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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 ニシカワさんと私のパワーをぜひ

栃木全域に広げて

◎ 適切な情報量
2 もたれ合いじゃなくて、新しい勢

力を作って あなた側の話量は52分が適切と判定されました

3 日本維新の会、全国に羽ばたける
と、これも、オオクボユミ

聴衆にとって理解しやすい話量で話されています

4 日本を変えるためには、この栃木県か
ら

5 皆さんどうぞ、お力を貸してください

6 2枚目の投票用紙、西川鎭央をよろしくお願
い申し上げます

7 考え方、外交、安全保障のあり方も、今まさ
に変えていくべき

8 聞くだけでは、駄目なんです

9 オオクボさんに皆さんの暖かいご支援をお願
い

10 財政状況ががらっと変わりまして
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）

26.6語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
5 CLOSED 高校生聞いてる？

5 CLOSED すごいよね？

5 CLOSED そして、聞いてる、聞いてるかな、高校生？

17 OPEN 本当にコロナで困っているのに、なんでそういう可処分所得に回るような政策をとれないのか？

23 CLOSED 皆さん覚えてくれましたか？

23 CLOSED ダイジョブ＊ですか？

43 OPEN
ま、岸田総理は、聞く耳は持っていただいているから、ま、そういう意見もあるねということ
で、聞いてはくれましたけど、実際の予算、もう、この酷暑が突入して、今、どうなってます
か？



プレゼンの情報構成と、説明の過不足を確かめよう

【CHECK4】プレゼンの説明構成を確認
-

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

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

しっかり説明がある　　
話題数　　 11トピック

同じ話題を深堀りし過ぎかもしれません

話題の数　12件
話順 説明の少ない話題　1件 話順 説明のある話題　11件

16
政策の3本柱は、格差是正、教育無償化、そして
憲法改正

4
日本維新の会、全国に羽ばたけると、これも、オ
オクボユミ

9
ニシカワさんと私のパワーをぜひ栃木全域に広げ
て

15 日本を変えるためには、この栃木県から
20 皆さんどうぞ、お力を貸してください

24
2枚目の投票用紙、西川鎭央をよろしくお願い申
し上げます

29
考え方、外交、安全保障のあり方も、今まさに変
えていくべき

33 もたれ合いじゃなくて、新しい勢力を作って
36 財政状況ががらっと変わりまして
40 二極と言われる、そういうね、都市を作れる
44 聞くだけでは、駄目なんです
46 オオクボさんに皆さんの暖かいご支援をお願い



【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　　 11話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

4 説明のある話題
日本維新の会、全国に羽ばたけると、こ
れも、オオクボユミ

そして、オオクボユミ、体力には自信があるって本人
言ってましたけど、たしかにそうです。 朝から晩まで
駆けずり回って、喉をからして訴えても、全然ツカレ
ナイ＊。 でもさっき、点滴ってしてもらえるんです
か、私...

↓

1→ 具体的説明
日本維新の会、ニシカワヤスオ、オオク
ボユミト＊、よろしくお願い

話者A：＊の力で日本維新の会、ニシカワヤスオ、オ
オクボユミト＊、よろしくお願いいたします。 コクセ
イダンジョウ＊と、大きく押し上げていただきますよ
う、日本維新の会、ニシカワヤスオ、心よりお願い申
し上げます。 日本維新の会は、行政の無駄をなくし、
国政改革に全力で取り組んでまいります。  日本維新
の会、身を切る改革で、政治に信頼を取り戻します。 
日本維新の会、ニシカワヤスオ、オオクボユミ、皆様
の絶大な...

2→ 具体的説明 街頭演説会を始めさせていただきます

参議院選挙、全国区、比例代表候補、ニシカワヤス
オ。 お待たせいたしました。 それでは、街頭演説会
を始めさせていただきます。 皆様、お暑い中ではござ
いますが、ご静聴よろしくお願いいたします。  話者
A：えー、皆さん、暑い中ありがとうございます。  話
者A：ありがとうございまーす。...

3→ 具体的説明
足らないところをしっかり補って、国政
政党に羽ばたこう

話者A：えー、日本維新の会、オトナリイックノ＊、
＊でございます。 今日も暑い中、本当に多くの方にお
集まりいただきまして、ありがとうございます。 
えー、ほんとに暑い、しかし、まだまだ、参議院選
挙、熱くなりますよ。 我々、日本維新の会、全国に、
今、同志が頑張ってる。 そして、この栃木県では、こ
のお二人、ニシカワヤスオ、オオクボユミが額に汗を
しながら頑張っています。 ニシカワさんは、昨日大阪
に行ってきた...

- -

9 説明のある話題
ニシカワさんと私のパワーをぜひ栃木全
域に広げて

栃木を盛り上げたい、栃木を良くしたい、是非、次の
10年の未来を私達に託してください。 そして1回試し
てみてください、駄目だったら違う政党に戻ってもい
いです。 その位自信があります、ガッツがあります。 
...

←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

↓

5→ 具体的説明
栃木選挙区、候補者オオクボユミよりの
ご訴え

それでは、お待たせを致しました。 まず、最初に、こ
の参議院、栃木選挙区、候補者オオクボユミよりのご
訴えでございます。 ご清聴よろしくお願い致します。  
話者A：カシワザワ＊先生、ありがとうございます。 
心強い応援、ありがとうございます。  皆さん、はじ
めまして、そして改めまして、日本維新の会、公認候
補、オオクボユミと申します。 私は、体育の先生をし
ています。 そして、大学で、女子大学で、体育を教
え...

6→ 具体的説明 本当に高齢者を抱えていると大変です

そして、私は、三人を介護をしている時期がありまし
た。 今は、95歳の祖母は亡くなりましたが、身寄り
のないおばと、認知症になってしまった母の介護をし
ています。 大変です。 私は一人っ子なので、一人で
三人の高齢者を看ていた、そういうことになります。 
だからわかるんです、大変なんですよ。  これを、次
の世代の子供達に、こういう苦労はさせたくない、そ
う思ってます。  そして、食品関係の高騰。 水道だっ
たり...



7→ 具体的説明
子どもが少ないんだから子どもを大事に
してあげたい

母親としても小学校5年生のお母さんをしています、
教育格差も感じます。 ある町に行った時にあるお話を
聞きました。 給食、お弁当箱に入れて持って帰ってい
る子どもがいると聞きました。 どうして持って帰って
くるのって訊いたら、どうして持って帰るのって訊い
たら、弟と妹に持ってくって、夜ご飯にするって言っ
たそうです。 これ栃木の話ですよ。 私、胸が痛く
て、ご飯位食べさせてあげたいって本当に思いまし
た、胸が痛い...

8→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
次の10年、是非、私達に力を貸して

これからの未来を作る子ども達を大事にしたい、自分
の子どもじゃなくてもいいです、いいんですよ、皆の
大事な子どもなんでス＊。  そして私達、私達の世代
をずうっと大事にしてくれた上の先輩達の世代、高齢
者の皆さんも大事にしたい、そう思ってます。 だから
こそ新しい政策を栃木でしたい、そう思ってます。  
なんで私が立ったか、これ、学生問題はもちろんあり
ます、たった1つです、誰もやらないから立ったんで
す。 誰か...

- -

15 説明のある話題 日本を変えるためには、この栃木県から

皆さんの票で日本は変わります。 必ず日本を、日本維
新の会が変えていきます。 今日は大久保裕美さんが来
ています。 栃木県から変えていきたい、日本を変えて
いきたい、そのために、日本を変えるためには、この
栃...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

10→ 具体的説明 参議院比例区、西川鎭央でございます

えー、それでは続きまして、全国比例でございます。 
栃木県だけではございません。 北海道から沖縄まで、
お知り合いの方がいたら、ぜひにという、この栃木県
のホープ、ご紹介いたしましょう。 全国比例候補者、
西川鎭央でございます。  話者A：えー、皆さんこんに
ちは。 ご紹介いただきました、参議院比例区、西川鎭
央でございます。 暑い中、こうしてたくさんの皆さん
にお集まりいただきました。 本当にありがとうござ
い...

