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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 みなさんのお力と一票、託してい

ただきますことをお願い申し上げ

× 情報量少なめ
2

人づくりこそ、国づくり、これ
を、此度の選挙戦、一生懸命、訴
えていきたい あなた側の話量は33分が適切と判定されました

3 此度の選挙戦、どうか、みなさん
のお力をお授けください

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 犬山で生まれ育ったイトウタカエを、
愛知県中にお披露目いただく

5 給料を上げる、国を守る

6 押上ていただきたく、あの、お願いを申し上
げたくて

7 国民の為に行動していきたい

8 障害＊に関わる政策を介護に関わる政策を一
生懸命やってきました

9 私たちが考える、対決より解決、解決はもう
1つです

10 地方議員の方に、え、ご来場いただいてます
が、時間の関係で、ご紹介のみ

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）

12.4語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 CLOSED ＊ぐるっと回ろうか？

1 OPEN ドコマデイクノ＊？

1 CLOSED ＊終わったら、＊終わったら＊＊＊ます？

1 CLOSED ＊の皆さん、大丈夫ですか、大丈夫ですか？

1 CLOSED 大丈夫ですか？

1 CLOSED あれ？

1 CLOSED ン＊？

1 CLOSED アレ＊＊？

1 CLOSED エヌエイチケー＊じゃないの＊？

1 CLOSED 【電話】あー、いえいえ、あのう、来週の話ですよね？

1 CLOSED 初めでですか、ここ＊？

1 CLOSED ＊か？

1 CLOSED あ、アマノさんたすきOKですか？

8 CLOSED こんな政治家こそ今の日本に必要だと思いませんか、皆さん？



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　　 8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　10件
話順 説明の少ない話題　2件 話順 説明のある話題　8件

15
地方議員の方に、え、ご来場いただいてますが、
時間の関係で、ご紹介のみ

5
押上ていただきたく、あの、お願いを申し上げた
くて

34
皆様方の元にお伺いをして、グータッチをさせて
いただきます

9 国民の為に行動していきたい

10 給料を上げる、国を守る

14
みなさんのお力と一票、託していただきますこと
をお願い申し上げ

17
障害＊に関わる政策を介護に関わる政策を一生懸
命やってきました

24
人づくりこそ、国づくり、これを、此度の選挙
戦、一生懸命、訴えていきたい

29
此度の選挙戦、どうか、みなさんのお力をお授け
ください

31
犬山で生まれ育ったイトウタカエを、愛知県中に
お披露目いただく



【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　　 8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）

5 説明のある話題
押上ていただきたく、あの、お願いを申
し上げたくて

えー愛知県はこの4枠という中に、こう＊。  話者A：
7人ぐらいの、あの、方が、こう、立候補されている
というふうに聞いておりまして、本当に、こう、ギリ
ギリでもですね、こう、滑り込ませていただきたい
と、本...

↓

4→ 具体的説明
7月10日までえー走り続ける必要があり
ます

で、えーっとこれからですね、あのー今日から参議院
選挙がスタートしていきます。 えーいよいよですね、
えー7月10日までえー走り続ける必要があります。...

- -

9 説明のある話題 国民の為に行動していきたい

令和の新しい時代になっているのに、今の日本の制度
は平成や昭和や、場合によってもっと古い、そんな制
度をずっと引きずってる、もうそれが時代遅れになっ
ているのに、政治がそれを変えることができませんで
した。 ...

←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 難しい問題に対応できない状況

志があります。 思いがあります。 愛があります。 こ
んな政治家こそ今の日本に必要だと思いませんか、皆
さん？ 我が国は今内外に大きな課題を抱えています。 
これまでと同じことをただ繰り返すだけでは、この難
しい問題に対応できない状況になっています。 昭和は
終わりました。 平成も終わりました。...

- -

10 説明のある話題 給料を上げる、国を守る

そんな私たちの考えを最も体現しているのがイトウタ
カエ＊です。 私達は今回の参議院選挙、給料を上げ
る、国を守るこのシンプルな二つの公約方針を掲げて
戦います。 というのは。...

←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
そこからずっと下がり続けて、25年で
す

話者A：日本だけなんです、みなさん。 もう25年にも
わたって、＊数が下がり続けているのは。 ちょっと賃
金が上がったかと思ったら、それ以上に物価が上が
る。 だから、手取りが増えない。 所得も増えない。 
消費も伸びない。 経済が停滞したままで、なんと四半
世紀経ちました。 私は1993年、平成5年に社会人に
なって、その3年後の1996年、ここが一番日本で、賃
金水準が高かったときなんです。 そこからずっと...

12→ 具体的説明
新しいコタエ＊で、この日本を変えてい
きたい

私たちの目指す社会は極めてシンプルなんです。 一生
懸命頑張って就職して、真面目に働けば給料は上が
る。 そんな希望さえあれば、若い人は奨学金借りるこ
とも不安じゃないし、結婚もできるし、臨む数の子ど
もを持つこともできます。 でも、今それを許さない。  
第一子が産まれた若いカップルが、でも、2番目3番目
も無理だよね、一人育てるのに1000万円以上かかる
し、全部私立にやったら、大学卒業するまでに2300
万...

- -

14 説明のある話題
みなさんのお力と一票、託していただき
ますことをお願い申し上げ

一期目も大変な選挙でした。 でも二期目ももっともっ
と大変な選挙になっています。 でも、最初の選挙がそ
うだったように、多くのみなさんに思いを伝え、その
思いが形になり、力になり、イトウタカエをあの国会
とい...

