心配あるねと、だ
から、検討が必要だね、聞く耳持ってくれましたけど、今の
状況なんですよ。

[8]「改革で生み
出した財源で、
今、えー、そう
いうサービス」
についての具体

的説明

7 今の状況、結局、
電力が足りない

今の状況、結局、電力が足りない。 それから、ガソリンがど
んどん値上げするから、電気料金がどんどん上がる。 で、そ
れを僕はもう、これはちょっと電気代を下げることは難しい
なと思ったんで、ま、大阪市では、この7月、8月、9月、電
気代上がるんなら、水道料金下げようということで、7月、8
月、9月の上下水道金の基本料金は、もうなしにしました。

[8]「改革で生み
出した財源で、
今、えー、そう
いうサービス」
についての具体

的説明



8

改革で生み出した
財源で、今、
えー、そういう
サービス

大体60億、お金かかりますけど、改革で生み出した財源で、
今、えー、そういうサービスを展開をしております。 なにが
言いたいかって、10年間、大阪で改革やってきた、この改革
は全国で通用するということを確信をいたしました。  なん
て言っても、10年前、我々が、大阪なんとかしようって言っ
た時の大阪府政、11年連続の赤字で借金だらけだったんで
す。 東京から見ても、大阪ひょっとしたら、もう再建団体に
なるんじゃないの、と言われるぐらい厳しい状況だったの
が、10年改革やれば、水道料金を下げる、給食を無償化にす
る、私立高校の授業料無償化にする、そういうことが、実
際、できてるわけです。 赤字でもやってませんし、大阪だけ
増税したっていうこともありません。 改革を昭和の形の役所
の構造。

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
政治家が、まず、
本気で、それに、
取り組む覚悟

【自分】ものの考え方と、それから、補助金のあり方を、令
和にみ、令和に見合うかたちに、がらっと変えてきた、その
時は、抵抗もすごくあった、そういう抵抗の中で、それを、
やりきるためには、政治家が、まず、本気で、それに、取り
組む覚悟を示さないと、説得力がありません。 だから、我々
は、一丁目一番地、政治家の、身を切る改革っていってます
けれど、これ、10年前に、大阪で、まずは、知事や市長、退
職金なし、それから、報酬は3割カット、都議会議員も3割報
酬カットで、定数は、2割削減、こういう風にやって、覚悟
を示して、役所の意識を変えていったと、そうすることに
よって、大阪においては、財源が、生み出されていきまし
た。

[8]「改革で生み
出した財源で、
今、えー、そう
いうサービス」
についての具体

的説明

10
見直すことで、
サービスを拡充す
るための、財源

今、日本の、まあ、＊、あの、数ある役所、その、役所は、
昭和の形の構造のまま、税金の使い方を決めております。 税
金を、そ、昭和の形のまま、税金が、そちら側に、一部の人
たちに流れている、それを、がらっと見直すことで、サービ
スを拡充するための、財源が生まれましたよ、これが、事実
なんですよ、これが、結果なんですよ、これを、全国に広げ
るためには、まずは、やっぱり、霞が関なんです、永田町の
意識を変えないと、全国に広がっていきません。

[11]「領収書な
しで、認めてく
れる会社はあり
ません」につい
ての理由・ニー

ズ

11
領収書なしで、認
めてくれる会社は
ありません

先ほど、ええ、オトキタ＊さん、そして、ヤナガセ＊さん
が、話してたようにね、皆さん、皆さんと、あまりにも、か
け離れたね、お金の使い方してたんでは、これ、そりゃ、
金、足りなくなりますよ、一度、ここ、メスを入れていく、
力を、我々に与えてもらいたい。 皆さん、会社勤めされてい
る、皆さん、＊、自分で、ご商売されている皆さん、先ほ
ど、経費の話があったけれど、会社で、経費使うときに、
100万円、つかみ金なんて、渡してくれる会社ありません、
領収書なしで、認めてくれる会社はありません、商売されて
いて、確定申告するときに、皆さん、領収書なしで、税務署
に経費だといっても、税務署は認めてはくれないんです。

