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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

87%

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 投票日に向けてオオウチリカさん

にお力添えいただきますよう

◎ 適切な情報量
2 エネルギーと食料品に特化した対

策、これは効果が出てる あなた側の話量は18分が適切と判定されました

3 山形県の為に働きたいという一心
です

聴衆にとって理解しやすい話量で話されています

4 アジアの中で、厳しい安全保障環境の
中にあります

5 オオウチリカさん、是非皆様方に押し
上げていただきたい

6 外交力も試される

7 平和を守るために日本もしっかり力を合わせ
て

8 キシダ総理同席の元、オオウチリカさんを応
援する県内市町村長の会を発足

9 勝利へ向けて大きなうねりを起こそうじゃあ
りませんか

10 大変長らくのご静聴、誠にありがとうござい
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）

-

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
検出なし



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　　 3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　9件
話順 説明の少ない話題　6件 話順 説明のある話題　3件

1 山形県の為に働きたいという一心です 9
アジアの中で、厳しい安全保障環境の中にありま
す

10 外交力も試される 14
エネルギーと食料品に特化した対策、これは効果
が出てる

15 平和を守るために日本もしっかり力を合わせて 16
投票日に向けてオオウチリカさんにお力添えいた
だきますよう

17
キシダ総理同席の元、オオウチリカさんを応援す
る県内市町村長の会を発足

18
勝利へ向けて大きなうねりを起こそうじゃありま
せんか

19
大変長らくのご静聴、誠にありがとうございまし
た



【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　　 3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）

1
説明の少ない話

題 山形県の為に働きたいという一心です

話者A：私が最後に私の気持ちを突き動かし、突き動
かしたのは、山形県の為に働きたいという一心です。 
昨年私は県知事選挙に立候補しました。 オオウチリカ
は県知事になりたいのか、参議員になりたいのかとい
う厳...

→ 説明無し

- -

9 説明のある話題
アジアの中で、厳しい安全保障環境の中
にあります

感染症対策と、そして経済社会活動、この2つを、
えー、両輪として、えー、しっかり進めていく、そし
て1日も早い、えー、平時を取り戻していこうという
ことを進めているところです。 また、ロシアによるウ
クライナ...

←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
近々観光支援策を全国規模で、えー、
しっかりと国として用意

例えば、地方にとって、またこの山形にとっても大切
な、観光という、ま、分野においても、この新型コロ
ナとの戦いの中で、えー、この山形県、えー、素晴ら
しい自然があり、文化があり、えー、寺社仏閣があ
り、えー、そして山、海、素晴らしい食文化があり、
ま、こうした素晴らしい観光資源に恵まれているだけ
に、この2年間の、観光に対するこの厳しい状況、
えー、本当に残念な思いをされた方も多かったという
ふうに思いますが。 ...

8 → 具体的説明
よりしっかり磨きをかけてもらって、世
界にアピール

日本の農林水産業、えー、昨年で、えー、1兆円の輸
出を記録いたしましたが、これを、これから2兆円3兆
円と増やしていかなければいけない。 その際に、山形
ブランド、これを、よりしっかり磨きをかけてもらっ
て、世界にアピールをしていく、こうした取り組みも
進めていかなければいけない。...

- -

10
説明の少ない話

題 外交力も試される

私たちの国の国民の命、暮らしを守るために、十分な
備えができているのか、ま、こうした議論も今行われ
ています。 え、是非、ネンマツ＊、え、私たちの国に
おいても、国家安全保障戦略、国の基本的な計画を
しっかり...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

14 説明のある話題
エネルギーと食料品に特化した対策、こ
れは効果が出てる

話者A：の物価高騰、2パーセント程度に今4月の段階
で抑えられています。 世界を見たならば7パーセント
から9パーセントの物価高騰に苦しんでいる、まあ、
こういった事ですから日本の対策、このエネルギーと
食料...