11→ 具体的説明
今困ってるから、私が仕事をさせていた
だきたい

えー、私は今回、日本維新の会から比例区、全国区で
立候補をいたしました。 今までは他の政党にお世話に
なっておりましたが、いろんなしがらみ、そして人間
関係、政策、こういったものを考えた末、私は、い、
自民党を離党し、そして日本維新の会から、今回立候
補をさせていただいています。 先輩が、先輩方から、
もっと我慢したほうがいいんじゃないか、10年待てば
チャンスは巡ってくると、たくさんの方に心配してい
ただきまし...

14→ 具体的説明
本当に変えたいと思うなら、ぜひ、日本
維新の会

皆さん、直接投票する、自分たちが考えて政治を変え
ていく、選んでいく、こういった経験を経て、皆さん
一人一人が政治に詳しく、そして期待してるんです。 
全国を歩くと、皆さんがたくさん不安や不満を持って
いる。 そして、何とか改革をしていただきたい、こう
思ってる方がたくさん。 もしここでアンケートを取っ
たなら、将来に不安がありますか、あるいは今の生活
に不満がありますかと、こうアンケートを取っていた
だきたい。...

- -

16
説明の少ない話

題
政策の3本柱は、格差是正、教育無償
化、そして憲法改正

維新の政策の3本柱は、格差是正、教育無償化、そし
て憲法改正です。 地域格差大きいと思う。 東京にい
る方は非常に有利になっている。 私たち地方に住む皆
さんは、頑張っても頑張っても、東京と同じチャンス
を得...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

20 説明のある話題 皆さんどうぞ、お力を貸してください

必ず実行し、そして皆さんに、一人一人に還元できる
ように働いていきます。 政府や大企業や、中心にいる
官僚方々、そしてその周りにいる方々の一部の方ため
の、方の為の政治はもう止めにしましょう。 皆さん一
人一...

←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 維新の議員を選んでください

皆さん、おかしいことはおかしいと言いましょう。 改
革するべきは、改革していきましょう。 それが、表で
言いにくいんだったら、表ムカ＊、表で、私がやりま
すと言いにくいんだったら、維新に入れてください。 
維新の議員を選んでください。 我々が代弁していきま
す。...



21→ 具体的説明 ぜひお力を貸してください

日本維新の会、まだまだこの栃木県では、知られてい
ない方がたくさんいる。 大阪だけが認知度が高いです
けども、全国的に見れば、まだまだの新しい政党で
す。 しかし、私も政策を見て、読んで、そしてそのス
ピリッツを感じて、共感して、移りました。 今日は、
緑のシャツを着てくれてる人、たくさんいる。 そし
て、応援に来てくれてる人もたくさんいる。 最初は、
私も一人でした。 しかし、カシワ＊から先生と協力
し、オオク...

- -

24 説明のある話題
2枚目の投票用紙、西川鎭央をよろしく
お願い申し上げます

ただ今の申し伝えは西川鎭央、西川鎭央です。 非常に
力のこもった、われわれの栃木県のホープ、何とか皆
さんのお力で2枚目の投票用紙、西川鎭央をよろしく
お願い申し上げます。 えー、松井代表こちらに、今向
かっ...

←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 2枚目の紙も名前で書いてください

いろんな方から励ましの電話、それからメールなどい
ただきます。 見てみると、投票行ってきたよ、期日前
行ってきた、俺は入れたよ、友達にも言ってる、必ず
票出すよト＊、こう言ってくれる方が日に日に増えて
います。 ただし、注意していただきたい。 2枚目の
紙、維新って書いてきたよって人がいました。  話者
A：＊。  話者A：維新と書いたら、維新に入ります。 
残念ながら、私には入りません。 ですから、2枚目の
紙...

- -

29 説明のある話題
考え方、外交、安全保障のあり方も、今
まさに変えていくべき

今度2025年、大阪で万博をやります。 えー、ぜひ皆
さんにも楽しみにしていただいて、ま、どんどん来て
いただきたいんですけど、その前、1970年にも大阪
では万博やりました。 まあ、昭和のど真ん中です。 
...

←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

↓

27→ 具体的説明
地方の声が、まあ、と、通りやすく、伝
わりやすくなっている

我々はこの原因は既存の政党、ま、我々以外のね自民
党から共産党までこの政党の組織の在り方、そのもの
に問題があると思っています。 大体、他の政党は国会
議員がピラミッドの頂点です。 その下に都道府県の議
員がいて、市町村議員がいる。 いつまでたっても、そ
ういう中央集権、そういう制度のまま、ま、運営がな
されてるんです。 我々維新の会っていうのは、他の政
党と違います。 僕はいま。  話者A：大阪で市長を務
めて...

28→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
昭和の構造ではこれはだめなんですね

われわれが今回の選挙で皆さんに、まああの、ご説明
をする政策、皆さんに、アノ＊、皆さんに訴えたいこ
とは、日本の構造を令和の時代に合わして作りかえて
いきましょうよト＊、そうしないと、やっぱり日本が
これからも、われわれの次の世代、子どもや孫の世代
に安全で安心して住める、えー、そういうふうな形を
つくるためには、昭和の構造ではこれはだめなんです
ね。  話者A：そうだ。  話者A：当たり前の話ですけ
ども、昭和...

- -

33 説明のある話題
もたれ合いじゃなくて、新しい勢力を
作って

ま、若かったっていう事もあるんですけども、えー、
当時、えー、45歳の時にですね、えー、当時のハシモ
ト知事と一緒に、大阪がらっと変える為にね、やっぱ
り政治の在り方そのもの、自動政党の、そういう馴れ
合い、...

←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

↓

31→ 具体的説明
それができるのは、日本維新の会、我々
だけ

それをぴりっとさせる為の、野党の役割、立憲民主党
さんじゃ、ちょっと荷が重すぎるんです。 我々は、維
新の会、その自民党をぴりっとさせる自民党に今の時
代にあった様に、国会議員、優遇厚遇され過ぎない、
そういう形で、時代を変えていこうという、そういう
気持ちをおこされ、おこさせる様に、ま、喉元に刃を
突きつけさせて下さいよ。 それができるのは、日本維
新の会、我々だけなんです。...

32→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
今から約19年前の大阪はひどかった

というのも、僕はもともと先程申し上げましたけど、
地方議員は自民党からスタート致しました。 当時、大
阪のホリカイ＊議員として、39歳で自民党から議員に
＊を出して頂いた。 皆さん今から約19年前の大阪は
ひどかった。 本当にね、府民の皆さん生活苦しい中で
も、役所は借金だらけ、新しいサービスはできない、
サービスをどんどん低下していく。 そんな中でも、議
会へ行けばね、結局、我々の先輩の自民党の皆さんへ
と、そ...

- -



36 説明のある話題 財政状況ががらっと変わりまして

で、昭和の時代は、＊。 そういう団体に支援をされて
いる、団体から支援をされるから、その団体に向い
て、またお金が流れる。 そこに無駄があるんじゃない
の。 役所の中で、あまりにも、肥大化した人件費、そ
うい...

←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

↓

35→ 具体的説明 役所の中のお金の使い方を見直そう

話者A：じゃあ、その成り立たなくならないように、
どうやって財源を見つけてくるかト＊。 簡単な話なん
です。 役所の中のお金の使い方を見直そうよト＊。 
日本の役所っていうのは、昭和の時代のままの構造と
キボダカ＊、あまりにもメタボになりすぎてるんで
す。 メタボになりすぎてるから、中に人件費がかか
る、事務経費がかかる。 結局、そういうところで、お
金がどんどんどんどん流れていってる。...

37→ 具体的説明 給食費は、小中学校とも無料

例えば、今、僕は、大阪市長なんですけども、もちろ
んのことですけれども、えー、もちろんのことですけ
れども、高校、私立高校は、今、大阪では無償化に
なってるんです。 で、今、大阪市長として、まあ、都
知事でもなかなか＊出来ないと思いますけど、子供達
の給食費、これ、子育て世帯にすると、給食費ってい
うのも大きな負担なんです。 大体、ひと月4500円ぐ
らいかかります。 1年間で、子供1人居ると、小学
校、中学校、...

