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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

77%

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 1枚目の投票用紙に、鉛筆持った

ら、ミハラジュンコと書いて

◎ 適切な情報量
2 手ぶらでできる期日前投票

あなた側の話量は30分が適切と判定されました

3 三原じゅん子さんへの投票、宜し
くお願いを致します

聴衆にとって理解しやすい話量で話されています

4 生活の不安、不満、政権与党に来るの
が当然

5 かかったお金、400万＊です

6 できるようにするためにも、ミハラジュンコ
に、どうぞ働かせていただきたい

7 身分証明書なく行って、鉛筆持ったら、ミハ
ラジュンコ

8 海外に売れるものは売っていく

9 働いている方の賃金を上げる、賃上げ

10 継続して送り出さなくてはならない、この思
いで、わたくし参りました

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）

26.8語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
18 CLOSED みなさん、すでに投票行きましたか？

19 OPEN で、さらに、期日前投票って、いつからできますか？

27 CLOSED 倍上がってるものがあるのに、値段は倍に上がってますか？

27 CLOSED 一部上がってるものもあると思いますけど、そこまでは、まだ上がってないですよね？



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　　 4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　5件
話順 説明の少ない話題　1件 話順 説明のある話題　4件

23 生活の不安、不満、政権与党に来るのが当然 7
三原じゅん子さんへの投票、宜しくお願いを致し
ます

17
1枚目の投票用紙に、鉛筆持ったら、ミハラジュ
ンコと書いて

30 海外に売れるものは売っていく
32 手ぶらでできる期日前投票



【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　　 4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）

7 説明のある話題
三原じゅん子さんへの投票、宜しくお願
いを致します

そして、私、演説でよく言うんんですが、これだけ腹
の座った政治家、いないというふうに思います。 男
性、女性、各議員の中で、も、本当にこれだけ度胸が
あって、やると決めたらやるのよと、実行するのよと
いうこと...

↓

1→ 具体的説明
継続して送り出さなくてはならない、こ
の思いで、わたくし参りました

話者A：ええ、皆様こんにちは。  話者A：コンニチハ
＊。  話者A：参議院議員、全国区の、おお、ワダ
＊＊＊でございます。 ええ、＊＊＊演説しようと思っ
たんですが、ミハラ＊さんと、この後来る、あの、コ
イズミシンジロウ衆議院議員のお顔が見えたほうが良
いという風に思いまして、すいません、高いところか
ら失礼をいたします。 ええ、わたくしは、参議院の全
国区、うう、＊ミヤギ＊の＊＊＊でございます。 何と
しても...

3→ 具体的説明 かかったお金、400万＊です

しかし、ミハラジュンコさんは有言実行、やったこと
はもう、数を上げていけばいくつもあるわけでありま
すが。 わたくしからは、2点お話をさせていただきま
す。 ＊＊＊ます。 イッテン＊目は、不妊治療の保険
適用。 先ほど、県会議員の先生からもお話がございま
したけれども、わたくしは不妊治療の経験者でござい
ました、当事者でございました。 最後、体外受精、
＊＊＊まで、ええ、やりました。 かかったお金、400
万＊で...

- -

17 説明のある話題
1枚目の投票用紙に、鉛筆持ったら、ミ
ハラジュンコと書いて

今すぐ、この県連会長のお話を聞いた後で、このまん
ま、投票に行っていただいて、1枚目の投票用紙に、
鉛筆持ったら、ミハラジュンコと書いていただけれ
ば、ありがたいなあと思います。 やっぱり自民党。 
今回もや...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

8→ 具体的説明
ご参加をいただきましたこと、心より感
謝申し上げます

話者A：参議院議員、和田政宗先生でした。 続きまし
て、皆様、大変お待た致しました。 参議院議員候補、
三原じゅん子でございます。 宜しくお願いします。  
話者A：皆様、こんにちは。 ご紹介いただきました、
参議院議員の三原じゅん子でございます。 え、本日
は、本当に暑い中、少しちょっと日が陰って、ほっと
してるかな。 ええ、そんな感じの中で、このようにた
くさんの皆様、お集りをいただき、そして、各県議、
市議...

11→ 具体的説明
ミハラジュンコにどうしても働かせてい
ただきたい

まだまだ、先程。  話者A：ワダ先生は、あるクリニッ
クに行ってきたという話でありますが、私自身も検証
しております。 麻酔のこととか、まだまだ改善しなけ
ればならないことがたくさんある。 使ってる、治療し
ている方たちにもいろんな意見がある、そうしたこと
を改善していかなければなりません。 その仕事は誰が
やるんでしょうか。 作ったものしか、やっぱりできな
いと思うんです。 そのためにも、ミハラジュンコにこ
の...

