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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

81%

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 中国のものになってしまっている

△ 少し詰め込みがち
2 これから、皆さん応援してくださ

い あなた側の話量は85分が適切と判定されました

3 皆さんの力があれば守れる
一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が多めです

4 ホンマナナとタニグチタカヒロ、どう
かよろしくお願いいたします

5 和歌山県民の希望、私たちに託して頂
きたい

6 自分達がやらなきゃならないんだ

7 それを海外に売り飛ばしている、これが今の
日本の政府

8 是非、あの、エスティア＊さん行ってみてく
ださい

9 ホンマナナ、ホンマナナとぜひお書きくださ
い

10 今の日本を見てると、これはいてもたっても
ならない

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）

15.5語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 CLOSED いんですか？

1 CLOSED 暑かったですか？

10 OPEN どうしてか？

11 OPEN しかし、今はどうでしょうか？

14 OPEN この和歌山県、どんな力がある＊か？

36 OPEN あっちのほうは運転してるの誰なんですか？

36 CLOSED タニグチさん？

36 CLOSED で、＊？

36 CLOSED 大丈夫？

38 CLOSED ほら、アソ＊、タナベタナベカエリマスヨネ＊？

41 OPEN どうでしたか？

52 CLOSED
自民党の、日本が足りないは何なのかということですが、皆さん最近、自民党おかしいと思いま
せんか？

71 CLOSED これ、ダイジョウブ＊？

71 CLOSED ＊＊＊やめときますか？

73 OPEN
この核保有国だったウクライナが核を放棄した結果、皆さん今ウクライナどうなってるでしょう
か？

73 CLOSED そして、アメリカやNATOは助けてるでしょうか？

75 CLOSED 分かりますか？

82 CLOSED さよならの言葉はありませんでしょうか？



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　　 17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　20件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　17件
71 軍産複合体、調べてください、家に帰って 10 中国のものになってしまっている

72 イサンフクゴウタイ＊調べてください 16
それを海外に売り飛ばしている、これが今の日本
の政府

82
訴えが本当にズシンとくるような重みを、増して
きた

20 ホンマナナ、ホンマナナとぜひお書きください

24
ホンマナナとタニグチタカヒロ、どうかよろしく
お願いいたします

26 自分達がやらなきゃならないんだ
30 自民党をぶっ飛ばす、新しい保守の風です
33 消費税はゼロでいい、積極的な財政出動です

35
是非タニグチタカヒロ、1枚目はタニグチタカヒ
ロ

42
是非、あの、エスティア＊さん行ってみてくださ
い

43
6月29日水曜日9時5分、9時5分ってことは朝です
ね

50 これから、皆さん応援してください
53 新党くにもり素敵だったよって伝えてください
55 新党くにもりは、先頭に立って頑張っていきます



64 和歌山県民の希望、私たちに託して頂きたい
68 くにもり活動、覚えてください
77 皆さんの力があれば守れる

80
今の日本を見てると、これはいてもたってもなら
ない



【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　　 17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）

10 説明のある話題 中国のものになってしまっている

皆さん、この和歌山県も大変なことになっておりま
す。 シングウから、ユアサ、＊モト＊、そしてワカウ
ラ、至るところに中国資本が入り込み、土地や水源
地、企業、ホテル、旅館が次々と買い取られている。 
この現状...

↓

9→ 具体的説明
和歌山が、そして日本が、大変な状態に
なっている

皆さん、今この和歌山が、そして日本が、大変な状態
になっている。 この真実、ぜひとも見ていただきた
い。 北海道には、既に10分の1以上が中国の資本に
よって買い取られております。 静岡県以上の土地で
す。  皆さん、これは北海道だけじゃありません。 北
海道から沖縄まで、すべての都道府県において、この
ような中国資本が入り込み、割り込まれているこの現
状。 私たちは、このまま過ごしていけば、5年後、10
年後、...

11→ 具体的説明
チベットより、もっとひどい状態が待ち
受けている

3年前の香港、見てください。 彼らは、自由と民主主
義を求めて声をあげ、行動をすることが出来ておりま
した。  しかし、今はどうでしょうか？ 多くの若者が
＊に仕分けられ、そして収容所に入れられている。 多
くの行方不明者が出ている。 右翼により弾圧され、そ
れで＊されているんです。 もう、声をあげることすら
出来ていない、それが今の香港です。 ウイグルやチ
ベット、内モンゴルはもっとひどい状態です。 強制収
容...

