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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

80%

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 是非皆さん、応援してください

△ 少しゆったり
2 政府の赤字はみんなの黒字

あなた側の話量は103分が適切と判定されました

3 政府がやれることからやるんです
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 この10年、20年、30年で、貧困化を
したわけです

5 アンドウヒロシは受け止めて、この国
をよくしていく

6 アンドウヒロシへとご支援賜りますように、
よろしくお願いを申し上げます

7 政府が赤字になればなるほど、国民は黒字に
なります

8 皆様のご期待に応えられるように精一杯頑張
らせていただきます

9 これが本当の安全保障

10 1日も早く廃止にしましょう
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）

26.3語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
2 CLOSED アイテル＊？

10 CLOSED
国民年金を40年間払っても、健康で文化的な最低限度の生活が送れるだけの現金がもらえナイ
＊、これはあまりにもおかしいと思いませんか？

17 CLOSED
お医者さんに行く時ノ＊ちゃんと健康保険で昔みたいに月額800円で医療が十分受けられる、そ
ういう日本だったら皆さん、素晴らしい国だなあと思いませんか？

22 OPEN なぜ、そんなことが可能なのでしょうか？

34 OPEN
そういう仕事に就いて、一生懸命、朝から晩まで真面目に働いて、手取りの給料はいくらです
か？

34 CLOSED 皆さん、これはおかしいと思いませんか？

38 OPEN なんでそんなことが起きるんですか？

40 CLOSED 生きていくことに対して課税をするって、おかしいと思いませんか、皆さん？

40 CLOSED おかしいと思いませんか、皆さん？

48 OPEN これはなぜか？

51 OPEN その結果、今、何が起きてるか？

56 OPEN 保守政党とは何か？

90 CLOSED ＊にして、正規雇用にしてまともな給料を払うようにしていったらどうですか？

91 OPEN 財源は何か？



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　　 25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　29件
話順 説明の少ない話題　4件 話順 説明のある話題　25件

1 是非皆さん、応援してください 3
政府が赤字になればなるほど、国民は黒字になり
ます

33 直視している政治家はほとんどいない 7
消費税を0にすると、中小企業と経営に間違いな
くプラスになる

40 国債を発行すれば、新しいお金を調達 10 明日からでも実現可能になります
68 アンドウヒロシです、よろしくお願いします 11 根本からの景気対策をやらなくてはいけない

14 間違い続けた経済政策を大転換させる

17
そういう日本を取り戻していこうじゃありません
か

19
皆様のご期待に応えられるように精一杯頑張らせ
ていただきます

22
チラシをお配りしておりますので、ぜひお受け取
りいただけたら

25
政府が黒字になればなるほど、国民は赤字になり
ます

29
この10年、20年、30年で、貧困化をしたわけで
す

36 政府がやれることからやるんです



39
まず最初にやらなきゃいけないのは、消費税をゼ
ロにする

42 そういう政治はもう、やめさせなきゃいけません

43
安心して暮らス＊日本を、取り戻すことができま
す

55 これが本当の安全保障

59
日本を皆さん、共に作っていこうじゃありません
か

60
アンドウヒロシは受け止めて、この国をよくして
いく

61 中小企業の経営を脅かす消費税、1日も早く廃止

64
中小企業の経営を脅かす消費税、一日も早く廃止
にしましょう

66 アンドウヒロシデス＊、お願いします
69 1日も早く廃止にしましょう
79 政府の赤字はみんなの黒字
89 年収400万、500万取れるようにしましょうよ

92
国民全員が豊かになる政治を皆さん取り戻してい
こうじゃありませんか

95
アンドウヒロシへとご支援賜りますように、よろ
しくお願いを申し上げます



【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　　 25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 是非皆さん、応援してください

話者A：【無音0:31まで】。 はい、じゃあポスターを
貼らせていただきます。 ポスターナンバー5番でござ
います。 すいません、どうぞ。  話者A：ごめんなさ
い、すいません。  話者A：貼りました。  ...

→ 説明無し

- -

3 説明のある話題
政府が赤字になればなるほど、国民は黒
字になります

でも皆さん、実はそれとは正反対が正解。 政府が赤字
になればなるほど、国民は黒字になります。 反対に政
府が黒字になればなるほど、国民は赤字になります。 
これは極めて簡単な話で、誰かの赤字は必ず別の誰か
の...

←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 政府の赤字は、みんなの黒字

話者A：アイテル＊？  話者A：政府の赤字は、みんな
の黒字。 このキーワードが、これから非常に大切に
なってくる。 そういうことを訴えてます。  この政府
の赤字はみんなの黒字とは、どういうことか。 これま
でもずっと政府の赤字は国民の赤字であると我々は教
え込まれてきました。 その為に政府が財政赤字を削減
をして、財政黒字を目指す。 それは全国民の赤字を削
減して、国民が黒字になるのと同じことだと。 その
よ...

4 → 具体的説明
政府が黒字を目指せば目指すほど、国民
は赤字がホシイ

年金の支給額が引き下げられれば、その分国民の赤字
は国民の政府の赤字は小さくなります。 年金の支給額
を引き下げれば、政府の赤字は確かに小さくなる。 で
もその分、確実に国民の黒字は減る。 国民は、ひ＊し
てる訳です。 つまり政府が黒字を目指せば目指すほ
ど、国民は赤字がホシイ＊、ぎ＊が欲しい、これ
は。...

5→ 具体的説明
消費税を上げれば上げるほど、国民は貧
困化をしていく

話者A：先ほどの＊の話だけではありません。 例えば
消費税もそうです。 消費税が平成元年に導入されて、
3パー、5パー、8パー、10パーとどんどん値上げをさ
れてきました。 消費税の税収は、最初は5兆円、6兆
円ぐらいでしたけれども、いまや21兆円。 その分、
国民は確実に貧困化をしたわけです。 ありがとうござ
います。 この消費税を上げれば上げるほど、国民は貧
困化をしていく。 その事実にもっと政府は直接目を...

- -

7 説明のある話題
消費税を0にすると、中小企業と経営に
間違いなくプラスになる

消費税というのは、教科書では預り金と書いてありま
すけれども、実際には預り金ではありません。 私は
元々税理士ですので、この消費税がいかに中小企業の
経営を苦しめるか、よくわかっています。 特に、コロ
ナで苦...

←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
商店街のみなさんも、消費税の増税には
大変苦しんでおられる

私は、自民党の衆議院議員だったときに、消費税は0
にするべきだ、これを強く訴えて参りました。 消費税
を0にすることによって、物価が下がる。 それは当時
の物価が下がって、今＊＊＊円安によって、物の値段
が上がっています。 従って、物価を引き下げる効果は
あり、それはその通りだと思います。 しかし、それに
加えて、この＊商店街のみなさんも、消費税の増税に
は大変苦しんでおられると思います。...

8 → 具体的説明
新しく国債を発行すれば、政府は今まで
通りの行政運営

そして、消費税が0になると、税収20兆円が失われる
ことになります。 じゃその20兆円失って、日本の政
府、行政運営ができなくなるのか、全く問題ありませ
ん。 消費税が0になって、20兆円税収に穴が空くかも
しれません。 だけれども、その20兆円分は、新しく
国債を発行すれば、政府は今まで通りの行政運営をす
ることができる。 今まで通りの社会保障をやることが
できる。 それどころじゃありません。 今、国民は、
様...



- -

10 説明のある話題 明日からでも実現可能になります

今年の4月から、年金の支給額は引き下げられまし
た。 ただでさえ生活が苦しい、物価が上がって生活が
苦しくなっているにも関わらず、年金の支給額は、こ
の6月支給額からヒキサゲラレタ＊。 本当は、政府が
＊持っ...

←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

↓

9→ 具体的説明
安心した暮らしを手に入れることができ
ます

でもみなさん、財源は税と社会保険料だけではありま
せん。 政府が使うべき財源は、税と社会保険料の他
に、国債という大きな財源があります。 その国債とい
うのは、国民のみなさまが自分たちに背負わされた借
金であると、そのように教え込まれていますが、国債
は国民の借金ではありません。 国債というのは、単に
政府が新しい通貨を発行しているに過ぎない。  話者
A：だから、政府が国債というザイゲンヲ＊使っても
良いのだと...

- -

11 説明のある話題
根本からの景気対策をやらなくてはいけ
ない

その力とは何か。 それは、通貨を生み出す力、通貨発
行権を日本の国は持っています。 この通貨発行権を
ちゃんと使えば、国民年金で6万、7万しかもらえな
い、こういう高齢者の皆さんに、明日からでもネンキ
ンゲツ...

←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

↓

12→ 具体的説明
もう一度経済成長スル＊日本を、我々は
取り戻してまいります

30年に渡って、日本の経済はずっと停滞を続けてきま
した。 テイタイスル＊日本ではなくて、もう一度経済
成長スル＊日本を、我々は取り戻してまいります。 ど
うか皆さん、＊＊＊。...

- -

14 説明のある話題 間違い続けた経済政策を大転換させる

そのキーワードはこれまで言われてきたことと正反
対、政府の赤字はみんなの黒字、政府の赤字はみんな
の黒字、政府の赤字こそが国民の黒字を作り出す、そ
の当たり前のことを政府にやってもらうことです。 政
治家がこ...

←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
キーワード覚えてください、政府の赤字
はみんなの黒字

話者A：覚えて下さい、私は新党くにもりのアンドウ
ヒロシ、アンドウヒロシと申します。 そしてキーワー
ドは我々の日本がずうっと財政黒字を目指してきた、
財政黒字を目指せば目指すほど国民は赤字になりま
す。 だからその逆をやらなくてはいけない、キーワー
ド覚えてください、政府の赤字はみんなの黒字、政府
の赤字はみんなの黒字。 政府の赤字こそが国民の黒字
を作り出す。 政府の赤字こそが国民の豊かさを作り出
す。 政府...

15→ 具体的説明 日本は正常化をしていく

本日から参議院選挙が始まりました。 この参議院選
挙、これからの日本にとって本当に大事な選挙です。 
どうかみなさん、これまで通りの、これまで通りの政
治を続けるのではなくて、本当に日本人を1人1人を大
事にする、1人1人を守る、1人1人を豊かにする、こ
ういう政治を取り戻してまいりましょう。 新党くにも
り、アンドウヒロシ、アンドウヒロシでございます。 
どうか皆さん、アンドウヒロシ、アンドウヒロシへの
ご支援...

- -

17 説明のある話題
そういう日本を取り戻していこうじゃあ
りませんか

そして、高齢者の皆さんには月額、60を過ぎたら月額
20万円の年金が支給される。 贅沢はできないかもし
れないけれども、贅沢をしなければとりあえず食べて
いくのには心配イラナイ＊。 お医者さんに行く時ノ＊
ち...

←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
子供が養える、そういう給料をちゃんと
もらえる世の中にする

世界中が羨むような日本をもう一度取り戻しにいきま
しょう。 その為のキーワードが、政府の赤字はみんな
の黒字。 政府の赤字はみんなの黒字。 若い人が安定
した仕事に就いて、嫁さん、子供が養える、そういう
給料をちゃんともらえる世の中にする。 お母さん方は
働きたいお母さんは働く自由がある、でも子育てに専
念していたい、働くよりも子育ての方が私らしいナ
＊、そういうお母さんは働かなくても子育てに専念で
きる自由を取...

- -

19 説明のある話題
皆様のご期待に応えられるように精一杯
頑張らせていただきます

話者A：アンドウヒロシは皆様のご期待に応えられる
ように精一杯頑張らせていただきます。 みんなで豊か
な日本を作っていきましょう。 アンドウヒロシ、アン
ドウヒロシ。 新党くにもり、アンドウヒロシです。 
皆...

←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

↓



18→ 具体的説明
みんなが安心して暮らせる日本取り戻し
ていきましょう

話者A：＊、ちゃんと国民1人1人を豊かにする為に使
うんですよ。 今、この参議院選挙でちゃんと私アンド
ウヒロシがちゃんともし国会に行かしていただく事が
出来れば、そういう日本を取り戻すことが出来ます。 
どうか皆さん、アンドウヒロシ、アンドウヒロシへと
キタイ＊をしてください。 そして我々が暮らしている
この日本の国にはまだまだもの凄い大きな力がある。 
だけれども、そのもの凄い大きな力を残念ながら今の
日本国...

- -

22 説明のある話題
チラシをお配りしておりますので、ぜひ
お受け取りいただけたら

話者A：＊裕より、皆様に＊＊＊いただきます。  話者
A：少しこれ音量上げてもらえますか。  話者A：皆
様、ぜひお集まりください。 そして、私たちの仲間が
今、皆様にチラシをお配りしておりますので、ぜひ
お...

←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 昭和に戻します

はい、必勝祈願を済ませてまいりました。 これから長
い選挙戦になりますけれども、みんな怪我なく無事に
選挙戦を終えて、そして勝利がつかみ取れるように、
頑張ります。 頑張りましょう。  話者A：頑張りま
しょう。  話者A：頑張りましょう。  話者A：お世話
になりました。 新党くにもり、安藤裕でございます。 
食べる物にすら課税をする消費税とは、生きていくこ
とに対して課税をしているのと一緒です。 中小企業
の...

- -

25 説明のある話題
政府が黒字になればなるほど、国民は赤
字になります

これは、どういうことか。 誰かの赤字は、必ず別の誰
かの黒字になっております。 私が誰かにお金を渡せ
ば、払った側は、私は赤字になるけれども、もらった
側は、黒字になります。 政府と国民の関係も、同じで
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

↓

24→ 具体的説明 政策を立案し、実行しなくてはならない

じゃあ、どういう方向に、政策を転換しなくてはなら
ないか。 それは、ここにも書いてありますが、この
キーワード、政府の赤字は、みんなの黒字、政府の赤
字は、みんなの黒字、このキーワードに基づいて、政
策を立案し、実行しなくてはならない、そういうこと
を訴えてまいりました。...

26 → 具体的説明
財政赤字削減、そういう政策が進められ
て

そして、政治家も、政府の赤字を削減します、無駄を
削減します、そう言うと人気が出ましたから、政府の
無駄削減、政府の赤字を削減、財政再建頑張ります、
そういう政治家がどんどん支持を伸ばして、その財政
赤字削減、そういう政策が進められてきました。 で
も、皆さん、考えてみてください。...

- -

29 説明のある話題
この10年、20年、30年で、貧困化をし
たわけです

かっての、日本人の所得の中央値、日本人を全員並べ
たときの、真ん中の人、どのぐらい所得を稼いでいた
か、10年前、20年前には、所得の中央値は550万円
だった、日本人の真ん中の人は、550万円稼いでい
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

↓

28→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

日本国民は、確実に貧困化をいたしまし
た

話者A：＊を目指せば、目指すほど、国民は赤字にな
るんです、実際にこれが、30年間、日本では、財政黒
字を目標に、政治が行われてきました、その結果、何
が起きたから、政府が財政黒字を目指せば、目指すほ
ど、国民は赤字化をし、国民は貧困化をしていきまし
た。 つまり、政府がこれまで、目標としてきた、財政
黒字化目標、財政健全化目標というのは、ほかならな
い、国民、赤字化目標、国民、貧困化目標であったわ
けです。 そ...