- -

40 説明のある話題
二極と言われる、そういうね、都市を作
れる

話者A：維新の会という組織の在り方の基本です。 
で、今申し上げたように、今、大阪でどんどんどんど
ん、子育て世代を中心に、負担軽減につとめてまいり
ました。  2年前の数字なんですけど、僕が市長になり
まし...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

39 → 具体的説明 スピード感を持って、改善をする

政治っていうのは、簡単な話なんです。 昨日より今
日、今日より明日、少しでも、皆さんの負担を軽減を
さしていく。 皆さんが生活しやすい環境を作るのが、
政治家の仕事です。 で、それが1番身近で、皆さんの
声を聞いてるのは、地方の議員ですから、霞が関、永
田町がトップでは、地方の議員の言葉が永田町に上手
く伝わってきません。 これが昭和の時代の政治。  
我々は、令和に合わせて、地方議員がダイレクトに、
国会議員に...

- -

44 説明のある話題 聞くだけでは、駄目なんです

会社が、事業が継続されることも危ぶまれる。 今年の
2月にね、決断しといていただければ、この夏、今の
電気料金を抑えることもできたし、供給量も、供給量
も増えたのに。 ま、聞く耳を持つけど、実行してくれ
ませ...

←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 原発の改善、やってきた

で、節電節電って政府は言うけど、ソレ＊、誰でも節
電も、今年やるんですよ。 何故か。 電気料金が、去
年と比べて2割上がってます。 それは、2割も上げら
れたら、節電します＊、ソレ＊。 でも、そこへ、政府
の役割は、供給を増やすことなんです。 電力を、ヒッ
ピョ＊、ひ、逼迫させるようなことでは、だめなんで
す。 だから、維新の会で、これ、今年のね、はじめか
ら、ま、去年から原油の価格が上がってましたから。 
僕も...

43→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
生活が非常に成り立たないような状態

ま、岸田総理は、聞く耳は持っていただいているか
ら、ま、そういう意見もあるねということで、聞いて
はくれましたけど、実際の予算、もう、この酷暑が突
入して、今、どうなってますか？ 結局、なんら手立て
をしないから、電気代は上がるわ、供給量は逼迫する
わで、生活が非常に成り立たないような状態になって
ます。 まだ、家庭で、節電できる範囲はいいけども。 
例えば、工場を経営されてる方、お店を経営されてる
方、電気無し...

- -

46 説明のある話題
オオクボさんに皆さんの暖かいご支援を
お願い

＊イッキョク＊じゃ駄目なように、自民党と対峙出来
る2キョク＊がいるけど、残念ながら、今、野党第一
党の立憲民主党さんでは、その対峙出来る2キョク＊
を務めきれていません。 長年務めてるんなら、こんな
にね、...

←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
少しは時代に合ったかたちに変えていき
たい

我々は、行政を運営している経験もあります、大阪に
おいて。 大阪市長というのは、だいたい1年間4兆
円。  話者A：で予算編成する。 国は、じゅ、100兆
円です。 大阪府知事も、4兆円の予算＊です。 そんな
中で、何万人といる職員を動かして、そして、今、少
し住みやすい大阪を作ってきた、その自信はありま
す。  その経験を持って、その経験を、霞が関で、ま
あ、オオクボさんにね、皆さんご支援いただいて、霞
が関に...

48→ 具体的説明
熱い熱いエールをよろしくお願いいたし
ます

話者A：はい、ただいまのオツタエ＊は、日本維新の
会、トウシカ＊でございます、マツイイチロウからの
オツタエ＊でした。 どうぞ皆さん、よろしくお願いい
たします。 ソシテ＊、今一度、＊そして、＊に熱い熱
いエールをよろしくお願いいたします。  話者A：お願
いします。  話者A：お願いします。  話者A：お願い
します。 お願いします。  話者A：お願いします。 頑
張ります。  話者A：＊。  話者A：【無音...

- -



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。
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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

日本維新の会、ニ
シカワヤスオ、オ
オクボユミト＊、
よろしくお願い

【自分】＊の力で日本維新の会、ニシカワヤスオ、オオクボ
ユミト＊、よろしくお願いいたします。 コクセイダンジョウ
＊と、大きく押し上げていただきますよう、日本維新の会、
ニシカワヤスオ、心よりお願い申し上げます。 日本維新の会
は、行政の無駄をなくし、国政改革に全力で取り組んでまい
ります。  日本維新の会、身を切る改革で、政治に信頼を取
り戻します。 日本維新の会、ニシカワヤスオ、オオクボユ
ミ、皆様の絶大なるご支援を、よろしくお願いいたします。 
日本維新の会は、地方分権を実現し、地方の声を国に届けて
まいります。 地方と国とをつなぐ、太いパイプとして、日本
維新の会、オオクボユミ、ニシカワヤスオ、よろしくお願い
いたします。

[4]「日本維新の
会、全国に羽ば
たけると、これ
も、オオクボユ
ミ」についての

具体的説明

2
街頭演説会を始め
させていただきま
す

参議院選挙、全国区、比例代表候補、ニシカワヤスオ。 お待
たせいたしました。 それでは、街頭演説会を始めさせていた
だきます。 皆様、お暑い中ではございますが、ご静聴よろし
くお願いいたします。  
【自分】えー、皆さん、暑い中ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございまーす。

[4]「日本維新の
会、全国に羽ば
たけると、これ
も、オオクボユ
ミ」についての

具体的説明

3

足らないところを
しっかり補って、
国政政党に羽ばた
こう

【自分】えー、日本維新の会、オトナリイックノ＊、＊でご
ざいます。 今日も暑い中、本当に多くの方にお集まりいただ
きまして、ありがとうございます。 えー、ほんとに暑い、し
かし、まだまだ、参議院選挙、熱くなりますよ。 我々、日本
維新の会、全国に、今、同志が頑張ってる。 そして、この栃
木県では、このお二人、ニシカワヤスオ、オオクボユミが額
に汗をしながら頑張っています。 ニシカワさんは、昨日大阪
に行ってきたそうです。 大阪はこんなもんじゃないよと。 
法律すれすれのことをやっている、とは言っていませんでし
たが、それぐらいの気合いで頑張ってる。 触発されてきまし
た。 よく考えると、日本維新の会には、農業の専門家が誰も
いないです。 スズキムネオさんがいるじゃないか。 ムネオ
さんは漁業の方でした。 本当に地に足のついた農業の専門家
が、日本維新の会にはいない。 これでは、自民党と戦ってい
くことはできませんよ。 このニシカワヤスオが受け継いだ
DNAでもって、この日本維新の会の足らないところをしっか
り補って、国政政党に羽ばたこうじゃありませんか、皆さ
ん。

[4]「日本維新の
会、全国に羽ば
たけると、これ
も、オオクボユ
ミ」についての

具体的説明

4

日本維新の会、全
国に羽ばたける
と、これも、オオ
クボユミ

そして、オオクボユミ、体力には自信があるって本人言って
ましたけど、たしかにそうです。 朝から晩まで駆けずり回っ
て、喉をからして訴えても、全然ツカレナイ＊。 でもさっ
き、点滴ってしてもらえるんですか、私、いわ、言われまし
た。 もちろん大丈夫です。 保険証さえあれば大丈夫です
よ。 それぐらい必死になって頑張っています、オオクボユ
ミ。  女性として、家庭を持って子供を育てて、そして、今
ここにある、子育てする難しさ、口で言うのは、特に我々男
性は簡単なんですよ。 しかし、それをどうやってツナゲテキ
テ＊、日本維新の会、全国に羽ばたけると、これも、オオク
ボユミの双肩にかかっていると思います。 そんな中、はるば
る大阪から、今日はマツイイチロウ代表がやってきました。 
この栃木。  
【自分】この二人を頼む。 その想いで、およそ14時から、
皆さまにお伝えさせていただきます。

