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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

76%

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 遅いです

△ 少しゆったり
2 日本は香港にのようにしてはなり

ません あなた側の話量は15分が適切と判定されました

3 しっかりと変えるべき
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 日本をしっかり守りたいならば、＊へ
の投票をお願いします

5 ないです

6 独裁全体主義国家は、人間を不幸にする

7 日本に必ずやってくる

8 中国の苛烈な人権弾圧は、徐々に徐々に海外
に

9 言論の自由がない、こういう社会は恐ろしい

10 日本にエネルギーや食料が入って来にくくな
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）

60語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ

2 OPEN
それについて、私達も、人間として許すまじ行為が、実は、海を隔てた大陸のほうでですね、そ
れも奥地のほうで行われてるという事実、ま、これについてですね、どうでしょうか？

7 CLOSED
それがですね、北朝鮮の脅威、中国の脅威に対して、はやく備えなければ守れないという危機感
から党を作ったんですが、あれから13年、何か日本の国防において進展があったでしょうか？

12 CLOSED 中国5年も待ってますか？



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　　 4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　4件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　4件

検出なし、良い傾向です 12 遅いです
14 しっかりと変えるべき
19 日本は香港にのようにしてはなりません

22
日本をしっかり守りたいならば、＊への投票をお
願いします



【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）

12 説明のある話題 遅いです

で、この参議院選挙で自民党さんは、防衛費を倍増す
る、しかしながら、その期間は5年以内、いうことを
ですね、言っておりますが、遅いです。 中国5年も
待ってますか？ 防衛費を増額して、そっから整備して
い。 ...

↓

6→ 具体的説明 日本国土に戦火が及ぶということは必定

話者A：チュウゴク＊嫌ですから、必ず沖縄に厳正に
入ってきます。 つまり、台湾に有事があった場合、日
本国土に戦火が及ぶということは必定です。 これをで
すね、われわれ日本人はほんとにこの危機をですね、
認識しとかないと、いや大丈夫だよって、この戦後の
生ぬるいですね、平和の中でおぼれていると、いざ来
たときに対応ができません。 それかもう遅いんで
す。...

7→ 具体的説明 ないです

私たちは13年前に党を作りました。 それがですね、
北朝鮮の脅威、中国の脅威に対して、はやく備えなけ
れば守れないという危機感から党を作ったんですが、
あれから13年、何か日本の国防において進展があった
でしょうか？ ないです。...

- -

14 説明のある話題 しっかりと変えるべき
デモ＊もう、この、世界が混沌としてる中に、憲法9
条、このままにしてると国は守れません。 しっかりと
変えるべきです。...

←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

↓

13→ 具体的説明 国防をしっかりやりましょうよ

更に、この＊っから＊＊＊して、そっからセイビ＊し
たら、あと何年かかるんですかって。 もう、この間に
中国は、台湾進攻する可能性がタカク＊なってきてお
ります。 ま、この辺ですね、ほんとにこの国を守るイ
シキ＊がほんとにあるのか、ということをですね、非
常に憂いておりまして。 ＊＊＊は、この参議院選挙で
も、ええ、ウッテ＊出ております。 国防をしっかりや
りましょうよ。 台湾をしっかり守りましょうよ、日本
をしっ...

15→ 具体的説明 軍隊として認めないと、国は守れません

しかしながら、自民党さんの改定案を見ますとです
ね、結局ですね、戦力の不保持。 ええ。 で、交戦権
の否認。 この前提のもと、カケ＊というか、カイテイ
＊を自民党さんは言ってるんですが。 戦力の不保持、
交戦権の否認、今の憲法9条変わらないんですよ。 と
いうことは、またね、自衛隊は軍隊であるとか軍隊で
ないとかいう、この、＊論争が始まるんです。 自衛隊
は軍隊です。 ええ。 はっきりと軍隊として認めない
と、国...