←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

↓

11→ 具体的説明
国民の暮らしを守るために、様々な対策
を行っている

こうした平和との戦いにおいても、しっかり努力をし
ていかなければいけない。 え、さらにはロシアの侵略
によって、世界的にエネルギーの価格が高騰してし
まった、食料品の値段が高騰してしまった、物価が高
騰してきた、世界的な物価高騰が起こって、その中
で、世界各国それぞれ、自分たちの国民の暮らしを守
るために、様々な対策を行っている、これが今の世界
の姿です。...



12→ 具体的説明
物価高騰に備えて、国民の皆さんの暮ら
しを守る

そして日本において、物価高騰を考えた場合に、こ
の、ぶゆ、分析して、してみますと、6割はエネル
ギー価格が上がったことによる物価高騰、そして2割
は食料品の価格が上がったことによる物価高騰。 ま
あ、こういった分析を、分析が行われています。 よっ
て、日本においては、このエネルギーと食料品の物価
高騰に的確な対策を行わなければいけないということ
で、例えば政府はガソリン価格の激変緩和措置という
ことで、本来市場価...

13→ 具体的説明 今後の物価高騰に備えていく

え、そして、今後、おー、の変化にも、しっかり対応
できるように、来週火曜日には、あー、政府に、え、
物価賃金生活総合対策本部というのを立ち上げて、予
備費5.5兆円の予算もしっかりとキノウ＊的に活用し
ながら、今後の物価高騰に備えていく、こうした体制
を整えていく、こういったことです。 ま、こういっ
た、ま、対策によって、日本。...

- -

15
説明の少ない話

題
平和を守るために日本もしっかり力を合
わせて

そして、先ほど申し上げました、今回の物価高騰、世
界規模の物価高騰はロシアによるウクライナ侵略に
よって引き起こされている有事における物価高騰で
す。 その中で世界の国々が、たとえばアフリカにおい
ては食糧の...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

16 説明のある話題
投票日に向けてオオウチリカさんにお力
添えいただきますよう

まあ、このようにコロナとの戦い、平和を守る戦い、
皆さんの暮らしを守る戦い、これに私たちは政治の立
場からしっかり備えていかなければなりません。 この
戦いをしっかり進める上で政治の安定がどうしても必
要だと...

←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

↓

2→ 具体的説明
オオウチリカさん、是非皆様方に押し上
げていただきたい

いよいよ参議院選挙モード全開という中で、ええ、今
日はさっそくこの山形県に駆け付けさせていただき、
私たち自民党が自信と誇りを持って公認させていただ
き、そして友党公明党の皆さんに力強く推薦をいただ
いているオオウチリカさん、是非皆様方に押し上げて
いただきたい。 お力をいただきたい。 このお願いに
駆け付けさせていただきました。...

- -

17
説明の少ない話

題
キシダ総理同席の元、オオウチリカさん
を応援する県内市町村長の会を発足

それでは、地元ヤマガタ市長、サトウタカヒロ市長に
よる、初の、初のコールであります。  話者A：皆さん
こんにちは。 ヤマガタ市長のサトウでございます。 
つい先ほど、キシダ総理同席の元、オオウチリカさん
を...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

18
説明の少ない話

題
勝利へ向けて大きなうねりを起こそう
じゃありませんか

ヤマガタ市長、サトウタカヒロ、サトウタカヒロヤマ
ガタ市長であります。 今キシダフミオ総裁が下の方
に、皆さんの方に伺って握手をおこないます。 握手
を、グータッチですね、グータッチ。  話者A：おー、
ロシ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

19
説明の少ない話

題
大変長らくのご静聴、誠にありがとうご
ざいました

ヤマガタ市長、サトウタカヒロ、サトウタカヒロヤマ
ガタ市長であります。  話者A：とさせていただいてお
ります。 オオウチリカ、キシダフミオが皆様方の元に
直接ご挨拶をさせていただいております。 大変長ら
く...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



プレゼン全体を振り返ろう

【CHECK6】プレゼン全体の流れ・説明内容
話された順に話題のトピックが表示されています。
・話順は、各CHECKで表現されている数値です。
・トピックサマリーは、実際に話された内容のうち　重要と思われる用語です。
・チェックポイントでは一般的なプレゼンと乖離の大きい箇所にアラートが出ています。

「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示
されています。その場合でもこのAI分析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありませ
ん。 -