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
栃木選挙区、候補
者オオクボユミよ
りのご訴え

それでは、お待たせを致しました。 まず、最初に、この参議
院、栃木選挙区、候補者オオクボユミよりのご訴えでござい
ます。 ご清聴よろしくお願い致します。  
【自分】カシワザワ＊先生、ありがとうございます。 心強い
応援、ありがとうございます。  皆さん、はじめまして、そ
して改めまして、日本維新の会、公認候補、オオクボユミと
申します。 私は、体育の先生をしています。 そして、大学
で、女子大学で、体育を教えたり、保育の専門学校で、子供
達の幼児体育の指導をしています。 今、なぜ、私が立ったか
と、国政に出たのか。 たぶん皆さん、気になるんではないか
と思います。 私はなぜかというと、学生が、授業、大好きな
んです。 だけど、学校辞めていくんです。 学費が払えなく
て、辞めていく学生が、このコロナの前後から増えました。 
学校の授業のやりたいけど、学費が払えないと。 でも、私一
人ぐらいだったら、もうしかしたらサポートできるかもしれ
ない。  けど、全国でそうやって悩んでいる子供達がいると
思うと、一人で、一人だけをサポートするんではなくて、何
か他に良い方法がないかと、ずーっと考えてきました。 NPO
法人をたてて、子供達を支援する団体をつくったらいいのか
とか、いろいろ考えてきました。 しかし、中々、難しいなと
思っています。 個人では難しい。 日本維新の会では、今、
大阪で、18歳以下の子供達は、全て教育費無償なんです。 
高校生聞いてる？ すごいよね？ 私立の高校も全て無償なん
です。 そして、聞いてる、聞いてるかな、高校生？ そし
て、塾代も助成金が出てるんです。 お腹の中にいる赤ちゃん
にも、子供の手当がまた別で出てるんです。 そんな大阪のよ
うな改革を、私は栃木でもやりたい、そう思って、今、頑
張ってます。

[9]「ニシカワさ
んと私のパワー
をぜひ栃木全域
に広げて」につ
いての具体的説

明

6
本当に高齢者を抱
えていると大変で
す

そして、私は、三人を介護をしている時期がありました。 今
は、95歳の祖母は亡くなりましたが、身寄りのないおばと、
認知症になってしまった母の介護をしています。 大変です。 
私は一人っ子なので、一人で三人の高齢者を看ていた、そう
いうことになります。 だからわかるんです、大変なんです
よ。  これを、次の世代の子供達に、こういう苦労はさせた
くない、そう思ってます。  そして、食品関係の高騰。 水道
だったり、家賃だったり。  
【自分】本当に高齢者を抱えていると大変です、だからこそ
今、新しい政策を日本維新の会からやりたい、そう思ってま
す。

[9]「ニシカワさ
んと私のパワー
をぜひ栃木全域
に広げて」につ
いての具体的説

明

7
子どもが少ないん
だから子どもを大
事にしてあげたい

母親としても小学校5年生のお母さんをしています、教育格
差も感じます。 ある町に行った時にあるお話を聞きました。 
給食、お弁当箱に入れて持って帰っている子どもがいると聞
きました。 どうして持って帰ってくるのって訊いたら、どう
して持って帰るのって訊いたら、弟と妹に持ってくって、夜
ご飯にするって言ったそうです。 これ栃木の話ですよ。 
私、胸が痛くて、ご飯位食べさせてあげたいって本当に思い
ました、胸が痛い。 大学院では児童心理学を選考してました
から、子どもの心を知る、子どものことを考えてあげたい、
ずうっと思ってました。 たぶんそれって、私が小さい頃思っ
てたことを今、児童心理学を通じて感じたいんじゃないか
なって思ってます。 子どもって、ものすごく親に気い遣うん
ですよ、私も気遣ってました。 やりたいって思ったことを言
えなかったり、お金が無いかなっと思ったら言わないんです
よ。 で、大丈夫、私は平気って言って我慢しちゃう、もう私
そういうことさせたくないです。 自分がやりたいことをやり
たいだけやれるような、勉強ができる社会を作りたい、子ど
もが少ないんだから子どもを大事にしてあげたい、そう思っ
てます。

[9]「ニシカワさ
んと私のパワー
をぜひ栃木全域
に広げて」につ
いての具体的説

明

8 次の10年、是非、
私達に力を貸して

これからの未来を作る子ども達を大事にしたい、自分の子ど
もじゃなくてもいいです、いいんですよ、皆の大事な子ども
なんでス＊。  そして私達、私達の世代をずうっと大事にし
てくれた上の先輩達の世代、高齢者の皆さんも大事にした
い、そう思ってます。 だからこそ新しい政策を栃木でした
い、そう思ってます。  なんで私が立ったか、これ、学生問
題はもちろんあります、たった1つです、誰もやらないから
立ったんです。 誰かやれるんだったらやってください、もっ
と子ども達の為にやってくれたり高齢者の皆さんの為にやっ
てくれる人がいないから、私は立ち上がりました。 ニシカワ
先生も同じように、同じ気持ちでやってます。 なので新しい
次の10年、是非、私達に力を貸してください。

[9]「ニシカワさ
んと私のパワー
をぜひ栃木全域
に広げて」につ
いての理由・

ニーズ



9
ニシカワさんと私
のパワーをぜひ栃
木全域に広げて

栃木を盛り上げたい、栃木を良くしたい、是非、次の10年の
未来を私達に託してください。 そして1回試してみてくださ
い、駄目だったら違う政党に戻ってもいいです。 その位自信
があります、ガッツがあります。 私はエアロビクスで日本代
表になってきました、世界大会2回行きました、8時間毎日練
習してきました、全身筋肉痛でした、全然まだまだ私いけま
す。 さ、あの、カシワバラ先生もいるんで点滴してもらいま
す。  
【自分】全然大丈夫です。 だから、このパワー、ニシカワさ
んと私のパワーをぜひ栃木全域に広げて、新しい栃木をつく
りたい。 そう思ってます。 今日は聞いていただいて、本当
にありがとうございました。 日本維新の会、大久保、大久保
裕美です。 今日はどうもありがとうございました。  
【自分】はい。 大久保裕美の力強い訴えでございます。 
えー、東京にお嫁には行きましたけども、この魂は常に栃木
にあり、それを常々言っとります。 どうか皆さま、栃木選挙
区は大久保裕美、よろしくお願い申し上げます。

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。

10
参議院比例区、西
川鎭央でございま
す

えー、それでは続きまして、全国比例でございます。 栃木県
だけではございません。 北海道から沖縄まで、お知り合いの
方がいたら、ぜひにという、この栃木県のホープ、ご紹介い
たしましょう。 全国比例候補者、西川鎭央でございます。  
【自分】えー、皆さんこんにちは。 ご紹介いただきました、
参議院比例区、西川鎭央でございます。 暑い中、こうしてた
くさんの皆さんにお集まりいただきました。 本当にありがと
うございます。 ほんとにこウ＊、暑いんで、ぜひあの、日影
に入ってゆっくり聞いていただきたいと思いますし、車の中
から聞いていただいても結構です。 建物の中でも結構です。 
そして、あの、おうち帰ったら、えー、節電、節電って言っ
てますけど、必要な時はしっかりクーラーを使っていただき
たい。 ほんとに健康に気を付けていただきたいと思います。

[15]「日本を変
えるためには、
この栃木県か

ら」についての
具体的説明

11
今困ってるから、
私が仕事をさせて
いただきたい

えー、私は今回、日本維新の会から比例区、全国区で立候補
をいたしました。 今までは他の政党にお世話になっておりま
したが、いろんなしがらみ、そして人間関係、政策、こう
いったものを考えた末、私は、い、自民党を離党し、そして
日本維新の会から、今回立候補をさせていただいています。 
先輩が、先輩方から、もっと我慢したほうがいいんじゃない
か、10年待てばチャンスは巡ってくると、たくさんの方に心
配していただきましたが、私自身は今50歳。 けして若くは
ありませんが、もしかしたら10年我慢できるかもしれない。  
でも、有権者の皆さんは、今日困ってるんです。 10年後
じゃないんです。 今困ってるから、私が仕事をさせていただ
きたい、改革をしていきたい。 こう思って日本維新の会から
立候補をいたしました。

[15]「日本を変
えるためには、
この栃木県か

ら」についての
具体的説明

12
皆さんのために意
見を聞いて、一つ
一つ一日も早く

街を歩けば物価が上がり、賃金が残念ながらそれについて
いっていない。 原材料価格は2倍、3倍になる。 食料品、そ
して農家の方は、農薬や肥料、こういったものも上がってい
る。 半導体不足で物が入ってこない。 コロナ禍で長く低迷
した景気で、いろんな商業の方が苦労している。 こういった
中で、みんな不安や不満を持って、一日一日を過ごしてるわ
けです。 こんな皆さんのために意見を聞いて、一つ一つ一日
も早く実現していきたい。 こういう思いで私は決断をいたし
ました。 10年待たせることなんてできない。 今やることは
今やる。  
【自分】そして必要な改革はやっていく。 これが日本維新の
会だと思っています。