←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

↓



13→ 具体的説明
力を貸していただいて、その思いや熱を
愛知県中に広げる

イトウタカエ＊の一期目六年、本当によく働きまし
た。 これほど働く人がいるのかと横にいて、びっくり
するぐらい働いていたし、何より、お子さんを育てな
がら、2人のお子さんを育てながらこれだけの働き
に、している人はいません、みなさん。 でも、残念な
がら、私たちはまだまだ小さな力しかなくて、知名度
もなくて、支持率も低くて、この素晴らしい人材を
楽々と国会に送り戻す力がまだないんです。 だから、
今日私はみなさん...

- -

15
説明の少ない話

題
地方議員の方に、え、ご来場いただいて
ますが、時間の関係で、ご紹介のみ

話者A：えー、それではここで、多くのご来賓、地方
議員の方に、え、ご来場いただいてますが、時間の関
係で、ご紹介のみとさせていただきます。 まずご来賓
ですが、＊。  話者A：シ＊、エグチ＊副市長様、その
場...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

17 説明のある話題
障害＊に関わる政策を介護に関わる政策
を一生懸命やってきました

私あの、年長さんの時に名古屋市からここ犬山市に
引っ越してきました。 ハリツナ神社は、お正月、大晦
日いつも初詣に来ていた場所です。 子供達のお宮参り
も七五三もこのハリツナさんです。 私の祈りはいつも
5秒...

←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

↓

16→ 具体的説明
愛知県の51万9510人の皆様に心から御
礼を申し上げます

話者A：ありがとうございました。 え、それではここ
でですね、大きな雨が降ってまいりましたが、え、参
議院候補イトウタカエよりお願いのお訴えをさせてい
ただきます。 よろしくお願いいたします。  話者A：
皆さん、おはようございます。 国民民主党イトウタカ
エでございます。 え、本日はこんなに雨の中、皆さん
にここにお集まりいただき、玉木代表にはここを第一
声の場に選んでいただきましたことを心の底からまず
は御礼...

18→ 具体的説明
今回の参議院選で問われているのは、給
料ヲ＊上げる

だけどそんな私、よく言われるんです。 イトウさん、
あんた国会議員なんだからもっと＊、いっつもイワレ
テルン＊です。 天下国家とは何でしょう。 毎日の暮
らしです。 1人1人の皆さんの毎日の暮らしの総和が
私にとっての天下国家です。 だから喜びばかりではな
い、育児のその声を代弁するコト＊や＊代弁すること
には口をつむる、そんな政治ではいけません。 育児や
介護、家事も全部全部全部、他の人にやってきても
らった人...

- -

24 説明のある話題
人づくりこそ、国づくり、これを、此度
の選挙戦、一生懸命、訴えていきたい

そして、なにより、やっぱり、目の前にいる子供たち
に、目一杯の投資をしなきゃいけないんです。 なぜな
ら、AIじゃ技術やサービス作れません。 人が、技術や
サービスをつくるんです。 トヨタ自動車がそうで
あっ...

←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

↓

20→ 具体的説明 一律10万円を、迅速にお届けしたい

そして、なにより、低迷し続ける、この経済。 でも、
私たちが悪いんじゃない。 これは、きっと、政治が、
この政治の経済政策が間違っていた。 だから、これを
今、作り直すための具体策を、私たちは今、この参議
院選に掲げて、この選挙に臨みます。 ＊短期的には、
インフレ手当、させてください。 一律10万円させて
ください。 誰がどこで困っているか、わからないか
ら、一律10万円を、迅速にお届けしたい、そう思って
いま...

21→ 具体的説明

賃金上昇率が、プラス2パーセント、こ
れが達成できるまで、消費税を5パーセ
ントに下げさせて

それから、なにより、家計減税。 だけど、やみくもに
消費税を下げてください、消費税は0だ、そんなこと
は、もうしません。 物価上昇率を、賃金上昇率が、プ
ラス2パーセント、これが達成できるまで、消費税を5
パーセントに下げさせてください。...

22→ 具体的説明
ガソリン代を下げるための、トリガー条
項国も、凍結解除も、させてください

それから、ガソリン代を下げるための、トリガー条項
国も、凍結解除も、させてください。 これは、短期的
に、どうしても必要な政策です。...

23 → 具体的説明
中長期的には、やはり、産業の支援をし
ていかなきゃいけない

それから、中長期的には、やはり、産業の支援をして
いかなきゃいけない。 人への投資をして行かなきゃい
けない。 この物作り愛知で、必死に歯を食いしばって
は、この＊を持っている方々を、新しい事業に投資を
している方々を、あらゆる財政、あらゆる支援策で支
えていきたい。...

- -

29 説明のある話題
此度の選挙戦、どうか、みなさんのお力
をお授けください

他にも、生理の貧困、更年期の課題、内密出産の違法
性のサタク＊、多胎児育児支援、今まで、今までの政
治が、これは個人の問題だと、捨て置いてきた課題
を、いやそうじゃない、これは政治の課題だ、これは
社会の課題...

←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

↓



26→ 具体的説明
私たちが考える、対決より解決、解決は
もう1つです

私たちは、対決より解決、それを選んだ、そういう政
党です。 反対反対、絶対反対って言うんであれば、そ
の理由を述べる。 理由を述べられるんだったら、それ
を政策にする、法律にする。 これを徹底している政党
です。 なぜなら、反対と＊上げた右手、左手に、じゃ
あ私たちはこうするという、対案がなければ、チェク
ギ＊など、尽くしようがないからです。 いい政治とい
うのは、与党だけじゃ作れません、野党だけでも作れ
ません...