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。

12 本気で変えましょ
うよ

税務署を運営している、指導監督するのが財務省で、財務省
のトップは、大臣じゃないですか、政治家じゃないですか、
その、政治家が、今、皆さんの、から、いただいた、税金
を、つかみ金として、ポケット入れている、領収書の公開も
しない、それは、そんなに、生ぬるいかたちで、優遇、厚遇
される、その、身分にしがみついてて、役所の改革なんて、
できるわけがありません。 だから、今、霞が関でも、皆さん
からも、何度も問題になっているけれど、天下り先、1個も
減らないし、一部の既得権のほうばっかり向いて、税金が流
れていっている、これ一度、本気で変えましょうよ、＊我々
は、これ、大阪で、実際、自治体ですけれどもね、それで
も、1年間、4兆円の予算編成、やっているんです、大阪市長
として、大阪を、知事もヒキアゲマシタ＊、同じように、4
兆円の予算編成やって、何万という、職員を動かしていって
いる、経験があるんです、それを、本気で、政治が変えれば
ね、意識が変わったんですよ。

[11]「領収書な
しで、認めてく
れる会社はあり
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。

13
東京より、上のラ
ンキングにしても
らいました

今、大阪、この間の、ええ、イギリスの、エコノミストとい
う雑誌のね、住みやすい町、都市ランキングというのがあり
まして、今年、それが、10位になりました、去年、2位だっ
たんだけれど、今年は、やっぱり、コロナの影響でした、
ちょっと、下がったけれども、それでも、アジアでナンバー
ワンです。 東京より、上のランキングにしてもらいました、
昔は、大阪はひどかった、東京からの、東京の人からね、よ
く、大阪って、3Kだよねって言われた、くらい、きたない、
こわい、そういわれてたのが。

[11]「領収書な
しで、認めてく
れる会社はあり
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。



14
10年で作り変えて
きたところは、こ
れは僕ら自信

【自分】今アジアナンバー1の住みやすい都市ランキングで
す、ナンバー1なんです。 そういう形に10年で作り変えてき
たところは、これは僕ら自信があります。 この感覚で霞ヶ
関、永田町の、あの国会議員の意識を変えさせてください。 
これをやるためには野党第1党で自民党と真っ正面から戦う
力がないとダメなんです。 今、野党第1党の立憲民主党さ
ん、皆さん、彼らも経費は変えるべきだ、あり方変えようと
言ったけど、彼らのホームページ見てください、経費の領収
書公開、やっていません。 我々と一緒に、維新の会と一緒に
経費は変えるべきだと偉そうに言ってたんです。

[11]「領収書な
しで、認めてく
れる会社はあり
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。

15
本気でやるんなら
自分たちがやれる
ところはどんどん

で、我々は自らインターネット公開で皆さんに誰が何の経費
使ってるか領収書公開してるけど、立憲民主党から共産党ま
で、おかしいって言いながら自分たちはやらない。 結局自民
党のせいにして逃げてしまう。 こんなね、芝居がかったね、
国会じゃダメなんです。 本気でやるんなら自分たちがやれる
ところはどんどんやっていく。 我々は大阪においては、たと
えば府議会議員の定数は20パーセントカットしましたよ。 
110人あったの今88人。 次の選挙であと10人、け、削ると
いうことをやってます。 府議会議員の報酬も3割カットも
やってます。 僕が市長としての報酬4割カットです、退職金
もありません。 民間の感覚とかけ離れすぎてるから、政治家
の身分が、だからおかしくなるんです。 だから政治家とし
て、自民党から共産党まで結局選挙が終わればなれ合いもた
れ合い、パフォーマンス的な、えー、政治のこと、パフォー
マンス的な運営しかできません。

[17]「改革をぜ
ひ大阪のみなら
ず全国でやれま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

16

そのスピリッツを
持ったエビサワさ
んを、皆さん一
度、永田町へ

我々は本気で改革やった自信あるから、ぜひね、そのスピ
リッツを持ったエビサワさんを、皆さん一度、永田町へ送り
出してくださいよ。 4人子育てもしてるし、子育て世帯の負
担のあり方も全部分かってるし、経験してるんだから。 維新
の会で大阪で市会議員の経験もあるし、スピリッツはもう体
に染み込んでるんで、ぜひともね。 言ったことを実現するの
が公約なんです。 我々は言ったことを守ってきたからこの間
の衆議院の選挙でもあれだけ自民党が強い中で大阪において
は全ての選挙区で自民党に勝利することができました。

