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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 国難を乗り越えるためには、精神

的な支柱が必要

△ 少しゆったり
2 健全財政が大事であると考えてお

ります あなた側の話量は21分が適切と判定されました

3 日本の防衛産業を立ち上げて、自
分の国を自分で

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 経済の危機からこの日本を救う

5 幸福実現党は、まずこの日本に、精神
の支柱を

6 オイカワユキヒサに皆様方の清き1票頂きま
すよう

7 ロシアと友好の道を残すべき

8 幸福実現党は減税も訴えてまいりました

9 3つ目、コロナ対策です

10 自由とられるようなこうした政策に反対
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　　 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

20
オイカワユキヒサに皆様方の清き1票頂きますよ
う

2 国難を乗り越えるためには、精神的な支柱が必要

5 日本の防衛産業を立ち上げて、自分の国を自分で
9 経済の危機からこの日本を救う

13 健全財政が大事であると考えております



【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）

2 説明のある話題
国難を乗り越えるためには、精神的な支
柱が必要

核を持つ3つの国が、この日本の周りで共同軍事行動
を取り、え、そしてこの世界が大戦にも進むんではな
いかという時に、なぜ日本は票を金で買うようなばら
まき合戦に終止し、憲法改正一つできないんでしょう
か。 そ...

↓

1→ 具体的説明
幸福実現党は、神の心に基づき皆様方に
お訴えを

話者A：それでは、お待たせいたしました。 幸福実現
党党首、参議院比例代表に立候補いたしました、シャ
クリョウコより本選挙戦最初の街頭演説、第一声を行
わせていただきます。 それでは、よろしくお願いいた
します。  話者A：ユウラク町駅前ご通行中の皆様、そ
して報道でお越しの皆様、そして今動画で配信もいた
だいていると伺っております、え、全国の皆様に私た
ち幸福実現党、本日選挙の火ぶたが切って落とされま
した。 ...

3→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

幸福実現党は、まずこの日本に、精神の
支柱を

では、精神的な支柱とは何か、それは神仏を信じる心
であり、そしてこの一人一人の心が神に向かい、何が
大切なのか、何が間違っているのかを、一人一人考え
る、そのような精神の柱です。 これがなければ、実は
私たちこの日本人、クラゲのように漂流し、そして不
幸のどん底へと突き落とされてまいります。  私たち
幸福実現党は、まずこの日本に、精神の支柱を打ち立
てる事を訴えて参ります。 このような事を申し上げま
すと、いや...

- -

5 説明のある話題
日本の防衛産業を立ち上げて、自分の国
を自分で

では、ここから、国家の危機を、国防、そして、経済
の2つに分けてお話します。 まず、国防の危機です。 
この日本は、中国、そして北朝鮮という無神論国家、
さらにロシアがここに加わり、核を持つ3つの国に囲
まれ...

←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
国民が思わなければ、国を守ろうという
気持ちになりません

しかし、ここで大事なところは、武器があれば国が守
れるということではないということです。 この日本
は、守るべき尊い国なのだと、この日本の国民が思わ
なければ、国を守ろうという気持ちになりません。  
この日本は、戦後自虐史観で、悪いことをしたと教え
込まされてきました。 例えば、南京大虐殺、当時は見
たことも聞いたこともないと言ってたんです。 このよ
うな自虐史観を払拭し、そして、この国を愛する心、
この愛国心...

7→ 具体的説明 ロシアと友好の道を残すべき

話者A：この日本を取り巻く様々な国をミマワッタト
キ＊に、今鍵となるのがロシアです。 このロシアは
今、特殊軍事作戦ということで現状変更したと、非常
に危険な国だと認識されております。 ところが、この
ロシアの軍事作戦はウクライナ国内のロシア語を話す
ウクライナ人を保護するためのものでもありました。 
そうしたことを考えたときに、私たちこの日本は、日
米同盟を基軸としつつも、ロシアと友好の道を残すべ
きだと考えて...

- -

9 説明のある話題 経済の危機からこの日本を救う

そして2つ目、経済の危機です。 この国の経済、この
選挙戦でもばらまきの山々、ただ＊という状況ではな
いでしょうか。 しかし、この日本の経済の危機、本当
の多くの皆様方、心配されてると思います。 30年間
給...