15→ 具体的説明
できるようにするためにも、ミハラジュ
ンコに、どうぞ働かせていただきたい

ぜ、それは、反省も込めてであります。 そうした中
で、コイズミ県連会長が、到着をいたしました。 皆
様、拍手でお迎えください。 ありがとうございます。  
そうした子供のための政策というものを、どんどんと
進めていかなければならないと思っています。 そし
て、どんどんトウチョウ＊していき、私達が作った選
択肢によって、子供達が大きな可能性をどんどん伸ば
して、そして、世界に流出することなく、この日本
で、ものすご...



16→ 具体的説明
ミハラジュンコと、もう決めて書いてい
ただければ

皆さん、もう期日前投票始まっています。 期日前投票
に行った方から、アドバイスを受けました。 先ほどお
話した通り、今回、今までにない22名の候補者がいる
んです。 投票に行ったら、22人の名前が書いてある
んです。 ミハラジュンコ、探すの大変。 自分は、投
票したい人、探すの大変。 22人も書いてあって、そ
れも小さい字で書いてありますからね。 確かに探すの
大変かもしれません。 ですから皆さんに、私からア
ド...

- -

23
説明の少ない話

題
生活の不安、不満、政権与党に来るのが
当然

話者A：さんの力が必要なんです。 今、物価が高い、
電気代が高い、ガソリンも高い。 こういうことで、そ
の時に様々な生活の不安、不満、政権与党に来るのが
当然です。 ただですね、私は、今日本ってこれだけ海
外...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

30 説明のある話題 海外に売れるものは売っていく

日本が、これから次の世代に向けて前向きな将来を描
くには、人口が減っている日本の事だけを考えない
で、海外に売れるものは売っていく。 だから、私や三
原さんを含めて、菅政権の中で、政府の中で働いた者
として、...

←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
賃下げのスパイラルから、賃上げの好循
環に変えて

この全ての分野に、お、おいて、ある意味、やせ我慢
をして、どれだけコストを下げるかっていう事でやっ
ている限り、デフレから脱却はできない。 このインフ
レはきついですよ。 だけど、日本が本当に経済を力強
く回復させるには、この円安を、どうやって、長年苦
しんだ賃下げのスパイラルから、賃上げの好循環に変
えていけるかを、絶対に成し遂げなければいけない。 
この機会にしなければいけない。 そうすれば、足を止
めてくれ...

- -

32 説明のある話題 手ぶらでできる期日前投票

どうぞ皆さん、残り、あと約2週間の参議院選挙選、7
月の10日までありますけども、最終日が投票日ではな
く、もう既に毎日が投票ができる、手ぶらで投票がで
きる、この期日前投票で、三原じゅん子さんの応援の
輪が...

←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

↓

21→ 具体的説明
身分証明書なく行って、鉛筆持ったら、
ミハラジュンコ

ということで、私は、神奈川ケンレン＊の会長ですか
ら、毎日神奈川県の期日前投票がどれぐらいの方が
行ってるのかを数字をチェックしてます。 ありがたい
ことにですね、今、県内で期日前投票ヲ＊行ってる方
のトップは、私の地元、ヨコスカがトップで、連日
2000人を超えてます。 ぜひ、オダワラの皆さん、今
日、暑い中出て頂いたわけですから、このまま期日前
投票の会場に手ぶらで、身分証明書なく行って、鉛筆
持ったら、ミハ...

31→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
その必要な事を後押しをしてやりたい

今、岸田政権の元で、その方向が引き継がれて、順調
に前に行っている事もあれば、更に加速しなければい
けない事もあります。 我々は一緒になって、その必要
な事を後押しをしてやりたい。 そして国民の皆さんか
ら、この方向だったら行けるという前向きな思いを
持ってもらって、三原さんの応援に繋がるような選挙
戦をしっかりやって、この参議院選挙、終わったら、
具体的な政策を進めて、あのとき応援して良かったと
思えるように、...