[17]「改革をぜ
ひ大阪のみなら
ず全国でやれま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

17
改革をぜひ大阪の
みならず全国でや
れます

あれだけ強い立憲民主党のツジモトさんのところでも勝たし
ていただいた。 大阪の人も厳しいですよ、政治家を見る目
は。 本気で約束を守ってなかったらそんな風に支援してくれ
ません。 我々10年間本当に言ってきたことを守ってきたか
ら、あれだけ自民党強い中で大阪で勝たせていただいた。 そ
の、その改革をぜひ大阪のみならず全国でやれます、政治家
が替われば、本気になれば。 それをやるために皆さんの支
持、支援の輪をこのエビサワユキに投票で1票1票ぜひ積み上
げてやっていただきたい。 比例はイシイミツコさんに皆さん
のお力を結集していただきたいんです。 何とぞよろしくお願
いをいたします。 どうもありがとうございます。  
【自分】ありがとうございました。  
【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。

18

日本維新の会代
表、マツイイチロ
ウ、マツイイチロ
ウからのお伝え

【自分】えー、ただ今のお伝えは、えー、日本維新の会代
表、マツイイチロウ、マツイイチロウからのお伝えでござい
ました。 1枚目の投票用紙、＊選挙区はエビサワユキ、エビ
サワユキ。 2枚目の投票用紙は全国比例、イシイミツコ、イ
シイミツコと、どうぞよろしくお願い申し上げます。 えー、
皆さん本当に暑い中ありがとうございました。 えー、これ
で、えー、カマタ駅前での街頭演説会、終わらせていただき
たいと思います。 えー、誠にありがとうございました、あり
がとうございました、ありがとうございました。  
【自分】お疲れ様でした。  
【自分】＊ね、はいはい。  
【自分】もう時間ないから、もう大阪、大阪組の。

[17]「改革をぜ
ひ大阪のみなら
ず全国でやれま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



19

選挙どころじゃな
いなという、ナノ
ガ＊やっぱり大勢
の皆さんの声

【自分】お時間ないから、東京の人だけ。  
【自分】はい。  
【自分】どうぞ。  
【自分】お願いします。  
【自分】はい。  
【自分】マイニチ新聞です。  
【自分】うん。  
【自分】あの、2日続けて、東京であの、されてみて、あ
の、手応えはいかがですか？  
【自分】いやだから、も、まあ、何度も言うように、デモ＊
この暑さもあるしね。  
【自分】うん。  
【自分】それからやっぱり、もう物価も高いし給料上がらな
いから、まあ中々盛り上がってませんよ。 もう、選挙どころ
じゃないなという、ナノガ＊やっぱり大勢の皆さんの声だと
思いますね、うん。 だから厳しいです。

[21]「丁寧に政
策を説明できる
か」についての

具体的説明
◎ 適切な量の具体的な

説明です。

20
情勢調査で、あ
の、中々東京では
厳しい

【自分】今あの、様々なあの、情勢調査で、あの、中々東京
では厳しい。  
【自分】厳しい、だから。  
【自分】＊出てますけども。  
【自分】うん、厳しいよ。

[19]「選挙どこ
ろじゃないなと
いう、ナノガ＊
やっぱり大勢の
皆さんの声」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

21
丁寧に政策を説明
できるか

【自分】今後どうやってこう、テコ入れを図ってイキマスデ
ショウカ＊？  
【自分】うーん、どうやったらいい？  
【自分】あはは、いや、オトキタさんの。  
【自分】ソンナノ＊、そんなのわかってたらやるよ。  
【自分】オトキタさんの時ハネ＊、あの、終盤にいっぱいこ
う、幹部を入れたかなと思うんですけど。  
【自分】いや、それはもちろんそんなことはやるけど。 う
ん、あの、結局は、えー、その、なんてイウノ＊、有権者の
人とやっぱりいかに直接、まあこう、丁寧に政策を説明でき
るか。 我々の、まあ、やってきた結果も説明できるか。 も
う、それに尽きると思います、うん。  
【自分】すい、すいません。

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 経済、それから
やっぱり物価

あの、アサヒシンブンデス＊。 今日の演説でも、あの、
ちょっとやっぱり安全保障のお話っていうのは、少し少な
かったと思うんですけれども、やっぱりこう、何ですか、今
まあ、ウクライナ支援疲れとかも、い、とかも言われてて、
あの、有権者の反応っていうのがあまり、関心が高まってな
いのかなっていう印象とかってありますか？  
【自分】いや、まあや、関心1番高いのはやっぱり、経済、
それからやっぱり物価、うん。 やっぱり日々の生活だと思う
けど。 あの、別にあの、安全保障の話避けれるわけじゃなく
て、ヤッパリ＊各、あの、スケジュールがあるからね、う
ん。 あんまり長い演説もできないんで。 でも、言ってる
よ、ちゃんと、うん。  
【自分】あ、いや、はい。