←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 ばらまきをやめさせたいと思います

2つの考えです。 まず減量です。 そして減税なんで
す。 まず減量です。 私たちはこの国のメタボになっ
た政府を小さな政府に、この小さな政府の方向に向か
わせたいと思っているんです。 政府に無駄な仕事をす
るなと。 無駄な省庁を作るなと言おうではありません
か。 まずばらまきをやめさせたいと思います。 個人
の懐に現金を突っ込んで、そして票を買うというこの
合法的な買収。 これ、30年以上続いたこの自公政権
をで...

11→ 具体的説明 幸福実現党は減税も訴えてまいりました

そして、私たち幸福実現党は減税も訴えてまいりまし
た。 しかし、この減税というのは働くことが魅力的に
なるための減税であるべきです。 所得の高い方から低
い方にこれを分配するだけであるならば、働くのがば
かばかしくなるじゃないですか。  話者A：これこそま
さに不条理です。 働かない方に手厚い保護をして働く
人がバカになるんだったら、この国の勤勉の精神は
木っ端微塵になってしまいます。 そこで私たちの減税
は働く...

- -

13 説明のある話題 健全財政が大事であると考えております

今、日本は緊縮ぜいさい、積極財政か、緊縮財政かと
言いますが、私たちは税収の範囲内でこの国を経営し
ていく、そのような健全財政が大事であると考えてお
ります。 際限なく借金をしてもいい、インフレになら
なけれ...

←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

↓

14→ 具体的説明 まず1つが脱炭素政策

政策として4つあります。 まず1つが脱炭素政策、こ
れを辞めたいと思っております。 co2脱炭素政策、
co2排出ゼロ、これが皆様方この日本の経済を木っ端
みじんにするだけでなく、先進国を没落させるこのグ
レタ教、これを転換させていきたいと思います。 co2
だけで気温が上がるなんて、とてもじゃないけどこれ
信じられないと、世界中多くの方々が科学者が訴えて
おります。 雲の動き、太陽の動き一切考慮がない、そ
のよ...

15 → 具体的説明
一元管理するこのような全体主義的な政
策に反対

次、2つ目です。 2つ目に、この日本にとってマイナ
ンバー、このマイナンバーございますが、国民を一元
管理するこのような全体主義的な政策に反対します。 
今、このマイナンバーと、皆様の金融の様々な情報、
口座情報、さらに健康保険証を一体化させますが、こ
れやりますとどうなるのか、政府は皆様方の預貯金か
ら税金取りたくなるんです。 ばらまくためのではな
く、個人の皆様の預貯金から資産から税金取るための
インフラであ...

16→ 具体的説明 3つ目、コロナ対策です

次、3つ目、コロナ対策です。 コロナ対策において、
私達は中国の責任追及を断じて諦めてはならないと考
えます。 中国初のコロナ、それも私達は中国が開発し
た生物ヘイキ＊であると訴えてきました。 このような
ことは根拠がないことではありません。 世界中の科学
者が、実は自然発生ではない根拠、様々発表しており
ます。 私達は5億人以上、630万人以上の方が亡く
なって、5億人以上が感染したコロナの責任追及、断
じてや...

19→ 具体的説明
LGBTQの行き過ぎた保護というもの
を、これをストップ

そして最後にLGBTQの行き過ぎた保護というものを、
これをストップさせたいと思っております。 私達は女
性と男性、この2つの性を作った神の仕組みというも
のに対して、これが地球のルールであると、こうした
考えを持っております。  私達は仏の子であり神の子
である、お1人、お1人を差別する気持ちは全くありま
せん。 しかし、人間というのは女性に生まれたり、男
性に生まれたりしながら、そして魂の修行をしてきま
す。...

- -

20
説明の少ない話

題
オイカワユキヒサに皆様方の清き1票頂
きますよう

以上、私達、幸福実現党は、この国家存亡の危機にお
いて、何が正しくて何が間違っているかという価値判
断の基準を、神の心、仏の心に正して皆様方にお訴え
することが使命であると考えております。 私達、幸福
実現党...