- -



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

継続して送り出さ
なくてはならな
い、この思いで、
わたくし参りまし
た

【自分】ええ、皆様こんにちは。  
【自分】コンニチハ＊。  
【自分】参議院議員、全国区の、おお、ワダ＊＊＊でござい
ます。 ええ、＊＊＊演説しようと思ったんですが、ミハラ＊
さんと、この後来る、あの、コイズミシンジロウ衆議院議員
のお顔が見えたほうが良いという風に思いまして、すいませ
ん、高いところから失礼をいたします。 ええ、わたくしは、
参議院の全国区、うう、＊ミヤギ＊の＊＊＊でございます。 
何としても、ミハラジュンコさん、信頼できる有言実行のセ
イジカ＊。 何としても、三度、国政にオクリダサ＊なくては
ならない。 継続して送り出さなくてはならない、この思い
で、わたくし参りました。

[7]「三原じゅん
子さんへの投

票、宜しくお願
いを致します」
についての具体

的説明

2
しっかりと即戦力
で活躍をしていた
だく

先ほどまで、ご紹介があったように、このカナガワ＊選挙区
は＊＊＊です。 世論調査の、例えば1位だ2位だったってい
う風に言われても、参議院選挙は期間が長いですから、じゃ
あこっちに投票してくれ、そういう＊なことで、流れが全く
変わってしまう、そういうようなこともございます。  今回
は、センキョゴ＊を選択する選挙ではありません。 しっかり
と即戦力で活躍をしていただく。 今、日本も非常に困難な状
況です。 こういう状況の中でしっかりと活躍していただけ
る、そういう政治家を選ぶ選挙であるわけであります。 ま、
政治家は、あれもやった、これもやったって、結構言う方多
いんですけれど、これいけないと思います。

[1]「継続して送
り出さなくては
ならない、この
思いで、わたく
し参りました」
についての具体

的説明

3 かかったお金、
400万＊です

しかし、ミハラジュンコさんは有言実行、やったことはも
う、数を上げていけばいくつもあるわけでありますが。 わた
くしからは、2点お話をさせていただきます。 ＊＊＊ます。 
イッテン＊目は、不妊治療の保険適用。 先ほど、県会議員の
先生からもお話がございましたけれども、わたくしは不妊治
療の経験者でございました、当事者でございました。 最後、
体外受精、＊＊＊まで、ええ、やりました。 かかったお金、
400万＊です。 あの、本当にこつこつ貯金していたので何と
かなったんですけれど、もう貯金全部なくなりました。 本当
にコウガク＊な金額、すっからかんになりました。 こういう
ような状況を、普通に働いている方が不妊治療に取り組めな
い、そういうコウガク＊な状況がありました。  これは、何
もお医者さんがぼったくってるのではなくって、生命に携わ
る部分の医療でありますので、医療機器が非常に高額なんで
すね。 ですので、お医者さんがどんなに頑張っても、やはり
それぐらいの金額かかってしまう。

[7]「三原じゅん
子さんへの投

票、宜しくお願
いを致します」
についての具体

的説明

4

保険適用4年ぐら
い期間がかかるん
ですが、1年半で
この4月から実現

じゃあどうするんだ。 ミハラジュンコ先生と相談をして、不
妊治療の保険適用、ワダさん一緒に推進しましょう、という
ことで、わたくしは自民党の議員連盟の事務局長として、こ
の議員連盟の、おお、カンブ＊としても、＊ハイッテ＊いた
だいたんですが。 その後、厚生労働副大臣として、フツウハ
＊保険適用4年ぐらい期間がかかるんですが、1年半でこの4
月から実現をした。 まさに、有言実行。 そしてこのスピー
ド感。

[3]「かかったお
金、400万＊で
す」についての

具体的説明



5
ミハラさんが作り
出した環境でござ
います

わたくしも一昨日、あるクリニックに行って、実際どうです
か、っていう風に聞きましたけれども。 当事者の方も負担は
軽くなった、喜んでました。 そして、クリニックもだいたい
2割から3割、カンジャ＊さん、当事者の方が増えている。 
すなわち、これまで高額で諦めていた方が、カテイ＊の
＊＊＊色々ありますけれども、子供を持ちたい、授かりたい
という風に思った方々が、どんどん挑戦できる環境になって
イル＊。 これは、ミハラさんが作り出した環境でございま
す。 30年来の課題が動いた、有言実行であります。