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1
山形県の為に働き
たいという一心で
す

【自分】私が最後に私の気持ちを突き動かし、突き動かした
のは、山形県の為に働きたいという一心です。 昨年私は県知
事選挙に立候補しました。 オオウチリカは県知事になりたい
のか、参議員になりたいのかという厳しいご意見も頂戴しま
した。  
【自分】お待たせいたしました。 それでは自由民主党総裁岸
田文雄さんがこの山形に＊ました。 よろしくどうぞお願いを
致します。  
【自分】はい。 皆さん、こんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】ええ、ご紹介いただきました自民党総裁岸田文雄で
す。  
【自分】＊。  
【自分】はい。 はい。 それじゃお許しをいただいてマスク
をとります、はい。 はい、ええ、今日は、あ、梅雨の最中で
はりますが、大変暑い日になりました。 ほんとに大勢の皆様
方にオオウチリカさん頑張れと、この駆けつけていただいて
おりますこと、自民党総裁といたしましても、心から厚く御
礼を申し上げます。 先日、今年の通常国会、150日間の国会
が終わりました。

起点となる話題

2

オオウチリカさ
ん、是非皆様方に
押し上げていただ
きたい

いよいよ参議院選挙モード全開という中で、ええ、今日は
さっそくこの山形県に駆け付けさせていただき、私たち自民
党が自信と誇りを持って公認させていただき、そして友党公
明党の皆さんに力強く推薦をいただいているオオウチリカさ
ん、是非皆様方に押し上げていただきたい。 お力をいただき
たい。 このお願いに駆け付けさせていただきました。

[16]「投票日に
向けてオオウチ
リカさんにお力
添えいただきま
すよう」につい
ての具体的説明

3
皆さんの心をしっ
かりと国会に届け
てくれる

今、本人から、チカラヅヨイ＊、力強い決意がこの、しめ
ん、ええ、皆さんの前に、ええ、披露ありました。 ええ、改
めて申し上げるまでもなく、オオウチリカさん13年間の県議
会での活躍、さらには地元においても紅花生産組合連合会の
まあ会長など地元の歴史、あるいは文化、皆さんの心に寄り
添った政治活動を続けてきたオオウチリカさん。 この人なら
ば間違いなく今私たちがこの目の前にしている難しい課題に
向けて、何よりも皆さんの心をしっかりと国会に届けてくれ
る人だとまあ確信をして、皆様方にお願いをさせていただい
ている次第です。 その思いを今皆さんにまあ聞いていただき
ました。

[2]「オオウチリ
カさん、是非皆
様方に押し上げ
ていただきた

い」についての
理由・ニーズ



4

政治を考えなけれ
ばいけない、こう
した大変な時期を
迎えてる

私のほうからは、オオウチさんと共にこの私たちが立ち向か
わなければならない今のこの政治の状況、政治の課題につい
て、ええ、申し上げさせていただき、是非皆さんと一緒にこ
の政治について思いを巡らせていただきたいと思っていま
す。 ええ、私たちが目の前にしている課題、世界規模のこの
新型コロナの、まあ感染、ええ、またロシアによるウクライ
ナ侵略という平和が今損なわれようとしているこの課題。 え
え、さらにはこのロシアの侵略によって世界規模の物価高騰
がおこ、＊、起こっている。 その中で日本の国民の皆さんの
暮らしを守る為にはどうしたらいいのか。 こうした新型コロ
ナとのたた。  
【自分】タタカイ＊、えー、また平和を守るための戦い、そ
して皆さんの暮らしを守るための戦い、これらはどれも、世
界規模で歴史を画するような大きな課題ばかりです。 私たち
は、こうした課題に今直面し、政治を考えなければいけな
い、こうした大変な時期を迎えてるんだということを、是
非、皆で思いを共有したいと思います。