12→ 具体的説明
日本の財産、買い時ですよと世界に喧伝
している

皆さん、先月、キシダさん言っております、日本は投
資のチャンスですと、世界に喧伝しているんです。 皆
さん買ってくださいね、私たちの財産、日本の財産、
買い時ですよと世界に喧伝している。 これが、私たち
の代表の言ってる言葉なんです。 総理大臣が、そう
言っております。...

- -

16 説明のある話題
それを海外に売り飛ばしている、これが
今の日本の政府

話者A：＊ら、カジノ場を作ることによって不幸の連
鎖を生むにもかかわらず、金さえもうかったらええ、
そして和歌山のIRなかったらあかんのやと、そうやっ
た刷り込みを県民にずっとずっとしてきてしまいまし
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

↓

14→ 具体的説明 考える力があります

皆さん、この和歌山県にはすごい力があるんです。 こ
の和歌山県、どんな力がある＊か？ まず、考える力が
あります。 IR推進によってカジノ場を作って、そして
金儲けをしてもらおう、中国の企業に来てもらって金
儲けをしてもらう＊も、そういった状態で和歌山県が
誘致しようとしていた、このIR事業を否決という形を
とってくれた。 これは、和歌山県議会の人々が、ぎり
ぎりではありました22対18を、ぎりぎりではあった
ん...

15→ 具体的説明
すさんだ生活が、その先に待っておりま
す

大阪や長崎は、そのまま進めております。  カジノ場
＊皆さん、カジノ場が出来たらどうなるのか、必ず、
今まであった商業施設は疲弊します。 そして、疲弊し
たことによって生活ができない、苦しい。 そのせい
で、そのせいでですね、その生活をたてるために、身
体を売らなくてはならない、薬を売らなくてはならな
い、薬物に手を出してしまう。 本当にすさんだ生活
が、その先に待っております。 この。...



17→ 具体的説明 子供たちによりよい世界を残していく

皆さん、和歌山には林業、漁業、農業、どれをとって
もどこにも負けない素晴らしい力があります。 この素
晴らしい力を海外に売り飛ばそうとしてる勢力、この
状態では次の世代によりよいものを残すことはできま
せん。 私たちの大切な大切な子供たち、子供たちによ
りよい世界を残していく、これは親として、そしてお
じいちゃん、おばあちゃん、有権者としての大切な、
大切な責任です。...

- -

20 説明のある話題
ホンマナナ、ホンマナナとぜひお書きく
ださい

今回の比例、げき、全国比例で出ております。 ホンマ
ナナ、ホンマナナとぜひお書きください。 絶対にウラ
ギル＊ことはないです、だって、＊で、カノジョハス
ネ＊、あの、ワセダ大学法学部を卒業しているんで
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

↓

18→ 具体的説明 この力を私たちに託していただきたい

私たちには力があります、和歌山県民にはすごい人柄
があります、人情、そしてどこにも負けない人のこと
を考えレル＊、次の世代のことを考えられる人々がま
だたくさんいるということです。 皆さん、和歌山県に
は希望があります、子供たちに希望を見せることがで
きる。 子供たちの笑顔を守っていくことができる、そ
れが和歌山県民です。 一人一人が気づき、行動すれ
ば、この和歌山を守ることができます、和歌山を守れ
ば、日本を守...

21→ 具体的説明 私の名前も書いてください

皆さん、ホンマナナ、ホンマナナの名前を、ぜひ、次
の投票行ったときに書いてください。 絶対にウラギル
＊ことはないです。 そして私は、この和歌山県で、あ
の、立候補させてもらいました、タニグチタカヒロと
いいます。 私の名前も書いてください。 和歌山では
タニグチタカヒロ、私もウラギル＊ことはありませ
ん、なぜならば、なぜならば、僕にも小さい子供がい
るんです。 子供がいる、子供守りたい、この一心でこ
の場に立っ...

- -

24 説明のある話題
ホンマナナとタニグチタカヒロ、どうか
よろしくお願いいたします

でも、命がけで戦います。 子どもを守るためです。 
これは本気です。 子どもを守るために親が立ち上が
る、当たり前のことをしているだけです。 勇気を持っ
た行動で、子ども達に笑顔と、そして希望を残すこと
がで...

←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

↓

23→ 具体的説明
次の世代の橋渡しを、私達に力をくださ
い

皆さん、私たちに力をください。 私達は本当に、命が
けで＊で子ども達を守っていく決意を固めておりま
す。 シントウクニモリといいます。 そして代表は、
ホンマナナ、ホンマナナといいます。 私は和歌山県で
出ております、タニグチタカヒロ、タニグチタカヒロ
といいます。 どうかこの名前、覚えてください。 そ
して、次の世代、次の世代の橋渡しを、私達に力をく
ださい。 必ず、必ず実現させます。 このままでは
＊＊＊しま...