30→ 具体的説明
私に2期目を働く、そういう時間をみな
さんに預けていただきたい

最後に、今日来てるかわかんないけども、私は、この
コロナ禍で、一番心が、心が沈んでしまうのは、小学
生、中学生、高校生、その自殺数が最大になったとい
う事実です。 考えてみてください。 こどもが、自分
の命を自分で終わらせるんです。 そんな国に、連なる
未来など、ありません。 どうしたら、彼らが、彼女た
ちが、今日も生きていられたのか。 生きるにつながる
ロープを、何本も、何本も、何本も、何本も投げ込ん
で、その...

- -

31 説明のある話題
犬山で生まれ育ったイトウタカエを、愛
知県中にお披露目いただく

話者A：えー、それでは最後に、イトウタカエ、選対
本部長代行、オオツカコウヘイ参議院議員より、お願
いのご挨拶をさせていただきます。 よろしくお願い致
します。  話者A：えー、皆さん、改めまして、おはよ
う...

←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

↓

32→ 具体的説明
どうぞイトウタカエを、最後まで、よろ
しくお願い申し上げます

そして最後に、タマキさん、このハリツナ＊神社は、
濃尾平野全体の総鎮守なんですよ。 もう、この選挙、
愛知県全体ですからね、これで、尾張の方は、ハリツ
ナ＊神社、守ってくれますが、今日は私、富山市に先
乗りして、三河の総鎮守のトガ＊神社にも行って参り
ますので、もうこれで、あとは、皆さんのご支援と、
そして本人の頑張り、天運に任せて、我々は走り切り
ますので、どうぞイトウタカエを、最後まで、よろし
くお願い申し上...

33→ 具体的説明
是非とも、皆さんのご支援の元、もう一
度、コッカイ＊の方へ

話者A：えー、それではここで、ヨシダイツオ＊犬山
市議より、頑張ろうコールをさせていただきます。 よ
ろしくお願い致します。  話者A：本当に、雨の中あり
がとうございます。 サイゴ＊でございます。 皆さん
で勢いよく、頑張ろうコール、よろしくお願いしま
す。 えー、イヌヤマ＊を選んでいただきまして、誠に
ありがとうございます。 えー、すぐそこに、原点であ
る、犬山北小学校、カノジョノ＊卒業生の学校があり
ます。...

- -

34
説明の少ない話

題
皆様方の元にお伺いをして、グータッチ
をさせていただきます

話者A：えー、それでは、これで、イトウタカエ＊の
出発式を、終了させていただきますが、これから、候
補者本人、皆様方の元にお伺いをして、グータッチを
させていただきます。 この後、ガイセンシャ＊で
シュッパツ...

←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 スタンバイをして
いただいて

【自分】ノッテ＊って、テ＊。  
【自分】＊ぐるっと回ろうか？  
【自分】いや、もうそのまま、イヌヤマエキ＊。  
【自分】イヌヤマエキ＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ドコマデイクノ＊？ あ、じゃあ、＊して、あのう
＊＊＊。  
【自分】＊。  
【自分】＊終わったら、＊終わったら＊＊＊ます？ ＊ソレ＊
から皆さん方の前にイキマシテ＊、ご挨拶をさせて頂きたい
んですけど、＊＊＊ッテ*やって、挨拶に言ったら、街宣車
カエッテクル＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。 うん？  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】＊＊＊の＊、ありがとうございます。  
【自分】じゃあ、前にアナウンス使って＊＊＊。  
【自分】ありがとうございます。 ありがとうございます。 
＊の皆さん、大丈夫ですか、大丈夫ですか？  
【自分】イエ、イエ、ダイジョウブ＊。  
【自分】大丈夫ですか？ ありがとうございます。 お疲れ様
です。  
【自分】＊。  
【自分】おー、＊。  
【自分】＊。  
【自分】はい、ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます、ありがとうございます。  
【自分】おはようございます。  
【自分】おはようございます。  
【自分】アー＊、おはようございます、＊。  
【自分】＊。  
【自分】おはようございます。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊。  
【自分】あれ？  
【自分】＊した。 ＊シキシダイシャシントルナ＊。  
【自分】ア＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】代表、あ、アッチ＊いるヨ＊。  
【自分】ン＊？ あれですよね、あの、ライブ＊＊。  
【自分】ライブ＊＊。  
【自分】＊。  
【自分】なんかいる、なんかいる。  
【自分】＊。  
【自分】＊、ありがとうございます。  
【自分】＊。  
【自分】アレ＊＊？  
【自分】＊。  
【自分】あ、エヌエイチケイだ。  
【自分】エヌエイチケイ。  
【自分】エヌエイチケイ＊。  
【自分】＊ちゃった。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】エヌエイチケー＊じゃないの＊？  
【自分】オク、エヌエイチケイ＊。  
【自分】ユニ＊がいる、あの、ニ＊、いる＊。  
【自分】あー。  
【自分】あ、その間に＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】【着信音】。 【電話】＊あ、お世話になります。 
【電話】あー、いえいえ、あのう、来週の話ですよね？ 【電
話】あ、あのね、今ね、ちょっと、あのう、＊に＊来てて、
このあとちょっと寄らせてもらおうかな＊ので。 【電話】は
い、すみませんが、お願いいたします。 【電話】はーい、よ
ろしくお願いいたします。  
【自分】あ、オレンジカ＊。  
【自分】オレンジ＊＊。  
【自分】＊そうか、ソノカンガエガ＊＊。  
【自分】昨日は、シロ＊だったん＊、あのう、＊。  
【自分】＊そうだよね、オクサンハネ＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊は、オレンジ＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】初めでですか、ここ＊？  
【自分】＊ハジメテデハナイ＊＊。  
【自分】＊、あー、＊。  
【自分】エヌエイチケイ＊、＊ムコウ＊だよ、エヌエイチケ
イ＊。  
【自分】一応＊に。  
【自分】＊に、スタンバイをしていただいて。  
【自分】あー、ごめんなさい＊危ないよ＊。  
【自分】＊＊＊。 で、＊＊＊。  
【自分】＊か？  
【自分】はい。  
【自分】【喧噪1:05まで】。 ここのヒトリ＊が、私の横とか
並んでもらえれば。 ええ、はい。 ソウソウ＊、近くなん
で。 ＊全然いいんで。 あとヒミ＊君＊。  
【自分】アマノさん、＊。  
【自分】はい。 コイシカワ君が司会で、早くワタシチャ＊。  
【自分】テステス、あ。  
【自分】あの、あと5分ぐらいで。  
【自分】あ、アマノさんたすきOKですか？  
【自分】たすきOKですよ、たすきOKです。  
【自分】あ、ありがとうございます。  
【自分】＊よろしくお願いします。  
【自分】あ、どうも＊＊＊。  
【自分】ありがとうございます。 ありがとうございます、よ
ろしくお願いいたします。 ありがとうございます。  なんか
遅れてます＊＊＊。  
【自分】まず、あの、ナグラ先生あの、＊＊＊。  
【自分】おはようございます、ありがとうございます。 おは
ようございます。 おはようございます。 ございます。 ござ
います。 ございます。  
【自分】サクライ先生がね、なんか、あの、＊もしあれだっ
たら、＊。 グラフィック＊わかんないよ＊。  
【自分】まもなくオンセイカクニン＊。  
【自分】なんか席前だから、席前だから上着キルヨ＊。  
【自分】何か配線できてないとかって連絡があったら、ウチ
クルノ＊さんからもしあったら来ると思うんで、＊くださ
い。  
【自分】あ、はい。 わかりました。  
【自分】凄いな。  
【自分】凄いね。 【喧噪4:00まで】。  
【自分】【喧噪4:00まで】。