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。

23
リアルな、あの、
負担軽減の話を、
えー、させて

【自分】すいません、あの、ニッケイ新聞です。  
【自分】うん。  
【自分】あの、＊昨日今日と、大阪の実績をですね、こうア
ピールするような場面が多かったと思うんですけど、まあ、
東京はその、以前の大阪みたいな財政状況でもなくて、そこ
らへんの、まあ、認識というか、あの、有権者の感覚も違う
のかなと思うんですけど、あえてその、大阪の昔の実績を強
調する狙いとか、あとあの、効果について？  
【自分】ああ、だって東京もまだあの、給食はね、お金いる
し。 あの、東京ってやろうと思ったらできるんですよ、まあ
お金あるから。 うん、だからそこはやっぱり、分かりやすく
こういうことやってます、だから昨日より今日の方が負担が
減ってるわけだから、そういうことを、あの、まあ、リアル
な、あの、負担軽減の話を、えー、させていただいて。 そ
りゃ、よその党はできないからね。 我々しか、我々やった
こ、やってるからね、うん。 そういう形で、えー、説明して
るとオモイマス＊。

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。



24
一緒なんじゃない
の、負担軽減して
もらいたい

【自分】どちらかと言うと、国民というよりも、東京都民と
して、まああの、東京都を、ヨク＊、良くしていきたいって
思う人達に投票してほしいと、そういうようなリカイデスカ
ネ＊？  
【自分】うん、まあそれは切り離せないけど、やっぱりあ
の、みんな一緒なんじゃないの、負担軽減してもらいたいと
いうのは。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】うん。

[23]「リアル
な、あの、負担
軽減の話を、

えー、させて」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

25
短期的に早く原発
動かそうよという
ことですよ

【自分】すみません、あの、キョウドウ通信のムラタ＊で
す。  
【自分】うん。  
【自分】政府が、あの、電力の節電ポイント検討を進める中
で、昨日岸田総理がですね、まあ、無理な節電は控えて欲し
いと、上手にクーラー使って欲しいというところで、あの、
呼び掛けをされてましたけど、それについて？  
【自分】いやもう、短期的に早く原発動かそうよということ
ですよ。 今あの、安全対策終わったやつが17、8台あるんだ
から、なぁ。

[26]「安全対策
終わった原発

は、動かせば良
いんじゃない

の」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

26
安全対策終わった
原発は、動かせば
良いんじゃないの

あの、＊あのやっぱり、使用済み核燃料の問題あるからね、
やっぱりそれは、あの、解決策をしっかり無い間にね、もう
どんどんどんどん原発動かすっていうのは、これ将来世代に
無責任だと思うけど。 まあ、核ね、使用済み核燃料の処理
も、あの、北海道で、えー、今そういう処理ができるかどう
かの、あの、現地調査も始まってきたんでね。 だからそのバ
ランスよ、バランス、うん。 だから今は、もうまさメニ＊目
の前で命の危機がせ。  
【自分】せまってるんだから。  やっぱりね、もうあの、安
全対策終わった原発は、動かせば良いんじゃないの。 うん。 
ハイ＊。

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
投票箱が閉まるま
で、ま、死力を尽
くすことです

【自分】すいません、さ、最後なんですけど。 あの、最新の
あの、全国の世論調査で、比例の投票先で、野党第一党が、
あの、立憲民主党にな＊。  
【自分】うん。  
【自分】で、維新＊ポイントつけられてる＊っていう数字も
あるんで＊＊＊、その点いかがですか？  
【自分】＊、もう、世論調査で、今あの、右往左往しても仕
方がないカラネ＊。 うん。 ま、これからあと、え、投票箱
が閉まるまで、ま、死力を尽くすことです、全員が。 はい。

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。

28 もうはよ辞め、辞
めるべきでしょ

【自分】すいません、ジジ＊通信ですが。 あの、18歳の女
性との飲酒疑惑＊などが報じられた、報じられて、自民党を
離党したヨシカワタケル衆議院議員についてなんですが。  
【自分】うん。  
【自分】ま、その後、公の場での説明もなく議員辞職もして
いない＊＊＊。 アシタ＊には280＊あまりのボーナスが支給
される予定ですが、＊についてご見解お願いします。  
【自分】＊＊＊。 見解もなにも、もうはよ辞め、辞めるべき
でしょ。  
【自分】＊。  
【自分】うん。