- -

26 説明のある話題 自分達がやらなきゃならないんだ

あの政府、私は。  話者A：もともと、憲法9条、憲法
9条と言って、全く日本を守らない無責任な野党は、
もう、ほんとのろくでなしだと思っておりますけれど
も。 じゃ、＊はなんですかということなんです。 そ
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

↓

25→ 具体的説明 タニグチタカヒロすごいんですよ

話者A：ただいまのは、タニグチタカヒロ、タニグチ
タカヒロでございます。 皆さん、タニグチタカヒロ
＊＊＊ください。 シントウクニモリは、もう本当に誇
りを持って、こうして太鼓判を押す男であります。 た
だの＊自分を卑下しておりますが、しかし皆さん、タ
ニグチタカヒロすごいんですよ。 尖閣諸島に行ったこ
とだってあるんです。 この和歌山から、沖縄にある尖
閣諸島、皆さんも聞いたことがあると思います。 領土
領海を...

27 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

心配するからこそ、見て見ぬふりをやめ
ました

だからこそ、本来、政権与党と戦うのはしんどいこと
でありますが、今の自民党は、逆に言えば、ものすご
く思い上がってるんですよ。 何にもやっていない、そ
して、遺憾である、遺憾であると言っている。 だけれ
ども、皆さん、ミサイルを撃ち込まれるというのは、
とんでもないことですよ。 今の日本以外、ミサイル撃
ち込まれて平気な顔で生きてる国、どこにあります
か。 アメリカだったら即時＊＊＊ですよ。 ＊戦争す
るとかでな...



28→ 具体的説明 私たちは、中国とは距離を取るべきだ

新党くにもりは、自民党を応援していましたけれど
も、もう、自民党はダメなんだと、見限ったんです。 
まるで、国を守る気もない。 そして、鯔のつまりは中
国の言うことを聞くような政権。 中国の言うことを聞
くということが、どれだけ大変なことか、それを、ウ
イグルや、チベットや、そして、先ほど、タニグチタ
カヒロが言ったように、つい最近の香港を見ればわか
るじゃありませんか。 なので、私たちは、中国とは距
離を取るべ...

- -

30 説明のある話題
自民党をぶっ飛ばす、新しい保守の風で
す

だからこそ、さらに、また、皆さんに、問いかけるの
は、あきらめないでください、カジノを潰すことだっ
て、本当は大事だったはずです、ナガサキ県や、オオ
サカ府は、これを潰せずに、終わってしまっていま
す、けれど...

←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

↓

29→ 具体的説明
ワカヤマ県民の、心が、結局は、カジノ
＊、葬り去った

そして、憲法改正もすべきだし。 そして、国防安全保
障として、尖閣諸島や、北方領土だってしっかり守ら
なきゃいけませんよ。 何も、新党くにもり、国を守
る、この保守の政治団体の言ってることは、難しいこ
とでもなんでもありません。 どこの国でもやってい
る、当たり前のことです。 当たり前のことを取り戻さ
なければ、今の私たちがこのまま寝ぼけていたら、
＊＊＊大人を信用してるんです。 よもや、大人がこん
な守っていな...

31 → 具体的説明
日本人だけが、コロナを、終わらせてい
ない

本当は、自民党のやっている、とんでもないことを、
本当は野党が、追及しなきゃいけないんですよ、国
防、安全保障など、ろくにやってない、そして、経
済、財政、見てくださいよ、もう、はっきりいって、
ろくでもないぐらい、これだけ、貧乏になって、あ
の、25年間、ずっと、ずっと、25年も成長しきれな
いなんていうのは、異常事態です。 けれども、本当は
野党、ソレヲツイ＊＊＊カッタ＊、ダケレ＊、憲法9
条、憲法9条ですよ...

- -

33 説明のある話題
消費税はゼロでいい、積極的な財政出動
です

自民党のやった政策は、なんでしょうか、小さな政
府、財政再建、緊縮財政ともいいます、つまり、高齢
化が進んで、もう、政府は、お金が出せません、皆さ
んが、税金を払ってください、皆さんの、フカ＊、負
担を増やし...

←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

↓

32→ 具体的説明
私たちは、一人一人でも、小さくても、
声を上げたい

けれども、私たちは、先ほど、カジノの話もしたとお
り、＊＊＊ワカヤマ県民や、日本人の、普通の感覚
に、私たちは、信頼を寄せています、なので、政治家
は、頼むに足らない、財界人も、頼むに足らない、マ
スコミも、ろくでもないことしか、報じないけれど
も、ワタ＊、＊＊＊、直接、＊＊＊、皆さんのほう
が、まともだからです。 たとえば、中国に対しては、
9割の人が、問題があると、感じています。  けれど、
政治見てください...