[2]「オオウチリ
カさん、是非皆
様方に押し上げ
ていただきた

い」についての
具体的説明

5
経済社会活動、こ
れをしっかり取り
戻していく

新型コロナとの戦い。 えー、先日、私たちの国は、3年ぶり
に行動制限のないゴールデンウィークを過ごすことができま
した。 その後、感染拡大、大丈夫かな、いう声もありました
が、幸い多くの皆さんの協力もあり、この感染状況が少しず
つ、この、治りつつある、ま、こういった状況であります。  
ま、しかしながら、まだまだ油断することはできない。 引き
続き、ワクチン、治療薬、検査、さらには病床の確保、こう
した新型コロナ対策はしっかりと堅持しながら、一歩一歩経
済社会活動を取り戻していく、えー、こうした平時への移行
期間を、今のこの日本においては進めています。 えー、こう
した感染症対策をしっかり維持しながら、経済社会活動、こ
れをしっかり取り戻していく。

[6]「近々観光支
援策を全国規模
で、えー、しっ
かりと国として
用意」について
の具体的説明

6

近々観光支援策を
全国規模で、
えー、しっかりと
国として用意

例えば、地方にとって、またこの山形にとっても大切な、観
光という、ま、分野においても、この新型コロナとの戦いの
中で、えー、この山形県、えー、素晴らしい自然があり、文
化があり、えー、寺社仏閣があり、えー、そして山、海、素
晴らしい食文化があり、ま、こうした素晴らしい観光資源に
恵まれているだけに、この2年間の、観光に対するこの厳し
い状況、えー、本当に残念な思いをされた方も多かったとい
うふうに思いますが。 ま、こうした、この観光業について
も、えー、感染症対策はしっかりと維持しながら、えー、今
月から水際対策を緩和し、外国人観光客を受け入れ始め、そ
して近々観光支援策を全国規模で、えー、しっかりと国とし
て用意をする、ま、こうした取り組みを進めています。

[9]「アジアの中
で、厳しい安全
保障環境の中に
あります」につ
いての具体的説

明

7

山形の、このさく
らんぼのPRに努め
て、えー、いただ
きました

また、農林水産業ということについても、ま、先日、えー、
この山形県の吉村知事さんに、えー、官邸までお越しいただ
いて、山形の誇るこのさくらんぼ、えー、を、モノヲ＊持っ
て来ていただき、この山形の、このさくらんぼのPRに努め
て、えー、いただきました。 えー、山形、えー、紅王という
新しい新種、20年かけて新しいブランドを作り上げてこられ
た、こうした苦労話、聞かせていただきました。

[8]「よりしっか
り磨きをかけて
もらって、世界
にアピール」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

8

よりしっかり磨き
をかけてもらっ
て、世界にアピー
ル

日本の農林水産業、えー、昨年で、えー、1兆円の輸出を記
録いたしましたが、これを、これから2兆円3兆円と増やして
いかなければいけない。 その際に、山形ブランド、これを、
よりしっかり磨きをかけてもらって、世界にアピールをして
いく、こうした取り組みも進めていかなければいけない。

[9]「アジアの中
で、厳しい安全
保障環境の中に
あります」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

9
アジアの中で、厳
しい安全保障環境
の中にあります

感染症対策と、そして経済社会活動、この2つを、えー、両
輪として、えー、しっかり進めていく、そして1日も早い、
えー、平時を取り戻していこうということを進めているとこ
ろです。 また、ロシアによるウクライナ侵略、この＊によっ
て、えー、世界の平和の秩序が揺るがされる、こういった事
態に陥っています。  
【自分】え、考えているから、ある日突然、隣の国が武力で
侵略してくる、ま、こんなことが21世紀の今現在起こった、
これは世界が驚愕をしたわけです。 え、こんなことは、ヨー
ロッパだけではなくて、アジアどこであっても、許してはな
らないということで、え、日本も、おー、ロシアに対する経
済制裁とウクライナに対する支援、国際社会と協力しなが
ら、しっかり進めている、ま、こういったことであります
し、合わせて私たちの国を、えー、アジアの中で、厳しい安
全保障環境の中にあります。