[11]「今困って
るから、私が仕
事をさせていた
だきたい」につ
いての具体的説

明

13
大阪維新の会が
しっかり改革を
行って

全国区から出てますから、私は全国全部ではありませんが、
かなりの、オー＊、都道府県を回っております。 昨日も大阪
で丸1日、朝7時から夜8時まで回らせていただきました。 本
当に皆さん、熱心です。 政治に対して、ものすごく関心を
持っている。 政策にもすごく詳しい。 そして、政治に期待
をしているんです。 なぜか、それは、大阪が10年、15年前
とは見違えるほど良くなったからです。 日本維新の会、大阪
維新の会がしっかり改革を行って、住民の皆さんに結果を残
してきたから、信頼されているんです。 そして住民投票、2
回も行いました、2回。 ここもそうです。

[14]「本当に変
えたいと思うな
ら、ぜひ、日本
維新の会」につ
いての具体的説

明



14
本当に変えたいと
思うなら、ぜひ、
日本維新の会

皆さん、直接投票する、自分たちが考えて政治を変えてい
く、選んでいく、こういった経験を経て、皆さん一人一人が
政治に詳しく、そして期待してるんです。 全国を歩くと、皆
さんがたくさん不安や不満を持っている。 そして、何とか改
革をしていただきたい、こう思ってる方がたくさん。 もしこ
こでアンケートを取ったなら、将来に不安がありますか、あ
るいは今の生活に不満がありますかと、こうアンケートを
取っていただきたい。 今日は報道の方もたくさん来ている。 
ぜひそんな率直なアンケートを取っていただきたい。 私は相
当厳しい意見が出ると思っています。 かなりの確率で皆さん
不満を持っている、不安を持ってると思います。 そして、そ
れを改革できるのは、日本維新の会であります。 自民党の皆
さんも頑張っている。 ですが、改革できないところがたくさ
んある、そう思います。 そして、皆さん一人一人はそう思っ
ていても、なかなか声が上げられないで我慢している。 本当
は改革をしてほしいのに、改革をし、してほしいんであれ
ば、改革政党に投票してほしい。 だけども、まだ自民党の推
薦候補を応援している。 団体で推薦し、そしてまた応援して
投票して、同じ人を選んでしまう。  それでは、それでは何
も変わりません。 皆さんが本当に変えたいと思うなら、ぜ
ひ、日本維新の会に投票していただきたい。

[15]「日本を変
えるためには、
この栃木県か

ら」についての
具体的説明

15
日本を変えるため
には、この栃木県
から

皆さんの票で日本は変わります。 必ず日本を、日本維新の会
が変えていきます。 今日は大久保裕美さんが来ています。 
栃木県から変えていきたい、日本を変えていきたい、そのた
めに、日本を変えるためには、この栃木県から変わらなけれ
ばいけない。 こういう思いで立候補しています。 そして私
も、この日本を変えるために、全国比例で全国を回っていま
す。 必ず実現できる。

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。

16

政策の3本柱は、
格差是正、教育無
償化、そして憲法
改正

維新の政策の3本柱は、格差是正、教育無償化、そして憲法
改正です。 地域格差大きいと思う。 東京にいる方は非常に
有利になっている。 私たち地方に住む皆さんは、頑張っても
頑張っても、東京と同じチャンスを得られていない。 これを
是正していきたい。 教育については、大久保候補も述べられ
ていましたが、本当に必要な教育は無償でやらなければいけ
ない。 大阪だけじゃないんです。 全国津々浦々、教育費は
無償化するべき。

起点となる話題 ✔

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

17
そんな政治は、も
う終わりにしてほ
しい

【自分】そして、勉強したいだけ勉強する。 私も、残念なが
ら、大学出た後、大学院に行きたかったけども、家庭の事情
ですぐには行けなかった。 だから、自分で働いて、貯金をし
て、大学院に行きました。 私の経営する専門学校。 たくさ
んの学生いますけども、教育無償化の今の政府の制度が、該
当する人はほんの一部。 制限が強すぎて、ほとんど該当しな
い。 そんな目先だけの、見せかけだけの改革ではいけないん
です。 そして、教育無償化になれば、その学費の分は、皆さ
んが可処分所得として使えるんです。 生活に回せるんです。 
本当にコロナで困っているのに、なんでそういう可処分所得
に回るような政策をとれないのか？ それは、やはり中央にい
る方が、現実を知らなすぎると思う。 皆さん一人一人の声
が、しっかり中央に届いていない。 温度差があるんです。 
現場を知らないんです。 そんな政治は、もう終わりにしてほ
しい。

[19]「維新の議
員を選んでくだ
さい」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。

18
維新の皆さんは身
を切る改革をして
います

私は、現場を見て歩きます。 そして、維新の皆さんは身を切
る改革をしています、身を切る改革。 現職議員は、給料を
2、3割カットしている。 ヨシムラ知事は4，000万円の退職
金もゼロにしている。 そうやって、政治家一人一人が自分の
身を切って、覚悟を示さなければ、国民の皆さんには理解し
てもらえないと思います。 文書通信滞在費、国会議員なら、
一日なくても、一か月分もらえる100万円。 100万円です
よ。 常識をかけ離れている。 しかも、領収書もいらない。 
税金も払わない。 そして、維新以外の政党は、改革する気が
全くない。 自分達のことだけしか考えていない。 こんな政
治ではいけないと思うんです。

[19]「維新の議
員を選んでくだ
さい」について
の理由・ニーズ

19 維新の議員を選ん
でください

皆さん、おかしいことはおかしいと言いましょう。 改革する
べきは、改革していきましょう。 それが、表で言いにくいん
だったら、表ムカ＊、表で、私がやりますと言いにくいん
だったら、維新に入れてください。 維新の議員を選んでくだ
さい。 我々が代弁していきます。

[20]「皆さんど
うぞ、お力を貸
してください」
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。



20
皆さんどうぞ、お
力を貸してくださ
い

必ず実行し、そして皆さんに、一人一人に還元できるように
働いていきます。 政府や大企業や、中心にいる官僚方々、そ
してその周りにいる方々の一部の方ための、方の為の政治は
もう止めにしましょう。 皆さん一人一人の声を聞き、国民の
皆さん一人一人の為の政治を行って参ります。 皆さんどう
ぞ、お力を貸してください。 お力を貸してください。 選挙
で勝たなければ、どうしても実現できないんです。

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。

21 ぜひお力を貸して
ください

日本維新の会、まだまだこの栃木県では、知られていない方
がたくさんいる。 大阪だけが認知度が高いですけども、全国
的に見れば、まだまだの新しい政党です。 しかし、私も政策
を見て、読んで、そしてそのスピリッツを感じて、共感し
て、移りました。 今日は、緑のシャツを着てくれてる人、た
くさんいる。 そして、応援に来てくれてる人もたくさんい
る。 最初は、私も一人でした。 しかし、カシワ＊から先生
と協力し、オオクボさんと協力し、これからどんどん支持者
を増やしていく。 地方議員の皆さんにも、これからどんどん
お世話になって、維新。  
【自分】の改革、国民のための改革、そして維新スピリッツ
を広めてまいります。 ぜひお力を貸してください。

[20]「皆さんど
うぞ、お力を貸
してください」
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。

22

1枚目の投票用
紙、ここは大久保
裕美と書いていた
だきたい

皆さんが投票に行けば、必ず日本は変わります。 参議院議員
選挙、一番遠いと感じている方もいるかもしれない。 でもこ
こから、日本が変えられる、私はそう思っています。 期日前
投票行った方、もういると思います。 期日前投票、既に始
まっています。 ぜひ、期日前で行っていただきたい。 こう
思っています。 そして、この選挙区、この栃木県の枠の中が
1枚目の投票用紙、ここは大久保裕美と書いていただきた
い。 大久保裕美です。 覚えていってください。 6人候補がい
ますから、覚えていっていただきたい。 そして、2枚目の投
票用紙、これは全国区です、全国区。 私も全国区に出てイマ
ス＊。 全国で120人以上の方が立候補している、120人以
上。 その中で、名前の中で、西川鎭央というのをさがすのは
大変ですから、ぜひ行く前に覚えていっていただきたい。