- -

35 説明のある話題
是非タニグチタカヒロ、1枚目はタニグ
チタカヒロ

是非タニグチタカヒロ、1枚目はタニグチタカヒロ、1
枚目はタニグチ＊＊＊ます。 もし＊ならば、全国比例
区でアリマセン＊、＊とお書きください。 是非和歌山
の皆さん正常化していきましょう。 まともな国にし
て...

←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

↓

34→ 具体的説明
新党くにもりの戦いは、和歌山でありま
す

是非タニグチタカヒロ、タニグチタカヒロがこの和歌
山から立ち上がりました新党くにもりの戦いは、和歌
山であります。 和歌山が最初から最後までずっとこの
新党＊タイセツニ＊している場所であります。 これは
和歌山だったら、これを正常化出来る、真っ当な感覚
であると新党くにもりはクンデ＊るからでありま
す。...

- -

42 説明のある話題
是非、あの、エスティア＊さん行ってみ
てください

あと、今度あれですね、ナナさんが切っていただいた
方なんですけど、本当にね、休みの日＊いただいて、
あの、はい、サロンドエスティア＊さんっていう素晴
らしいお店なんですけど、腕も良くてね、ひ、人柄も
めちゃく...

←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

↓



40 → 具体的説明 NHKの政見放送収録しました

あの、それもタニグチさんのお知り合いに頼みまし
て、私、あの、いつも活動して＊街宣活動してるの
で、すごく無理を言って夜の7時から夜の10時まで髪
の毛切ってもらったんです。 夜の10時まで髪の毛
切ってくれるんですよ。 そして、なんか、あ、ホンマ
さん髪の毛前髪くるくるで、これじゃあ毎日大変で
しょうから、ちょっと少し伸ばしときましょうという
ことで、ストレートパーマをしてくれませんで＊して
くれ、してくれまし...

- -

43 説明のある話題
6月29日水曜日9時5分、9時5分ってこ
とは朝ですね

今政見放送のお話ありましたが、そうだ、そうだ、そ
ういった意味では、ええと、全国比例の。  話者A：は
い、ありがとうございます。  話者A：ありがとうござ
います。  あ、ここで、ここで大きい声で＊いけな...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

41→ 具体的説明 目をつぶって、み、聞いてください

話者A：どうでしたか？  話者A：あの、いや、先ほど
も言ったんですけど、なかなか、こう慣れないことな
んで緊張しまして、皆さん、あの、目をつぶって、
み、聞いてください。 その、画面を見るとね、目線が
泳いどりますね、＊。 ただ、あの、まだ政見放送は始
まってないらしいんで、是非楽しみにしていただきた
い、目をつぶって聞いてください。...

44→ 具体的説明
うまく、なんかいかなくて、ま、なんか
ちょっと、なんかずるい

話者A：あ、なんか、うん、ま、みんなあの、政見放
送の話、聞いてるとアズサマリさんもね、なんかこ
う、薄暗くて、ほんとにうまく、なんかいかなくて、
ま、なんかちょっと、なんかずるい、ずるいというこ
とも言っていました。 まあね、ジミントウとかやっぱ
りある程度お金を持ってるところは、ま、ジミンジユ
ウコウホウセンターっていう、放送局に近いもの持っ
てますからね、プロが付いているんで、もうでっかい
放送局、持ってま...

- -

50 説明のある話題 これから、皆さん応援してください

話者A：タニグチタカヒロでございます。 そして図々
しく、こう宣伝までする。  話者A：＊＊＊。  話者
A：はい、じゃあこれから、皆さん応援してくださ
い。 ホンマナナ、維新の会と戦ったホンマナ、ナナで
あ...

←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

↓

48→ 具体的説明
キャーと言ったウグイス嬢は、その時に
かっこいいと思った

話者A：あのチャンネルサクラホッカイドウのキャス
ターのオオイズミフトシという者なんですケド＊、オ
オイズミフトシが、ナナさん怖いよ、なんかウグイス
嬢、キャーとか言って悲鳴あげてたじゃんって言われ
てね。 でも、そのか、そのキャーと言ったウグイス嬢
は、その時にかっこいいと思ったらしいですから、い
いじゃありませんか。 4年ぶりに会いました。  話者
A：ありがとうございます。 ありがとうございます。 
頑張り...