30→ 具体的説明
30代の人の、一番多い所得階層は、な
んと、300万から、400万

これは、若い世代には、もっと、ソレガ＊顕著に表れ
ています。 若い世代、30代の人、この所得を調査し
てみると、いまから、25年前、1997年の30代の人、
1997年の30代は、もっとも、多い所得階層が、500
万から、700万、つまり、今から25年前の30代は、普
通に働いていたら、500万から700万の給料がもらえ
た、それが、25年前の、日本の30代の姿です、それ
が、20年、25年たって、2017年の...

- -

33
説明の少ない話

題 直視している政治家はほとんどいない

この事実に、我々日本人はもっと目を向けなきゃいけ
ない。 そして特に永田町にいる政治家は、この事実を
直視しなきゃいけないんです。 でも、今永田町にいる
政治家、このことを直視している政治家はほとんどい
ない...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



36 説明のある話題 政府がやれることからやるんです

令和の所得倍増は実現できるんです。 それも今、日本
では、年収200万、300万、それより下のキンガク＊
で働いている人が、本当に多い。 私たちがやらなくて
はいけない＊考えている、令和の所得倍増とは、年
収...

←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

↓

35 → 具体的説明 令和の所得倍増は、実現できます

でも、皆さん、令和の所得倍増は、実現できます。 
じゃ、どうすればいい。 今、申し上げたような、非正
規公務員の人、年収200万、300万、それより下で働
いている、官製ワーキングプアと言われる人たち。 こ
ういう人たちを明日からでも正規職員にして、まとも
な給料を払うようにするんですよ。 年収200万、300
万じゃなくて、年収500万ぐらい取れるようにするの
が当たり前じゃないですか。  話者A：＊。  話...

- -

39 説明のある話題
まず最初にやらなきゃいけないのは、消
費税をゼロにする

でも、今政府がやっているのは、国民を豊かにするこ
とじゃないんです。 政府が今やっていることは、国民
を豊かにすることじゃなくって、自分のところのジョ
ウホウ＊を黒字にすることだけやってるんですよ。 こ
れを...

←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

↓

37→ 具体的説明 それは国債でいいんです

話者A：政府がやれるところとはどこか。 今申し上げ
たような、介護職の人たち、こういう人たちも、給料
を倍にすることは明日からでも実現可能です。 政府が
予算をつければ、明日からでも実現できる。 あるいは
ヒセイ＊に公務員で働いている人、こういう人を全員
正規化をして、まともな給料を払うようにする、年収
400万、500万取れるようにしましょうよ。 そうすれ
ば安心して結婚ができて、安心して若い世代も子供が
持て...

- -

40
説明の少ない話

題 国債を発行すれば、新しいお金を調達

生きていくことに対して課税をするって、おかしいと
思いませんか、皆さん？ そして、消費税がなくなって
も、日本の社会保障は、今まで通りやることができま
す。 消費税収20兆円ありますけれども、仮に消費税
をゼ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

42 説明のある話題
そういう政治はもう、やめさせなきゃい
けません

だけれども、チャウ＊消費税っていうのは、一般財源
ですから。 普通の財布の中に、消費税も入っていれ
ば、所得税も入っていれば、法人税も入ってるんです
よ。 1個の財布の中に。 で、その1個の財布の中に、
60...

←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

↓

41→ 具体的説明 あれは全くの詭弁です

先日の日曜討論、NHKの日曜討論で、高市早苗さん
が、この消費税というのは、法人税と所得税の減税の
穴埋めに使われたんじゃないですか、ということを言
われて、突っ込まれて、躍起になって、躍起になって
反論してました。 消費税は、シャカイホショウ＊大事
に使われていますと、躍起になって反論していました
けれども、あれは全くの詭弁です。 なぜか。 社会保
障に、まあ今、45兆円ぐらいお金かかってます。 消
費税の税収...

- -

43 説明のある話題
安心して暮らス＊日本を、取り戻すこと
ができます

皆さん、財源は、税だけじゃないんですよ。 財源は、
税だけじゃない。 保険料だけじゃない。  もうひと
つ、日本の国には、ものすごい大きな財源がある。 そ
の財源とは何か。 それは、政府が持っている、通貨
を...

←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

↓

44→ 具体的説明
通貨発行権を使えば、消費税は、明日か
らでもゼロにすることができる

この通貨発行権を使えば、消費税は、明日からでもゼ
ロにすることができる。 あるいは、今年から引き下げ
られた年金。 年金、ただでさえ、国民年金、6万、7
万じゃ暮らせないじゃないですか。 年金の支給額も、
＊イ＊。...

- -

55 説明のある話題 これが本当の安全保障

でも、そのように海外に、海外資本に日本の企業の経
営を握られて、日本が植民地になっていくことを、わ
れわれは指をくわえて見ているわけにはいかないんで
すよ。 だから私、新党くにもりのアンドウヒロシ、ア
ンドウ...

←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

↓



47→ 具体的説明
今は自民党を離党して、この新党くにも
り

参議院選挙が今日から始まりましたけれども、参議院
選挙に、この東京の選挙区から立候補をしておりま
す。 昨年の10月までは、自民党の衆議院議員を務め
ておりましたが、今は自民党を離党して、この新党く
にもりという、新しい政党に所属をしております。...

53→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

日本の弱った企業は、ほとんどが外国人
に支配をされる

でも皆さん、今、言ったように、日本の国内の企業や
不動産は、中国資本にどんどん買われていますよ。 こ
れは安全保障の危機じゃないんでしょうか。 それだけ
じゃないです、それだけじゃなく、岸田さんは先日も
イギリスに行って、ダボス会議に行って、インベスト
インキシダと言って、もっと日本を買ってくれと、外
国資本に、どんどん日本を買うようにということすら
言ってくるんですよ。 このまま放置をしていたら、日
本の弱った...

- -

59 説明のある話題
日本を皆さん、共に作っていこうじゃあ
りませんか

どうか皆さん、その力をちゃんと使って皆で豊かにな
りましょう、皆で幸せになりましょう。 そういう日本
を皆さん、共に作っていこうじゃありませんか。 新党
くにもり、アンドウヒロシでございます、どうか皆さ
ん、...

←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

↓

58 → 具体的説明
素晴らしかった日本を打ち壊してきたの
が、この30年間の政治

皆で豊かになる、皆で幸せになる、そういう日本をも
う一度作り直していきましょう。 かつての日本はそう
だったんですよ、でも変な改革、改革、改革、改革＊
で、その素晴らしかった日本を打ち壊してきたのが、
この30年間の政治です。 私たち新党くにもり、私は
アンドウヒロシと申しますが、我々は改革はもういら
ないと言います。 今日本に必要なのは改革ではないで
す、正常化ですよ、日本をまともに戻すんですよ。 普
通に真面...

- -

60 説明のある話題
アンドウヒロシは受け止めて、この国を
よくしていく

＊＊＊キーワード、政府の赤字は皆の黒字、政府の赤
字は皆の黒字、どうか皆さん、このキーワードを覚え
て、そして皆が豊かになる、そういう日本を取り戻し
ていきましょう。 もう一度経済成長を取り戻しましょ
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

↓

46

→ 具体的説明
安心して老後を暮らすことができる、そ
ういう日本を

政府の赤字はみんなの黒字、政府の赤字はみんなの黒
字。 政府がモツ＊、＊＊＊を使ってお金を生み出し
て、そして、内政赤字の形で国民に渡せば、国民全員
は黒字になることができます。 そして、世界の中でも
強い経済力を取り戻し、老後の心配もない、安心して
老後を暮らすことができる、そういう日本を皆さん、
つくろうではありませんか。 私は新党くにもり共同代
表の、アンドウヒロシ、アンドウヒロシと申しま
す。...

- -

61

説明のある話題
中小企業の経営を脅かす消費税、1日も
早く廃止

話者A：ではこれから、＊＊＊。 新党くにもり、アン
ドウヒロシでございます。 新党くにもり、アンドウヒ
ロシでございます。  政府の赤字はみんなの黒字、政
府の赤字はみんなの黒字です。 食べる物にすら課税
を...

←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

↓

62

→ 具体的説明 消費税はゼロで良い

話者A：そうなんですよ。  話者A：食べるものにすら
課税をする消費税とは、生きていくことに対して課税
をしているのと同じです。 中小企業の経営を脅かす消
費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費税はゼロで
良い。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府の赤字は
みんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府
の赤字はみんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロ
シ、政府の赤字はみんなの黒字。 新党くにもり、ア
ン...

- -

64

説明のある話題
中小企業の経営を脅かす消費税、一日も
早く廃止にしましょう

話者A：政府の赤字は皆の黒字。 新党くにもり、アン
ドウヒロシ。 政府の赤字は皆の黒字。 消費税は0でい
い。 ありがとうございます。 食べるものにすら課税
をする消費税とは＊ていることに対して課税するの
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

↓

63

→ 具体的説明 消費税0にしましょう

話者A：ありがとうございます。 よろしくお願いしま
す。 中小企業＊脅かす消費税、一日も早く廃止にしま
しょう。 消費税は0に。  話者A：ヨロシクオネガイシ
マス＊。  話者A：ヨロシクオネガイシマス＊。  話者
A：消費税は0でいい。 0＊、消費税0にしましょう。 
ありがとうございます。 よろしくお願いします。 あ
りがとうございます。 消費税は0でいい。 よろしくお
願いします。 ありがとうございます。...

- -



66

説明のある話題 アンドウヒロシデス＊、お願いします

話者A：消費税は0でいい。 新党くにもりアンドウヒ
ロシ。 政府の赤字は皆の黒字。 新党くにもり、アン
ドウヒロシ。 政府の赤字は皆の黒字。  話者A：ミン
ナノ＊黒字。  話者A：消費税は0でいい。 ＊し...

←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

↓

65

→ 具体的説明 新党くにもり、アンドウヒロシ

話者A：食べるものにすら課税をする消費税とは、イ
キテイル＊ことに対して課税してるのと同じです。 中
小企業の経営を脅かす消費税、一日も早く廃止にしま
しょう。 消費税は0でいい。 新党くにもり、アンドウ
ヒロシ。 政府の赤字は皆の黒字。 ＊＊＊生きている
人＊てるのと同じです。 ＊＊＊を脅かす＊、一日も早
く廃止しましょう。 消費税は0でいい。 新党くにも
り、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆の黒字。 新党
く...

- -

68
説明の少ない話

題
アンドウヒロシです、よろしくお願いし
ます

話者A：消費税はゼロで良い。 消費税はゼロで良い。 
食べるものにすら課税をする消費税とは、生きていく
ことに対して課税をしているのとイッショ＊です。 中
小企業のけい。  話者A：＊を脅かす消費税。 一日...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

69

説明のある話題 1日も早く廃止にしましょう

話者A：1日も早く廃止にしましょう。 消費税はゼロ
でいい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。  話者A：
アンドウヒロシ。  話者A：中小企業の経営を脅かす消
費税。 1日も早く廃止にしましょう。 消費税は...

←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

↓

62

→ 具体的説明 消費税はゼロで良い

話者A：そうなんですよ。  話者A：食べるものにすら
課税をする消費税とは、生きていくことに対して課税
をしているのと同じです。 中小企業の経営を脅かす消
費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費税はゼロで
良い。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府の赤字は
みんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府
の赤字はみんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロ
シ、政府の赤字はみんなの黒字。 新党くにもり、ア
ン...

70

→ 具体的説明 よろしくお願いします

話者A：消費税はゼロで良い。 食べるものにすら課税
をする消費税とは、生きていくことに対して課税をし
ているのと同じです。  話者A：＊ます。  話者A：あ
りがとうございます。  話者A：ありがとうございま
す。  話者A：よろしくお願いします。 ありがとうご
ざいます。 しん、食べるものにすら課税をする消費税
とは、生きていくことに対して課税をしているのと同
じです。 中小企業の。 ありがとうございます。 ...

- -

79

説明のある話題 政府の赤字はみんなの黒字

そのキーワードが、われわれはずっと言ってきました
けれども、政府の赤字はみんなの黒字、政府の赤字は
みんなの黒字。 これが、国民がみんな豊かになる、国
民が豊かになるための大切なキーワードです。...

←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

↓

78

→ 具体的説明 財政赤字の拡大をしなくてはいけない

政府が国民の赤字化を目標にしてるんですから、国民
が豊かになれるはずがない。 だから私は自民党にいる
ときに、この目標は間違っているから政府は財政健全
化を取りやめて、財政健全化という目標を取り下げ
て、財政赤字の拡大をしなくてはいけない、そういう
ことをずっと主張してまいりました。...

80

→ 具体的説明
生活が苦しくなっているにもかかわら
ず、年金の支給額は引き下げられた

このキーワードのとおりに行っていない、政府が財政
黒字を目指す、そのことが今年も1つ行われました。 
今年の4月から、ちょうどのこの6月に支給される分か
ら、年金の支給額は引き下げられました。 これだけ物
価が上がって、生活が苦しくなっているにもかかわら
ず、年金の支給額は引き下げられたんです。...

- -

89

説明のある話題
年収400万、500万取れるようにしま
しょうよ

皆さん、これは、おかしいと思いませんか。 役所で働
いているにも関わらず、役所が率先して、国民を貧困
化させている、こういう、狂った状態を皆さん、直し
ていきましょう。 こういう、カンセイワーキングプア
と言...

←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

↓

84

→ 具体的説明
貧困問題なのだと、これを正面から捉え
る人が本当にいない

しかも、今若い世代は、4割が非正規雇用です。 非正
規雇用、不安定雇用で、年収が300万ぐらいしかもら
えない。 それじゃ、結婚したくても出来ないのが当た
り前じゃないですか。 今の少子化の根本的な原因は、
若い世代の貧困化です。 経済問題なんですよ、この少
子化というのは。 それが残念ながら、政府の方でも政
治家でも、これが経済問題なのだと、これが貧困問題
なのだと、これを正面から捉える人が本当にいないで
す。...



88

→ 具体的説明 役所が率先して国民を貧困化させている

そして、今、どうぞ皆さん、役所に行ってみてくださ
い。 役所の窓口で働いてる人たち、ほとんどが非正規
職員になりました。 派遣社員か、アルバイトばかりで
す。 そして、その非正規で働いている公務員の人たち
の給料はいくらですか。 年収200万から300万です
よ。 まさに、ずっと皆さんが、国民が求めてきた、公
務員の数が減らし、公務員の給料を減らすことは、実
現されたんです。 じゃあ、他の人は、それによって、
み...

- -

92

説明のある話題
国民全員が豊かになる政治を皆さん取り
戻していこうじゃありませんか

こういう30年以上に渡って間違い続けた財政健全化政
策、これを撤廃をさせて、国民全員が豊かになる政治
を皆さん取り戻していこうじゃありませんか。 私は新
党くにもりのアンドウヒロシ、アンドウヒロシと申し
ます...

←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

↓

91

→ 具体的説明 国民が豊かになることをつぶしてる

財源は何か？ 財源は国債です。 国債を発行すると皆
さん、新しい借金をしてると思いこまされているけれ
ども、国債は国民の借金ではありません。 国債を発行
すると実際は新しいお金が生まれてくるので、それを
政府が財政赤字の形で国民に渡せば、国民が黒字にな
る、ただそれだけの話なんですよ。 この国債の新しい
国債の発行というのは、国民が借金をしてるんではな
くて、政府が新しい通貨を生みだして、それを財政赤
字の形で国...