[23]「2枚目の
紙も名前で書い
てください」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。

23
2枚目の紙も名前
で書いてください

いろんな方から励ましの電話、それからメールなどいただき
ます。 見てみると、投票行ってきたよ、期日前行ってきた、
俺は入れたよ、友達にも言ってる、必ず票出すよト＊、こう
言ってくれる方が日に日に増えています。 ただし、注意して
いただきたい。 2枚目の紙、維新って書いてきたよって人が
いました。  
【自分】＊。  
【自分】維新と書いたら、維新に入ります。 残念ながら、私
には入りません。 ですから、2枚目の紙も名前で書いてくだ
さい。 西川鎭央です。 大阪行くとね、いろんな方に違う名
前で言われます。 芸人がいっぱいいるでしょ、だからきよし
とか、あるいは、のりおとか言われますけども、西川鎭央で
す。 皆さん覚えてくれましたか？ ダイジョブ＊ですか？ 覚
えてください。  
【自分】＊。  
【自分】大久保裕美と西川鎭央、ありがとうございます。  
【自分】おい、いわし、＊、おい、言わしてくれよ。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】おい、ちょっと。  
【自分】ぜひよろしくお願いします。 よろしくお願いしま
す。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】必ず、地元のために働いてまいります。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】どうぞよろしくお願いします。 ありがとうございま
す。  
【自分】選挙区ばっかりいい顔すんじゃんねえよ、この。  
【自分】はい。

[24]「2枚目の
投票用紙、西川
鎭央をよろしく
お願い申し上げ
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。



24

2枚目の投票用
紙、西川鎭央をよ
ろしくお願い申し
上げます

ただ今の申し伝えは西川鎭央、西川鎭央です。 非常に力のこ
もった、われわれの栃木県のホープ、何とか皆さんのお力で
2枚目の投票用紙、西川鎭央をよろしくお願い申し上げま
す。 えー、松井代表こちらに、今向かっております。 えー
まあ、私にもしゃべらせていただけるということで、えー、
まあ、私は在宅医療をやってる内科医でございます。 まあ、
社会保障全般が専門でございますが、ここの栃木5区の茂木
幹事長ですか。 高齢者の年金は3割カットと、そのようなこ
とを先日言ったそうです。 いいかげんにしてくれヨト＊。 
一生懸命働いて頑張ってきた高齢者、言うこと聞かなきゃ3
割カットするぞ、年金を、そういうどう喝の政治。  
【自分】口だけなんだから＊。  
【自分】これが自民党の政治だト＊。 それをもう終わらせな
きゃいけない。 年金制度、今皆さん、年金払ってない人もう
3割以上ですよ。 減免、延滞、もろもろ含めると、半分の人
はもう払っていない。 そういう年金の制度、何とかしよう
じゃないかト＊いうのがわれわれ日本維新の会なんです。  
【自分】レイシュクイコウ＊、黙っていても最低どんな方に
も7万円10万円というお金が振り込まれるように、そういう
制度、これを我々は目指している。 勿論、予算が中々難しい
けれどそれに向かって今から未来に向かって改革をしていけ
ば、不可能なことではない。 我々は日本維新の会は未来に向
かって不可能なことを可能にしていく政党なんです。

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。

25

マツイイチロウ代
表が、ようやくこ
のオヤマ＊駅にも
到着でございます

自民党のようにいまお金を持っている人にお金の流れをその
ままにしていく、選挙になったらその直前にばらまきをすれ
ばいい、こういう政治では我々はないんです。 恨まれても憎
まれても、時には議員の定数をカットしてでも、皆様のビイ
ン＊を大切にする。 そして、やらなければいけない政策を実
行していく、これが我々日本維新の会であります。 えー結党
10年かなり時間は経ったんですが、まだまだ歴史が浅い。 
そんな中でいま、ようやく少しずつ、あー維新の会いいん
じゃないか、給料減らして議員の定数も減らすんだったら話
に乗ってやるよ、そういう人がちょっとずつ増えてきまし
た。 その日本維新の会の皆さま育ての親、生みの親、マツイ
イチロウ代表が、ようやくこのオヤマ＊駅にも到着でござい
ます。 拍手を持って皆様お迎えください。  
【自分】よっ。

[26]「日本を改
革をして構造改
革をすることが
できません」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
日本を改革をして
構造改革をするこ
とができません

【自分】話する前にちょっと聞きなよ。  
【自分】えーお待たせを致しました。 それでは早速ですが、
日本維新の会代表、マツイイチロウよりご挨拶オネガイ＊で
ございます。  
【自分】えー皆さん、日本維新の会代表のマツイです。 えー
ほんとにこの猛暑の中、こうして立ち止まって政治の話なん
ていうのはたいして面白くないのに、聴いていただいて本当
に有難うございます。 是非、あのー今コロナということで皆
さんマスクされてますけど、ほんとにちょっと気分が悪いと
いう場合は少しマスクをずらしていただいてね、えー金魚み
たいにちょっとパクパク深呼吸しながら体調をよく考えたう
えで、えーお耳だけ拝借できたらと思います。 皆さんこの日
本はほんとに30年間、成長しておりません。  皆さんの所得
が上がらない中で消費税は上げられる、そして今年の夏、こ
の酷暑の中でいま電気料金が去年と比べて2割もアップして
きた。 なぜ日本が成長しないのか、皆さんの所得が上がらな
いのか、それはあの霞が関、永田町は昭和のまま、時間が止
まったままなんです。 昭和のままの構造と物の考え方で、
30年ずっと昭和から平成、令和と、そういう時代の中で時間
が経過する中で、霞が関永田町は昭和のまま、考え方が止
まっているんで日本を改革をして構造改革をすることができ
ません。

[27]「地方の声
が、まあ、と、
通りやすく、伝
わりやすくなっ
ている」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。



27

地方の声が、ま
あ、と、通りやす
く、伝わりやすく
なっている

我々はこの原因は既存の政党、ま、我々以外のね自民党から
共産党までこの政党の組織の在り方、そのものに問題がある
と思っています。 大体、他の政党は国会議員がピラミッドの
頂点です。 その下に都道府県の議員がいて、市町村議員がい
る。 いつまでたっても、そういう中央集権、そういう制度の
まま、ま、運営がなされてるんです。 我々維新の会っていう
のは、他の政党と違います。 僕はいま。  
【自分】大阪で市長を務めてます。 もともと大阪の地方議
員、府議会議員を務めまして、その後、大阪府知事を2期や
りまして、今、大阪市長なんです。 で、その僕が維新の会の
今、代表として、組織の運営をさせていただいてる。 維新の
会というのは、国会議員がピラミッドの頂点ではありませ
ん。 地方議員も、地方の市長や知事も、国会議員も横に並ぶ
中で、しっかりタッグを組んで、それぞれの課題を解決をす
る、そういう政党なんです。  横につながってるから、皆さ
ん方の一番そばにいる市町村議員の皆さんと国家議員、対等
の立場でものを言えます。 対等の立場でものを言うことで、
皆さんの、まあ、普段からここをちょっと変えてほしいよ
ね、ここおかしいよね、いうものをダイレクトに国会議員に
伝えて、国の法律改正が必要な部分はしっかりと政府に要望
もしていきますし、そして地方の声が、まあ、と、通りやす
く、伝わりやすくなっているのが維新の会という、そういう
政党であります。

[29]「考え方、
外交、安全保障
のあり方も、今
まさに変えてい
くべき」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。

28
昭和の構造ではこ
れはだめなんです
ね

われわれが今回の選挙で皆さんに、まああの、ご説明をする
政策、皆さんに、アノ＊、皆さんに訴えたいことは、日本の
構造を令和の時代に合わして作りかえていきましょうよト
＊、そうしないと、やっぱり日本がこれからも、われわれの
次の世代、子どもや孫の世代に安全で安心して住める、
えー、そういうふうな形をつくるためには、昭和の構造では
これはだめなんですね。  
【自分】そうだ。  
【自分】当たり前の話ですけども、昭和の頃と、日本の人口
構成とが、そして、えー、日本の中のさまざまな技術＊、日
本の中の、に、日本の中の決まりだとか、そういうものは大
きく変わってるし、世界の安全保障の環境も、昭和の時代と
はがらーっと変わってきてるわけなんです。 いつまでも昭和
の構造、そして、昭和のものの考え方では、そら、これから
将来持つわけがありません。