←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
幸福実現党は、神
の心に基づき皆様
方にお訴えを

【自分】それでは、お待たせいたしました。 幸福実現党党
首、参議院比例代表に立候補いたしました、シャクリョウコ
より本選挙戦最初の街頭演説、第一声を行わせていただきま
す。 それでは、よろしくお願いいたします。  
【自分】ユウラク町駅前ご通行中の皆様、そして報道でお越
しの皆様、そして今動画で配信もいただいていると伺ってお
ります、え、全国の皆様に私たち幸福実現党、本日選挙の火
ぶたが切って落とされました。 不惜身命で戦います。 どう
ぞよろしくお願いいたします。  私たち幸福実現党は、この
参院選におきまして、全国比例区わたくしシャクリョウコ、
そして、全国では11人の地方選、ち、全国で11人の候補者が
各地で立ち上がりまして、これから千万人と言えども我行か
んの精神で戦ってまいります。 今この日本は、国家存亡の危
機にあります。 この非常に詭弁な時代の中において、私たち
この日本が、どのような方向に向かうべきなのか、それを私
たち幸福実現党は、神の心に基づき皆様方にお訴えをする
事、これが今回の選挙でございます。

[2]「国難を乗り
越えるために

は、精神的な支
柱が必要」につ
いての具体的説

明

2
国難を乗り越える
ためには、精神的
な支柱が必要

核を持つ3つの国が、この日本の周りで共同軍事行動を取
り、え、そしてこの世界が大戦にも進むんではないかという
時に、なぜ日本は票を金で買うようなばらまき合戦に終止
し、憲法改正一つできないんでしょうか。 それは、この日本
に精神的な支柱がないからなんです。 私たち幸福実現党は、
まずこの国家の危機、国難を乗り越えるためには、精神的な
支柱が必要だと訴えて参ります。

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。

3
幸福実現党は、ま
ずこの日本に、精
神の支柱を

では、精神的な支柱とは何か、それは神仏を信じる心であ
り、そしてこの一人一人の心が神に向かい、何が大切なの
か、何が間違っているのかを、一人一人考える、そのような
精神の柱です。 これがなければ、実は私たちこの日本人、ク
ラゲのように漂流し、そして不幸のどん底へと突き落とされ
てまいります。  私たち幸福実現党は、まずこの日本に、精
神の支柱を打ち立てる事を訴えて参ります。 このような事を
申し上げますと、いや、政治と宗教というのは分離しなけれ
ばいけないもので、このようなお話もいただきます。

[2]「国難を乗り
越えるために

は、精神的な支
柱が必要」につ
いての理由・

ニーズ

4
マルクス共産党宣
言を永遠に葬り去
りたいと思います

しかしこれこそ戦後77年、この日本がまず乗り越えなければ
ならない、古い戦後の価値観ではないでしょうか。 実はどの
国でも精神の支柱、国づくりの柱は、宗教です。 例えば古代
ユダヤでは、神の声を聞くとともに、政治の指導をする存在
をメシアと言いました。 アメリカでは、大統領の新任式で
は、聖書の上に手を置き、ドイツでは、前メルケル首相は、
キリスト教民主同盟という宗教政党に所属しておりました。 
しかし。  
【自分】一方、中国のような優越論国家、無神論国家では、
神を信じない為政者が、自分が神に成り代わり、残虐非道な
ことを行なっております。 私達は、このような政治を終わら
せるために、いや、全人類を150年間不幸に陥れてきた、マ
ルクス共産党宣言を永遠に葬り去りたいと思います。 そのた
めの政党が幸福実現党です。

[3]「幸福実現党
は、まずこの日
本に、精神の支
柱を」について
の具体的説明



5
日本の防衛産業を
立ち上げて、自分
の国を自分で

では、ここから、国家の危機を、国防、そして、経済の2つ
に分けてお話します。 まず、国防の危機です。 この日本
は、中国、そして北朝鮮という無神論国家、さらにロシアが
ここに加わり、核を持つ3つの国に囲まれました。 これが国
家存亡の危機でなくて何なのでしょうか。 少しは怖がったら
どうなんだと思われる方も多いんじゃないかと思います。 ま
さにそうなんです。  日本にとって最大の脅威は、もちろん
中国です。 チベット、ウイグル、内モンゴル、そして、香港
では、自由が奪い去られました。 見て見ぬふりはできませ
ん。 この中国の脅威が、この日本に迫ってきている中、私達
はこの国をまずしっかり守ろうと思っております。 今、政府
も、反撃能力ということを言っておりますけれども、この国
は核を持つ国に囲まれました。 ということは、下手に通常兵
器で反撃すると、たらふく核の報復を受けて、火の海になっ
てしまいます。 私達は、この段階で、この日本を守りきるた
めには、二度と核を落とされないためには、自前の核を持つ
しかない、このように考えております。 えー、そして、この
国を守るためには、憲法9条の改正、抜本的な改正が必要で
す。 国防軍にいたします。 えー、そして防衛費の倍増、こ
れも必要です。 政府は5年以内に倍増と言いますが、あ、1
番危ないのは、このバイデン政権の残りの3年間じゃないで
しょうか。 急がなくてはなりません。 そして、この防衛費
も、アメリカの武器を買うのではなく、日本の防衛産業を立
ち上げて、自分の国を自分で守る自助努力として、例えば、
サイバー戦に備えるであるとか、原子力潜水艦を持つである
とか、このような装備を絶対に必要だと考えております。