93

→ 具体的説明
皆で豊かになりましょう、皆で幸せにな
りましょう

政府の赤字は皆の黒字、政府の赤字は皆の黒字。 政府
の赤字こそが国民の黒字を作り出す。 政府の赤字こそ
が国民の豊かさを作り出す。 是非皆さん、このキー
ワードを覚えてください。 そして、我々新党くにも
り、私は新党くにもりのアンドウヒロシ、アンドウヒ
ロシと申します。 私たちがやりたいことは、誰かを引
きずり下ろすことじゃないです。 あの既得権を引きず
り下ろせとか、あいつが給料取り過ぎているからあい
つを引き...

- -

95

説明のある話題
アンドウヒロシへとご支援賜りますよう
に、よろしくお願いを申し上げます

参議院選挙が始まりました。 これからまだまだ7月10
日が投票日ですけれども、まだまだ続きます。 どうか
皆さん、この選挙は本当に大事な選挙になります。 こ
のまんま自民党に政権を任せていたら、この選挙が
終...

←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

↓

94

→ 具体的説明
そういう日本をもう一度取り戻そうじゃ
ありませんか

どうか皆さん、この新党くにもり、私は今参議院選
挙、東京の選挙区から立候補致しましたアンドウヒロ
シ、アンドウヒロシと申します。 どうか皆さん、名前
を覚えてください。 そして、私たちガ＊今暮らしてい
るこの日本の国の＊。  話者A：＊が持っている力を
ちゃんと使えば、私たちはもっともっと豊かになれる
し、もっともっと将来の不安なく暮らすことができま
す。  どうか皆さん、そういう日本をもう一度取り戻
そうじゃあ...

96

→ 具体的説明
アンドウヒロシをもう一度国会の＊へと
送ってください

私は新党くにもり、東京から参議院選挙に立候補いた
しました。 アンドウヒロシ、アンドウヒロシでござい
ます。 どうか皆さん、このアンドウヒロシ名前を覚え
てください。 そして、アンドウヒロシをもう一度国会
の＊へと送ってください。 必ずや＊、必ず国民全員を
豊かにする、そういう本当の政治を取り戻して参りま
す。 どうか皆さん、アンドウヒロシ、アンドウヒロシ
へとご期待頂きますように、よろしくお願いを申し上
げます...

- -



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
是非皆さん、応援
してください

【自分】【無音0:31まで】。 はい、じゃあポスターを貼らせ
ていただきます。 ポスターナンバー5番でございます。 すい
ません、どうぞ。  
【自分】ごめんなさい、すいません。  
【自分】貼りました。  
【自分】あ、場所。 キンシ＊、キンシチョウ＊っていうか、
も、もうもう、事務所ですね。  
【自分】はい、もう事務所そばの掲示板ですけど、ポスター
ナンバー5番なので、5番以内に入れるんじゃないかと。 是
非皆さん、応援してください。 よろしくお願いします。

起点となる話題

2
政府の赤字は、み
んなの黒字

【自分】アイテル＊？  
【自分】政府の赤字は、みんなの黒字。 このキーワードが、
これから非常に大切になってくる。 そういうことを訴えてま
す。  この政府の赤字はみんなの黒字とは、どういうこと
か。 これまでもずっと政府の赤字は国民の赤字であると我々
は教え込まれてきました。 その為に政府が財政赤字を削減を
して、財政黒字を目指す。 それは全国民の赤字を削減して、
国民が黒字になるのと同じことだと。 そのようにずっと教え
て込まれてきた訳です。

[3]「政府が赤字
になればなるほ
ど、国民は黒字
になります」に
ついての具体的

説明

3
政府が赤字になれ
ばなるほど、国民
は黒字になります

でも皆さん、実はそれとは正反対が正解。 政府が赤字になれ
ばなるほど、国民は黒字になります。 反対に政府が黒字にな
ればなるほど、国民は赤字になります。 これは極めて簡単な
話で、誰かの赤字は必ず別の誰かの黒字になってきます。 私
が1万円を誰かにあげれば、私は赤字になるけれども、も
らった人は黒字になります。 反対に政府が赤字になれば、国
民は黒字になる。 つまり赤字と黒字の関係は、必ず誰かの赤
字は必ず別の誰かの黒字になる。 政府と国民の関係も同じな
んです。 政府が赤字になればなるほど、国民は黒字になる。 
反対に政府が黒字になればなるほど、国民は赤字になる。 そ
れが今年例えば年金の支給額が引き下げられます。 こういう
ところでも明らかになります。

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。

4

政府が黒字を目指
せば目指すほど、
国民は赤字がホシ
イ

年金の支給額が引き下げられれば、その分国民の赤字は国民
の政府の赤字は小さくなります。 年金の支給額を引き下げれ
ば、政府の赤字は確かに小さくなる。 でもその分、確実に国
民の黒字は減る。 国民は、ひ＊してる訳です。 つまり政府
が黒字を目指せば目指すほど、国民は赤字がホシイ＊、ぎ＊
が欲しい、これは。

[3]「政府が赤字
になればなるほ
ど、国民は黒字
になります」に
ついての具体的

説明

5

消費税を上げれば
上げるほど、国民
は貧困化をしてい
く

【自分】先ほどの＊の話だけではありません。 例えば消費税
もそうです。 消費税が平成元年に導入されて、3パー、5
パー、8パー、10パーとどんどん値上げをされてきました。 
消費税の税収は、最初は5兆円、6兆円ぐらいでしたけれど
も、いまや21兆円。 その分、国民は確実に貧困化をしたわ
けです。 ありがとうございます。 この消費税を上げれば上
げるほど、国民は貧困化をしていく。 その事実にもっと政府
は直接目を向けなくてはいけません。

[3]「政府が赤字
になればなるほ
ど、国民は黒字
になります」に
ついての具体的

説明



6

商店街のみなさん
も、消費税の増税
には大変苦しんで
おられる

私は、自民党の衆議院議員だったときに、消費税は0にする
べきだ、これを強く訴えて参りました。 消費税を0にするこ
とによって、物価が下がる。 それは当時の物価が下がって、
今＊＊＊円安によって、物の値段が上がっています。 従っ
て、物価を引き下げる効果はあり、それはその通りだと思い
ます。 しかし、それに加えて、この＊商店街のみなさんも、
消費税の増税には大変苦しんでおられると思います。

[7]「消費税を0
にすると、中小
企業と経営に間
違いなくプラス
になる」につい
ての具体的説明

7

消費税を0にする
と、中小企業と経
営に間違いなくプ
ラスになる

消費税というのは、教科書では預り金と書いてありますけれ
ども、実際には預り金ではありません。 私は元々税理士です
ので、この消費税がいかに中小企業の経営を苦しめるか、よ
くわかっています。 特に、コロナで苦しんでいるみなさんの
ところには、ただでさえ赤字なのに、さらに消費税を納税す
ることによって、赤字幅が拡大する、そういうお店がたくさ
んあるわけです。 だから、消費税を廃止する、消費税を0に
することは、単に物価を下げる、単に生活を支援するだけで
はないのです。 消費税を0にすると、中小企業と経営に間違
いなくプラスになる。 だから、この消費税を0にするという
のは、単なる物価対策ではなくて、コロナにも、ま、コロナ
以前からずっとデフレーションで苦しんでいる日本の企業、
日本の中小企業の利益を徹底的にも底上げするためにも、本
当に大事な政策です。

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。

8

新しく国債を発行
すれば、政府は今
まで通りの行政運
営

そして、消費税が0になると、税収20兆円が失われることに
なります。 じゃその20兆円失って、日本の政府、行政運営
ができなくなるのか、全く問題ありません。 消費税が0に
なって、20兆円税収に穴が空くかもしれません。 だけれど
も、その20兆円分は、新しく国債を発行すれば、政府は今ま
で通りの行政運営をすることができる。 今まで通りの社会保
障をやることができる。 それどころじゃありません。 今、
国民は、様々な社会保障など行政運営のサービスを税と社会
保険料でやらなくてはいけないと思いこまされています。

[7]「消費税を0
にすると、中小
企業と経営に間
違いなくプラス
になる」につい
ての具体的説明

9
安心した暮らしを
手に入れることが
できます

でもみなさん、財源は税と社会保険料だけではありません。 
政府が使うべき財源は、税と社会保険料の他に、国債という
大きな財源があります。 その国債というのは、国民のみなさ
まが自分たちに背負わされた借金であると、そのように教え
込まれていますが、国債は国民の借金ではありません。 国債
というのは、単に政府が新しい通貨を発行しているに過ぎな
い。  
【自分】だから、政府が国債というザイゲンヲ＊使っても良
いのだというコト＊に、大きくザイゲンノハバヲ＊広げる
と、我々ハ＊もっと豊かな生活をすることができるし、もっ
とロウドウリョク＊は＊＊＊、安心した暮らしを手に入れる
ことができます。

[10]「明日から
でも実現可能に
なります」につ
いての具体的説

明

10 明日からでも実現
可能になります

今年の4月から、年金の支給額は引き下げられました。 ただ
でさえ生活が苦しい、物価が上がって生活が苦しくなってい
るにも関わらず、年金の支給額は、この6月支給額からヒキ
サゲラレタ＊。 本当は、政府が＊持っている通貨発行権とい
う大きなケンゲン＊を使えば、年金の支給額を引き下げる
＊＊＊ナイ＊。 むしろ、年金の支給額はアゲラレル＊。 
今、月額6万、7万ぐらいの年金しか、国民年金では＊ませ
ん、モラエ＊ません、払われません。 それでは、とても生活
ができない。 それでは、とても生活ができません。 憲法で
も、健康で文化的な最低限の生活を送る権利があると、そう
いうことが書いてあります。 国民年金を40年間払っても、
健康で文化的な最低限度の生活が送れるだけの現金がもらえ
ナイ＊、これはあまりにもおかしいと思いませんか？ ネンキ
ン＊だけでも、国民年金だけでも、少なくとも最低限の生活
ができる、そういうキンガク＊は支給するべきです。 少なく
とも、最低月額20万円ぐらい、ゴフウフ＊だったら40万、そ
のぐらいの金額の年金が払える国にしようじゃないですか。 
これが、実は日本の国ハ＊、その持っている力をちゃんと使
えば、明日からでも実現可能になります。

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
根本からの景気対
策をやらなくては
いけない

その力とは何か。 それは、通貨を生み出す力、通貨発行権を
日本の国は持っています。 この通貨発行権をちゃんと使え
ば、国民年金で6万、7万しかもらえない、こういう高齢者の
皆さんに、明日からでもネンキンゲツガク＊20万円払う事が
できる。 ソウイウ＊、年をとっても大丈夫だという国を、皆
さん、作ろうじゃありませんか。 私たちが暮らしている、こ
の日本＊＊＊は、そういう、高齢者を本当に大事にする、高
齢者の皆さんも本当に安心して暮らせる、そういう日本を本
当は作ることができるんですよ。 私は、＊＊＊の、アンドウ
ヒロシ、アンドウヒロシと申します。 ホンジツカラ＊参議院
選挙に立候補して、本当に皆が安心して暮らせる、そういう
日本を取り戻したい、そういう思いでリッコウホヲイタシマ
シタ＊。 そして、ソノ＊、マズ＊日本で真っ先にヤラナクテ
ハイケナイ＊ことは、国民生活を＊＊＊することです。 消費
税をゼロにして、物価を下げる、そして消費税をゼロにすれ
ば、このショウテンガイノミナサン＊のような中小企業ニ
＊、本当に＊＊＊、日本の経済を根底から支えている、そう
いう皆さんのケイエイ＊を、間違いなくクラシ＊にモッテイ
ク＊ことができる。 そういった根本からの景気対策をやらな
くてはいけない。

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。

12

もう一度経済成長
スル＊日本を、
我々は取り戻して
まいります

30年に渡って、日本の経済はずっと停滞を続けてきました。 
テイタイスル＊日本ではなくて、もう一度経済成長スル＊日
本を、我々は取り戻してまいります。 どうか皆さん、
＊＊＊。

[11]「根本から
の景気対策をや
らなくてはいけ
ない」について
の具体的説明

13

キーワード覚えて
ください、政府の
赤字はみんなの黒
字

【自分】覚えて下さい、私は新党くにもりのアンドウヒロ
シ、アンドウヒロシと申します。 そしてキーワードは我々の
日本がずうっと財政黒字を目指してきた、財政黒字を目指せ
ば目指すほど国民は赤字になります。 だからその逆をやらな
くてはいけない、キーワード覚えてください、政府の赤字は
みんなの黒字、政府の赤字はみんなの黒字。 政府の赤字こそ
が国民の黒字を作り出す。 政府の赤字こそが国民の豊かさを
作り出す。 政府の赤字こそが国民の安心を作り出す。 こ
の、政府が本当にやらなきゃいけない仕事、政府がやらな
きゃいけない仕事は自分のところの財政を黒字にするのが仕
事じゃありません。 政府がやらなきゃいけない仕事は国民1
人1人を豊かにする事ですよ。 国民1人1人に安心して暮らし
てもらう、そういう社会を作ることです。 この本当の政府の
役割を我々新党くにもり、アンドウヒロシ、アンドウヒロシ
は取り戻してまいります。 どうか皆さん、そのために、私ア
ンドウヒロシへの力を貸していただきたいと思います。

[14]「間違い続
けた経済政策を
大転換させる」
についての具体

的説明

14
間違い続けた経済
政策を大転換させ
る

そのキーワードはこれまで言われてきたことと正反対、政府
の赤字はみんなの黒字、政府の赤字はみんなの黒字、政府の
赤字こそが国民の黒字を作り出す、その当たり前のことを政
府にやってもらうことです。 政治家がこの当たり前、ありが
とうございます、政治家がこの当たり前のことに気がついて
政府が財政赤字を拡大をして国民全員を黒字にする、そうい
う政治を皆さん取り戻そうじゃありませんか。 昭和のときの
ように来年は今年よりもいい来年が来る、来年は必ず給料が
上がっていく、そういう日本を皆さん取り戻してまいりま
しょう。 そのためにもこのキーワード、政府の赤字はみんな
の黒字、政府の赤字はみんなの黒字、このキーワードをぜひ
覚えてください。 このキーワードを日本中に広めていってこ
れまでの間違い続けた経済政策を大転換させる、私は新党く
にもり共同代表のアンドウヒロシ、アンドウヒロシと申しま
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 日本は正常化をし
ていく