- -

19 説明のある話題 日本は香港にのようにしてはなりません

話者A：取られ、ゲンロン＊の自由がなくなっていく
んですよ。 今、今までの香港のトウシ＊のみなさん
ね、頑張った若い人いたじゃないですか、今しゃべっ
てないですよね。 しゃべったらもう怖いんですよ、命
なくな...

←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

↓

17 → 具体的説明 日本に必ずやってくる

で、その中で、今の政治体制は、独裁全体主義国家な
んです、中国は。 この独裁全体主義国家というのは、
必ず外に敵を作り続けるんです。 自分たちの政権を守
るために、外に必ず悪者を作るんです。 仮想敵を作っ
ていかないと、国内の不満分子を抑えられないんで
す。 ですから、その外の仮想敵は、台湾であり、その
＊である日本ですよ。 エエ＊。 ですから、全体主
義、独裁全体主義国家というのは、必ず、香港もトラ
レ＊ました...



18→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
奴隷の平和は嫌です

＊＊＊は、奴隷の平和は嫌です。 私たちは、＊と自由
がない、そういう世界はまっぴらごめんです。 私たち
は、色んなことを自由に発信できるような国にありた
い、という風に思っております。 香港を見てくださ
い。 一言、何か＊＊＊、全部潰されてますよ。 え
え。 で、強制収容所、もしくは、ずた袋を被せられて
＊＊＊、拷問、強制、ソウサハサレテ＊ですね、
＊＊＊は。...

- -

22 説明のある話題
日本をしっかり守りたいならば、＊への
投票をお願いします

正義のある平和、え、私たちの人間性、人間の質の尊
厳を保ち、そして言論の自由、そして信教の自由が
しっかりあるような国を守るために、憲法9条を改正
し、え、宇宙、サイバー、電磁波という分野を評価
し、そして核...

←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→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
独裁全体主義国家は、人間を不幸にする

ただ、今の中国の政治体制がまずいと、中国が民主化
したら、＊ありません。 でも今の独裁全体主義国家
は、人間を不幸にするという風に、我々は宗教的信条
で持っておりますので、これについてはダメだという
ことを訴えております。 ですから＊＊＊はですね、奴
隷な平和じゃありません。 香港のように従っていれ
ば、命さえね、取られないというような、そういう社
会はよしとしません。...

- -



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
日本の最大の脅威
は、何と言っても
中国

【自分】えー、高畠駅＊の皆様、こんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】幸福実現党のエナツマサトシです。 よろしくお願い
します。 【拍手】はい。 えー、この政党は、この日本が存
続の危機にある、いう風に思い、この参院選挙ですね、
えー、立候補して戦っております。 えー、日本の最大の脅威
は、何と言っても中国です。  
【自分】そうだ。  
【自分】ま、中国ですね、今苛烈極まる人権弾圧が、チベッ
ト、ウイグル、南モンゴルで行われております。 これは、私
達がですね、ま、常に訴えていることなんですね。 ま、今の
政権もですね、ま、国法においては、それなりの思いがある
かもしれませんが、えー、実は、ウイグルの方々がですね、
なんとも埒が明かないので、幸福実現党さん、なんとかして
ください、いうことをですね、私達のオオカワリュウホウ党
総裁に、ま、直訴してきた方もいらっしゃるぐらいなんで
す。

[2]「中国の苛烈
な人権弾圧は、
徐々に徐々に海
外に」について
の具体的説明

2
中国の苛烈な人権
弾圧は、徐々に
徐々に海外に

それについて、私達も、人間として許すまじ行為が、実は、
海を隔てた大陸のほうでですね、それも奥地のほうで行われ
てるという事実、ま、これについてですね、どうでしょう
か？ 皆さん。 日本人として、同じ人間として、強制収容所
や、えー、不妊治療や、ま、いろんなことがですね、行われ
てるわけです。 ま、あまり言うと、おどろおどろしすぎてで
すね、もう表現に苦しむようなことが行われております。 こ
れについて、私達は、やはり強い憤りを感じております。 
で、この中国の苛烈な人権弾圧は、徐々に徐々に海外に伸び
てきております。