挨拶などその他
の話題



2

衆議院議員候補イ
トウタカエの出発
式を＊＊＊させて
いただきます

【自分】【喧噪2:12まで】。 おはようございます。 えーた
だいまより、衆議院議員候補イトウタカエの出発式を＊＊＊
させていただきます。 本日はお足元の悪い中多くの方にご参
上賜り厚く御礼申し上げる次第でございます。 私は司会の第
一県会議員のハラダマサル＊でございます。 よろしくお願い
致します。 えーそれではまず最初に＊＊＊のご挨拶を、えー
キヨキミツタカ＊、後援会長より賜りたいと思います。 よろ
しくお願い致します。  
【自分】はい、皆さんこんにちは。 今日は、この雨、雨模様
の中こんなにも沢山の方にお集まりいただきまして本当に有
難うございます。

[3]「この6年間
あのー、はし、
走らせていただ
いて本当に有難
うございます」
についての具体

的説明

3

この6年間あ
のー、はし、走ら
せていただいて本
当に有難うござい
ます

私は、あの後援会長を＊＊＊ている、あのキヨキミツタカと
いいます。 えと、イトウタカエさんとは大学時代からの友人
で、で、あのー私の妻はですね、えとー中学高校大学の彼女
のあの先輩後輩という関係で、こう私たち夫婦はこうキュー
ピットとして、こう、あのー間に立っていただいた、あのー
そういう関係で後援会長をさせていただいています。 まずは
ですね、あのーこの6年間、あのほんとにこのイトウタカエ
をあのお支え頂いて、この6年間あのー、はし、走らせてい
ただいて本当に有難うございます。

[4]「7月10日ま
でえー走り続け
る必要がありま
す」についての

具体的説明

4
7月10日までえー
走り続ける必要が
あります

で、えーっとこれからですね、あのー今日から参議院選挙が
スタートしていきます。 えーいよいよですね、えー7月10日
までえー走り続ける必要があります。

[5]「押上ていた
だきたく、あ

の、お願いを申
し上げたくて」
についての具体

的説明

5
押上ていただきた
く、あの、お願い
を申し上げたくて

えー愛知県はこの4枠という中に、こう＊。  
【自分】7人ぐらいの、あの、方が、こう、立候補されてい
るというふうに聞いておりまして、本当に、こう、ギリギリ
でもですね、こう、滑り込ませていただきたいと、本当にそ
のように、こう、願っております。 なので、こう、ここ地元
のですね、こう、イトウタカエ＊さんの、こう、地元の、こ
う、イヌヤマ＊から、あの、本当に、こう、押上ていただき
たく、あの、お願いを申し上げたくて、あの、一番最初のご
挨拶とさせていただきます。 本日はよろしくお願いいたしま
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。

6
激励のメッセージ
を頂きたいと思い
ます

【自分】えー、ありがとうございました。 えー、続きまし
て、えー、国民民主党代表、タマキユウイチロウ様より激励
のメッセージを頂きたいと思います。 よろしくお願いいたし
ます。  
【自分】皆さん、＊ございます。  
【自分】おはようございます。  
【自分】おはようございます。  
【自分】おはようございます。  
【自分】国民民主党代表タマキユウイチロウです。 今日は大
変足元の悪い中、雨の中こうして多くの皆様にお集まりを頂
きました。 イトウタカエ＊の出陣式、本当に皆さんありがと
うございます。

[7]「国民民主党
にとって、イト
ウタカエ＊がか
けがえのない存
在」についての

具体的説明

7

国民民主党にとっ
て、イトウタカエ
＊がかけがえのな
い存在

今日参議院選挙が始まります。 その第一声の地に、私はここ
愛知県イヌヤマ＊市を選ばせていただきました。 それは私た
ち国民民主党にとって、イトウタカエ＊がかけがえのない存
在だからです。 2020年9月、今の形の国民民主党になった時
に、ま、多くの所属議員が他党に移りました。 今では大きな
政党にいた方がいろんな意味でセン＊有利です。 ただ選挙で
有利か不利かではなくて、何を私たちが掲げ、何を国民に訴
えるのか、その信念に従って最も国民にとって必要な政策を
進められる、そんな政治集団を作ろうと残ってくれた、一緒
に頑張ろうと最初にお供しますといって私のもとに集ってく
れたのがイトウタカエ＊でした。