[29]「考え方、
外交、安全保障
のあり方も、今
まさに変えてい
くべき」につい
ての理由・ニー

ズ

29

考え方、外交、安
全保障のあり方
も、今まさに変え
ていくべき

今度2025年、大阪で万博をやります。 えー、ぜひ皆さんに
も楽しみにしていただいて、ま、どんどん来ていただきたい
んですけど、その前、1970年にも大阪では万博やりました。 
まあ、昭和のど真ん中です。 その昭和の時代、万博の頃って
いうのは、高齢化率は5パーセントだったんです。 今令和の
高齢化率は3割に近づいています。 そして、当時は人口が増
える時代でありました。 今もうご承知のように、少子化、ま
あ、晩婚化によって少子化、出生率が1.3とか1.4。 その状態
の中でこれから日本人がどんどんどんどん増えるということ
は、これはもうあり得ない話なんですね。 人口が減る中で高
齢化率がどんどん上がる。 昭和の時代は、こ、高齢、高齢者
の皆さんが、先ほども申し上げましたけども、大体平均寿命
が70歳だった。 今は女性が87歳、男性84歳。 これから日本
は寿命100年時代を迎える。 それはもう分かり切ってるんで
す。 それはもう、この現実から逃げることはできない。 が
らっと昭和の時代と人口構造も変わってるんだから、令和の
時代に沿った形で、やはりこの国の行政のあり方、ものの考
え方、外交、安全保障のあり方も、今まさに変えていくべき
なんですけれども、昭和の構造のまま。

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

ぴりっとさせない
と、自民党に重
み、たるみ、ゆる
み

【自分】その身分の、＊身分の中で、ただとにかく、えー、
優遇厚遇されているナガタ町の住民の皆さんでは、それ変わ
りません。 当面、自民党が政権を持つのはこれ間違いありま
せん。 というのも、昨年の衆議院の選挙で、自民党が衆参共
に安定多数を今持ってるわけです。 こっちこの参議院でも皆
さんご承知の通り、自民党が今、圧勝する勢いだから、当
面、政権を自民党持つけど自民党のぴりっとさせないと、自
民党に重み、たるみ、ゆるみ、これがもう見受けられるじゃ
ないですか。

[31]「それがで
きるのは、日本
維新の会、我々
だけ」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
それができるの
は、日本維新の
会、我々だけ

それをぴりっとさせる為の、野党の役割、立憲民主党さん
じゃ、ちょっと荷が重すぎるんです。 我々は、維新の会、そ
の自民党をぴりっとさせる自民党に今の時代にあった様に、
国会議員、優遇厚遇され過ぎない、そういう形で、時代を変
えていこうという、そういう気持ちをおこされ、おこさせる
様に、ま、喉元に刃を突きつけさせて下さいよ。 それができ
るのは、日本維新の会、我々だけなんです。

[33]「もたれ合
いじゃなくて、
新しい勢力を

作って」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。

32
今から約19年前の
大阪はひどかった

というのも、僕はもともと先程申し上げましたけど、地方議
員は自民党からスタート致しました。 当時、大阪のホリカイ
＊議員として、39歳で自民党から議員に＊を出して頂いた。 
皆さん今から約19年前の大阪はひどかった。 本当にね、府
民の皆さん生活苦しい中でも、役所は借金だらけ、新しい
サービスはできない、サービスをどんどん低下していく。 そ
んな中でも、議会へ行けばね、結局、我々の先輩の自民党の
皆さんへと、そして議会へ行けば、他の政党であっても、み
んなバッチつけてるもんどうしがね、馴れ合い、もたれ合
い、もうそういうのに、辛抱できなくなりまして。

[33]「もたれ合
いじゃなくて、
新しい勢力を

作って」につい
ての理由・ニー

ズ

33
もたれ合いじゃな
くて、新しい勢力
を作って

ま、若かったっていう事もあるんですけども、えー、当時、
えー、45歳の時にですね、えー、当時のハシモト知事と一緒
に、大阪がらっと変える為にね、やっぱり政治の在り方その
もの、自動政党の、そういう馴れ合い、もたれ合いじゃなく
て、新しい勢力を作ってね、本当に住民の皆さんに寄り添っ
た形で、役所のお金の使い方を見直していこうという事で、
今から約12年前2010年に立ち上げたのが、大阪維新の会と
いう政治グループであります。 その大阪維新の会の政治グ
ループで、大阪のダイカイグン＊まだ12年間、これやって参
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。

34

皆さん方の税金の
やりくりを決める
のが、政治家の役
割

えー、その結果ですけれども、今、大阪ダイリセイ＊状況
は、当時と比べて格段に良くなりました。 我々の仕事ってい
うのは、結局、皆さんの税金を預かって、その使い道を決め
ていく話なんです。 先程、申し上げましたけども、日本人の
数はこれから減っていくわけです、少子化ですから。 そし
て、社会保障を受けなければならない、社会保障を必要とさ
れる高齢者の数は増えていくわけです。 日本は有り余るよう
な、そういう資源がある国ではありません。 結局、皆さん方
の税金のやりくりを決めるのが、政治家の役割、これから、
そういう形で人口が減る中で、税収をどんどんどんどんあげ
れるか、これ上げる為の方法は二つしか、一つしかないんで
す。 税金を高くする、でも消費税がこの10年の間に、いつ
のまにやら10パーセントになってる、この消費税をどんどん
どんどん上げていくと、皆さんの生活は成り立たなくなる。

[35]「役所の中
のお金の使い方
を見直そう」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 役所の中のお金の
使い方を見直そう

【自分】じゃあ、その成り立たなくならないように、どう
やって財源を見つけてくるかト＊。 簡単な話なんです。 役
所の中のお金の使い方を見直そうよト＊。 日本の役所ってい
うのは、昭和の時代のままの構造とキボダカ＊、あまりにも
メタボになりすぎてるんです。 メタボになりすぎてるから、
中に人件費がかかる、事務経費がかかる。 結局、そういうと
ころで、お金がどんどんどんどん流れていってる。

[36]「財政状況
ががらっと変わ
りまして」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
財政状況ががらっ
と変わりまして

で、昭和の時代は、＊。 そういう団体に支援をされている、
団体から支援をされるから、その団体に向いて、またお金が
流れる。 そこに無駄があるんじゃないの。 役所の中で、あ
まりにも、肥大化した人件費、そういうもので、あまりにも
経費、コストが高すぎるんじゃないの。 それを、まず見直す
ことから、スタートをしなければなりません。 10年間、大
阪でそういうことやって参りましたら、財政状況ががらっと
変わりまして、そして、今、どの党も教育無償化っていうの
を、今、公約掲げてますけど、大阪は、もう先駆けてやって
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。



37
給食費は、小中学
校とも無料

例えば、今、僕は、大阪市長なんですけども、もちろんのこ
とですけれども、えー、もちろんのことですけれども、高
校、私立高校は、今、大阪では無償化になってるんです。 
で、今、大阪市長として、まあ、都知事でもなかなか＊出来
ないと思いますけど、子供達の給食費、これ、子育て世帯に
すると、給食費っていうのも大きな負担なんです。 大体、ひ
と月4500円ぐらいかかります。 1年間で、子供1人居ると、
小学校、中学校、大体5万円、給食代だけでも、家計の負担
となっている。 コロナで、やっぱり、そういう子育て世帯
の、えー、負担が大きくなってきた。 そういうことで、2年
前から、大阪では、大阪市では、給食、給食費は、小中学校
とも無料です。 所得制限かけないから、全員が無料で給食を
食べれるようになっております。 元々、10年前は、給食な
かった。 中学校給食はありませんでした。

[36]「財政状況
ががらっと変わ
りまして」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。

38
一部の既得権益
に、メス入れて
いった

ない中で、この給食を、まず、ハシモトさんの時代に、お弁
当でスタートさせて、ヨシムラさんの時代に、自校調理方式
ということで、あったかい給食が食べれる環境を作って、
で、僕の時代になって、これは、もう給食代は免除しようよ
ト＊、無料ですよ。 これでモ＊80億、60億、お金かかりま
すけどね、改革で生み出した財源でやれてるんです。 今から
15年前の大阪は、お金がなかった。 ま、栃木の皆さんもご
存知だと思うけど、大阪ザイセイ＊破綻するんじゃないのト
＊、こう言われてた。 それだけ厳しい状況の大阪じゃあ、改
革をして、えー、改革をして、内向きのお金を、まあ、メス
を入れていった。 で、一部の既得権益に、メス入れていった
ら、それだけの財源が生まれてきたのが事実なんです。