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。

6

国民が思わなけれ
ば、国を守ろうと
いう気持ちになり
ません

しかし、ここで大事なところは、武器があれば国が守れると
いうことではないということです。 この日本は、守るべき尊
い国なのだと、この日本の国民が思わなければ、国を守ろう
という気持ちになりません。  この日本は、戦後自虐史観
で、悪いことをしたと教え込まされてきました。 例えば、南
京大虐殺、当時は見たことも聞いたこともないと言ってたん
です。 このような自虐史観を払拭し、そして、この国を愛す
る心、この愛国心が必要です。 えー、私達の先人達は、かつ
てこの国を守るために、命をかけて戦いました。 それは、魂
は永遠不滅であると知っていたから戦えたんです。 私達は、
この武士道の精神も取り戻さなくてはならないと考えており
ます。 そして。

[5]「日本の防衛
産業を立ち上げ
て、自分の国を
自分で」につい
ての具体的説明

7 ロシアと友好の道
を残すべき

【自分】この日本を取り巻く様々な国をミマワッタトキ＊
に、今鍵となるのがロシアです。 このロシアは今、特殊軍事
作戦ということで現状変更したと、非常に危険な国だと認識
されております。 ところが、このロシアの軍事作戦はウクラ
イナ国内のロシア語を話すウクライナ人を保護するためのも
のでもありました。 そうしたことを考えたときに、私たちこ
の日本は、日米同盟を基軸としつつも、ロシアと友好の道を
残すべきだと考えております。

[5]「日本の防衛
産業を立ち上げ
て、自分の国を
自分で」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。

8 停戦の仲介をすべ
き

そして、このロシアは中国と接近しないように、なるべく外
交の努力を図るとともに、この日本の使命はNATOのほう
に、今度岸田首相参加されますけれども、本来やるべきはウ
クライナの戦争を一日も早くやめていただくよう、停戦の仲
介をすべきではないでしょうか。 戦争を早く終わらせ、そし
てこのウクライナの戦争が世界大戦の火種とならないよう、
核を使うような世界大戦にならないよう、これを押しとどめ
てまいりたいと思います。 私たち幸福実現党はそのために
戦ってまいります。 よろしくお願いいたします。

[7]「ロシアと友
好の道を残すべ
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。

9 経済の危機からこ
の日本を救う

そして2つ目、経済の危機です。 この国の経済、この選挙戦
でもばらまきの山々、ただ＊という状況ではないでしょう
か。 しかし、この日本の経済の危機、本当の多くの皆様方、
心配されてると思います。 30年間給料は上がらず、そして
経済はどんどん小さくなり、さらに1200兆を超える政府の借
金があります。 これがやがて増税となって迫ってくるのも間
違いがございません。 そこで私たちは、この経済の危機から
この日本を救うために提案をしております。

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。



10 ばらまきをやめさ
せたいと思います

2つの考えです。 まず減量です。 そして減税なんです。 まず
減量です。 私たちはこの国のメタボになった政府を小さな政
府に、この小さな政府の方向に向かわせたいと思っているん
です。 政府に無駄な仕事をするなと。 無駄な省庁を作るな
と言おうではありませんか。 まずばらまきをやめさせたいと
思います。 個人の懐に現金を突っ込んで、そして票を買うと
いうこの合法的な買収。 これ、30年以上続いたこの自公政
権をですね、支えるための仕組みでもありました。 しかしこ
のばらまき、多くの方は喜んでいるように見えますが、必要
のない方たくさんいらっしゃいます。 子供に10万円のお金
を配る、商品券を配る、このようなこと、子供にいい政治だ
なんて教えるなんて、これ、道徳に反してます。 そして、自
分のお金でもないのに国民の血税をまるでポケットから配る
ような、このような政治家の欺瞞を神は許されることありま
せん。 まさに天道廃絶、ばらまき政党を一掃したいと思いま
す。