[8]「難しい問題
に対応できない
状況」について
の具体的説明

8 難しい問題に対応
できない状況

志があります。 思いがあります。 愛があります。 こんな政
治家こそ今の日本に必要だと思いませんか、皆さん？ 我が国
は今内外に大きな課題を抱えています。 これまでと同じこと
をただ繰り返すだけでは、この難しい問題に対応できない状
況になっています。 昭和は終わりました。 平成も終わりま
した。

[9]「国民の為に
行動していきた
い」についての

具体的説明



9
国民の為に行動し
ていきたい

令和の新しい時代になっているのに、今の日本の制度は平成
や昭和や、場合によってもっと古い、そんな制度をずっと引
きずってる、もうそれが時代遅れになっているのに、政治が
それを変えることができませんでした。 与党のあり方、野党
のあり方、それを固定概念で今までよく考えずに、去年もそ
うだったから今年もそうだろうと惰性と慣性で何か物事を決
め、行動してきたんだと思います。 でも時代がもうそれを許
しません。 私たちは過去の慣習や古い考え方にとらわれず、
今の国民にとって一体何が一番大切なのか、ただそのひとつ
の基準に従って国民の為に行動していきたい、そう思ってい
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。

10 給料を上げる、国
を守る

そんな私たちの考えを最も体現しているのがイトウタカエ＊
です。 私達は今回の参議院選挙、給料を上げる、国を守るこ
のシンプルな二つの公約方針を掲げて戦います。 というの
は。

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
そこからずっと下
がり続けて、25年
です

【自分】日本だけなんです、みなさん。 もう25年にもわ
たって、＊数が下がり続けているのは。 ちょっと賃金が上
がったかと思ったら、それ以上に物価が上がる。 だから、手
取りが増えない。 所得も増えない。 消費も伸びない。 経済
が停滞したままで、なんと四半世紀経ちました。 私は1993
年、平成5年に社会人になって、その3年後の1996年、ここ
が一番日本で、賃金水準が高かったときなんです。 そこから
ずっと下がり続けて、25年です。

[10]「給料を上
げる、国を守

る」についての
具体的説明

12
新しいコタエ＊
で、この日本を変
えていきたい

私たちの目指す社会は極めてシンプルなんです。 一生懸命頑
張って就職して、真面目に働けば給料は上がる。 そんな希望
さえあれば、若い人は奨学金借りることも不安じゃないし、
結婚もできるし、臨む数の子どもを持つこともできます。 で
も、今それを許さない。  第一子が産まれた若いカップル
が、でも、2番目3番目も無理だよね、一人育てるのに1000
万円以上かかるし、全部私立にやったら、大学卒業するまで
に2300万、2人で5000万、老後2000万、どうするんです
か、と。 こんな不安を若い人に持たせたくない。 これまで
頑張ってきた、高齢者のみなさんも安心して毎日を送ってい
ただきたい、ただそれだけなんです。 そのことを政治が役割
を果たしていないから、私たちは新しいコタエ＊で、この日
本を変えていきたいと思います。

[10]「給料を上
げる、国を守

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。

13

力を貸していただ
いて、その思いや
熱を愛知県中に広
げる

イトウタカエ＊の一期目六年、本当によく働きました。 これ
ほど働く人がいるのかと横にいて、びっくりするぐらい働い
ていたし、何より、お子さんを育てながら、2人のお子さん
を育てながらこれだけの働きに、している人はいません、み
なさん。 でも、残念ながら、私たちはまだまだ小さな力しか
なくて、知名度もなくて、支持率も低くて、この素晴らしい
人材を楽々と国会に送り戻す力がまだないんです。 だから、
今日私はみなさんにお願いにきました。 この素晴らしい人材
を再び国会に戻していただきたい。 大変厳しい選挙です。 
今のままでは、残念ながら勝つことはできません。 4枠に
入っていません。 でも、この今日から始まる選挙戦で、みな
さんに力を貸していただいて、その思いや熱を愛知県中に広
げることができれば、必ずその思いは届くと信じています。

[14]「みなさん
のお力と一票、
託していただき
ますことをお願
い申し上げ」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

みなさんのお力と
一票、託していた
だきますことをお
願い申し上げ

一期目も大変な選挙でした。 でも二期目ももっともっと大変
な選挙になっています。 でも、最初の選挙がそうだったよう
に、多くのみなさんに思いを伝え、その思いが形になり、力
になり、イトウタカエをあの国会という場で、働けるチャン
スを彼女に与えてくれました。 どうかみなさん、よりよい日
本の為に、私たちの子どもや＊の世代のために、イトウタカ
エをもう一度、国会に送ってください。 ＊より解決、改革＊
私たちはぶれずに真っすぐに進んでいきますので、どうか、
イトウタカエにみなさんのお力と一票、託していただきます
ことをお願い申し上げ、タマキユウイチロウ、国民民主党代
表からの訴えといたします。 みなさん、よろしくお願いしま
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。



15

地方議員の方に、
え、ご来場いただ
いてますが、時間
の関係で、ご紹介
のみ

【自分】えー、それではここで、多くのご来賓、地方議員の
方に、え、ご来場いただいてますが、時間の関係で、ご紹介
のみとさせていただきます。 まずご来賓ですが、＊。  
【自分】シ＊、エグチ＊副市長様、その場で手を振っていた
だければ。 ありがとう、ありがとうございます。 そして、
え、カスガイ＊選出のヒビタケマサ＊愛知県会議員です。  
【自分】頑張りましょう。  
【自分】そしてここ地元のヨシダイツオ、犬山市議会議員で
ございます。  
【自分】＊、よろしくお願いします。  
【自分】そして最後にナカムラカツヒト、一宮市議会議員で
す。  
【自分】頑張りましょう。