[4]「保険適用4
年ぐらい期間が
かかるんです

が、1年半でこの
4月から実現」に
ついての具体的

説明

6
中核となったの
が、三原じゅん子
さんであります

そしてもう一つ、こども家庭庁です。 このお話もミハラさん
からあるかもしれませんけれども、モ＊、本当に各省庁タテ
ワリ＊なんです。 も、幼稚園が文部科学省、保育園が、え、
厚生労働省として、ええ、色々いじめや虐待ってイウ＊。  
【自分】モノガ＊あるト＊、内閣府ということになる。 ミハ
ラ＊さん、ハラ＊さん、これじゃいけないんでしょ。 これも
共にやりましょうということで、また幅広く、中堅ワカテ＊
の議員に声をかけていただいて、こども家庭庁、来年4月か
ら実現をしていきます。 本当に苦しんでいる子供たち、また
子育てをする家庭にとって、どういうふうにやったらいいん
だ。 もう、みんな縦割りで、どこに相談したらいいのかわか
らない。 それをひとまとめに、こども家庭庁ヲ＊創設。 そ
の中核となったのが、三原じゅん子さんであります。 有言実
行、本当に信頼のできる。

[3]「かかったお
金、400万＊で
す」についての

具体的説明

7
三原じゅん子さん
への投票、宜しく
お願いを致します

そして、私、演説でよく言うんんですが、これだけ腹の座っ
た政治家、いないというふうに思います。 男性、女性、各議
員の中で、も、本当にこれだけ度胸があって、やると決めた
らやるのよと、実行するのよということで、実現をしてくだ
さっているのは、私、三原じゅん子先生が、ナンバーワンで
あるというふうに思っています。 将来、内閣総理大臣とし
て、内閣のキュウス＊を担っていただいて、このように苦し
んでる方々、思い悩んでいる方々に対する、優しい政治をで
きるのは、私は、三原じゅん子さんであるというふうに、
思っております。 どうぞ、三原じゅん子さん、三原じゅん子
さんへの投票、宜しくお願いを致します。 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。

8

ご参加をいただき
ましたこと、心よ
り感謝申し上げま
す

【自分】参議院議員、和田政宗先生でした。 続きまして、皆
様、大変お待た致しました。 参議院議員候補、三原じゅん子
でございます。 宜しくお願いします。  
【自分】皆様、こんにちは。 ご紹介いただきました、参議院
議員の三原じゅん子でございます。 え、本日は、本当に暑い
中、少しちょっと日が陰って、ほっとしてるかな。 ええ、そ
んな感じの中で、このようにたくさんの皆様、お集りをいた
だき、そして、各県議、市議、そして市長にまで、ええ、今
日は、ご参加をいただきましたこと、心より感謝申し上げま
す。 そして、和田政宗先生は、本当に、参議院議員、同じ参
議院のなか、仲間として、非常に、い、親しくさせていただ
いている、応援に来ていただきました。 心強いなというふう
に、思っております。  今、ゼンブ＊お話しいただきまし
た。 今回の参議院議員選挙、ほんとに、厳しい戦いでありま
す。

[17]「1枚目の
投票用紙に、鉛
筆持ったら、ミ
ハラジュンコと
書いて」につい
ての具体的説明

9

仕事をさせていた
だきたい、え、そ
ういう思いが、強
くございます

なんと、今までの最高が、15人の候補者だったそうです。 
でも、今回は、22名、候補者が出ております。 22分の4議席
しか、4議席ですよ、皆さん。 4議席しか、当選をすること
ができません。 当選と言うか、私からすれば、仕事をさせて
いただきたい、え、そういう思いが、強くございます。

[8]「ご参加をい
ただきましたこ
と、心より感謝
申し上げます」
についての具体

的説明

10

コツコツと仕事を
しながら、やっと
実現できたのが、
この4月

先程来、お話しいただいているように、不妊治療の保険適
用、この4月からです。 やっと。  私は、12年かかりまし
た。 12年前、自分が初めて当選した時に、自分自身で掲げ
た公約が、この不妊治療の保険適用だったんです。 私自身
が、子供をどうしても産めない、そういう体になってしまっ
たということで、子供が欲しい、欲しいと願う方の気持ち
が、誰よりわかるから、何としてでも、この保険適用にした
かった。 それがきっかけでありました。 12年間、コツコツ
と仕事をしながら、やっと実現できたのが、この4月です。