本日から参議院選挙が始まりました。 この参議院選挙、これ
からの日本にとって本当に大事な選挙です。 どうかみなさ
ん、これまで通りの、これまで通りの政治を続けるのではな
くて、本当に日本人を1人1人を大事にする、1人1人を守る、
1人1人を豊かにする、こういう政治を取り戻してまいりま
しょう。 新党くにもり、アンドウヒロシ、アンドウヒロシで
ございます。 どうか皆さん、アンドウヒロシ、アンドウヒロ
シへのご支援をよろしくお願いを申し上げます。 この商店街
を守るためにも消費税はゼロ、消費税はゼロにして物価を下
げて、そしてみんなが買い物しやすい世の中にする。 そして
＊納税に苦しんでいる中小企業の経営者の皆さんには消費税
という中小企業をいじめるような税金は即刻廃止をして、そ
して消費税の増税で苦しまない、赤字だったら払わなくてい
いって当たり前じゃないですか、そういう税制に戻していこ
うじゃありませんか。 昭和の頃には。  
【自分】＊＊＊なかったんですよ。 それで日本の＊運営はや
れていた。 昭和の時代の方がよっぽど＊良かったじゃないで
すか。 昭和の時代の方がよっぽど給料上がってたじゃないで
すか。 平成の間に＊改革、改革、改革をやって、全部ぶち壊
してしまったのが平成の時代の改革という言葉です。 今回の
参議院選挙でも恐らく改革頑張りまーすと＊＊＊人たちが
いっぱいいると思います。 もう改革は要りません。 日本に
必要なのは改革ではなくってセイジョウカ＊です。 まともな
日本を取り戻す。 普通の人が普通に働いていたら普通の給料
がもらえて、嫁さん、子供を養える、そういう給料がもらえ
る日本を取り戻そうじゃありませんか。 それが少子化の根本
的な改革ですよ。 ちゃんとした正規雇用とまともな給料を払
う、今みたいに若い人が4割も非正規雇用で、最も多い給料
の金額が300万から400万しかもらえない。 これじゃあ嫁さ
ん、子供も養えない。 結婚もできないから子供も産まれな
い。 当たり前じゃないですか。 こういう世の中を作ってし
まったのが、この30年間の日本で行われた改革病ですよ。 
その改革病から早く冷めて、日本がもう改革なんかやらな
い、日本は正常化をしていく。

[14]「間違い続
けた経済政策を
大転換させる」
についての具体

的説明

16

子供が養える、そ
ういう給料をちゃ
んともらえる世の
中にする

世界中が羨むような日本をもう一度取り戻しにいきましょ
う。 その為のキーワードが、政府の赤字はみんなの黒字。 
政府の赤字はみんなの黒字。 若い人が安定した仕事に就い
て、嫁さん、子供が養える、そういう給料をちゃんともらえ
る世の中にする。 お母さん方は働きたいお母さんは働く自由
がある、でも子育てに専念していたい、働くよりも子育ての
方が私らしいナ＊、そういうお母さんは働かなくても子育て
に専念できる自由を取り戻すんですよ。 今はお母さん方も働
かない自由がないんです。 働かないと食べていけないから、
本当は子供と暮らしていたいけれど、働きに出なきゃいけな
い。 そういうお母さんばっかりになっちゃったんですよ。 
自由が奪われてしまった。 そうじゃなくて、子育てに専念し
たいお母さんには働かなくても大丈夫、生活できますよと、
そういう環境をもう一度取り戻し、取り戻していきましょ
う。

[17]「そういう
日本を取り戻し
ていこうじゃあ
りませんか」に
ついての具体的

説明

17
そういう日本を取
り戻していこう
じゃありませんか

そして、高齢者の皆さんには月額、60を過ぎたら月額20万円
の年金が支給される。 贅沢はできないかもしれないけれど
も、贅沢をしなければとりあえず食べていくのには心配イラ
ナイ＊。 お医者さんに行く時ノ＊ちゃんと健康保険で昔みた
いに月額800円で医療が十分受けられる、そういう日本だっ
たら皆さん、素晴らしい国だなあと思いませんか？ そういう
日本が実は我々の力ですぐ作る事ができるんですよ。 政党を
変えればそういう日本がすぐに取り戻す事ができる。 どうか
皆さん、そういう日本を取り戻していこうじゃありません
か。 政府が持っている通貨発行権という、コノ＊ものすごい
大きな。

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

みんなが安心して
暮らせる日本取り
戻していきましょ
う

【自分】＊、ちゃんと国民1人1人を豊かにする為に使うんで
すよ。 今、この参議院選挙でちゃんと私アンドウヒロシが
ちゃんともし国会に行かしていただく事が出来れば、そうい
う日本を取り戻すことが出来ます。 どうか皆さん、アンドウ
ヒロシ、アンドウヒロシへとキタイ＊をしてください。 そし
て我々が暮らしているこの日本の国にはまだまだもの凄い大
きな力がある。 だけれども、そのもの凄い大きな力を残念な
がら今の日本国政府は使っていないんですよ。 だから我々は
こんなに苦しい、こんなに貧しい、将来不安を抱えながら暮
らさなきゃいけない。 そういう日本じゃなくって、大丈夫で
すよ、安心してください、我々はもっと豊かに安心出来る国
を作れる、そういう政治をどうか皆さん共に取り戻していき
ましょう。 私は新党くにもり、アンドウヒロシ、アンドウヒ
ロシ。  
【自分】頑張ってください応援しています。 キタイシテイマ
ス＊。  
【自分】ありがとうございます、頑張ります。 ありがとうご
ざいます。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。 頑張ります。 そして、ほ
んとにみんなが安心して暮らせる日本取り戻していきましょ
う。 我々日本は、まだまだ元気にやりますよ。 希望を持っ
て、そしてみんなで幸せになりましょう。 みんなで豊かにな
りましょう。 そういう日本をみんなで作っていきましょう。 
新党くにもり、アンドウヒロシ、アンドウヒロシでございま
す。 どうか宜しくお願いを致します。 大きなマイクでお騒
がせを致しました。 ご静聴誠にありがとうございました。  
【自分】こんにちは、アンドウヒロシです。 ありがとうござ
います。  
【自分】ミナサマ＊ご静聴いただきまして、誠にありがとう
ございました。 みんなで豊かになっていきましょう。 そし
て皆様、アンドウヒロシの演説ノオリ＊、たくさんのご声援
や、手を振っての応援本当にありがとうございます。  
【自分】アンドウヒロシです。 ＊＊＊。

[19]「皆様のご
期待に応えられ
るように精一杯
頑張らせていた
だきます」につ
いての具体的説

明

19

皆様のご期待に応
えられるように精
一杯頑張らせてい
ただきます

【自分】アンドウヒロシは皆様のご期待に応えられるように
精一杯頑張らせていただきます。 みんなで豊かな日本を作っ
ていきましょう。 アンドウヒロシ、アンドウヒロシ。 新党
くにもり、アンドウヒロシです。 皆様どうぞよろしくお願い
致します。 この場をお借り致しまして、本当にありがとうご
ざいました。  
【自分】こんにちは、新党くにもり、アンドウヒロシです。 
宜しくお願い致します。  
【自分】はい。

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。



20
生きてく事に対し
て課税をしてるの
と同じ

【自分】はい、それでは、今、帽子屋さんで、あの、帽子を
買って参りました。 大変ご声援いただきまして、ありがとう
ございました。 頑張りたいと思います。 じゃ、政府の赤字
はみんなの黒字。 ＊ましょう。 新党くにもり、アンドウヒ
ロシでございます。 スガモ地蔵通り商店街の皆さん、こんに
ちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】新党くにもり、アンドウヒロシ、アンドウヒロシで
ございます。 食べるものにすら課税をする消費税とは生きて
く事に対して課税をしてるのと同じです。 中小企業の経営を
脅かす消費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費税は0で
いい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は、み
んなの黒字。 宜しくお願いします。 新党くにもり、アンド
ウヒロシでございます。  
【自分】こんにちは。 ＊＊＊、オネガイシマス＊。 アンド
ウヒロシでござまいす。  
【自分】宜しくお願いします。 くにもりという新しい党で
す。 消費税0で頑張ります。  
【自分】アンドウヒロシです。 昭和に戻します。  
【自分】はい、アンドウヒロシと言います。 宜しくお願いし
ます。 ありがとうございます。 宜しくお願いします。 食べ
るものにすら課税をする消費税とは、生きていくことに対し
て課税をしているのと同じです。 中小企業の経営をオビヤ
＊。  
【自分】＊消費税、1日も早く廃止にしましょう。 ＊＊＊、
消費税は、0でいい。 食べるものにすら課税をする消費税と
は、生きていくことに対して、課税をしているのと同じで
す。 中小企業の経営を脅かす消費税、1日も早く廃止にしま
しょう。 消費税は、0でいい。 新党くにもり、アンドウヒロ
シ。 政府の赤字は、みんなの黒字。 新党くにもり、アンド
ウヒロシ。 政府の赤字は、みんなの黒字。 消費税は、0でい
い。 食べるものにすら課税をする消費税とは、生きていくこ
とに対して、課税をしているのと同じです。 消費税は、0で
いい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は、み
んなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字
は、みんなの黒字。 消費税は、0でいい。 食べるものにすら
課税をする消費税とは、生きていくことに対して、課税をし
ているのと同じです。 中小企業の経営を脅かす消費税。 ア
ンドウヒロシでございます。 食べるものにすら課税をする消
費税とは、生きていくことに対して、課税をしているのと一
緒です。 中小企業の経営を脅かす消費税、1日も早く廃止に
しましょう。 消費税は、0でいい。 新党くにもり、アンドウ
ヒロシ。 政府の赤字は、みんなの黒字。 新党くにもり、ア
ンドウヒロシ。 ＊をしているのと同じです。 中小企業の経
営を脅かす消費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費税
は、0でいい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字
は、みんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府
の赤字は、みんなの黒字。 ＊、お父さん＊＊＊。 お父さん
預かってくれる。 くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字
は、みんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府
の赤字は、みんなの黒字。 消費税は、0でいい。 食べるもの
にすら課税をする消費税とは、生きていくことに対して、課
税をしているのと同じです。 中小企業の経営を脅かす消費
税、1日も早く廃止にしましょう。 ＊、アンドウヒロシでご
ざいます。 食べるものにすら課税をする消費税とは、生きて
いくことに対して、課税をしているのと同じです。 中小企業
の経営を脅かす消費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費
税は、0でいい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤
字は、みんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政
府の赤字は、みんなの黒字。 ＊は、0でいい。  
【自分】＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】あ、行きましょう。  
【自分】うん。  
【自分】じゃ、コウガンジ＊。  
【自分】はい。  
【自分】はい。  
【自分】では、コウガンジ＊、これから必勝祈願に行ってき
たいと思います。  
【自分】＊、皆さん。  
【自分】はい。  
【自分】じゃ、これから必勝祈願。  
【自分】はい、それではこれから、巣鴨のコウガンジ＊さん
に行って、必勝祈願をしてまい。  
【自分】マス＊。 皆さん、真剣に祈って、勝利をむす、勝利
を勝ち取りましょう、はい。 【喧噪1:46まで】。

[21]「昭和に戻
します」につい
ての具体的説明



21 昭和に戻します

はい、必勝祈願を済ませてまいりました。 これから長い選挙
戦になりますけれども、みんな怪我なく無事に選挙戦を終え
て、そして勝利がつかみ取れるように、頑張ります。 頑張り
ましょう。  
【自分】頑張りましょう。  
【自分】頑張りましょう。  
【自分】お世話になりました。 新党くにもり、安藤裕でござ
います。 食べる物にすら課税をする消費税とは、生きていく
ことに対して課税をしているのと一緒です。 中小企業の経営
を脅かす消費税、1日も早く廃止しましょう。 消費税はゼロ
でいい。 新党くにもり、安藤裕。 政府の赤字はみんなの黒
字。  
【自分】安藤裕です。 昭和に戻します、昭和に戻します。 
ありがとうございます。  
【自分】＊でいい。 新党くにもり、安藤裕。 政府の赤字は
みんなの黒字。 新党くにもり、安藤裕。 政府の赤字はみん
なの黒字。 消費税はゼロでいい。 1日も早く廃止にしましょ
う。 消費税はゼロでいい。 新党くにもり、安藤裕。 政府の
赤字はみんなの黒字。 新党くにもり、安藤裕。 政府の赤字
はみんなの黒字。 消費税はゼロでいい。 ということで、は
い。 では、巣鴨地蔵通り商店街、ひととおり歩かせていただ
きました。 お騒がせを致しました。 皆さん、ありがとうご
ざいました。 あと1回か2回来たいと思います、よろしくお
願いします。 ありがとうございます。 ありがとうございま
した。  
【自分】ありがとうございます。

[22]「チラシを
お配りしており
ますので、ぜひ
お受け取りいた
だけたら」につ
いての具体的説

明

22

チラシをお配りし
ておりますので、
ぜひお受け取りい
ただけたら

【自分】＊裕より、皆様に＊＊＊いただきます。  
【自分】少しこれ音量上げてもらえますか。  
【自分】皆様、ぜひお集まりください。 そして、私たちの仲
間が今、皆様にチラシをお配りしておりますので、ぜひお受
け取りいただけたら幸いです。 消費税ゼロ。  
【自分】そして、皆様の収入を実質1割アップします。 な
ぜ、そんなことが可能なのでしょうか？ その仕組みを、只今
より、アンドウヒロシ、アンドウヒロシ、説明させていただ
きます。  
【自分】あ、あ、あ。

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。

23
経済政策を大転換
しなくてはいけな
い

【自分】それでは、皆様、只今より、この場所をお借りしま
して、新党くにもり、アンドウヒロシ、アンドウヒロシよ
り、皆様にお訴えをさせてただきます。 それでは、アンドウ
ヒロシ、アンドウヒロシです。 お願いします。  
【自分】ウエノ＊駅周辺の皆様、こんにちは。 ご紹介いただ
きました、新党くにもり共同代表、共同代表でございます、
アンドウヒロシ、アンドウヒロシと申します。 本日から、参
議院選挙が始まりました。 私は、この参議院選挙に、東京の
選挙区で、立候補しております。 アンドウヒロシ、アンドウ
ヒロシと申します。 昨年の10月迄は、自民党の衆議院議員
を3期、約9年間勤めてまいりました。 ソレカラ＊も私は、
自民党の中にあって、今の自民党の政策では、日本人を豊か
にすることはできない、日本を経済成長させることはできな
い。 だから、経済政策を大転換しなくてはいけない。 そう
いうことを、ずっと訴えてまいりました。

[24]「政策を立
案し、実行しな
くてはならな

い」についての
具体的説明

24
政策を立案し、実
行しなくてはなら
ない

じゃあ、どういう方向に、政策を転換しなくてはならない
か。 それは、ここにも書いてありますが、このキーワード、
政府の赤字は、みんなの黒字、政府の赤字は、みんなの黒
字、このキーワードに基づいて、政策を立案し、実行しなく
てはならない、そういうことを訴えてまいりました。

[25]「政府が黒
字になればなる
ほど、国民は赤
字になります」
についての具体

的説明

25
政府が黒字になれ
ばなるほど、国民
は赤字になります

これは、どういうことか。 誰かの赤字は、必ず別の誰かの黒
字になっております。 私が誰かにお金を渡せば、払った側
は、私は赤字になるけれども、もらった側は、黒字になりま
す。 政府と国民の関係も、同じです。 政府が赤字になれ
ば、その分国民は、黒字になります。 反対に、政府が黒字に
なればなるほど、国民は赤字になります。 これは、極めて当
たり前の話です。 でも今まで、我々、国民は、政府の赤字は
国民の赤字なのだと。 だから、政府が赤字を縮小して、政府
が黒字になることは、国民が黒字になることなのだと、その
ように教えられて、それをずっと信用して、ソレヲイウコト
＊をやるという政治家を信頼し、そして、支持をしてきまし
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。



26
財政赤字削減、そ
ういう政策が進め
られて

そして、政治家も、政府の赤字を削減します、無駄を削減し
ます、そう言うと人気が出ましたから、政府の無駄削減、政
府の赤字を削減、財政再建頑張ります、そういう政治家がど
んどん支持を伸ばして、その財政赤字削減、そういう政策が
進められてきました。 でも、皆さん、考えてみてください。