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。



10 外交力も試される

私たちの国の国民の命、暮らしを守るために、十分な備えが
できているのか、ま、こうした議論も今行われています。 
え、是非、ネンマツ＊、え、私たちの国においても、国家安
全保障戦略、国の基本的な計画をしっかりと見直す中にあっ
て、本当にこれだけミサイルの技術が進歩して、国民の命を
守れるだけの備えがあるかどうか、これをしっかりと見てい
かなければいけませんし。  また、この世界的な安全保障の
世界においては、あ、アメリカですら、1国だけでは自分の
国は守り切れない、まあ、これが今や常識になっています。 
その中で日本も、アメリカや同盟国、同士国とどれだけ協力
しながら、私たちの国民の命や暮らしを守っていくことがで
きるのか、こうした外交力も試される、ま、こうした状況に
なります。

起点となる話題 ✔

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

11
国民の暮らしを守
るために、様々な
対策を行っている

こうした平和との戦いにおいても、しっかり努力をしていか
なければいけない。 え、さらにはロシアの侵略によって、世
界的にエネルギーの価格が高騰してしまった、食料品の値段
が高騰してしまった、物価が高騰してきた、世界的な物価高
騰が起こって、その中で、世界各国それぞれ、自分たちの国
民の暮らしを守るために、様々な対策を行っている、これが
今の世界の姿です。

[14]「エネル
ギーと食料品に
特化した対策、
これは効果が出
てる」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

12
物価高騰に備え
て、国民の皆さん
の暮らしを守る

そして日本において、物価高騰を考えた場合に、この、ぶ
ゆ、分析して、してみますと、6割はエネルギー価格が上
がったことによる物価高騰、そして2割は食料品の価格が上
がったことによる物価高騰。 まあ、こういった分析を、分析
が行われています。 よって、日本においては、このエネル
ギーと食料品の物価高騰に的確な対策を行わなければいけな
いということで、例えば政府はガソリン価格の激変緩和措置
ということで、本来市場価格でしたら、日本でしたら、え、
1リッターあたり、今頃210円なって、とんでもない価格が示
されてるところを、170円程度に抑えるというような対策を
行っている。 或いは小麦における政府＊＊＊価格において
も、しっかりと、え、上昇を抑制しているなど、このエネル
ギー、そして食料品に特化した対策を次から次へと用意をし
て、こうした物価高騰に備えて、国民の皆さんの暮らしを守
る、こういった取り組みを、ま、進めているところです。

[14]「エネル
ギーと食料品に
特化した対策、
これは効果が出
てる」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

13 今後の物価高騰に
備えていく

え、そして、今後、おー、の変化にも、しっかり対応できる
ように、来週火曜日には、あー、政府に、え、物価賃金生活
総合対策本部というのを立ち上げて、予備費5.5兆円の予算も
しっかりとキノウ＊的に活用しながら、今後の物価高騰に備
えていく、こうした体制を整えていく、こういったことで
す。 ま、こういった、ま、対策によって、日本。

[14]「エネル
ギーと食料品に
特化した対策、
これは効果が出
てる」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

14

エネルギーと食料
品に特化した対
策、これは効果が
出てる

【自分】の物価高騰、2パーセント程度に今4月の段階で抑え
られています。 世界を見たならば7パーセントから9パーセ
ントの物価高騰に苦しんでいる、まあ、こういった事ですか
ら日本の対策、このエネルギーと食料品に特化した対策、こ
れは効果が出てると信じていますし、これからもこれを深掘
りしていかなければいけない、このように思っています。

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。

15
平和を守るために
日本もしっかり力
を合わせて

そして、先ほど申し上げました、今回の物価高騰、世界規模
の物価高騰はロシアによるウクライナ侵略によって引き起こ
されている有事における物価高騰です。 その中で世界の国々
が、たとえばアフリカにおいては食糧の不足に耐えながらも
平和を守るためにしっかりと協力をしている。 ヨーロッパに
おいてはエネルギーのとんでもない価格高騰にも、の中に
あっても平和を守るために多くの国民が協力をしている。 ぜ
ひ日本においても政府は間違いなく今言ったような物価対
策、しっかり用意をする責任をしっかり果たしていかなけれ
ばなりませんが、合わせて、なんでこんな物価が、高騰が起
こってるのか、これに思いを巡らしていただき、平和を守る
ために日本もしっかり力を合わせていかなければいけない。 
こうしたことについてもぜひ多くの皆さんにご理解をいただ
きたいと思っております。