[3]「言論の自由
がない、こうい
う社会は恐ろし
い」についての

具体的説明

3
言論の自由がな
い、こういう社会
は恐ろしい

その1つが香港ですね。 香港も、自由な場所でしたが、ま、
中国に併存されまして、何か言うと捕まってしまう、言論の
自由がない、こういう社会は恐ろしいです。

[4]「日本にエネ
ルギーや食料が
入って来にくく
なります」につ
いての具体的説

明

4
日本にエネルギー
や食料が入って来
にくくなります

私達は、やっぱり香港の皆さんが自由に自分の意見を言える
ような社会であってほしいと思い、我々も支援してきました
が、ま、力及ばず、今のような状況です。 この勢いは、やが
て台湾にやってきます。 台湾は、日本の生命線です。 台湾
を取られますと、日本にエネルギーや食料が入って来にくく
なります。 今も物価高騰という風に言われておりますが、こ
の物価高騰の1つの原因は、エネルギーや食料が入りにくく
なってるからです。

[5]「必ず沖縄が
狙われます」に
ついての具体的

説明

5 必ず沖縄が狙われ
ます

これ、台湾取られたら、もっと入りにくくなるんです。 とい
うことは、もっと物価が上がってくると、今の比じゃなくな
るんです。 ですから、台湾を取られたら、日本にとってかな
り生命線が危ないという認識です。 中国は、台湾を核心的利
益と言っております。 絶対にこの表現を使った時は諦めない
んです、彼らは、というか、プライドにかけて取ってきま
す。 で、この台湾を取りに来る時、必ず沖縄が狙われます。 
背後から米軍や自衛隊に脅かされるのは、ジ＊。

[6]「日本国土に
戦火が及ぶとい
うことは必定」
についての具体

的説明



6
日本国土に戦火が
及ぶということは
必定

【自分】チュウゴク＊嫌ですから、必ず沖縄に厳正に入って
きます。 つまり、台湾に有事があった場合、日本国土に戦火
が及ぶということは必定です。 これをですね、われわれ日本
人はほんとにこの危機をですね、認識しとかないと、いや大
丈夫だよって、この戦後の生ぬるいですね、平和の中でおぼ
れていると、いざ来たときに対応ができません。 それかもう
遅いんです。

[12]「遅いで
す」についての

具体的説明

7 ないです

私たちは13年前に党を作りました。 それがですね、北朝鮮
の脅威、中国の脅威に対して、はやく備えなければ守れない
という危機感から党を作ったんですが、あれから13年、何か
日本の国防において進展があったでしょうか？ ないです。

[12]「遅いで
す」についての

具体的説明

8
台湾有事の際は、
使い物になりませ
ん

実はですね、2016年に、憲法改正のチャンスがあったんで
す、自公政権で。 で、結局何もしませんでした。 その前の
2014年、集団的自衛権の行使ができるような安保法制を作っ
たというふうに、ま、政権は言っておりますが、骨抜きで
す。 アメリカから見たら、この安保法制、2014年の安保法
制は、卑怯そのものなんです。 さらに台湾有事の際は、使い
物になりません。

[7]「ないです」
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。

9
公明党が何も変
わってないって自
白してる

で、自民党の連立与党である公明党さんはですね、この安保
法制というのは、集団的自衛権を行使できるように法律を
作ったというふうに言っておりますが、その後公明党さんは
言ってます。 あれは、集団的自衛権ではなくて、個別的自衛
権の域を出てませんと。 つまり、自公政権はですね、やった
やった、安保法制作った、国防体制は進化したというふうに
言っておりますが、公明党が何も変わってないって自白して
るんです。 これは調べたら分かります、公に言ってますか
ら。