[37]「給食費
は、小中学校と
も無料」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
スピード感を持っ
て、改善をする

政治っていうのは、簡単な話なんです。 昨日より今日、今日
より明日、少しでも、皆さんの負担を軽減をさしていく。 皆
さんが生活しやすい環境を作るのが、政治家の仕事です。 
で、それが1番身近で、皆さんの声を聞いてるのは、地方の
議員ですから、霞が関、永田町がトップでは、地方の議員の
言葉が永田町に上手く伝わってきません。 これが昭和の時代
の政治。  我々は、令和に合わせて、地方議員がダイレクト
に、国会議員にしっかりと問題点を指摘出来る。 イチ＊住民
の皆さんの意見を伝えられる。 そこで、スピード感を持っ
て、改善をする。 これは、維新の会の政治。 いし。

[40]「二極と言
われる、そうい
うね、都市を作
れる」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。

40
二極と言われる、
そういうね、都市
を作れる

【自分】維新の会という組織の在り方の基本です。 で、今申
し上げたように、今、大阪でどんどんどんどん、子育て世代
を中心に、負担軽減につとめてまいりました。  2年前の数字
なんですけど、僕が市長になりまして、今、東京一極集中と
言われておりますけども。 2年前、流入人口では、東京23区
よりも、大阪に住みたいという人の方が増えたんです。 これ
で、日本の中に二極と言われる、そういうね、都市を作れ
る、ま、スタートラインに立てたかな、そういうふうに思っ
てます。

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。

41 無理な節電はね、
ちょっと控えて

また、この夏、皆さん、この夏のこの酷暑、ま、政府は、岸
田総理は、節電でなんとか乗り切ろうと言ってます。 でも、
皆さんね、節電は、無理な節電は、控えてください。 段々
と、やっぱり、特に、ま、60歳＊、ま、僕もそろそろね、58
ですから、そういう、高齢な年になってきますとね、家の中
で大して汗かいてない、ま、暑さそんなね、感じないな、
ちょっとね、感覚が鈍っても、これは急に、急に、熱中症の
症状が出ますんで。 是非ね、あまりにも、過度な、無理な節
電はね、ちょっと控えていただいて。

[42]「原発の改
善、やってき

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。



42
原発の改善、やっ
てきた

で、節電節電って政府は言うけど、ソレ＊、誰でも節電も、
今年やるんですよ。 何故か。 電気料金が、去年と比べて2割
上がってます。 それは、2割も上げられたら、節電します
＊、ソレ＊。 でも、そこへ、政府の役割は、供給を増やすこ
となんです。 電力を、ヒッピョ＊、ひ、逼迫させるようなこ
とでは、だめなんです。 だから、維新の会で、これ、今年の
ね、はじめから、ま、去年から原油の価格が上がってました
から。 僕も市長ですからね、シン＊、市民の皆さんから、原
油の価格上がった、電気代上がるんじゃないと、何とかして
よということ、言われてまして。 だから、この通常国会、
＊、ま、スタートした2月頃に、維新の国会議員＊、とにか
く、安全な原発、10年間安全な原発を作るために、あの、原
発＊、原発の改善、やってきたわけですから。 安全機能強化
の工事、やってきたんだから。 だから、安全な原発は、今年
の夏の酷暑、猛暑に合わせて、やっぱり動かしていこうよ
＊、そのことで、電気料金の値上がりを抑えること、できる
じゃないということを言っていたんですけども。

[44]「聞くだけ
では、駄目なん
です」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。

43
生活が非常に成り
立たないような状
態

ま、岸田総理は、聞く耳は持っていただいているから、ま、
そういう意見もあるねということで、聞いてはくれましたけ
ど、実際の予算、もう、この酷暑が突入して、今、どうなっ
てますか？ 結局、なんら手立てをしないから、電気代は上が
るわ、供給量は逼迫するわで、生活が非常に成り立たないよ
うな状態になってます。 まだ、家庭で、節電できる範囲はい
いけども。 例えば、工場を経営されてる方、お店を経営され
てる方、電気無しで事業は成り立ちません。 それこそ、コロ
ナで非常に厳しい、その、経営状態なのに、更に厳しい状態
にこれから、＊、追い込まれていく。

[44]「聞くだけ
では、駄目なん
です」について
の理由・ニーズ

44
聞くだけでは、駄
目なんです

会社が、事業が継続されることも危ぶまれる。 今年の2月に
ね、決断しといていただければ、この夏、今の電気料金を抑
えることもできたし、供給量も、供給量も増えたのに。 ま、
聞く耳を持つけど、実行してくれませんでした。  ま、皆さ
ん、政治っていうのは、実行して結果出して、今日より明
日、皆さんの生活が楽にする、それが政治家の役割なんで
す。 聞くだけでは、駄目なんですね。

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。

45
少しは時代に合っ
たかたちに変えて
いきたい

我々は、行政を運営している経験もあります、大阪におい
て。 大阪市長というのは、だいたい1年間4兆円。  
【自分】で予算編成する。 国は、じゅ、100兆円です。 大阪
府知事も、4兆円の予算＊です。 そんな中で、何万人といる
職員を動かして、そして、今、少し住みやすい大阪を作って
きた、その自信はあります。  その経験を持って、その経験
を、霞が関で、まあ、オオクボさんにね、皆さんご支援いた
だいて、霞が関にこの経験で、国の運営を、少しは時代に
合ったかたちに変えていきたい。 そのために、皆さん、今
回、まあ、栃木ははっきり言ってね、もう自民党の圧倒的に
強いところ。 幹事長もここだしね。 むちゃくちゃ強いとこ
ろですけども、オオクボさん、チャレンジしてくれました
よ。 ぜひ、皆さんね、自民党イッキョク＊じゃ駄目なんで
す。

[46]「オオクボ
さんに皆さんの
暖かいご支援を
お願い」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
オオクボさんに皆
さんの暖かいご支
援をお願い

＊イッキョク＊じゃ駄目なように、自民党と対峙出来る2
キョク＊がいるけど、残念ながら、今、野党第一党の立憲民
主党さんでは、その対峙出来る2キョク＊を務めきれていま
せん。 長年務めてるんなら、こんなにね、やっぱり、ぬるま
湯の政治には、ならないんだから。 我々は、実際に、立憲さ
んに何が足りないか、行政経験がないからです。 我々は、行
政を動かしてきた経験を持ってるんで、同じ事なんです、役
所を動かすっていうのは。 地方の自治体だろうが、中央の政
府だろうが、結局最後は、政治家がやる話なんだから。 政治
家が覚悟を持ってね、本気で改革を行えば、＊税金の使い方
は、見直されます。 ぜひ、皆さん、オオクボさんに皆さんの
暖かいご支援をお願いをして、そして、ひ、比例にも、ニシ
カワ＊さん、お願いをしたい。 ＊、頑張ってくれております
から、＊。  
【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。



47 自民党をキリっと
させられます

【自分】でね、まあ、ニシカワ＊さんも自民党経験してる
し、僕も自民党経験してるから、自民党が緩いところは、1
番分かってるんですよ。 だからこそ、自民党をキリっとさせ
られます。 ぜひ、オオクボさんと、ニシカワ＊さんに、皆さ
んの暖かいご支援の輪を広げてください。 栃木県は、厳しい
けども、勇気を持って、チャレンジする。 それだけ覚悟があ
るということですから。 皆さんのご支援の輪を広げていただ
きたいと思います。 よろしくお願いします。  
【自分】ヨロシクオネガイシマス＊。  
【自分】どうもありがとうございます。  
【自分】＊ます。  
【自分】ありがとうございます。

[48]「熱い熱い
エールをよろし
くお願いいたし
ます」について
の理由・ニーズ

48
熱い熱いエールを
よろしくお願いい
たします

【自分】はい、ただいまのオツタエ＊は、日本維新の会、ト
ウシカ＊でございます、マツイイチロウからのオツタエ＊で
した。 どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。 ソシテ
＊、今一度、＊そして、＊に熱い熱いエールをよろしくお願
いいたします。  
【自分】お願いします。  
【自分】お願いします。  
【自分】お願いします。 お願いします。  
【自分】お願いします。 頑張ります。  
【自分】＊。  
【自分】【無音03:34まで】。 おお。

[46]「オオクボ
さんに皆さんの
暖かいご支援を
お願い」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。