[25]「政府が黒
字になればなる
ほど、国民は赤
字になります」
についての具体

的説明

27
政府の赤字は、必
ず国民の黒字に
なっています

先程、申し上げたように、誰かの赤字は、必ず別の誰かの黒
字になっています。 政府と国民の関係も同じです。 政府の
赤字は、必ず国民の黒字になっています。 でも、政府が赤字
を縮小して、黒字を目指せば目指すほど、何が起こるか。 政
府が黒。

[26]「財政赤字
削減、そういう
政策が進められ
て」についての

具体的説明

28
日本国民は、確実
に貧困化をいたし
ました

【自分】＊を目指せば、目指すほど、国民は赤字になるんで
す、実際にこれが、30年間、日本では、財政黒字を目標に、
政治が行われてきました、その結果、何が起きたから、政府
が財政黒字を目指せば、目指すほど、国民は赤字化をし、国
民は貧困化をしていきました。 つまり、政府がこれまで、目
標としてきた、財政黒字化目標、財政健全化目標というの
は、ほかならない、国民、赤字化目標、国民、貧困化目標で
あったわけです。 その、そういった目標を、掲げてきました
から、日本国民は、確実に貧困化をいたしました。

[29]「この10
年、20年、30年
で、貧困化をし
たわけです」に
ついての理由・

ニーズ

29
この10年、20
年、30年で、貧困
化をしたわけです

かっての、日本人の所得の中央値、日本人を全員並べたとき
の、真ん中の人、どのぐらい所得を稼いでいたか、10年前、
20年前には、所得の中央値は550万円だった、日本人の真ん
中の人は、550万円稼いでいた、これが、2007年、8年ぐら
いの姿ですよ、これが、今、どうなっているか、今の調査で
は、今の所得の中央値、460万、430万、そのぐらいまで、
下がってしまった。 日本人は、確実に、この10年、20年、
30年で、貧困化をしたわけです。

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。

30

30代の人の、一番
多い所得階層は、
なんと、300万か
ら、400万

これは、若い世代には、もっと、ソレガ＊顕著に表れていま
す。 若い世代、30代の人、この所得を調査してみると、い
まから、25年前、1997年の30代の人、1997年の30代は、
もっとも、多い所得階層が、500万から、700万、つまり、
今から25年前の30代は、普通に働いていたら、500万から
700万の給料がもらえた、それが、25年前の、日本の30代の
姿です、それが、20年、25年たって、2017年の調査ではど
うなったか、2017年の調査によると、30代の人の、一番多
い所得階層は、なんと、300万から、400万ですよ。

[29]「この10
年、20年、30年
で、貧困化をし
たわけです」に
ついての具体的

説明

31
若い世代に給料を
払っていないから
ですよ

つまり、30代の人、25年前の30代は、500万ぐらいの給料
がもらえていたのに、今の30代は、300万ぐらいの、給料し
かもらえない、これが、平成の時代に行ってきた、さまざま
な改革の成果なんですよ、そして、30代といえば、ちょうど
結婚をして、子育てにかかる、そういう年代です、25年前の
30代であれば、500万給料もらっていたら、とりあえず、贅
沢をしなければ、嫁さん、子供が養える、そういう金額だっ
たでしょう、だけれども、今の30代は、300万ぐらいしか、
300万から400万しかもらえない、しかも、雇用形態は、非
正規雇用が4割にものぼってしまう、そうすると、来年も仕
事があるかどうかわからない、ただでさえ給料が安い、それ
じゃあ、結婚したくても、できないんですよ、少子化の根本
的な原因、今、日本は少子化で苦しんでいますけれども、少
子化の根本的な原因は、若い世代の貧困化です、これは、子
育て支援がたりないんじゃない、しょうし。  
【自分】＊になったのは、若い世代に給料を払っていないか
らですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。  
【自分】我々、新党くにもり。 私は新党くにもり、東京代表
のアンドウヒロシ、アンドウヒロシと申します。 今回の参議
院選挙、東京の選挙区で立候補しております。 どうか皆さ
ん、覚えてください。 じゃあ、なんでこんなに若い世代が貧
困化をしてしまったのか。

[30]「30代の人
の、一番多い所
得階層は、なん
と、300万か

ら、400万」に
ついての具体的

説明



32
改革というのは、
ほぼ全てが失敗
だった

一つの例を挙げましょう。 例えば、この20年、30年にわ
たって、ずっと叩かれてきた職種があります。 公務員です
よ。 公務員の数が多すぎる。 公務員の給料が高すぎる。 あ
いつらの数を減らせ。 あいつらの給料下げろ。 そうすれば
政府の赤字が小さくなるから、そういうことやらなきゃダメ
だ。 そういうことを言う政治家とか、本当に多かった。 そ
して、そういう人の方が国民からも支持を得やすかったんで
す。 その結果、確かに公務員の数は減らされました。 今皆
さん、役所の窓口に行ってみてください。 役所の窓口で働い
ている人、ほとんどが非正規公務員になりました。 そして、
その人達の給料はいくらになったのか。 その人たちの給料
は、年収200万とか300万ですよ。 これまで言われていた通
り、公務員の数を減らし、公務員の給料を削減することは実
行されたんです。 その結果、何が起きたか。 その結果起き
たことは、他の人が幸せになったわけじゃない。 他の人がお
金持ちになったわけじゃないですよ。 その結果起きたこと
は、今まで安定した仕事につけていたはずの人が安定した仕
事を失って、低賃金で働くようになっただけですよ。 そして
その結果、若い世代は結婚することもできず、結婚すること
もできないから子供を持つこともできず、そして少子化が進
んでいく、という結果を招いただけなんです。 この30年に
わたって日本でやってきたいわゆる改革というのは、ほぼ全
てが失敗だったんですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。  
【自分】ありがとうございます。

[34]「やれない
と思ったからで
すよ」について
の具体的説明

33
直視している政治
家はほとんどいな
い

この事実に、我々日本人はもっと目を向けなきゃいけない。 
そして特に永田町にいる政治家は、この事実を直視しなきゃ
いけないんです。 でも、今永田町にいる政治家、このことを
直視している政治家はほとんどいない。 私は昨年まで、自民
党の衆議院議員を3期10年間務めていましたから、永田町の
国会議員の様子はよくわかります。 今彼ら、特に自民党が
やっているのは、日本は経済成長してるから、もっともっと
ビジネスのやりやすい環境にしなきゃいけない。 規制緩和の
自由化だ。 そういうことばっかり言っています。

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。



34 やれないと思った
からですよ

でも先ほど申し上げたような、役所で働きながら非正規雇用
で低賃金におさえつけられているこういう人たちを今、官製
ワーキングプアと言います。 公の機関で働いているにも関わ
らず、貧困層に分類される給料しかもらえない人たちのこ
と。 これを官製ワーキングプアと言いますが、この官製ワー
キングプアという言葉が定着をしてしまって、そういう人た
ちが本当に大勢います。 今申し上げたような非正規雇用の公
務員の人だけじゃありません。 我々の仲間。  
【自分】＊、介護職で働いている人がいます。 介護職で働い
て、高齢者の方の尊厳を守り、健康を守り、生命を守る、本
当に大事な仕事ですよ。 そういう仕事に就いて、一生懸命、
朝から晩まで真面目に働いて、手取りの給料はいくらです
か？ 手取りの月給、16万、17万で働いてるんですよ。 こう
いう人たちも、真面目に一生懸命働いているけれども、貧困
層に分類される給料しかもらえない。 皆さん、これはおかし
いと思いませんか？  
【自分】おかしい。  
【自分】おかしい。  
【自分】この、介護職の人の給料も、政府が単価を決めてる
んですよ。 金額決めてるんですよ。 あれだけ大変な仕事な
のに、あなたの年収は、300万ですよと決めてるんですよ。 
おかしいじゃないですか。  
【自分】＊。  
【自分】真面目に一生懸命、介護職で働いている人に、500
万、600万の給料を払っても、バチは当たらない。 むしろ、
そのぐらいの金額をちゃんと払わないと、そういう仕事に就
いている人たちも、結婚ができないから。 結婚ができなかっ
たら、少子化も止まりません。 こういった＊単価に設定して
いるということは、政府が率先して少子化を推進しているっ
ていうことなんですよ。  
【自分】＊。  
【自分】こういう状況は、なんとしても、かいか、改善をし
なきゃいけない。  
【自分】＊。  
【自分】その、改善をするためには、どうすればいいのか。 
それは、政府が予算をつければ、明日からでも改善できるん
ですよ。 岸田さんが、自民党の総裁選の時、昨年の10月の
自民党の総裁選の時には、すごくいいこと言っていました。 
令和の所得倍増をやりますと言っていました。 いい言葉じゃ
ないですか。 令和の所得倍増、ぜひやって頂きたい。 だけ
れども、岸田さんは、総理就任して、岸田内閣が発足をして
からすぐに、令和の所得倍増を言うのはやめました。 なぜ
か。 これは、やれないと思ったからですよ。

[35]「令和の所
得倍増は、実現
できます」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。

35
令和の所得倍増
は、実現できます

でも、皆さん、令和の所得倍増は、実現できます。 じゃ、ど
うすればいい。 今、申し上げたような、非正規公務員の人、
年収200万、300万、それより下で働いている、官製ワーキ
ングプアと言われる人たち。 こういう人たちを明日からでも
正規職員にして、まともな給料を払うようにするんですよ。 
年収200万、300万じゃなくて、年収500万ぐらい取れるよ
うにするのが当たり前じゃないですか。  
【自分】＊。  
【自分】こういう人たちの給料を倍にしても、年収500万ぐ
らいにしかならない。

[36]「政府がや
れることからや
るんです」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。

36
政府がやれること
からやるんです

令和の所得倍増は実現できるんです。 それも今、日本では、
年収200万、300万、それより下のキンガク＊で働いている
人が、本当に多い。 私たちがやらなくてはいけない＊考えて
いる、令和の所得倍増とは、年収1000万、2000万の人を倍
にしようと言ってるんじゃないんです。 今、申し上げたよう
な、年収200万、300万、それより下のキンガク＊で働い
て、本当に辛い思いをしている人、日本ではものすごい数い
るんですよ。 そういう人たちの給料を倍にしようじゃないで
すか。  
【自分】＊。  
【自分】それをまず、政府がやれることからやるんです。

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。



37
それは国債でいい
んです

【自分】政府がやれるところとはどこか。 今申し上げたよう
な、介護職の人たち、こういう人たちも、給料を倍にするこ
とは明日からでも実現可能です。 政府が予算をつければ、明
日からでも実現できる。 あるいはヒセイ＊に公務員で働いて
いる人、こういう人を全員正規化をして、まともな給料を払
うようにする、年収400万、500万取れるようにしましょう
よ。 そうすれば安心して結婚ができて、安心して若い世代も
子供が持てるようになるじゃないですか。 それを政府が率先
してやるんですよ。 そのための財源はあります。 そのため
の財源は何か。 それは国債でいいんです。

[39]「まず最初
にやらなきゃい
けないのは、消
費税をゼロにす
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。

38
黒字を目指せば目
指すほど、国民は
赤字になります

国債を発行すると、皆さん、国債は借金だと思い込まされて
いますが、国債は国民の借金ではありません。 国債を発行す
ると、新しいお金が生まれてくるので、それを財政赤字の形
で国民に渡せば、国民はその分確実に黒字になるんですよ。 
だから、ここにも書いてありますけれども、政府の赤字はみ
んなの黒字。 政府の赤字はみんなの黒字。 このキーワード
に沿った政策に大転換しないと、日本の少子化は止まらな
い。 日本人の貧困化は止まらない。 そしてこれは若者だけ
じゃない、高齢者の皆さんもそうです。 今年から、年金の支
給額は引き下げられた。 これだけ物価が上がって、生活が苦
しくなっているにも関わらず、年金の支給額は引き下げられ
るんですよ。 なんでそんなことが起きるんですか？ それは
政府が黒字を目指すからですよ。 政府が黒字を目指せば目指
すほど、国民は赤字になります。 当たり前じゃないですか。 
年金の支給額が減らされたら、国民は、高齢者はそれだけ生
活が苦しくなるんです。 本当であれば、政府というのは、国
民の生活を守り、国民1人1人を豊かにする、そういう仕事を
するのが、本当の政府の仕事なはずですよ。

[37]「それは国
債でいいんで

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。

39

まず最初にやらな
きゃいけないの
は、消費税をゼロ
にする

でも、今政府がやっているのは、国民を豊かにすることじゃ
ないんです。 政府が今やっていることは、国民を豊かにする
ことじゃなくって、自分のところのジョウホウ＊を黒字にす
ることだけやってるんですよ。 これをやったら、国民は確実
に赤字化するだけなんですよ。 こういう間違った政策目標は
＊させて、本来の、政府がやらなくてはいけない仕事、国民
全員を豊かにするという仕事を、皆さん、政府にやらせよう
じゃないですか。 そのためのキーワードが、ここにも書いて
あります。 政府の赤字はみんなの黒字。 政府の赤字はみん
なの黒字。 政府の赤字こそが、国民の黒字を作り出す。 政
府の赤字こそが、国民の豊かさを作り出す。 政府の赤字こそ
が、国民の安心を作り出すんですよ。 そして、まず最初にや
らなきゃいけないのは、消費税をゼロにすることです。 今、
コロナの後、コロナ以前からもそうですけれども、日本人は
本当に貧困化をしてしまいました。 先ほどナリ＊申し上げて
いますけれども、年収200万、3。  
【自分】＊百万以下で暮らしている人。 本当に増えました。 
でも、消費税というのは、そのように、生活に余裕がない人
にも課税されます。 食べるものにすら、課税をするというの
は、生きていくということに対して、課税をしているのと同
じです。

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。

40
国債を発行すれ
ば、新しいお金を
調達

生きていくことに対して課税をするって、おかしいと思いま
せんか、皆さん？ そして、消費税がなくなっても、日本の社
会保障は、今まで通りやることができます。 消費税収20兆
円ありますけれども、仮に消費税をゼロにしたとしても、そ
の分は、国債を発行すれば、新しいお金を調達することがで
きるので、今まで通りの社会保障を、やることができます。

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。

41
あれは全くの詭弁
です

先日の日曜討論、NHKの日曜討論で、高市早苗さんが、この
消費税というのは、法人税と所得税の減税の穴埋めに使われ
たんじゃないですか、ということを言われて、突っ込まれ
て、躍起になって、躍起になって反論してました。 消費税
は、シャカイホショウ＊大事に使われていますと、躍起に
なって反論していましたけれども、あれは全くの詭弁です。 
なぜか。 社会保障に、まあ今、45兆円ぐらいお金かかって
ます。 消費税の税収は、20兆ちょっとしかない。 だから、
全額社会保障にあてていると、言えば言えますよ。 それはそ
うです。

[42]「そういう
政治はもう、や
めさせなきゃい
けません」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。