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

愛知県の51万
9510人の皆様に
心から御礼を申し
上げます

【自分】ありがとうございました。 え、それではここでです
ね、大きな雨が降ってまいりましたが、え、参議院候補イト
ウタカエよりお願いのお訴えをさせていただきます。 よろし
くお願いいたします。  
【自分】皆さん、おはようございます。 国民民主党イトウタ
カエでございます。 え、本日はこんなに雨の中、皆さんにこ
こにお集まりいただき、玉木代表にはここを第一声の場に選
んでいただきましたことを心の底からまずは御礼を申し上げ
ます。 と、同時に6年前、1歳と3歳の娘を両脇に抱え、家に
は90歳を超えたおじいちゃんとおばあちゃんがいて、政治を
学んだこともないし、有名人でもない、2世3世でもない、こ
のなんにもない私に1票を授けてくださった愛知県の51万
9510人の皆様に心から御礼を申し上げます。 この豊かな心
震える6年を私に与えてくださった愛知県の皆様、本当にあ
りがとうございました。

[17]「障害＊に
関わる政策を介
護に関わる政策
を一生懸命やっ
てきました」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。

17

障害＊に関わる政
策を介護に関わる
政策を一生懸命
やってきました

私あの、年長さんの時に名古屋市からここ犬山市に引っ越し
てきました。 ハリツナ神社は、お正月、大晦日いつも初詣に
来ていた場所です。 子供達のお宮参りも七五三もこのハリツ
ナさんです。 私の祈りはいつも5秒で終わります。 手を合わ
せ、家族みんなが健康でありますように、みんなが思う道を
歩めますように。 41年経った今でも私の祈りは相変わらず5
秒で終わります。 そしてそれは、私が政治家として目指す社
会像の1つでもあります。 この国に生まれた子供達が遍く愛
されて学んで、そして自分で自分の歩く道を選び取って歩い
ていけますように、これが私の目指す社会です。 だから、
送っていただいた国会で子ども子育てに関わる政策を、障害
＊に関わる政策を介護に関わる政策を一生懸命やってきまし
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

今回の参議院選で
問われているの
は、給料ヲ＊上げ
る

だけどそんな私、よく言われるんです。 イトウさん、あんた
国会議員なんだからもっと＊、いっつもイワレテルン＊で
す。 天下国家とは何でしょう。 毎日の暮らしです。 1人1人
の皆さんの毎日の暮らしの総和が私にとっての天下国家で
す。 だから喜びばかりではない、育児のその声を代弁するコ
ト＊や＊代弁することには口をつむる、そんな政治ではいけ
ません。 育児や介護、家事も全部全部全部、他の人にやって
きてもらった人達がした政治が、今の未来の当たり前をつく
るのは今だから、この今＊思っています。 今回の参議院選で
問われているのは、給料ヲ＊上げる、ク＊。

[17]「障害＊に
関わる政策を介
護に関わる政策
を一生懸命やっ
てきました」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。



19
私たちの暮らし
が、どうして楽に
ならないのか

【自分】を守る、この具体策です。 なんで、1996年をピー
クに四半世紀、ずっと、お給料下がってるんですか。 なん
で、スーパーに行ったら、こんなに物の値段が上がってるん
ですか。 油も、チョコレートも、パンも、ケチャップも、全
部、全部、ぜーんぶ、上がっている。 電気代も、ガソリン代
も、ガス代も上がっている。 だから、今、私たちは、この物
価上昇上回る、賃金上昇を、どうしても作る必要がある。 ど
うして、こんなに一生懸命働いてるのに、生活が楽にならな
いのか。 どうして、育児や介護と働くことの両立が、こんな
に息苦しいのか。 私たち、1回もサボってないです。 ずっ
と、一生懸命、働いてきた。 一生懸命、働きながら、子供た
ちを愛し育てて、そして、今に至る。 その私たちの暮らし
が、どうして楽にならないのか。 24時間戦いますかとCMに
煽られて、そして、鼓舞されて働いてきた。 なのに、1989
年をピークに、あの時、日本の国際競争力は1位だったの
に、今、34位になっている。 世界的な経営者が、日本はい
ずれ消滅するだろう、と言ったそうです。 この驚くような速
さで進む、人口減少。 目も当てられないよ＊。 一向に新し
い産業が生まれない、この日本。

[20]「一律10万
円を、迅速にお
届けしたい」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。

20 一律10万円を、迅
速にお届けしたい

そして、なにより、低迷し続ける、この経済。 でも、私たち
が悪いんじゃない。 これは、きっと、政治が、この政治の経
済政策が間違っていた。 だから、これを今、作り直すための
具体策を、私たちは今、この参議院選に掲げて、この選挙に
臨みます。 ＊短期的には、インフレ手当、させてください。 
一律10万円させてください。 誰がどこで困っているか、わ
からないから、一律10万円を、迅速にお届けしたい、そう
思っています。

[24]「人づくり
こそ、国づく

り、これを、此
度の選挙戦、一
生懸命、訴えて
いきたい」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。

21

賃金上昇率が、プ
ラス2パーセン
ト、これが達成で
きるまで、消費税
を5パーセントに
下げさせて

それから、なにより、家計減税。 だけど、やみくもに消費税
を下げてください、消費税は0だ、そんなことは、もうしま
せん。 物価上昇率を、賃金上昇率が、プラス2パーセント、
これが達成できるまで、消費税を5パーセントに下げさせて
ください。