[11]「ミハラ
ジュンコにどう
しても働かせて
いただきたい」
についての具体

的説明



11
ミハラジュンコに
どうしても働かせ
ていただきたい

まだまだ、先程。  
【自分】ワダ先生は、あるクリニックに行ってきたという話
でありますが、私自身も検証しております。 麻酔のことと
か、まだまだ改善しなければならないことがたくさんある。 
使ってる、治療している方たちにもいろんな意見がある、そ
うしたことを改善していかなければなりません。 その仕事は
誰がやるんでしょうか。 作ったものしか、やっぱりできない
と思うんです。 そのためにも、ミハラジュンコにこの仕事を
続けさせていただきたいと思います。  先ほど、14人に1人の
お子さんが不妊治療によって、今、命を授かってるという話
をしました。 何と5.5組に1組のカップルが、今、不妊治療を
受けていると、この数を皆さん、どうぞ考えてください。 こ
れからどんどん、どんどん増えていく、そうした方々がもっ
と使い勝手のいいものにしていくためには、ミハラジュンコ
にどうしても働かせていただきたい、このこともお願いをさ
せていただきたいと思います。

[17]「1枚目の
投票用紙に、鉛
筆持ったら、ミ
ハラジュンコと
書いて」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。

12

お子さんへの投資
をもっともっと進
めていかなければ
ならない

そして、こども家庭庁の話もそうです。 先ほども話がありま
した、縦割り、縦割りでどこに行ってもたらい回し、そんな
ことでいいのか、そして何より、私自身が一番不安に思って
るのは、先進国、他の先進国に比べてこの日本ほど、子供に
かけている投資の額が少ない国はありません。 人への投資と
いうのがよく叫ばれているこの昨今で、もちろん人への投資
も当たり前、その中でも特にお子さんへの投資をもっともっ
と進めていかなければならないのが、この日本ではありませ
んかということ。 このことを私は、お、訴えをさせていただ
いております。

[15]「できるよ
うにするために
も、ミハラジュ
ンコに、どうぞ
働かせていただ
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。

13

ノダセイコ大臣の
大臣補佐官をして
いるのが、私、ミ
ハラジュンコでご
ざいます

まだ、スガ官房長官時代に、何とかこのこども家庭庁作らな
ければいけないんじゃないですかと、お願いをさせていただ
きました。 もう、直談判です。 そうしましたら、スガ前総
理は、うん、分かった、たったその一言でした。 そして、総
理になられた、すぐにこども庁を作ろうと、私たちに宣言し
てくれました。  そこからです、党の中でいろいろな会議を
して、どんどん話を詰めていって、そしてキシダ政権にバト
ンタッチして、そこで、わ、ノダセイコ大臣がこの担当大臣
となり、今回の国会の本当の最後の最後にこども家庭庁設置
法案が成立をいたしました。 そのノダセイコ大臣の大臣補佐
官をしているのが、私、ミハラジュンコでございます。

[14]「選択肢を
作ってさしあげ
ることこそが、
政治の役割では
ないでしょう

か」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。

14

選択肢を作ってさ
しあげることこそ
が、政治の役割で
はないでしょうか

何としても、この、これから、この4月、来年の4月にでき
る、このこども家庭庁に予算を付けなければなりません。 そ
して、何よりも大事な大事な魂を入れなければいけません。 
そして、自治体と連携をしながらしっかりとお子さんたちを
すくすくと、その個性を生かして、可能性を生かして、育て
て差し上げること、そのためにはいろいろな選択肢、お子さ
んたちがあれをやりたいこれをやりたい。  
【自分】ト＊いった時に、その選択肢を作ってさしあげるこ
とこそが、政治の役割ではないでしょうか。 私はそう思えて
なりません。 今までそういう選択肢が、本当に少なかったの
かな。 そんなふうに思います。

[15]「できるよ
うにするために
も、ミハラジュ
ンコに、どうぞ
働かせていただ
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。

15

できるようにする
ためにも、ミハラ
ジュンコに、どう
ぞ働かせていただ
きたい

ぜ、それは、反省も込めてであります。 そうした中で、コイ
ズミ県連会長が、到着をいたしました。 皆様、拍手でお迎え
ください。 ありがとうございます。  そうした子供のための
政策というものを、どんどんと進めていかなければならない
と思っています。 そして、どんどんトウチョウ＊していき、
私達が作った選択肢によって、子供達が大きな可能性をどん
どん伸ばして、そして、世界に流出することなく、この日本
で、ものすごい力を発揮する。 それができるようにするため
にも、ミハラジュンコに、どうぞ働かせていただきたいと思
います。

[17]「1枚目の
投票用紙に、鉛
筆持ったら、ミ
ハラジュンコと
書いて」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。