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。



29

ボーナスも返しな
さいと、早く辞め
なさいと、きちっ
と指導監督

それから、もうあの、＊＊＊、280万円も、税金でもう、
ンート＊もう、腹立って仕方がないよね。 うん。 だから、
まああの、政治家の身分ちゅうのは、自分、出処進退、自分
で決めるというわけだけど。 うーん、＊、あの、キシダ派に
所属してたんだから、＊、キシダ総理が、もうあの、ボーナ
スも返しなさいと、早く辞めなさいと、きちっと指導監督す
るべきだと思う。 まあ、わ、うちもそういう人いてね、なか
なかあの、言っても辞めなかったケドネ＊。 うん。 やっぱ
りあの、まあ、何とか国民の皆さんがね、＊、少しでもこ
う、ユウイン＊を下げるような対応が必要だと思います。  
【自分】よろしいでしょうか？  
【自分】うん。  
【自分】はい。  
【自分】はい。  
【自分】はい。 ＊。  
【自分】＊。 ちょっと＊＊＊。  
【自分】はい。 ＊。  
【自分】すいません。  
【自分】ヨロシクオネガイシマス＊。 ＊＊＊いただいて、あ
りがとうございます。  
【自分】はい。  
【自分】エビサワユキのオウエンドウガ＊お願いします。  
【自分】はい。

[28]「もうはよ
辞め、辞めるべ
きでしょ」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

30
東京選挙区は、1
枚目の投票用紙、
エビサワユキ

【自分】ええと、まず一発目が、何が何でも＊＊＊ユキを
＊＊＊っていただいても良いでしょうか？  
【自分】はい。  
【自分】お願いします。  
【自分】ええ。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】何がなんでもエビサワユキ。 なん、何がなんでもエ
ビサワユキ。 ええ、何がなんでもエビサワユキ。 よろしく
お願いします。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】あ、モウイッコ＊。 えっと、東京選挙区エビサワユ
キ、＊＊＊。 センセイ＊も＊＊＊します。  
【自分】はい。  
【自分】はい。 ＊。  
【自分】ええ、東京選挙区は、1枚目の投票用紙、エビサワ
ユキ。 よろしくお願いします。  
【自分】よろしくお願いします。 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。

31
東京選挙区は、エ
ビしか勝たん

最後、もう1パターンだけ、ごめんなさい。 ええ、東京選挙
区はエビしか勝たんと言っていただいてもいいですか？  
【自分】え？  
【自分】東京選挙区はエビしか勝たん、と言っていただいて
良いでしょうか？  
【自分】エビしか勝たん。  
【自分】エビしか勝たん。 エビしか勝たん。  
【自分】エビしか勝たん。  
【自分】え？ はははは。  
【自分】エビしか勝たん。  
【自分】エビ、しか、勝たん。  
【自分】エビ、しか、＊＊＊。  
【自分】エビ、シカ＊。  
【自分】エビサワしか勝たんってことデスネ＊。  
【自分】そう＊、＊＊＊。  
【自分】エビしか勝たん。  
【自分】＊＊＊いただいたら、＊＊＊。  
【自分】はい。  
【自分】はい、お願いします。  
【自分】東京選挙区は、エビしか勝たん。  
【自分】エビしか勝たん。

[30]「東京選挙
区は、1枚目の投
票用紙、エビサ
ワユキ」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



32 たぶん素晴らしい
と思います

【自分】大丈夫？  
【自分】ありがとうございま＊。  
【自分】大丈夫？  
【自分】たぶん素晴らしいと思います。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ありがとうございま＊。  
【自分】あれ、投票用紙、エビだけやったら、あかんのちゃ
う？  
【自分】＊、エビだけだとあ＊＊＊あかんので、ちょっと、
ちゃんと字幕でこう、フォローシテ＊、ちゃんと＊＊＊。  
【自分】どうもありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊した。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ブチ切れラレルカトオモッタワ＊。 超怖かったワ
＊。  
【自分】ははは。 いや、大丈夫。 ＊＊＊。  
【自分】オコラレルカトオモッタ＊。  
【自分】大丈夫。 は、って＊＊＊。 はははは。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】エビしか勝たん＊。 はははは。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】エビじゃ駄目なんちゃう＊＊＊。 ソノトオリ＊。

[31]「東京選挙
区は、エビしか
勝たん」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。