42
そういう政治はも
う、やめさせな
きゃいけません

だけれども、チャウ＊消費税っていうのは、一般財源ですか
ら。 普通の財布の中に、消費税も入っていれば、所得税も
入っていれば、法人税も入ってるんですよ。 1個の財布の中
に。 で、その1個の財布の中に、60兆円の税収があるから、
それのうち、一部を社会保障に使い、一部を教育に使い、一
部を防衛に使いと、そうやってるだけなんですよ。 消費税
が、社会保障の財源に、全額使われているというのは、財務
省が国民をだましているための、レトリックにすぎない。 そ
ういうことを、それこそ公のデンワ＊を、電波を使って、あ
たかもそれが、実際に行われてるように訴える方が、おかし
いんですよ。 この消費税を、社会保障に使っているというの
は、財務省が、消費税を増税をするために考え出した詭弁に
すぎません。 こういう詭弁を、政権与党の政調会長が、堂々
とNHKの番組で言う。 そして国民をだます。 そういう政治
はもう、やめさせなきゃいけません。

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。

43
安心して暮らス＊
日本を、取り戻す
ことができます

皆さん、財源は、税だけじゃないんですよ。 財源は、税だけ
じゃない。 保険料だけじゃない。  もうひとつ、日本の国に
は、ものすごい大きな財源がある。 その財源とは何か。 そ
れは、政府が持っている、通貨を生み出す力、通貨発行権で
すよ。 この、政府が持っている通貨発行権を使えば、我々
は、もっと豊かになることができるし、もっと将来の不安を
取り除いて、安心して暮らス＊日本を、取り戻すことができ
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。

44

通貨発行権を使え
ば、消費税は、明
日からでもゼロに
することができる

この通貨発行権を使えば、消費税は、明日からでもゼロにす
ることができる。 あるいは、今年から引き下げられた年金。 
年金、ただでさえ、国民年金、6万、7万じゃ暮らせないじゃ
ないですか。 年金の支給額も、＊イ＊。

[43]「安心して
暮らス＊日本

を、取り戻すこ
とができます」
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。

45

どんな人にも、最
低月額20万円の年
金を支払うことは
可能

【自分】テイゲツガク＊20万円ぐらいにして、年金だけで、
取りあえず贅沢はできないけれども、暮らせるだけの金額を
払わなきゃいけないんですよ。 40年間も国民年金払ってき
てるのに、6万、7万しかもらえない、この金額じゃ生活がで
きない。 おかしいと思いませんか、皆さん？ 本当は、日本
の国はその持ってる力をちゃんと使えば、どんなみな、どん
な人にも、最低月額20万円の年金を支払うことは可能です。 
そういう力を皆さん、政府が持っている、ものすごい大きな
力を、国民一人一人が豊かになるために、そして、国民一人
一人の老後の安心を確保するために使わせようではありませ
んか。 そのキーワードがここに書いてあります。

[46]「安心して
老後を暮らすこ
とができる、そ
ういう日本を」
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。

46

安心して老後を暮
らすことができ
る、そういう日本
を

政府の赤字はみんなの黒字、政府の赤字はみんなの黒字。 政
府がモツ＊、＊＊＊を使ってお金を生み出して、そして、内
政赤字の形で国民に渡せば、国民全員は黒字になることがで
きます。 そして、世界の中でも強い経済力を取り戻し、老後
の心配もない、安心して老後を暮らすことができる、そうい
う日本を皆さん、つくろうではありませんか。 私は新党くに
もり共同代表の、アンドウヒロシ、アンドウヒロシと申しま
す。

[60]「アンドウ
ヒロシは受け止
めて、この国を
よくしていく」
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。

47
今は自民党を離党
して、この新党く
にもり

参議院選挙が今日から始まりましたけれども、参議院選挙
に、この東京の選挙区から立候補をしております。 昨年の
10月までは、自民党の衆議院議員を務めておりましたが、今
は自民党を離党して、この新党くにもりという、新しい政党
に所属をしております。

[55]「これが本
当の安全保障」
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。

48
今の自民党では日
本国民を守ること
ができない

これはなぜか？ 今の自民党では日本国民を守ることができな
い、いや、今の自民党は日本国民を守る気がないということ
を、いい、嫌というほど思い知らされたからです。

[47]「今は自民
党を離党して、
この新党くにも
り」についての
理由・ニーズ

49
粗利補償というも
のをやらなきゃい
けなかった

例えば、おととし、コロナが始まりました。 コロナが始まっ
て、各商店、企業には、政府のほうから営業しないでくれ、
店を閉めてくれという要求をしました。 そして、国民の皆さ
んはその政府のようけい、要求に従ってお店を閉め、営業を
しなかった。 営業しなければ、当然売り上げのお金は入って
こないです。 売り上げのこね、お金が入って来なかったら、
どんな企業だって、商店だって潰れます。 当たり前じゃない
ですか。 だから本当は、政府はそのときに補償をしなきゃい
けなかった。 失われてしまった売り上げを全部、全部補償す
る、粗利補償というものをやらなきゃいけなかったんです。

[50]「他の自民
党の幹部は、こ
れで持たない会
社は潰す」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。



50
他の自民党の幹部
は、これで持たな
い会社は潰す

私はあのとき、自民党の衆議院議員でしたから、みんなで話
し合って、これは一刻も早く、粗利補償をしなきゃいけな
い、これをやらないと企業が潰れてしまう。 潰れてしまえ
ば、失業者が出て大変なことになる。 それだけじゃない、そ
れをちゃんと補償しないと、将来に絶望して、自ら命を絶つ
人も出てくるから、そういう人が出てこないうちに補償をす
るという、強いメッセージを自民党のほうから出さなきゃい
けない、そういうことを後の自民党政調会長、今の岸田総
理、直接言いに行きました。 これは単なる経済対策ではあり
ません、これは人の命を救う、自殺対策なんだ、そういうこ
とを強く申し上げましたが、残念ながら。  
【自分】岸田さんはこれをやるとは言わなかった。 それどこ
ろか、他の自民党の幹部は、これで持たない会社は潰すから
とすら、言い放っていました。

[51]「日本の経
済的な支配権

は、確実に中国
に握られ」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。

51
日本の経済的な支
配権は、確実に中
国に握られ

その結果、今、何が起きてるか？ この上野周辺もそうですけ
れども、東京を始め日本全国の、そのように経営に困って、
自分の責任ニハ＊ない、巨額の借金も抱え込まされた企業が
たくさんできました。 そして今、そういうところに、救いの
手を差し伸べている人たちがいます。 どういう人たちか、そ
れは、日本人よりも大金持ちになった、中国の人たちです
よ。 今、日本よりも金持ちになった中国人が、この、コロナ
で弱っている日本の企業や、あるいは不動産もどんどん買い
漁っています。 今、日本の経済的な支配権は、確実に中国に
握られようとしている。

[53]「日本の
弱った企業は、
ほとんどが外国
人に支配をされ
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。

52
ロシアから攻めら
れて大変なことに
なっています

今、今回の参議院選挙で、自民党の候補はこう言って回りま
すよ。 ウクライナを見てください、ロシアから攻められて大
変なことになっています。 だから日本も、防衛予算も倍にし
なきゃいけない。 安全保障を任せられるのは自民党です。 
そう言って回りますよ。

[51]「日本の経
済的な支配権

は、確実に中国
に握られ」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。

53

日本の弱った企業
は、ほとんどが外
国人に支配をされ
る

でも皆さん、今、言ったように、日本の国内の企業や不動産
は、中国資本にどんどん買われていますよ。 これは安全保障
の危機じゃないんでしょうか。 それだけじゃないです、それ
だけじゃなく、岸田さんは先日もイギリスに行って、ダボス
会議に行って、インベストインキシダと言って、もっと日本
を買ってくれと、外国資本に、どんどん日本を買うようにと
いうことすら言ってくるんですよ。 このまま放置をしていた
ら、日本の弱った企業は、ほとんどが外国人に支配をされる
ようになります。

[55]「これが本
当の安全保障」
についての理由

・ニーズ

54
日本の植民化が
今、確実に進んで
るんです

そして支配者は、経営者はみんな外国人、その下で働く日本
人はいると思うけれども、本当に働く日本人は、低賃金で働
かされる。 まさに日本の植民化が今、確実に進んでるんです
よ。 本当は、これを食い止めるのが本当の安全保障じゃない
ですか。 でも今、残念ながら、自民党はそれを、率先して海
外に売り飛ばそうとしている。 これがホシュ＊の顔をした、
外国政権の正体です。 私は昨年の10月まで、自民党の衆議
院議員をやっていましたから、自民党の本音はよく分かって
います。

[53]「日本の
弱った企業は、
ほとんどが外国
人に支配をされ
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。

55 これが本当の安全
保障

でも、そのように海外に、海外資本に日本の企業の経営を握
られて、日本が植民地になっていくことを、われわれは指を
くわえて見ているわけにはいかないんですよ。 だから私、新
党くにもりのアンドウヒロシ、アンドウヒロシと申します
が、徹底的に政府が＊＊＊を拡大をして、そのように自分の
責任ではない、コロナのために大きな赤字を背負って、そし
て返しきれないかもしれない借金を抱え込ます、抱え込まさ
れてしまった、そういう企業を全力で守る、政府が給付をし
て、そういう企業を全力で守る。 そういうことをやることに
よって、日本の企業が海外資本に買収されることを防ぎ、日
本の植民地化を防いで防衛する、これが本当の安全保障で
す。 ワタ＊。

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。

56
保守政党というの
は、国民全員を守
るということ

【自分】私たち＊くにもりは、保守政党です。 保守政党とは
何か？ 保守政党というのは、国民全員を守るということです
よ。 日本では昔から＊＊＊という言葉があります。 国民全
員が宝物ですと、それが本当の日本の保守ですよ。 誰も取り
残さない、誰も見捨てない、すべての国民を宝としてホウビ
ダカラ＊として、大切にする、そういう本当の日本の保守政
治を皆さん取り戻そうじゃありませんか。 我々新党くにも
り、私は新党くにもりのアンドウヒロシ、アンドウヒロシと
申します。 すべての国民を救い、すべての国民と共にある。

[57]「すべての
人を豊かにす

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。



57 すべての人を豊か
にする

そしてこのキーワード、政府の赤字は皆の黒字、政府の赤字
は皆の黒字、このキーワードをしっかりと使って、すべての
人を豊かにする。 どうか皆さん、そういうかつての日本がそ
うだったような、来年は今年よりもいい来年が来る、来年の
給料は今年よりも絶対いい給料になる、そういう日本を皆さ
ん取り戻そうじゃありませんか。

[58]「素晴らし
かった日本を打
ち壊してきたの
が、この30年間
の政治」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。

58

素晴らしかった日
本を打ち壊してき
たのが、この30年
間の政治

皆で豊かになる、皆で幸せになる、そういう日本をもう一度
作り直していきましょう。 かつての日本はそうだったんです
よ、でも変な改革、改革、改革、改革＊で、その素晴らし
かった日本を打ち壊してきたのが、この30年間の政治です。 
私たち新党くにもり、私はアンドウヒロシと申しますが、
我々は改革はもういらないと言います。 今日本に必要なのは
改革ではないです、正常化ですよ、日本をまともに戻すんで
すよ。 普通に真面目に働いていたら結婚できて家族が持て
る、そういう日本を取り戻そうじゃありませんか。 歳をとっ
たら安心して働かなくても安心して暮らせる、そういう年金
がもらえる、そういう国を作ろうじゃありませんか。 日本の
政府が持っているこのものすごい力を使えば、そういう日本
が明日からでも作ることができる。

[59]「日本を皆
さん、共に作っ
ていこうじゃあ
りませんか」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。

59
日本を皆さん、共
に作っていこう
じゃありませんか

どうか皆さん、その力をちゃんと使って皆で豊かになりま
しょう、皆で幸せになりましょう。 そういう日本を皆さん、
共に作っていこうじゃありませんか。 新党くにもり、アンド
ウヒロシでございます、どうか皆さん、この名前を覚えてく
ださい。 新党くにもり、アンドウヒロシ、アンドウヒロシで
ございます。

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。

60
アンドウヒロシは
受け止めて、この
国をよくしていく

＊＊＊キーワード、政府の赤字は皆の黒字、政府の赤字は皆
の黒字、どうか皆さん、このキーワードを覚えて、そして皆
が豊かになる、そういう日本を取り戻していきましょう。 も
う一度経済成長を取り戻しましょう。 ありがとうございまし
た。 新党くにもり、アンドウヒロシでございます。 大きな
マイクでお騒がせをいたしました。 ご清聴、誠にありがとう
ございました。  
【自分】皆さまご清聴、誠にありがとうございました。 
＊＊＊たくさんの拍手やご声援、しっかりとアンドウヒロ
シ、アンドウヒロシは受け止めて、この国をよくしていく、
豊かにしていく力に変えていきます。 皆さま、新党くにも
り、アンドウヒロシ、アンドウヒロシは、政府の赤字は皆の
黒字、この言葉をキャッチフレーズに皆さんの暮らし。  
【自分】そして、皆さんの生き方、皆様の人生を大切に守っ
ていきます。 是非、皆様、新党くにもりのアンドウヒロシ、
アンドウヒロシ、参議院議員候補のアンドウヒロシ、アンド
ウヒロシをどうぞよろしくお願い申し上げます。 ご清聴頂
き、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。



61
中小企業の経営を
脅かす消費税、1
日も早く廃止

【自分】ではこれから、＊＊＊。 新党くにもり、アンドウヒ
ロシでございます。 新党くにもり、アンドウヒロシでござい
ます。  政府の赤字はみんなの黒字、政府の赤字はみんなの
黒字です。 食べる物にすら課税をする消費税とは、政府のた
めに対して課税をしているのと同じです。 中小企業の経営を
脅かす消費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費税は0で
いい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字はみん
なの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は
みんなの黒字。 消費税は0でいい。 食べるものにすら課税を
する消費税とは、生きていくことに対して課税をしているの
と同じです。 中小企業の経営を脅かす消費税、1日も早く廃
止にしましょう。 消費税は0でいい。 くにもり、アンドウヒ
ロシ。 政府の赤字はみんなの黒字。 新党くにもり、アンド
ウヒロシ。 政府の赤字はみんなの黒字。 消費税は0でいい。 
食べるものにすら課税をする消費税とは、生きていくことに
対して課税をしているのと同じです。 中小企業の経営を脅か
す消費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費税は0でい
い。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字はみんな
の黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字はみ
んなの黒字。 消費税は0でいい。 食べるものにすら課税をす
る消費税とは、生きていくことに対して課税をしているのと
同じです。 中小企業の経営を脅かす消費税、1日も早く廃止
にしましょう。 アンドウヒロシ。 政府の赤字はみんなの黒
字。 消費税は0でいい。 食べるものにすら課税をする消費。 
飲みたいのは山々なんですけど。 消費税0にしましょう。 よ
ろしくお願いします。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】あのお店のお客さんに＊＊＊。 ありがとうございま
す。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】食べるものすら。 ありがとうございます。 消費税
は0でいい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は
みんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤
字はみんなの黒字。 消費税は0でいい。 食べるものに。  
【自分】課税をする消費税とは、生きていくことに対して課
税をしているのと同じです。 ＊税はゼロで良い。 食べるも
のにすら課税をする消費税とは。 よろしくお願いします。  
【自分】こんにちは、お願いします。  
【自分】生きていくことに対して課税をしているのと同じで
す。 よろしくお願いします。 中小企業の経営を脅かす消費
税、1日も早く廃止にしましょう。 ビラ貰ってください。 よ
ろしくお願いします。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】あ、よろしくお願いします。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ちょっと、あちらのお客さんにもPRしてください。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】消費税はゼロにしましょう。 ありがとうございま
す。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】よろしくお願いします。 ありがとうございます。