[24]「人づくり
こそ、国づく

り、これを、此
度の選挙戦、一
生懸命、訴えて
いきたい」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。

22

ガソリン代を下げ
るための、トリ
ガー条項国も、凍
結解除も、させて
ください

それから、ガソリン代を下げるための、トリガー条項国も、
凍結解除も、させてください。 これは、短期的に、どうして
も必要な政策です。

[24]「人づくり
こそ、国づく

り、これを、此
度の選挙戦、一
生懸命、訴えて
いきたい」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。

23

中長期的には、や
はり、産業の支援
をしていかなきゃ
いけない

それから、中長期的には、やはり、産業の支援をしていかな
きゃいけない。 人への投資をして行かなきゃいけない。 こ
の物作り愛知で、必死に歯を食いしばっては、この＊を持っ
ている方々を、新しい事業に投資をしている方々を、あらゆ
る財政、あらゆる支援策で支えていきたい。

[24]「人づくり
こそ、国づく

り、これを、此
度の選挙戦、一
生懸命、訴えて
いきたい」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。

24

人づくりこそ、国
づくり、これを、
此度の選挙戦、一
生懸命、訴えてい
きたい

そして、なにより、やっぱり、目の前にいる子供たちに、目
一杯の投資をしなきゃいけないんです。 なぜなら、AIじゃ技
術やサービス作れません。 人が、技術やサービスをつくるん
です。 トヨタ自動車がそうであったように、優れた、優れた
技術が、企業となり、産業となり、その中に雇用が生まれ、
暮らしが生まれ、それが経済を成す。 だから、今、人に、目
一杯の投資をしなければいけない。 これ、国民民主党の政策
です。 人づくりこそ、国づくり、これを、此度の選挙戦、一
生懸命、訴えていきたいと思います。

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。



25 野党のかたちを選
んでいただく

それから、もう1つ、今回の参議院選、争点がないなんて言
われてますけど、そうではない。 今回、日本の政治のあり
方、それを問う選挙にしたいと思います。 今の自民党のセン
シュ＊でいいよ、オッケーだよ、そのまま、そのまま行って
くれという方は、自民党に一票を授けてください。 でも、今
のまんまじゃ、なんかおかしい、バランスが、ちょっとピ
リッとさせたい、そういう方々は、今回、どういう、じゃ
あ、政党であれば、自民党をピリッとさせられるのか、もっ
と緊張感のある政治を作れるのか、さ。  
【自分】これを選んでいただく選挙になります。 465人の衆
議院が一気に入れ替わる、これは政権選択選挙ではありませ
ん。 参議院の248人の半分が入れ替わる、そういう選挙にな
りますので、どういう人達であれば、いい政治を作れるの
か、それを選んでいただく、野党のかたちを選んでいただ
く、そんな選挙になるんです。

[26]「私たちが
考える、対決よ
り解決、解決は
もう1つです」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。

26
私たちが考える、
対決より解決、解
決はもう1つです

私たちは、対決より解決、それを選んだ、そういう政党で
す。 反対反対、絶対反対って言うんであれば、その理由を述
べる。 理由を述べられるんだったら、それを政策にする、法
律にする。 これを徹底している政党です。 なぜなら、反対
と＊上げた右手、左手に、じゃあ私たちはこうするという、
対案がなければ、チェクギ＊など、尽くしようがないからで
す。 いい政治というのは、与党だけじゃ作れません、野党だ
けでも作れません。 いい政治というのは、与党と野党の共同
作業なんです。 私たちが考える、対決より解決、解決はもう
1つです。 これはやられたと、言わせしめる、良質の提案、
これを、私たちは国会の場で述べてきたし、これからも述べ
ていきます。

[29]「此度の選
挙戦、どうか、
みなさんのお力
をお授けくださ
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。

27
孤独孤立担当大臣
を提案し、そして
実現をしました

私は、この国に、孤独孤立担当大臣を提案し、そして実現を
しました。 このコロナ禍で、ありとあらゆる孤独、孤独に育
児をするお母さんの保育、孤独な食事をするこどもたちの孤
食。  ありとあらゆる、孤独が今、このコロナ禍のステイ
ホームの中で明らかになりました。 あらゆる年代のあらゆる
孤独に対応する、孤独孤立担当大臣、および、孤独孤立対策
担当室がこの国にできました。

[26]「私たちが
考える、対決よ
り解決、解決は
もう1つです」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。

28
私は、ヤングケア
ラー支援法を書き
ました

私は、ヤングケアラー支援法を書きました。 次女の耳の障害
がきっかけで、志を立てた私にとって、育児や介護、そし
て、通訳、障害を持つこどものケアと学業の両立の間にいる
こどもたちは、他人事ではないからです。

[26]「私たちが
考える、対決よ
り解決、解決は
もう1つです」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。

29

此度の選挙戦、ど
うか、みなさんの
お力をお授けくだ
さい

他にも、生理の貧困、更年期の課題、内密出産の違法性のサ
タク＊、多胎児育児支援、今まで、今までの政治が、これは
個人の問題だと、捨て置いてきた課題を、いやそうじゃな
い、これは政治の課題だ、これは社会の課題なんだと声を上
げ、そして、まだここにない政策、それを実行してきまし
た。 そこの公営掲示板12番、張られた選挙ポスターの私の
顔の横には、まだここにない政策を、と、書いてあります。 
これからも、1人1人の声に、1つ1つの声に心震わせ、政策を
遂行していきたいから、此度の選挙戦、どうか、みなさんの
お力をお授けください。