[8]「台湾有事の
際は、使い物に
なりません」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。

10 何も進んでおりま
せん

結局2014年の安保法制も、何も変わってないし、さらに、
2016年、憲法改正のチャンスがあったにもかかわらず、何も
してないんです。 その間に、日本の防衛費と中国の軍事費、
ちょうど民主党政権のときに2倍の差でした。 それが、今、
軍事費、防衛費の差が、に、日中5倍の差がひらいてるんで
す。 孫子の兵法で、あります。 5倍の戦力の差があったら、
攻撃してよしと。 つまり、この民主党政権からその後の自公
政権、何かやったような気でいるけども、何も進んでおりま
せん。

[7]「ないです」
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。

11
安保法制も、結果
骨抜き

この状況の中で、ウクライナ問題が発生し、日本はウクライ
ナにかなり肩入れをしましたが、その反面ロシアと敵対する
ことになりました。 結果、ロシア、中国、北朝鮮との三正面
作戦を強いられることになってる。 これは最悪です。 日本
の国防上、最悪なんです。 で、こういう外交のへたをうちな
がら、国防において憲法改正すら、できたのにですよ、でき
たのにしてない。 安保法制も、結果骨抜き。

[10]「何も進ん
でおりません」
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。

12 遅いです

で、この参議院選挙で自民党さんは、防衛費を倍増する、し
かしながら、その期間は5年以内、いうことをですね、言っ
ておりますが、遅いです。 中国5年も待ってますか？ 防衛費
を増額して、そっから整備してい。  
【自分】＊＊＊っと違う＊ますよ。 我々は13年前から訴え
ているんですけども。

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。

13
国防をしっかりや
りましょうよ

更に、この＊っから＊＊＊して、そっからセイビ＊したら、
あと何年かかるんですかって。 もう、この間に中国は、台湾
進攻する可能性がタカク＊なってきております。 ま、この辺
ですね、ほんとにこの国を守るイシキ＊がほんとにあるの
か、ということをですね、非常に憂いておりまして。 ＊＊＊
は、この参議院選挙でも、ええ、ウッテ＊出ております。 国
防をしっかりやりましょうよ。 台湾をしっかり守りましょう
よ、日本をしっかり守りましょうよ、ということをですね、
ま、当たり前のことを言ってるんです。 で、その根本には、
憲法9条問題があります。 憲法9条ですね。 うーん、まあ、
＊＊＊もあります。 気持ちはわかります。

[14]「しっかり
と変えるべき」
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。

14 しっかりと変える
べき

デモ＊もう、この、世界が混沌としてる中に、憲法9条、こ
のままにしてると国は守れません。 しっかりと変えるべきで
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。



15
軍隊として認めな
いと、国は守れま
せん

しかしながら、自民党さんの改定案を見ますとですね、結局
ですね、戦力の不保持。 ええ。 で、交戦権の否認。 この前
提のもと、カケ＊というか、カイテイ＊を自民党さんは言っ
てるんですが。 戦力の不保持、交戦権の否認、今の憲法9条
変わらないんですよ。 ということは、またね、自衛隊は軍隊
であるとか軍隊でないとかいう、この、＊論争が始まるんで
す。 自衛隊は軍隊です。 ええ。 はっきりと軍隊として認め
ないと、国は守れません。 自衛隊の方もですね、軍隊なのか
わかんなくて戦えないですって。 自衛隊の人がかわいそうで
す。 しっかりとして、自衛隊の方が誇りをもって、日本国
民、日本の主権、日本の領土を守るんだという誇りを持って
戦えるようにしないと、犬死になってしまいますよ。

[14]「しっかり
と変えるべき」
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。

16 中国の政治体制が
悪い

こういうですね、日本としての制度の不備、精神的タイド＊
がですね、半植民地国家になってる。 私たちの精神から、私
たちは直していかないと、お隣の中国の恐ろしさがわかって
ないと言わざるを得ません。 お隣の中国は、我々も別に、中
国の方が憎いわけではないんです。 中国の政治体制が悪いっ
て言ってるんです。