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。



62 消費税はゼロで良
い

【自分】そうなんですよ。  
【自分】食べるものにすら課税をする消費税とは、生きてい
くことに対して課税をしているのと同じです。 中小企業の経
営を脅かす消費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費税は
ゼロで良い。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府の赤字は
みんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府の赤字
はみんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府の赤
字はみんなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府の
赤字はみんなの黒字。 消費税はゼロで良い。 食べるものに
すら課税をする消費税とは、生きていくことに対して課税を
しているのと同じです。 中小企業の経営を脅かす消費税、1
日も早く廃止にしましょう。 消費税はゼロでい。 ＊税はゼ
ロで良い。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府の赤字はみ
んなの黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ、政府の赤字は
みんなの黒字。 消費税はゼロで良い。 食べるものにすら課
税をする消費税とは、生きていくことに対して課税をしてい
るのと同じです。 中小企業の経営を脅かす消費税、1日も早
く廃止にしましょう。 ＊かじはみんなの黒字。 新党くにも
り、アンドウヒロシ、政府の赤字はみんなの黒字。 消費税は
ゼロで良い。 食べるものにすら課税をする消費税とは、生き
ていくことに対して課税をしているのと同じです。 中小企業
の経営を脅かす消費税、1日も早く廃止にしましょう。 消費
税はゼロで良い。 新党くに、ありがとうございます。 よろ
しくお願いします。 消費税はゼロで良い。 新党くにもり、
アンドウヒロシ、政府の赤字はみんなの黒字。 新党くにも
り、アンドウヒロシ、政府の赤字はみんなの黒字。 消費税は
ゼロで良い。 食べるものにすら課税をする消費税とは、生き
ていくことに対して課税をしているのと同じです。 中小企業
の経営を脅かす消費税、ありがとうございます。 1日も早く
廃止にしましょう。 消費税はゼロで良い。 新党くにもり、
アンドウヒロシ、政府の赤字はみんなの黒字。 新党くにも
り、アンドウヒロシ、政府の赤字はみんなの黒字。 ありがと
うございます。 ありがとうございます。 覚えてください。 
ああ、ありがとう。 政府の赤字はみんなの黒字。 覚えてく
ださいね。 食べるものにすら課税をする消費税とは、生きて
いくことに対して課税をしているのと同じです。

[61]「中小企業
の経営を脅かす
消費税、1日も早
く廃止」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。

63 消費税0にしま
しょう

【自分】ありがとうございます。 よろしくお願いします。 
中小企業＊脅かす消費税、一日も早く廃止にしましょう。 消
費税は0に。  
【自分】ヨロシクオネガイシマス＊。  
【自分】ヨロシクオネガイシマス＊。  
【自分】消費税は0でいい。 0＊、消費税0にしましょう。 あ
りがとうございます。 よろしくお願いします。 ありがとう
ございます。 消費税は0でいい。 よろしくお願いします。 あ
りがとうございます。 食べ物にすら課税をする消費税とは、
イキテイル＊ことに対して課税をしているのと同じです。 中
小企業の経営を脅かす消費税、一日も早く廃止にしましょ
う。 消費税は0でいい。 ありがとうございます。 新党くにも
り、アンドウヒロシ。  
【自分】ありがとうございます。 ＊よろしくお願します。

[64]「中小企業
の経営を脅かす
消費税、一日も
早く廃止にしま
しょう」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。

64

中小企業の経営を
脅かす消費税、一
日も早く廃止にし
ましょう

【自分】政府の赤字は皆の黒字。 新党くにもり、アンドウヒ
ロシ。 政府の赤字は皆の黒字。 消費税は0でいい。 ありがと
うございます。 食べるものにすら課税をする消費税とは＊て
いることに対して課税するのと同じです。 中小企業の経営を
脅かす消費税、一日も早く廃止にしましょう。 消費税は0で
いい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆の
黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆の
黒字。 消費税は0でいい。 ありがとうございます。  
【自分】お願いします。  
【自分】ありがとうございます。 よろしくお願いします。 
＊。 お願いします。  
【自分】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。



65 新党くにもり、ア
ンドウヒロシ

【自分】食べるものにすら課税をする消費税とは、イキテイ
ル＊ことに対して課税してるのと同じです。 中小企業の経営
を脅かす消費税、一日も早く廃止にしましょう。 消費税は0
でいい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆
の黒字。 ＊＊＊生きている人＊てるのと同じです。 ＊＊＊
を脅かす＊、一日も早く廃止しましょう。 消費税は0でい
い。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆の黒
字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆の黒
字。  
【自分】黒字。  
【自分】消費税、一日も早く廃止にしましょう。 消費税は0
でいい。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆
の黒字。 赤字は皆の黒字。 消費税は0でいい。 食べるものに
すら課税をする消費税とは、生きていることに対して課税を
するのと同じです。  
【自分】＊お願いします。  
【自分】中小企業の経営を脅かす消費税デス＊。  
【自分】＊を0にしましょう。  
【自分】一日も早く廃止にしましょう。 ありがとうございま
す。  
【自分】ありがとうございます。

[66]「アンドウ
ヒロシデス＊、
お願いします」
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。

66
アンドウヒロシデ
ス＊、お願いしま
す

【自分】消費税は0でいい。 新党くにもりアンドウヒロシ。 
政府の赤字は皆の黒字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 
政府の赤字は皆の黒字。  
【自分】ミンナノ＊黒字。  
【自分】消費税は0でいい。 ＊しましょう。 消費税は0でい
い。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆の黒
字。 新党くにもり、アンドウヒロシ。 政府の赤字は皆の黒
字。  
【自分】消費税はゼロで良い。 ＊＊＊のと同じです。 こん
にちは。 ＊＊＊マショウ＊。 ＊＊＊、よろしくお願いしま
す。 消費税ゼロにしましょう。 よろしくお願いします。 食
べるものにすら課税をする消費税とは、生きてイル＊ことに
対して課税をしているのと同じです。 チュウショウキギョウ
＊の経営を脅かす消費税、1日も早く＊＊＊マショウ＊。  
【自分】アンドウヒロシデス＊、お願いします。  
【自分】消費税ハ＊、ゼロ＊＊＊。 新党クニモリ＊、アンド
ウヒロシ。 政府のアカジ＊は、皆のクロジ＊。 新党クニモ
リ＊、アンドウヒロシ。 政府のアカジ＊は、皆のクロジ＊。 
消費税はゼロデイイ＊。 よろしくお願いします。 食べるも
のにすら課税をする消費税とは、生きていク＊ことに対して
課税をしているのと同じです。 チュウショウキギョウ＊の経
営を脅かす消費税、1日も早くハイシニ＊しましょう。 消費
税はゼロで良い。 新党クニモリ＊、アンドウヒロシ。 政府
のアカジ＊は、皆のクロジ＊。 皆のクロジ＊。 消費税はゼ
ロで良い。 食べるものにすら課税をする消費税とは、生きて
いくことに対して課税をしているのと同じです。 ありがとう
ございます。 中小企業の経営を脅かす消費税、1日も早くハ
イシニ＊しましょう。 ＊＊＊。 食べるものにすら課税をす
る消費税とは。 よろしくお願いします。 生きてい＊ことに
対して課税をしているのと同じです。 消費税ゼロ＊。 頑張
ります。 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。



67 消費税はゼロで良
い

【自分】消費税をゼロにしましょう。  
【自分】食べるものにすら課税をする消費税とは、生きてい
くことに対して課税をしているのと同じです。 中小企業の経
営を脅かす消費税、1日も早くハイシニ＊しましょう。 消費
税はゼロで良い。 新党クニモリ＊、アンドウヒロシ。 ＊に
すら課税をする消費税とは、生きていくことに対して課税を
しているのと同じです。 中小企業の経営を脅かす消費税、1
日も早くハイシニ＊しましょう。 消費税はゼロで良い。 新
党クニモリ＊、アンドウヒロシ。 政府のアカジ＊は皆のクロ
ジ＊。 消費税はゼロで良い。 ありがとうございます。 食べ
るものにすら課税をする消費税とは、生きていくことに対し
て課税しているのと同じです。 中小企業の経営を脅かす消費
税、1日も早くハイシニ＊しましょう。 ＊ドウ＊ヒロシ。 政
府のアカジ＊は皆のクロジ＊。 ＊＊＊。  
【自分】どうもありがとうございます。  
【自分】どうもありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。  消費税はゼロで良い。 食
べるものにすら課税をする消費税とは、生きていくことに対
して課税をしているのと同じです。 中小企業の経営を脅かす
消費税、1日も早くハイシニ＊しましょう。  
【自分】アンドウヒロシです、お願いします。

[69]「1日も早
く廃止にしま

しょう」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。

68
アンドウヒロシで
す、よろしくお願
いします

【自分】消費税はゼロで良い。 消費税はゼロで良い。 食べ
るものにすら課税をする消費税とは、生きていくことに対し
て課税をしているのとイッショ＊です。 中小企業のけい。  
【自分】＊を脅かす消費税。 一日も早く廃止にしましょう。 
消費税はゼロでいい。 新党くにもりです。 よろしくお願い
します。  
【自分】＊です。  
【自分】どうぞよろしくお願いします。  
【自分】消費税はゼロで良い。 政府の赤字はみんなの黒字。 
食べるものにすら課税をする消費税とは、生きていくことに
対して課税をしているのと同じです。  
【自分】アンドウヒロシです、よろしくお願いします。  
【自分】中小企業の経営を脅かす消費税。  
【自分】お願いします。 ありがとうございます。

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。

69 1日も早く廃止に
しましょう

【自分】1日も早く廃止にしましょう。 消費税はゼロでい
い。 新党くにもり、アンドウヒロシ。  
【自分】アンドウヒロシ。  
【自分】中小企業の経営を脅かす消費税。 1日も早く廃止に
しましょう。 消費税はゼロで良い。 新党くにもり、アンド
ウヒロシ。  
【自分】アンドウヒロシ。  
【自分】政府の赤字はみんなの黒字。  
【自分】みんなの黒字。  
【自分】新党くにもり、アンドウヒロシ。  
【自分】アンドウヒロシ。  
【自分】政府の赤字はみんなの黒字。  
【自分】みんなの黒字。  
【自分】消費税はゼロで良い。  
【自分】なんだこいつ。  
【自分】中小企業の経営を脅かす消費税。 一日も早く廃止に
しましょう。  
【自分】なんだこいつ。  
【自分】消費税はゼロで良い。 新党くにもり、アンドウヒロ
シ。  
【自分】アンドウヒロシ。  
【自分】政府の赤字はみんなの黒字。  
【自分】みんなの黒字。  
【自分】新党くにもり、アンドウヒロシ。  
【自分】＊。  
【自分】政府の赤字はみんなの黒字。  
【自分】みんなの黒字。  
【自分】＊。

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。



70
よろしくお願いし
ます

【自分】消費税はゼロで良い。 食べるものにすら課税をする
消費税とは、生きていくことに対して課税をしているのと同
じです。  
【自分】＊ます。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】よろしくお願いします。 ありがとうございます。 
しん、食べるものにすら課税をする消費税とは、生きていく
ことに対して課税をしているのと同じです。 中小企業の。 
ありがとうございます。 ＊ました。 ありがとうございまし
た。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】はい、お疲れ様でした。  
【自分】はい、お疲れ様でした。  
【自分】おけ。  
【自分】大丈夫です。

[69]「1日も早
く廃止にしま

しょう」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。

71

アンドウヒロシよ
り日本人の皆さん
を本当に救うため
の政策をおうたい
いたします

【自分】カメド＊駅前を＊の皆様、大変お待たせいたしまし
た。 それでは今から、新党くにもり共同代表、そして東京代
表のアンドウヒロシ、アンドウヒロシより日本人の皆さんを
本当に救うための政策をおうたいいたします。 それではお願
いいたします。  
【自分】＊駅シュウヘン＊の皆様、こんにちは。 私はただい
まご紹介＊しました、新党くにもり東京代表のアンドウヒロ
シ、アンドウヒロシでございます。 しばらくの間、この場所
から街頭演説をさせていただきます。 大きなマイクでおさわ
がせを致しますが、どうかご容赦いただきますよう、よろし
くお願いを申し上げます。  
【自分】＊。  
【自分】さていよいよ今日から参議院選挙が始まりました。 
私は今回の参議院選挙、東京の選挙区で立候補をいたしまし
た。  
【自分】＊。  
【自分】アンドウヒロシ、アンドウヒロシと申します。  
【自分】＊。

[72]「今の自民
党の政策では、
日本人を豊かに
することはでき
ない」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。

72

今の自民党の政策
では、日本人を豊
かにすることはで
きない

【自分】昨年の10月までは、自民党の衆議院議員を3期、約
10年、約9年勤めて参りました。 これが私が自民党の中で
やってきていたことは、今の自民党の政策では、日本人を豊
かにすることはできない。  
【自分】アンドウヒロシです、よろしくお願いします。 よろ
しくお願いします。 ＊よろしくお願いします。

[73]「これを、
なんとか正さな
くてはいけな

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。

73
これを、なんとか
正さなくてはいけ
ない

【自分】日本人が安心して日本で暮らすことができない。  
【自分】アンドウヒロシです、よろしくお願いします。  
【自分】残念ながらそういう政治を今の自民党は。  
【自分】何十年にわたって行ってきているわけです。 これ
を、なんとか正さなくてはいけない。 そういう思いで、私は
自民党の衆議院議員としての活動をしてまいりました。

[74]「日本は経
済成長できない
ことを目標にし
ている」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。

74
日本は経済成長で
きないことを目標
にしている

じゃあ、どのような方向に政策を変えなくてはいけないと考
えていたか。 それは、これまでは、政府は財政赤字を縮小す
る、財政赤字を縮小して、財政黒字を目指す。 これを大きな
政府の目標にしていたわけですけれども、これを目標にして
いるということは、日本は経済成長できないことを目標にし
ていることと同じです。

[75]「財政赤字
が削減される、
そういう政策が
実行をされてい
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。

75

財政赤字が削減さ
れる、そういう政
策が実行をされて
いきました

これはどういうことか。 ずっとわれわれは、政府の赤字は国
民の赤字である、教えられてきました。 政府の赤字は国民の
赤字なのだから、政府が赤字を縮小して、政府が黒字を目指
すことは、国民が赤字を縮小して国民が黒字になることと同
じなの。 だから、政府が財政赤字を縮小して財政黒字を目指
す、これが正しい政策だとずっと思いこまされてきました。 
そして、政治家も財政再建を目指します、財政赤字を削減し
ます、そういうことを言う政治家が人気があり、そして、確
実に財政赤字が削減される、そういう政策が実行をされてい
きました。

[76]「政府が赤
字になればその
分国民は黒字に
なります」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。



76
政府が赤字になれ
ばその分国民は黒
字になります

でも、皆さん、ぜひ考えてみてください。 誰かの赤字は必ず
別の誰かの黒字になっています。 私が誰かに1万円を渡せ
ば、私は1万円の赤字になるけれども、もらった人は1万円の
黒字になります。 誰かの赤字は必ず別の誰かの黒字になるん
です。 政府と国民の関係も同じです。 政府が赤字になれば
その分国民は黒字になります。 反対に、政府が黒字になれば
国民は赤字になります。