16
ミハラジュンコ
と、もう決めて書
いていただければ

皆さん、もう期日前投票始まっています。 期日前投票に行っ
た方から、アドバイスを受けました。 先ほどお話した通り、
今回、今までにない22名の候補者がいるんです。 投票に
行ったら、22人の名前が書いてあるんです。 ミハラジュン
コ、探すの大変。 自分は、投票したい人、探すの大変。 22
人も書いてあって、それも小さい字で書いてありますから
ね。 確かに探すの大変かもしれません。 ですから皆さん
に、私からアドバイス。 鉛筆持ったら、ミハラジュンコ。 
投票用紙の前で、鉛筆持ったら、ミハラジュンコと、もう決
めて書いていただければ、それで探さなくて大丈夫です。 期
日前投票、7月10日まで投票日ですけど、それまで待ってる
必要は、全くありません。 期日前投票、毎日が投票日。

[17]「1枚目の
投票用紙に、鉛
筆持ったら、ミ
ハラジュンコと
書いて」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。



17

1枚目の投票用紙
に、鉛筆持った
ら、ミハラジュン
コと書いて

今すぐ、この県連会長のお話を聞いた後で、このまんま、投
票に行っていただいて、1枚目の投票用紙に、鉛筆持った
ら、ミハラジュンコと書いていただければ、ありがたいなあ
と思います。 やっぱり自民党。 今回もやっぱり、ミハラ
ジュンコ。 そう思っていただければ、ありがたいと思いま
す。 22名の候補者の中で、自民党の現職議員は、ミハラ
ジュンコ、ただひとり。 なんとしても、皆様方に、ミハラ
ジュンコへの支援を、心からお願いを申し上げて、皆様方に
お訴えとさせていただきたいと思います。 お暑い中、長時間
にわたって、本当にありがとうございました。 皆様どうぞ、
どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございまし
た。 ありがとう。  
【自分】ありがとうございました。  参議院議員候補、ミハ
ラジュンコでございます。 皆様、鉛筆持ったら、ミハラジュ
ンコ。 鉛筆持ったら、ミハラジュンコ。 どうぞよろしくお
願いします。  さて皆さん、大変暑い中、お待たせいたしま
した。 自民党神奈川県連代表、コイズミシンジロウさんで
す。 どうぞ、大きな拍手を持って、お迎えください。 よろ
しくお願いします。  
【自分】コイズミー。  
【自分】コイズミです。 ありがとうございます。 え、改め
まして、ご紹介いただきました、コイズミシンジロウです。 
皆さん。

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。

18
最後の日まで、投
票に行かない方が
多い

【自分】今日は暑い中、そして日曜日。 お忙しい時間、お昼
の時間に、お集まりを頂きまして、本当にありがとうござい
ます。 このオダワラと言えば、＊マキシマカレンデジタル担
当大臣の地元ですけど、マキシマカレンさんは、生まれ育っ
たのが、私の地元、ヨコスカですから。 いつも、このヨコス
カ繋がりで、親しくさしてもらってます。 今日は、ミハラ
ジュンコさんの応援ということで、このオダワラを皮切り
に、私も今日は、県内何箇所か、演説を、え、回らしてもら
います。 みなさん、すでに投票行きましたか？ まだ行って
いない方多いと思います。 というのも、期日前投票という、
選挙が始まった翌日から、ツネ＊に投票ができるという制度
があるのに、意外なことに、最後の日まで、投票に行かない
方が多いです。

[19]「ものすご
く基本的な質問
が多かった」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。

19 ものすごく基本的
な質問が多かった

そして、私、実は、昨日、夜に、インスタライブ、私がやっ
てるインスタで、インスタライブをやったんですけど、事前
に、この参議院選挙のことについて、何か質問はありますか
ということで、質問を受け付けたところですね、意外でした
ね。 質問の中で多かったことが、ものすごく基本的な質問が
多かったです。  例えば、衆議院と参議院って何が違うんで
すか？ こういう質問があった。 しかも1つじゃありませんで
した。 で、さらに、期日前投票って、いつからできますか？ 
ま、答えは、もうできますなんですけど。 で、そういうこと
を含めて、まだまだ、基本的な質問が多いということは、ど
れだけ政治と1人1人の有権者の皆さんの距離があるかという
ことを、改めて痛感しました。

[20]「行って頂
きたいという風
に思います」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。

20
行って頂きたいと
いう風に思います

ちなみに、さっき、ミハラジュンコさんが、期日前投票行っ
てくれた時に、22人がいるから、ミハラジュンコがすぐ出な
い。 だから、鉛筆持ったら、ミハラジュンコと言いましたけ
ども、実は、鉛筆も持たないで、何も持たないで行けるんで
す。 行ったら鉛筆がありますから。 で、鉛筆を持ったら、
ミハラジュンコ＊。 そうなんです。 これも意外に知られて
ないのは、身分証明書も必要ないんですよ。 ほんとに手ぶら
で期日前投票に行って、名前と住所を書いて、生年月日を書
けば、いけますから。 ですから、ほんとに手ぶらで行けます
ので、ぜひ、あの、ほんとかと思う方は、行って頂きたいと
いう風に思います。 できます。