[9]「経済の危機
からこの日本を
救う」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。

11
幸福実現党は減税
も訴えてまいりま
した

そして、私たち幸福実現党は減税も訴えてまいりました。 し
かし、この減税というのは働くことが魅力的になるための減
税であるべきです。 所得の高い方から低い方にこれを分配す
るだけであるならば、働くのがばかばかしくなるじゃないで
すか。  
【自分】これこそまさに不条理です。 働かない方に手厚い保
護をして働く人がバカになるんだったら、この国の勤勉の精
神は木っ端微塵になってしまいます。 そこで私たちの減税は
働くことを魅力的にするための減税なんです。 例えば努力し
た人が報われるような所得税の累進性を緩和して、フラット
タックスにしていきたいと思います。 法人税は10パーセン
ト台の＊世界水準で見ても、企業の競争力を持てるようにし
ていきたいと思います。 そして消費税はこの日本の国家存亡
の危機、国防費の倍増というものを念頭において、まずは5
パーセントを目指していきたいと思います。 そしてこの日本
におきましては大事なところは精神です。

[9]「経済の危機
からこの日本を
救う」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。

12
自助努力からの反
映に道を開いてま
いりたい

今私たちこのようなことを申し上げますと、え、バラマキで
はなく勤勉だ、自助努力だと言うと弱者切り捨てという政治
家が増えました。 しかし、これだけではお伝えしたいんで
す。 やればできる、やらねばできぬ。 この自助の法則を掴
んだ子供は、将来どんなところに行っても道を開くことがで
きます。 夢を実現する確実な方法、それが努力なんです。 
しかしこの努力を否定したら、これから様々な苦難困難の
中、どうやって道を開いていくのか。 逆に自助努力の精神
は、天は自ら助くる者を助く、神様仏様を信じる自助論、こ
れはサミュエル・スマイルズの本でもそうです。 この点を信
じて努力をするとき、人は見ていないところで努力ができま
す。 その時人間は自尊心を感じます。 この自尊心こそ、自
分が尊い神の子だという証明だと、これを古来から多くの
方々は訴えてきました。 ですので、私たちはこの自助努力の
精神で、共産主義、社会主義、福祉国家の理想を乗り越え
て、自助努力からの反映に道を開いてまいりたいと思いま
す。

[11]「幸福実現
党は減税も訴え
てまいりまし

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。

13
健全財政が大事で
あると考えており
ます

今、日本は緊縮ぜいさい、積極財政か、緊縮財政かと言いま
すが、私たちは税収の範囲内でこの国を経営していく、その
ような健全財政が大事であると考えております。 際限なく借
金をしてもいい、インフレにならなければいいんだ、そのよ
うな考えは日本経済、この世界に誇る経済大国日本に最後の
日がやってきます。 この放蕩息子養成システムも私たちは乗
り越えていかなくてはならないと考えております。 え、そし
てここから4つ、今度は文明の危機に陥るような価値観を皆
様に訂正、私たち申し上げたいと思います。

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。

14 まず1つが脱炭素
政策

政策として4つあります。 まず1つが脱炭素政策、これを辞
めたいと思っております。 co2脱炭素政策、co2排出ゼロ、
これが皆様方この日本の経済を木っ端みじんにするだけでな
く、先進国を没落させるこのグレタ教、これを転換させてい
きたいと思います。 co2だけで気温が上がるなんて、とても
じゃないけどこれ信じられないと、世界中多くの方々が科学
者が訴えております。 雲の動き、太陽の動き一切考慮がな
い、そのようなco2犯人説に対して、これはアメリカの共和
党半分の方々はほぼフェイクだと考えております。 スイスで
もこの脱炭素政策見直しが入りました。 え、このようにこの
自動車産業を壊滅させ。  
【自分】＊脱炭素政策、これを大転換させていきたいと思い
ます。 これが1つです。

[13]「健全財政
が大事であると
考えておりま

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。



15
一元管理するこの
ような全体主義的
な政策に反対

次、2つ目です。 2つ目に、この日本にとってマイナン
バー、このマイナンバーございますが、国民を一元管理する
このような全体主義的な政策に反対します。 今、このマイナ
ンバーと、皆様の金融の様々な情報、口座情報、さらに健康
保険証を一体化させますが、これやりますとどうなるのか、
政府は皆様方の預貯金から税金取りたくなるんです。 ばらま
くためのではなく、個人の皆様の預貯金から資産から税金取
るためのインフラであると私達は考えております。 誰がいく
ら貯めてるかなんか政府が知る権利なんかどこにもないんで
す。 私有財産こそ自由の根源ではないでしょうか。