[78]「財政赤字
の拡大をしなく
てはいけない」
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。

77
経済の停滞、そし
て、国民の貧困化
の一番大きな原因

つまり、これまで、政府が財政黒字化、財政健全化を目指し
てきた、実はこの目標は、国民赤字化目標であり、国民貧困
化目標に他ならなかったわけです。 国民が貧困化することを
目標に掲げて政治をやっているわけですから、国民が豊かに
なれるはずがない。 それがこの30年間の日本で起きてし
まった経済の停滞、そして、国民の貧困化の一番大きな原因
です。

[78]「財政赤字
の拡大をしなく
てはいけない」
についての客観
根拠・データ

78
財政赤字の拡大を
しなくてはいけな
い

政府が国民の赤字化を目標にしてるんですから、国民が豊か
になれるはずがない。 だから私は自民党にいるときに、この
目標は間違っているから政府は財政健全化を取りやめて、財
政健全化という目標を取り下げて、財政赤字の拡大をしなく
てはいけない、そういうことをずっと主張してまいりまし
た。

[79]「政府の赤
字はみんなの黒
字」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。

79 政府の赤字はみん
なの黒字

そのキーワードが、われわれはずっと言ってきましたけれど
も、政府の赤字はみんなの黒字、政府の赤字はみんなの黒
字。 これが、国民がみんな豊かになる、国民が豊かになるた
めの大切なキーワードです。

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。

80

生活が苦しくなっ
ているにもかかわ
らず、年金の支給
額は引き下げられ
た

このキーワードのとおりに行っていない、政府が財政黒字を
目指す、そのことが今年も1つ行われました。 今年の4月か
ら、ちょうどのこの6月に支給される分から、年金の支給額
は引き下げられました。 これだけ物価が上がって、生活が苦
しくなっているにもかかわらず、年金の支給額は引き下げら
れたんです。

[79]「政府の赤
字はみんなの黒
字」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。

81

若い人たちが本当
に所得が下がって
貧困層に陥れられ
て

【自分】これはなぜか。 政府が黒字を目指すからです。 政
府が財政黒字を目指すために、年金の支給額は引き下げた。 
つまり、政府が黒字を目指す分、国民は赤字になり、国民は
貧困化をする。 それが今年の年金の支給額の引き下げでも、
また明らかになったわけです。 あるいは、その間ずっと、
20年にも、30年にもわたって、ずっと政府の赤字の削減、そ
れを実行してきたために、若い人たちが本当に所得が下がっ
て貧困層に陥れられてきました。

[82]「25年前の
30代は、普通に
働いていたら

500万円ぐらい
の給料がもらえ
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。

82

25年前の30代
は、普通に働いて
いたら500万円ぐ
らいの給料がもら
えて

そういう具体的な事例があります。 今、30代の人の所得
は、かつて25年前、1997年の30代の人は、一番多い所得階
層が500万から700万だった。 つまり、25年前の30代は、普
通に働いていたら500万円ぐらいの給料がもらえていた。 そ
ういう時代だったんですよ。 500万ぐらい給料が30代になっ
てもらえていれば、それは結婚もできただろうし、子供も安
心して持つことができたでしょう。

[84]「貧困問題
なのだと、これ
を正面から捉え
る人が本当にい
ない」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。

83
結婚もできない
し、子供も持つこ
とができません

でもそれが、20年、25年経って今どうなっているか。 2017
年の調査では、30代の最も多い所得階層は300万から400万
ですよ。 25年前は500万もらっていた30代。 それが今の30
代は、300万円から400万円しかもらえない。 確実に100万
円以上貧困化したんですよ。 300万円か400万円の給料しか
もらえなかったら、そりゃ結婚もできないし、子供も持つこ
とができません。

[84]「貧困問題
なのだと、これ
を正面から捉え
る人が本当にい
ない」について
の客観根拠・

データ

84

貧困問題なのだ
と、これを正面か
ら捉える人が本当
にいない

しかも、今若い世代は、4割が非正規雇用です。 非正規雇
用、不安定雇用で、年収が300万ぐらいしかもらえない。 そ
れじゃ、結婚したくても出来ないのが当たり前じゃないです
か。 今の少子化の根本的な原因は、若い世代の貧困化です。 
経済問題なんですよ、この少子化というのは。 それが残念な
がら、政府の方でも政治家でも、これが経済問題なのだと、
これが貧困問題なのだと、これを正面から捉える人が本当に
いないです。 そして、子育て支援が足りない、あるいは保育
園が足りない、これはどうなってるんだ、そういう二次的な
ところばっかり注目をするわけです。 でも、少子化の根本
的。 ありがとうございます。

[89]「年収400
万、500万取れ
るようにしま

しょうよ」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。



85
4分の1が50にな
るまで一度も結婚
していない

少子化の根本原因は、若い世代が経済的に困窮をした貧困問
題なんですよ。 そして、それを放置した結果、今どうなって
るか。 50歳の男性の4分の1は一度も結婚したことがない。 
結婚経験が一度もない50歳の男性が、もう4分の1ニモ＊達し
ている。 男性の内、4分の1が50になるまで一度も結婚して
いない。 それだったら当然、子供は生まれなくて当たり前で
すよ。 そして、結婚できない一番大きな理由は、安定した仕
事がない、そしてまともな給料がもらえない、経済的な不安
がある、だから結婚ができない。 そういう答えが出ているん
ですよ。 そしてこの結婚しないことに対して、価値観が変
わったからだ、そう。  
【自分】＊人たちもいます。

[84]「貧困問題
なのだと、これ
を正面から捉え
る人が本当にい
ない」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。

86

責任感のある人た
ちは、結婚もでき
なければ、子供も
持てない

もちろん、価値観は変わっているかもしれないけれども、で
も、未婚の人に聞いたら、8割から9割の人が、いつかは結婚
したいと思っていると、答えています。 つまり、みんな、価
値観はそこまで変わっていない。 本当は、将来は結婚もした
いし、子供も持ちたい。 そう思ってる人多いんですよ。 だ
けれども、それができない。 なぜか、安定した仕事がなく
て、まともな給料をもらえる見込みがないから、責任感のあ
る人たちは、結婚もできなければ、子供も持てない。 そうい
う状況に追い込まれてるんですよ。

[85]「4分の1が
50になるまで一
度も結婚してい
ない」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。

87
確実に役所で働く
人の数は減ってい
ます

なんでこんなことになったのか。 この30年にわたって、
ずっと政府の財政赤字の削減ということが、言われてきまし
た。 その中で、例えば、特にターゲットになっていたのは、
公務員の人。 公務員の数が多すぎると、公務員の給料は高す
ぎる、公務員の数を減らせと、公務員の給料を引き下げろ、
こういうことをずっと言われてきました。 そして、そういう
政策は、少なからず実行されていきました。 今、確実に役所
で働く人の数は減っています。

[88]「役所が率
先して国民を貧
困化させてい

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。

88
役所が率先して国
民を貧困化させて
いる

そして、今、どうぞ皆さん、役所に行ってみてください。 役
所の窓口で働いてる人たち、ほとんどが非正規職員になりま
した。 派遣社員か、アルバイトばかりです。 そして、その
非正規で働いている公務員の人たちの給料はいくらですか。 
年収200万から300万ですよ。 まさに、ずっと皆さんが、国
民が求めてきた、公務員の数が減らし、公務員の給料を減ら
すことは、実現されたんです。 じゃあ、他の人は、それに
よって、みんな幸せになったんでしょうか。 全然関係ないで
すよ。 公務員の数を減らして、給料を減らしたことによっ
て、幸せになったのは、人材派遣の会社だけですよ。 そうい
う、一部のキトクケン＊を、新たに生み出しただけだった。 
一部の人が儲かるだけだった。 こういう改革は、もうやめま
しょう。 そして、今最近は、カンセイワーキングプアという
言葉が、もう、定着をしてしまいました。 今申し上げたよう
な、役所で働いているけれども、不安定雇用で、低賃金で据
え置かれる、これをカンセイワーキングプアと言いますが、
カンセイワーキングプアという人たちが生まれてしまうとい
うのは、どういうことなんでしょうか。 これは、役所が率先
して国民を貧困化させているということですよ。

[89]「年収400
万、500万取れ
るようにしま

しょうよ」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。

89
年収400万、500
万取れるようにし
ましょうよ

皆さん、これは、おかしいと思いませんか。 役所で働いてい
るにも関わらず、役所が率先して、国民を貧困化させてい
る、こういう、狂った状態を皆さん、直していきましょう。 
こういう、カンセイワーキングプアと言われる人たちを、普
通の雇用にして、正規雇用にして、そして年収200万じゃな
くて、年収400万、500万取れるようにしましょうよ。 そう
すれば、そういう人たちも、結婚することができて、子供を
持つことができるようになる。 少子化対策にもつながってい
くんですよ。 そして、役所が、こういう人たちを、まともな
待遇に。

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。

90
そのための財源は
あります

【自分】＊にして、正規雇用にしてまともな給料を払うよう
にしていったらどうですか？ 皆役所で就職したいと、役所に
求人が、役所に人が殺到しますよ。 そうなっていったら皆さ
ん、民間企業は良い人材がとれなくなるから、民間企業も正
規雇用とまともな給料を払うようにしないと人がとれなくな
る、そうなれば待遇改善、給料アップはおのずと起きてはく
るではないですか。  こういう形で給料の賃金アップ、そし
て待遇改善、そういうことを行っていこうではありません
か。 それをまず、政府がまずやれるところからやるんです
よ。 そのための財源はあります。

[91]「国民が豊
かになることを
つぶしてる」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。



91
国民が豊かになる
ことをつぶしてる

財源は何か？ 財源は国債です。 国債を発行すると皆さん、
新しい借金をしてると思いこまされているけれども、国債は
国民の借金ではありません。 国債を発行すると実際は新しい
お金が生まれてくるので、それを政府が財政赤字の形で国民
に渡せば、国民が黒字になる、ただそれだけの話なんです
よ。 この国債の新しい国債の発行というのは、国民が借金を
してるんではなくて、政府が新しい通貨を生みだして、それ
を財政赤字の形で国民に渡している。 単に国民を黒字にする
ための政策にすぎないんですよ。 ところが、今日本人はこれ
を正反対の理解をしているので、国債を発行することに反対
をし、結果的に国民が豊かになることをつぶしてるんです。

[92]「国民全員
が豊かになる政
治を皆さん取り
戻していこう

じゃありません
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。

92

国民全員が豊かに
なる政治を皆さん
取り戻していこう
じゃありませんか

こういう30年以上に渡って間違い続けた財政健全化政策、こ
れを撤廃をさせて、国民全員が豊かになる政治を皆さん取り
戻していこうじゃありませんか。 私は新党くにもりのアンド
ウヒロシ、アンドウヒロシと申します。 今申し上げたような
政府の赤字こそが国民の黒字を作り出す。 このキーワードを
是非皆さんに覚えていただきたい。

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。

93
皆で豊かになりま
しょう、皆で幸せ
になりましょう

政府の赤字は皆の黒字、政府の赤字は皆の黒字。 政府の赤字
こそが国民の黒字を作り出す。 政府の赤字こそが国民の豊か
さを作り出す。 是非皆さん、このキーワードを覚えてくださ
い。 そして、我々新党くにもり、私は新党くにもりのアンド
ウヒロシ、アンドウヒロシと申します。 私たちがやりたいこ
とは、誰かを引きずり下ろすことじゃないです。 あの既得権
を引きずり下ろせとか、あいつが給料取り過ぎているからあ
いつを引きずり下ろせとかそういうことは言いません。 お金
持ちはお金持ちのまんまでいいじゃないですか。 その人を引
きずり下ろしたところで、皆が幸せになるわけじゃないんで
す。 そうじゃなくて、我々がやらなきゃいけないと思ってる
のは、皆で豊かになりましょう、皆で幸せになりましょう。 
誰も引きずり下ろすことなんかない。 皆で幸せになったらい
いじゃないですか。 それを我々新党くにもりは目指していま
す。

[92]「国民全員
が豊かになる政
治を皆さん取り
戻していこう

じゃありません
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。

94
そういう日本をも
う一度取り戻そう
じゃありませんか

どうか皆さん、この新党くにもり、私は今参議院選挙、東京
の選挙区から立候補致しましたアンドウヒロシ、アンドウヒ
ロシと申します。 どうか皆さん、名前を覚えてください。 
そして、私たちガ＊今暮らしているこの日本の国の＊。  
【自分】＊が持っている力をちゃんと使えば、私たちはもっ
ともっと豊かになれるし、もっともっと将来の不安なく暮ら
すことができます。  どうか皆さん、そういう日本をもう一
度取り戻そうじゃありませんか。 新党くにもり、私は東京の
アンドウヒロシ、アンドウヒロシでございます。

[95]「アンドウ
ヒロシへとご支
援賜りますよう
に、よろしくお
願いを申し上げ
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。

95

アンドウヒロシへ
とご支援賜ります
ように、よろしく
お願いを申し上げ
ます

参議院選挙が始まりました。 これからまだまだ7月10日が投
票日ですけれども、まだまだ続きます。 どうか皆さん、この
選挙は本当に大事な選挙になります。 このまんま自民党に政
権を任せていたら、この選挙が終わった後間違いなく増税
と、そして、間違いなく国民にタイフル＊対する給付の減が
行われます。 そして、ますます我々の生活は苦しくなり、そ
して、ますます貧困化をしていくということが確実です。 こ
ういう日本ではなくて、将来もっともっとみんなが豊かにな
れる安心して暮らせる、そういう日本を取り戻すためにも、
どうか皆さん今回の参議院選挙は新党くにもりのアンドウヒ
ロシ、アンドウヒロシへとご支援賜りますように、よろしく
お願いを申し上げます。 ありがとうございます。

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。

96

アンドウヒロシを
もう一度国会の＊
へと送ってくださ
い

私は新党くにもり、東京から参議院選挙に立候補いたしまし
た。 アンドウヒロシ、アンドウヒロシでございます。 どう
か皆さん、このアンドウヒロシ名前を覚えてください。 そし
て、アンドウヒロシをもう一度国会の＊へと送ってくださ
い。 必ずや＊、必ず国民全員を豊かにする、そういう本当の
政治を取り戻して参ります。 どうか皆さん、アンドウヒロ
シ、アンドウヒロシへとご期待頂きますように、よろしくお
願いを申し上げます。

[95]「アンドウ
ヒロシへとご支
援賜りますよう
に、よろしくお
願いを申し上げ
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。



97
もう一度経済成長
を取り戻しましょ
う

そして皆さん、このキーワードを覚えてください。 政府の赤
字はみんなの黒字。 政府の赤字はみんなの黒字。 そして、
もう一度経済成長を取り戻しましょう。 よろしくお願いしま
す。 ありがとうございました。  
【自分】皆様ご清聴いただきまして、誠にありがとうござい
ました。 新党くにもり、東京代表＊代表、そして来たる7月
10日投票日の参議院議員選挙候補者、アンドウヒロシ、アン
ドウヒロシから皆様にお伝えをさせていただきました。 みん
なで豊かな日本を創っていきましょう。 そのためにも、アン
ドウヒロシ、アンドウヒロシ精一杯頑張らせていただきま
す。 アンドウヒロシ、アンドウヒロシを、皆様どうぞよろし
くお願いいたします。 誠にありがとうございました。

[96]「アンドウ
ヒロシをもう一
度国会の＊へと
送ってくださ

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。