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

私に2期目を働
く、そういう時間
をみなさんに預け
ていただきたい

最後に、今日来てるかわかんないけども、私は、このコロナ
禍で、一番心が、心が沈んでしまうのは、小学生、中学生、
高校生、その自殺数が最大になったという事実です。 考えて
みてください。 こどもが、自分の命を自分で終わらせるんで
す。 そんな国に、連なる未来など、ありません。 どうした
ら、彼らが、彼女たちが、今日も生きていられたのか。 生き
るにつながるロープを、何本も、何本も、何本も、何本も投
げ込んで、そのロープ1本につかまってくれたら、生きるに
引っ張ってくる。 そのロープをこれからも一生懸命作ってい
きたいから、どうか、私に力を授けてください。 どうか、私
に2期目を働く、そういう時間をみなさんに預けていただき
たい、心の底からのお願いと、心の底からのご指導をお願い
し、決意表明に代えさせていただきます。 今日は本当にあり
がとうございました。

[29]「此度の選
挙戦、どうか、
みなさんのお力
をお授けくださ
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。



31

犬山で生まれ育っ
たイトウタカエ
を、愛知県中にお
披露目いただく

【自分】えー、それでは最後に、イトウタカエ、選対本部長
代行、オオツカコウヘイ参議院議員より、お願いのご挨拶を
させていただきます。 よろしくお願い致します。  
【自分】えー、皆さん、改めまして、おはようございます。 
えー、ご紹介をいただきました、参議院議員のオオツカコウ
ヘイでございます。 えー、只今、岐阜でも、元気のいい女性
候補者、タンノミドリ＊さんの出発式を終えて、今、こちら
に飛んで参りました。 愛知岐阜、2人の女性候補、天下分け
目の選挙区と言ってもいいかもしれません。 そして、イミヤ
マ＊、イミリヤマ＊の皆さん、6年前は、犬山駅から、初日
は、イトウタカエさんと私と、2人の演説からスタートしま
した。 到底勝てないと言われていた選挙、最後は勝ち抜きま
した。 今回も、＊神社の前、犬山城からスタートしますが、
今回は、イトウタカエさんと私、オオツカコウヘイ、2人
じゃありません。 サヌキ＊の国から、タマキユウイチロウ代
表も駆けつけてくれました。 これで勝ち抜けないはずはあり
ませんが、皆さんにお願いです。  参議院議員は、選挙区が
愛知県全部ですけども、愛知県全部であっても、地元の皆さ
んというのが、一番、一番、勝利の要を握るんです。 私は、
名古屋の千種区ですが、千種区の皆さんが、本当に一生懸命
応援をしてくださる＊。 どうぞ、犬山の皆さん、犬山で生ま
れ育ったイトウタカエを、愛知県中にお披露目いただく事
を、私からもお願いを申し上げます。

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。

32

どうぞイトウタカ
エを、最後まで、
よろしくお願い申
し上げます

そして最後に、タマキさん、このハリツナ＊神社は、濃尾平
野全体の総鎮守なんですよ。 もう、この選挙、愛知県全体で
すからね、これで、尾張の方は、ハリツナ＊神社、守ってく
れますが、今日は私、富山市に先乗りして、三河の総鎮守の
トガ＊神社にも行って参りますので、もうこれで、あとは、
皆さんのご支援と、そして本人の頑張り、天運に任せて、
我々は走り切りますので、どうぞイトウタカエを、最後ま
で、よろしくお願い申し上げます。 皆さん、どうぞよろしく
お願い申し上げます。 ありがとうございました。

[31]「犬山で生
まれ育ったイト
ウタカエを、愛
知県中にお披露
目いただく」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。

33

是非とも、皆さん
のご支援の元、も
う一度、コッカイ
＊の方へ

【自分】えー、それではここで、ヨシダイツオ＊犬山市議よ
り、頑張ろうコールをさせていただきます。 よろしくお願い
致します。  
【自分】本当に、雨の中ありがとうございます。 サイゴ＊で
ございます。 皆さんで勢いよく、頑張ろうコール、よろしく
お願いします。 えー、イヌヤマ＊を選んでいただきまして、
誠にありがとうございます。 えー、すぐそこに、原点であ
る、犬山北小学校、カノジョノ＊卒業生の学校があります。 
色んな意味で、ここをスタートにするって事は、非常に意味
のある事だと思っております。  えー、先ほども、色んな政
策、犬山市長ヤマダタクロウ＊と共に、地方でできること
は、マッサキニ＊ありました。 色んな意味で必要な、イトウ
タカエでございます。 是非とも、皆さんのご支援の元、もう
一度、コッカイ＊の方へ、よろしくお願いします。 それで
は、頑張ろう、皆さん方、よろしくお願いします。 構えてく
ださい。  イトウタカエ、参議院議員選挙、しっかり、多く
の人に浸透させ、当選させ、もう一度コクセイ＊で、市民県
民国民のために働いてもらえるよう、みんなで頑張りましょ
う。 頑張ろう。 頑張ろう。 頑張ろう。 ありがとうございま
した。

[31]「犬山で生
まれ育ったイト
ウタカエを、愛
知県中にお披露
目いただく」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。

34

皆様方の元にお伺
いをして、グー
タッチをさせてい
ただきます

【自分】えー、それでは、これで、イトウタカエ＊の出発式
を、終了させていただきますが、これから、候補者本人、皆
様方の元にお伺いをして、グータッチをさせていただきま
す。 この後、ガイセンシャ＊でシュッパツ＊させていただき
ますので、皆様方、よろしくお願いいたします。 本当に今日
は、多くの皆様方、足元お悪い中、＊ありがとうございまし
た。 厚く厚く、お礼を申し上げます。 ありがとうございま
した。 【無音5:19まで】。

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。