[21]「身分証明
書なく行って、
鉛筆持ったら、
ミハラジュン

コ」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

身分証明書なく
行って、鉛筆持っ
たら、ミハラジュ
ンコ

ということで、私は、神奈川ケンレン＊の会長ですから、毎
日神奈川県の期日前投票がどれぐらいの方が行ってるのかを
数字をチェックしてます。 ありがたいことにですね、今、県
内で期日前投票ヲ＊行ってる方のトップは、私の地元、ヨコ
スカがトップで、連日2000人を超えてます。 ぜひ、オダワ
ラの皆さん、今日、暑い中出て頂いたわけですから、このま
ま期日前投票の会場に手ぶらで、身分証明書なく行って、鉛
筆持ったら、ミハラジュンコ。 こういうことで、活動を毎
日、毎日展開をしていくと、この厳しい選挙、ミハラジュン
コさん、必ず勝利を勝ち取れます。 ただ、私は、厳しい戦い
だなと同時に思ってます。

[32]「手ぶらで
できる期日前投
票」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
2人出して、2人
勝ったことはあり
ません

それは、私は、自民党のケンレン＊隊長として申し上げる
と、自民党は今回、ミハラジュンコさんと、アサオケイイチ
ロウさんの2人をリョウリツ＊をしていますが、今まで、自
民党の神奈川ケンレン＊が、2人出して、2人勝ったことはあ
りません。 私が今やってることは、自民党として初めての挑
戦に挑んでます。 そこでみな。

[21]「身分証明
書なく行って、
鉛筆持ったら、
ミハラジュン

コ」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
生活の不安、不
満、政権与党に来
るのが当然

【自分】さんの力が必要なんです。 今、物価が高い、電気代
が高い、ガソリンも高い。 こういうことで、その時に様々な
生活の不安、不満、政権与党に来るのが当然です。 ただです
ね、私は、今日本ってこれだけ海外から様々なものを依存し
ている時に、まだ、先進国の他の国と比べて、ここまで物価
も高さを、まだここで抑えられているということも、同時に
言っておかなければならないと。

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。

24
低い国の方が、物
価やエネルギーが
高く

こう、なぜなら、私達が食料を依存しているのは海外ですよ
ね。 4割しか自給率がなくて、6割は海外。 そしてエネル
ギー、この車もガソリンですけど、ガソリンやエネルギーは
9割海外に依存しています。 そして、私達が着ているこの
服、この服も98パーセントは輸入です。 これだけ、海外と
の貿易によって成り立っている私たちの経済や暮らしを考え
た時に、我々よりも海外に依存していないアメリカ、イギリ
ス、フランス、ドイツ、我々日本よりも貿易の依存度が海外
に低い国の方が、物価やエネルギーが高くなっている。

[25]「働いてい
る方の賃金を上
げる、賃上げ」
についての客観
根拠・データ

25
働いている方の賃
金を上げる、賃上
げ

我々日本のように、これだけ依存度が高い国の方が、インフ
レをまだ抑制できている。 もちろん、まだ楽観できません
よ。 これからだって、まだ上がる要素はあります。 ただ、
これだけ貿易に依存している中で、ここまで食い止めて来
て、じゃあ、これをどうやってピンチをチャンスに変えるの
かっていうことを考えた時に、鍵となるのが1人1人働いてい
る方の賃金を上げる、賃上げです。

[26]「一番高く
なってるのは肥
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。

26
一番高くなってる
のは肥料

私は最近地元の農家さんと話をしました。 食料品高いと言わ
れていますよね。 野菜も高い、果物も高いと言われていま
す。 現に上がっています。  ただ、農家さんの受け止めは違
います。 農家さんの受け止めは、そもそもが安すぎるってい
うのが、農家さんの受け止めです。 何故かと言えば、今、何
が高いから野菜とかが値上がりしているかと言うと、肥料、
農薬、段ボール。 野菜とかを出荷するのに、また、作るのに
必要なものが上がっているわけですから、販売価格を上げる
のって経営者の観点からすれば当然ですよね。 そして、農家
さんからすると、一番高くなってるのは肥料なんです。 肥料
は倍上がるんです。