起点となる話題 ✔

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



16

投票日に向けてオ
オウチリカさんに
お力添えいただき
ますよう

まあ、このようにコロナとの戦い、平和を守る戦い、皆さん
の暮らしを守る戦い、これに私たちは政治の立場からしっか
り備えていかなければなりません。 この戦いをしっかり進め
る上で政治の安定がどうしても必要だということを皆様に訴
えさせていただいています。 そのための力をこの参議院選挙
において皆様方にいただきたい、これをお願いさせていただ
いています。 そのためにこのヤマガタ選挙区においては今日
の主役、＊に力を与えていただきますよう心から自民党総裁
としてお願いを申し上げる次第であります。 ＊はまさに短期
決戦という、まあ、状況になっていますが、この時間の＊
を、＊をぜひエネルギーに変えていただき、来週、いよいよ
22日から始まります参議院選挙、10月10日の投票日に向け
て、おう、あ、失礼、な、7月10日の、えー、投票日に向け
てオオウチリカさんにお力添えいただきますよう重ねてお願
い申し上げて、自民党総裁キシダフミオからのお願いの弁と
させていただきます。 どうぞ皆さん、よろしくお願いいたし
ます、ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました、ありがとうございまし
た。  決断と実行、決断と実行、自民党総裁キシダフミオ、
キシダフミオであります。 今一度、大きな拍手をお願いをい
たします。

起点となる話題 ✔

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

17

キシダ総理同席の
元、オオウチリカ
さんを応援する県
内市町村長の会を
発足

それでは、地元ヤマガタ市長、サトウタカヒロ市長による、
初の、初のコールであります。  
【自分】皆さんこんにちは。 ヤマガタ市長のサトウでござい
ます。 つい先ほど、キシダ総理同席の元、オオウチリカさん
を応援する県内市町村長の会を発足いたしました。 皆さん、
県内35市町村長の内29名がこれに参加をしております。 残
り6名についても多くの方が中立と伺っているところでござ
います。 皆さん、この1つをとってもオオウチさんへの大き
な期待、なんとしてもこのヤマガタのために働いていただき
たい、そんなことが読み取れると思います。  どうか皆さ
ん、今日この場からオオウチさんの勝利へ向けて大きなうね
りを起こそうじゃありませんか。 それではオオウチさん、必
勝を喫して＊コール、こぶしを振り上げて＊ます。 オオウチ
リカ、勝つぞ、勝つぞ、勝つぞ。 ありがとうございます、皆
さんよろしくお願いします。  
【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。

18

勝利へ向けて大き
なうねりを起こそ
うじゃありません
か

ヤマガタ市長、サトウタカヒロ、サトウタカヒロヤマガタ市
長であります。 今キシダフミオ総裁が下の方に、皆さんの方
に伺って握手をおこないます。 握手を、グータッチですね、
グータッチ。  
【自分】おー、ロシアに対する、まあ、経済制裁とウクライ
ナに対する支援、国際社会と協力しながらしっかり進めてい
る、まあ、こういったことでありますし、合わせて私たちの
国も、えー、アジアの中で厳しい安全保障環境の中にありま
す。 私たちの国の国民の命や暮らしを守るために十分な備え
ができているのか、どうか皆さん、今日この場からオオウチ
さんの勝利へ向けて大きなうねりを起こそうじゃありません
か。 それではオオウチさん必勝を喫して＊コール、拳を振り
上げて＊。 オオウチリカ、勝つぞ、勝つぞ、勝つぞ。 あり
がとうございます、皆さんよろしくお願いします。  
【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。

19
大変長らくのご静
聴、誠にありがと
うございました

ヤマガタ市長、サトウタカヒロ、サトウタカヒロヤマガタ市
長であります。  
【自分】とさせていただいております。 オオウチリカ、キシ
ダフミオが皆様方の元に直接ご挨拶をさせていただいており
ます。 大変長らくのご静聴、誠にありがとうございました。 
街頭演説への＊を＊て、ただいまオオウチ。

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。