49→ 具体的説明 ホンマナナ、ある意味、親父なんですよ

話者A：オッカサンハ＊、でもそう、かよわい、乱暴
者、ソウダヨナ＊、乱暴者はアレ＊＊。 もうね、だっ
て、わた、トビゲリ＊じゃなくて、私を振り切って
ね、バーッと逃げちゃったんですよ、維新の会。 で、
翌日ね、なんかその候補者が来て謝って、なんか自分
はその場にいなかったから知らないんだけど、あの申
し訳ございませんでしたって、まあ謝りに来ましたけ
ど。 私はその候補者に頭が来て、あんたが乗ってたん
でしょうって...

- -

53 説明のある話題
新党くにもり素敵だったよって伝えてく
ださい

なぜ私たちの国の宝が、留学生になるんでしょうか。 
私たちの国の宝は、日本人であり、そして日本の子供
達であり、日本の若者であります。 日本を取り戻すと
言った自民党だけれども、皆さん見てくださいよ。 日
本...

←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

↓

52→ 具体的説明 中国べったりですよ

自民党の、日本が足りないは何なのかということです
が、皆さん最近、自民党おかしいと思いませんか？ 中
国べったりですよ。 キシダさんの言葉、思い出してい
ただきたい。 我が国の宝は、留学生である。 我が国
の宝は、留学生であるとまで言い出しました。 でも、
イイエテミョウ＊でありまして、これが今の自民党の
全てを物語ってると思います。...

- -

55 説明のある話題
新党くにもりは、先頭に立って頑張って
いきます

私たちは、これはだめなんだということで、まず、私
たち新党くにもりの言っていることは、特段、難しい
ことでも何でもありません。 まず、北朝鮮にミサイル
撃ち込ますようなこの状況をやめさせなければなりま
せん。...

←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

↓



54 → 具体的説明
見過ごしていいのかどうかが問われてい
る選挙

この和歌山では、タニグチタカヒロが立ち上がりまし
た。 私たちは、みみっちい希望にすがるのをやめまし
た。 今、尖閣諸島に中国船が入ってきています。 そ
して、ミサイルが、北朝鮮が、日本海に撃ち込むよう
になりました。  しかし皆さん、これ本当は異常事態
なんですよ。 もう説明することなく、ミサイル撃ち込
まれている国、それで平然としている国、日本だけで
すよ。 そして、子供達もいますが、今の子供達は大人
のヒト...

56→ 具体的説明 タニグチタカヒロ、皆さん見てください

私達は、こ、口先だけの政党とは違います。 私たち
は、じ、実際、尖閣諸島に32回、行っています。 な
ぜ尖閣諸島に行くのか、政府が尖閣諸島を、全く守る
気がありません。 でも、日本人1人1人は、尖閣諸島
に対して気持ちを持ってるんだということをちゃんと
意思で示す、諦めることは絶対しない。 タニグチタカ
ヒロ、皆さん見てください。 タニグチタカヒロは尖閣
諸島、行ってるんですよ。...

- -

64 説明のある話題
和歌山県民の希望、私たちに託して頂き
たい

次の世代の橋渡し。 これは親として、そして、おじい
ちゃん、おばあちゃんとしての、有権者としての大切
な大切な努めです。 皆さん、この、和歌山県民の希
望、私たちに託して頂きたい。 私たちのこの党、新党
くに...

←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 和歌山県民にはまだ考える力がある

夢と希望を与えられるのが親としての責任であり、今
の和歌山県だったらまだ可能なんです。 和歌山には力
があります。 和歌山県民には力がある。 これね、本
当の事です。 今、アイアール事業、マリーナシティへ
アイアールを誘致しようとしております。 これ、カジ
ノ場を含んだ施設です。 そのカジノ場を経営するのは
どこだったのか。 中国です。 中国の人に来てもらっ
て、カジノを経営してもらって、そのムコウ＊のお金
で金...

65 → 具体的説明 ホンマナナに入れて欲しい

そして代表は、ホンマナナ、ホンマナナという方で
す。 このホンマナナさん、和歌山に縁もゆかりもあり
ませんでした。 でも、この和歌山が大変なことになる
と、本気で危機感を抱き、そして、この和歌山に住所
を移して活動をずっと続けてくれております。 今回、
全国比例出ております。 家帰ったら、お父さん、お母
さんに言うて下さい。 ホンマナナに入れて欲しいと。 
あの人は、ほんもんやと。 ほんまもんです。 ホンマ
ナナ...

66→ 具体的説明
通貨発行権という、すごいすごい力があ
る

そして、私たちの政策20項目あります。 その中に、
大きな政策が2つ。 これ、聞いて下さい。 政府の赤字
はみんなの黒字。 政府の赤字はみんなの黒字。 この
スローガンを掲げて＊おります。 そして、消費税0。 
この、消費税0も掲げております。 税金払わんかった
ら、経済が回らへん。 世の中がうまくいかへん。 そ
ういう刷り込みが、ずっとずっと私たちに刷り込まれ
てきました。 でも、そうじゃないんです。 この、...