[13]「健全財政
が大事であると
考えておりま

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。

16 3つ目、コロナ対
策です

次、3つ目、コロナ対策です。 コロナ対策において、私達は
中国の責任追及を断じて諦めてはならないと考えます。 中国
初のコロナ、それも私達は中国が開発した生物ヘイキ＊であ
ると訴えてきました。 このようなことは根拠がないことでは
ありません。 世界中の科学者が、実は自然発生ではない根
拠、様々発表しております。 私達は5億人以上、630万人以
上の方が亡くなって、5億人以上が感染したコロナの責任追
及、断じてやめてはならない、この凶悪を許してはならない
と思っております。

[13]「健全財政
が大事であると
考えておりま

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。

17
自由とられるよう
なこうした政策に
反対

同時にこの日本におきましては、このコロナに関して、国民
の自由を奪う全体主義的な政策が、例えば自粛であるとか、
緊急事態宣言であるとか発令されましたが、これは私達営業
の自由とられるようなこうした政策に反対です。 このコロナ
対策の政府の過ち考えた時に、私達はこのワクチン、これは
健康に大変被害があることも分かっております。

[16]「3つ目、
コロナ対策で

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。

18
ワクチンの有料
化、これ訴えてい
きたい

最近では厚労働省の、厚生労働省のデータの改ざんという話
も出てきておりますが、ワクチン、有料化したらどうでしょ
うか。 低所得の方で打ちたいという方の、その選択を私達は
否定はしません。 しかし無料であるということが、これが強
制に繋がり、そして多くの方に闇雲に打ってもいいんだと、
そのような判断を押し付けるんであるならば、私達は打ちた
くない方の選択の自由を守り、そして＊1700人も、この副反
応で亡くなっていると言われております。 このような状況を
回避するためにも、ワクチンの有料化、これ訴えていきたい
と思います。 選択の自由を守りたいんです。

[17]「自由とら
れるようなこう
した政策に反

対」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

LGBTQの行き過ぎ
た保護というもの
を、これをストッ
プ

そして最後にLGBTQの行き過ぎた保護というものを、これを
ストップさせたいと思っております。 私達は女性と男性、こ
の2つの性を作った神の仕組みというものに対して、これが
地球のルールであると、こうした考えを持っております。  
私達は仏の子であり神の子である、お1人、お1人を差別する
気持ちは全くありません。 しかし、人間というのは女性に生
まれたり、男性に生まれたりしながら、そして魂の修行をし
てきます。 もしホルモンの注射をして、子宮や卵巣を取っ
て、そして自分の性がそれでも変わらない、そんなことで絶
望して命を落としたという話も聞きました。  私達は生まれ
て、性で生き抜くことが、魂の修行であり人生は1冊の問題
集であると考えております。 どうかこの家族の価値、そして
この人生の魂修行の場であるこの地球の価値観を守るために
も、LGBTQというこの問題、これを慎重に考えるべきだと
思っております。

[13]「健全財政
が大事であると
考えておりま

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
オイカワユキヒサ
に皆様方の清き1
票頂きますよう

以上、私達、幸福実現党は、この国家存亡の危機において、
何が正しくて何が間違っているかという価値判断の基準を、
神の心、仏の心に正して皆様方にお訴えすることが使命であ
ると考えております。 私達、幸福実現党は2009年以来、当
総裁オオカワリュウホウ総裁が、命を懸けてこの日本と世界
の幸福のために、尽くすために、私達、幸福実現党作られま
した。 本日ここにいるオイカワユキヒサ、多くの皆様方、
今、YouTubeで大人気でございます。 私も心から尊敬する先
輩です。 このオイカワユキヒサも、私も、オオカワリュウホ
ウ総裁の弟子として、この日本の中において、他の政党が欲
望の民主主義に流れる中、精神的な高みを目指そうではない
か、このようなことを訴えて、この18日間戦って参ります。 
どうか比例は幸福、そして東京選挙区におきましてはオイカ
ワユキヒサ、オイカワユキヒサに皆様方の清き1票頂きます
よう、よろしくお願い申し上げます。 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。