[27]「農家さん
は逆なんだけど
な」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
農家さんは逆なん
だけどな

倍上がってるものがあるのに、値段は倍に上がってますか？ 
一部上がってるものもあると思いますけど、そこまでは、ま
だ上がってないですよね？ 常に農家さんは、できる限り安い
ものを食卓に届けるために、生産コストを吸収して、そして
稼ぎが上がらずに、必死で、この炎天下の中も今でも農作業
をやってます。  私の地元は横須賀と三浦で、小田原の皆さ
んも、私の地元のキャベツと大根を食べてると思います。 そ
ういった中で、物価が高い高いと言われる一方で、私は常に
思うことは、農家さんは逆なんだけどな、そもそもが安すぎ
ると思ってんだけどなって、正直思うことあるわけです。

[28]「20年間
で、日本の賃金
は下がって」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。

28
20年間で、日本の
賃金は下がって

だけど、生活苦しいですよ。 何故かと言えば、賃金がずっ
と、日本は上がらないどころか、今日は学生さんも足を止め
てくれてますけど、この20年間で、日本の賃金は下がってる
んですよ。 だから、農家さんも、ほん。  
【自分】とは価格を上げたいけど、上げられない。 そして、
働いている方も賃金が上がらないから、なんとか安いもの
でっていう事を考える。

[29]「賃下げの
スパイラルか

ら、賃上げの好
循環に変えて」
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。

29
賃下げのスパイラ
ルから、賃上げの
好循環に変えて

この全ての分野に、お、おいて、ある意味、やせ我慢をし
て、どれだけコストを下げるかっていう事でやっている限
り、デフレから脱却はできない。 このインフレはきついです
よ。 だけど、日本が本当に経済を力強く回復させるには、こ
の円安を、どうやって、長年苦しんだ賃下げのスパイラルか
ら、賃上げの好循環に変えていけるかを、絶対に成し遂げな
ければいけない。 この機会にしなければいけない。 そうす
れば、足を止めてくれた高校生も含めて、日本の未来に、人
口がね、高齢化するって悲観をしている中で、これだったら
やっていけるかもしれないって、前向きな未来が描けるはず
です。

[30]「海外に売
れるものは売っ
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。



30 海外に売れるもの
は売っていく

日本が、これから次の世代に向けて前向きな将来を描くに
は、人口が減っている日本の事だけを考えないで、海外に売
れるものは売っていく。 だから、私や三原さんを含めて、菅
政権の中で、政府の中で働いた者として、あのとき、カーボ
ンニュートラルや脱炭素、そして農業の輸出を考えたのは、
世界で広がり続けるマーケットを取らなきゃいけないという
思いなんです。 そして、それが、最大の成長の＊になるとい
う思いから、そういう政策をやっていました。

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。

31
その必要な事を後
押しをしてやりた
い

今、岸田政権の元で、その方向が引き継がれて、順調に前に
行っている事もあれば、更に加速しなければいけない事もあ
ります。 我々は一緒になって、その必要な事を後押しをして
やりたい。 そして国民の皆さんから、この方向だったら行け
るという前向きな思いを持ってもらって、三原さんの応援に
繋がるような選挙戦をしっかりやって、この参議院選挙、終
わったら、具体的な政策を進めて、あのとき応援して良かっ
たと思えるように、必ず、我々は政策を実現するために全力
を尽くします。

[32]「手ぶらで
できる期日前投
票」についての
理由・ニーズ

32 手ぶらでできる期
日前投票

どうぞ皆さん、残り、あと約2週間の参議院選挙選、7月の10
日までありますけども、最終日が投票日ではなく、もう既に
毎日が投票ができる、手ぶらで投票ができる、この期日前投
票で、三原じゅん子さんの応援の輪が広がるように、今日の
会場にいらっしゃる皆さんだけではなくて、それぞれ、周り
の方々にも三原じゅん子を宜しくと、手ぶらでできる期日前
投票、支援の輪を広げていただければと思います。 暑い中、
足を止めていただいた全ての皆様に心から感謝を申し上げ、
私から三原じゅん子さんへの応援のメッセージと代えさせて
いただきます。 ご清聴、本当にありがとうございました。 
暑い中、ありがとうございました。 どうぞ、水飲んで下さい
ね。 ありがとうございます。 ありがとうございます。 あり
がとうございました。 お車からも、ありがとうございます。  
【自分】自民党、神奈川、県連会長、小泉進次郎さんでし
た。 皆様、今一度、大きな拍手を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。