- -

68 説明のある話題 くにもり活動、覚えてください

話者A：お父さんに言ってください。 ホンマナナ、ホ
ンマナナ、そして私タニグチタカヒロといいます。 あ
りがとうございます、頑張ります。  話者A：ありがと
うございます。  話者A：見てください、この子供...

←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

↓

69→ 具体的説明
くにもりの活動が消えてしまえば、和歌
山がなくなります

皆、身銭を切って自己犠牲って言ったらちょっと、い
い、ちょっと言いすぎなんかもしれない。 あのお金を
ね、自分で誰かからもらうわけじゃなくて、世のため
人のために使おう、このお金の使い方、これ日本人し
かできないような価値観です。 これをずっとしてくれ
てるのが、このくにもりの活動の人達です。 全国に広
がっております。 本当にすごいです。 お金をもらっ
て自分らがいい思いできるからやってるんじゃないん
です。 ...

- -

71
説明の少ない話

題
軍産複合体、調べてください、家に帰っ
て

皆さん、もう1つ言いたいことがあります。  話者A：
これ、ダイジョウブ＊？  話者A：あの。  話者A：
＊＊＊やめときますか？  話者A：はい、すみません。 
ええとですね、ええ、大事なこと言います。 ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

72
説明の少ない話

題 イサンフクゴウタイ＊調べてください

話者A：言えない、い、い、言ってたらえらいことに
なってしもうたんで言えないんですけど、家帰って調
べてください。 イサンフクゴウタイ＊です、イサンフ
クゴウタイ＊調べてください。 そして、ウクライナの
件も...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し



- -

77 説明のある話題 皆さんの力があれば守れる

皆さん、私たちに力を与えていただきたい。 新党くに
もりのホンマナナに、全国比例はホンマナナ、全国比
例はホンマナナです。 そ＊和歌山県はタニグチタカヒ
ロ、タニグチタカヒロです。 僕は、1人の親としてこ
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

↓

76→ 具体的説明 今ならまだ間に合う

私たちの先祖は命懸けで戦いました。 日本人のため、
我々子供のため、子孫のために命懸けで戦った、これ
は真実です。 そしてアジア諸国を救ったのは日本人な
んです。 しかも、僕たちにはその力がまだ残っており
ます。 今ならまだ間に合うんです。 子供たちを守れ
ます。 このまま5年過ぎたら、このまま5年過ぎてし
まったらですね、これも＊香港のようになってしま
う、ウイグルのようになってしまう、そうなってし
まっては私...

78

→ 具体的説明
皆様方を私たちは裏切ることは絶対にあ
りません

皆様方を私たちは裏切ることは絶対にありません。 命
懸けで戦います、その覚悟でここに来てくれておりま
す。 私たち新党くにもりは、その覚悟を決め決意を固
め、この場に立っております。 ホンマナナ、ホンマナ
ナそしてタニグチタカヒロ、どうかよろしくお願いい
たします。 大きなマイクで失礼いたしました。 あり
がとうございました。  話者A：アリガトウゴザイマス
＊。  話者A：＊。...

- -

80

説明のある話題
今の日本を見てると、これはいてもたっ
てもならない

私たち、新党くにもりは、今の日常生活、皆さん毎
日、毎日追われて大変ですよ。 だけれども、今の日本
を見てると、これはいてもたってもならないと思うの
が、やはり、もう見てて分かるじゃありませんか。...

←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

↓

79

→ 具体的説明
このままじゃまずいんだという危機感を
感じています

話者A：ただいまのは、タニグチタカヒロ、タニグチ
タカヒロでございます。 声を枯らして、こうやって和
歌山県を回っています。 本当にタニグチさんというの
は、真面目な方でありまして、一生懸命なんです。 そ
して、本当に、もう心からの叫びだと、皆さん受け止
めていただきたい。 真面目なんです。 真面目という
か、頭がどうだとかこうとかじゃなくて、本当に生き
方が、真面目で。 そして、やはり子どもを守りたい、
そして...

81

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
政府が全然、有事に対応できていない

コロナ見てくださいよ。 こんな悲惨な状態で、右往左
往して、政府が全然、有事に対応できていない。  そ
して、私たちには緊急事態宣言だの、家を出る、出る
など、イベント自粛要請だの、色んな事を言って、そ
して、当時、最初に広がった時、やってたことは一体
何だったんでしょうか。 中国人を、いつまでもいつま
でも入れ続けました。 いったい、日本人と中国人と、
どっちが大切なんだろうかと。 私は、今の政治を見て
ると思...