[17]「日本に必
ずやってくる」
についての理由

・ニーズ

17
日本に必ずやって
くる

で、その中で、今の政治体制は、独裁全体主義国家なんで
す、中国は。 この独裁全体主義国家というのは、必ず外に敵
を作り続けるんです。 自分たちの政権を守るために、外に必
ず悪者を作るんです。 仮想敵を作っていかないと、国内の不
満分子を抑えられないんです。 ですから、その外の仮想敵
は、台湾であり、その＊である日本ですよ。 エエ＊。 です
から、全体主義、独裁全体主義国家というのは、必ず、香港
もトラレ＊ましたけども、台湾をとり、日本に必ずやってく
るということをですね、我々は13年前から訴え続けておりま
す。

[19]「日本は香
港にのようにし
てはなりませ

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。

18
奴隷の平和は嫌で
す

＊＊＊は、奴隷の平和は嫌です。 私たちは、＊と自由がな
い、そういう世界はまっぴらごめんです。 私たちは、色んな
ことを自由に発信できるような国にありたい、という風に
思っております。 香港を見てください。 一言、何か
＊＊＊、全部潰されてますよ。 ええ。 で、強制収容所、も
しくは、ずた袋を被せられて＊＊＊、拷問、強制、ソウサハ
サレテ＊ですね、＊＊＊は。

[19]「日本は香
港にのようにし
てはなりませ

ん」についての
理由・ニーズ

19
日本は香港にのよ
うにしてはなりま
せん

【自分】取られ、ゲンロン＊の自由がなくなっていくんです
よ。 今、今までの香港のトウシ＊のみなさんね、頑張った若
い人いたじゃないですか、今しゃべってないですよね。 しゃ
べったらもう怖いんですよ、命なくなるんですよ、ああなっ
たら、おしまいです。 日本は香港にのようにしてはなりませ
ん、＊は、毅然とした態度で、中国の悪に対しては、しっか
りと退治していきたいと思います。 中国という国はですね、
言わなかったらつけこんでくるんです、しっかりとダメなも
のはダメと言った瞬間に、＊につくような国民性なんです。

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。

20 国際社会で沈黙は
敗北を意味する

日本はね、沈黙は金と言ってますが、国際社会で沈黙は敗北
を意味するんです。 我々は主張をしっかりやってって、ここ
はダメだということをですね、言っていかないと、なし崩し
的に中国に日本は捉えていくんだということですね。 我々
は、何回も言いますけども、差別シュギ＊者ではありませ
ん。 中国の人民と仲良くしたいと思っております。

[21]「独裁全体
主義国家は、人
間を不幸にす

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。

21
独裁全体主義国家
は、人間を不幸に
する

ただ、今の中国の政治体制がまずいと、中国が民主化した
ら、＊ありません。 でも今の独裁全体主義国家は、人間を不
幸にするという風に、我々は宗教的信条で持っておりますの
で、これについてはダメだということを訴えております。 で
すから＊＊＊はですね、奴隷な平和じゃありません。 香港の
ように従っていれば、命さえね、取られないというような、
そういう社会はよしとしません。

[22]「日本を
しっかり守りた
いならば、＊へ
の投票をお願い
します」につい
ての理由・ニー

ズ



22

日本をしっかり守
りたいならば、＊
への投票をお願い
します

正義のある平和、え、私たちの人間性、人間の質の尊厳を保
ち、そして言論の自由、そして信教の自由がしっかりあるよ
うな国を守るために、憲法9条を改正し、え、宇宙、サイ
バー、電磁波という分野を評価し、そして核装備も真剣に検
討しなければならない、いうふうに思っております。 日本国
民の皆様、福岡県民の皆様、この福岡はアジアの中枢と言う
か、要衝です。 この福岡の皆さんが国防意識を持たないと、
日本が守れません、九州が守れません、沖縄が守れません。 
しっかりと国として、新しい国として、日本という国家とし
て、体を成すような、そういう憲法を改正し、防衛体制を敷
きたいというふうに思っております。 皆さん、日本をしっか
り守りたいならば、＊への投票をお願いします。 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。