- -

82

説明の少ない話
題

訴えが本当にズシンとくるような重み
を、増してきた

話者A：ということで、もうだんだん暗くなってきた
ので、また私達は1か所、訪れてやります。 タニグチ
さん、皆さん、声かすれていますけれども。 あの毎
日、毎日、こうなんかね、訴えが本当にズシンとくる
ような...

←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

皆さん和歌山に戻
りました、オ＊ラ
イブ配信してるん
でスヨネ

【自分】和歌山に戻ってきたぞー。 やっほー。  
【自分】はい、もうライブはいライブ配信してます。  
【自分】和歌山に＊りました。  
【自分】おな、お腹が見えてます。  
【自分】ナナサ＊お腹ガ＊見えてます。  
【自分】いんですか？ おへそ。  
【自分】皆さん和歌山に戻りました、オ＊ライブ配信してる
んでスヨネ＊。  
【自分】あっそ。 はい始まってます。  
【自分】＊ここ暑い。  
【自分】暑かったですか？  
【自分】北海道19度こっち30度なの。  
【自分】そうですね今日なんか風が熱い、あったかいってい
うか暑い。  
【自分】ネッスウ＊。  
【自分】はい。  
【自分】シュウマイが茹でられるよう＊、蒸されるよう＊、
蒸されてます。  
【自分】はい。  
【自分】暑いです。  
【自分】ああ、まだやってんの＊。 あ。  
【自分】少しずつ、＊白いトコ二マスイヒマ＊、ポコニャン
＊が登って行ったんですけど、＊んだろ。 あの梯子がないん
です、なのでああやって窓から登ってかなきゃいけないと言
うね、そしてホンマ＊さんの登りますか、登れません。  
【自分】ナナさん、どうぞ。  
【自分】はい。  
【自分】はい。

挨拶などその他
の話題

2
こちらは新党くに
もり、新党くにも
りでございます

【自分】じゃあ紹介しなくては。  
【自分】こちらは新党くにもり、新党くにもりでございま
す。 和歌山の皆様、＊です。 ようやく1日も終わり＊いたと
ころで、街宣活動＊ましてタイヘン＊＊ございません。

[4]「和歌山から
はタニグチタカ
ヒロ、タニグチ
タカヒロが戦っ
て参ります」に
ついての具体的

説明

3

新党くにもりで
は、＊和歌山セン
キョク＊タニグチ
タカヒロ

いよいよ参議院選挙が昨日から始まりました。 新党くにもり
では、＊和歌山センキョク＊タニグチタカヒロ、タニグチタ
カヒロ。 今、ショジョウノ＊上でいしょ懸命旗をタテテ＊い
るタニグチタカ、タカヒロを擁立させていただきます。 そし
て私、ホンマナナは、全国ユキ＊で＊ということで、参議院
選挙シュウバン＊まで戦ってまいります。 私たち新党くにも
りは、平仮名でくにもりと書いておりますけれども、国を守
る、国を守る保守の政治団体です。 私たちノ＊＊は、昨年の
衆議院選挙、和歌山3区から始まっておりまして、私ホンマ
ナナが、あのニカイトシヒロさんと戦わせて。 ありがとうご
ざいます、お手振りいただきましてありがとうございます。 
チン＊党くにもりでございます。 その新党く＊の、第1の拠
点、ありがとうございます。 ＊のお手振りいただきましてあ
りがとうございます。 新党くにもりのホンマナナでございま
す。

[2]「こちらは新
党くにもり、新
党くにもりでご
ざいます」につ
いての具体的説

明



4

和歌山からはタニ
グチタカヒロ、タ
ニグチタカヒロが
戦って参ります

そしてこの新党くにもりにとっては、和歌山は第1の拠点と
言うこともありまして、昨日私は全国比例区でありますの
で、総務省の審査を受けて何と手違いがありまして、半日か
かりましたけれどもまず、北海道でダイイッセイ＊をしまし
て、本日和歌山に駆けつけました。 そして和歌山からはタニ
グチタカヒロ、タニグチタカヒロが戦って参ります。 タニグ
チタカヒロは車両整備をしている車屋さんであります。 ご家
族もありまして、働くお父さん。 マ＊、そうした中でこの和
歌山でなぜ戦おうと決めたかと言いますと、私が衆議院選挙
でニカイトシヒロさんと戦ったものでありますから、和歌山
の仲間というのはコテンパンにいじめ抜かれました。 仕事を
干されました。 その中のタニグチタカヒロ、タニグチタカヒ
ロもお前には仕事をやらないぞと、そういう圧迫を受けまし
た。 ま本来であればも、これで、ありがとうございます。 
テヲ＊支持いただきましてありがとうございま。  
【自分】＊。

[7]「谷口たかひ
ろの心からの、
この訴えをぜひ
皆さんお聞きく
ださい」につい
ての具体的説明

5 お金が、ほんとは
大切でありますよ

それで、もうへこたれて、やる気なくなり、そして、社会に
もまれていくのが普通の大人かもしれません。 しかし、谷口
たかひろは、ここが＊谷口たかひろは逆に燃えてしまったの
であります。 こ、この＊は、こういうく、圧迫や弾圧に屈し
ていたら、和歌山、ふるさとノワガ＊、非常に、ま、将来が
ない、子どもたちにとって、若者たちにとって、こ＊しがら
みの強くて、何にも声を上げることのできない町になってし
まう。 なのでお金が、ほんとは大切でありますよ。 お金大
切な部分もあります。

[4]「和歌山から
はタニグチタカ
ヒロ、タニグチ
タカヒロが戦っ
て参ります」に
ついての具体的

説明

6
ぜひ皆さん、谷口
たかひろの顔を見
てください

けれども、谷口たかひろは、ここで声を上げるんだと、立ち
上がったのであります。 ぜひ皆さん、谷口たかひろの顔を見
てください。 谷口たかひろの顔見たら、もう誰もがみんな言
います。 この人は人をだましたり、悪いことをしたりする、
人間じゃない。 なので、仕事を干すという、とんでもないこ
とを受けておりますけれども。 しかし、民間の谷口さんと仕
事をしてる人たちは、谷口さんの人柄を分かっていまして、
谷口君の言うことであれば、一緒に仕事をしようと声を掛け
てくれるわけであります。 ありがとうございます。

[5]「お金が、ほ
んとは大切であ
りますよ」につ
いての具体的説

明

7

谷口たかひろの心
からの、この訴え
をぜひ皆さんお聞
きください

新党くにもり、新党くにもりでございます。 そのまず、谷口
たかひろの心からの、この訴えをぜひ皆さんお聞きくださ
い。 谷口たかひロ＊と、谷口たかひろでございます。  
【自分】＊、ありがとうございます。  
【自分】はい。

[8]「私たちは新
党くにもり、新
党くにもりと言
います」につい
ての具体的説明

8
私たちは新党くに
もり、新党くにも
りと言います

皆さん、こんにちは。 えー、私たちは新党くにもり、新党く
にもりと言います。 私たちの代表は今、あの、都内にいま
す、本間奈々、本間奈々という方です。 私たちのこの名前、
国を守る、この国をマ＊＊、このくにもりという名前を付け
ております。 国を護るということは、私たちのしょ、将来、
＊やお孫さんの将来を守るということです。 この大切な思
い、この大切な、＊な思いを持って、この場に私たちは立っ
ております。

[9]「和歌山が、
そして日本が、
大変な状態に

なっている」に
ついての具体的

説明

9
和歌山が、そして
日本が、大変な状
態になっている

皆さん、今この和歌山が、そして日本が、大変な状態になっ
ている。 この真実、ぜひとも見ていただきたい。 北海道に
は、既に10分の1以上が中国の資本によって買い取られてお
ります。 静岡県以上の土地です。  皆さん、これは北海道だ
けじゃありません。 北海道から沖縄まで、すべての都道府県
において、このような中国資本が入り込み、割り込まれてい
るこの現状。 私たちは、このまま過ごしていけば、5年後、
10年後、大変な将来が待っている。 その危機感に目覚め、
私たちはこの活動をしております。

[10]「中国のも
のになってし

まっている」に
ついての具体的

説明



10
中国のものになっ
てしまっている

皆さん、この和歌山県も大変なことになっております。 シン
グウから、ユアサ、＊モト＊、そしてワカウラ、至るところ
に中国資本が入り込み、土地や水源地、企業、ホテル、旅館
が次々と買い取られている。 この現状を皆さんに知っていた
だきたい。 私たちには、次の世代につなぐ大切な役割があり
ます。 皆さん、このままでは、このままでは本当にひどい状
態になります。  どうしてか？ 彼ら中国人、そして中国企業
に売り渡すということは、共産主義国家からしたら、独裁政
権のもと、彼らに売った、そして企業に売った土地ヤ＊財産
は中国のものだということです。 中国のものになってしまっ
ている。 私たちが知らない間に、し、侵略されている結果と
なっています。 これをサイレントインベージョンと言いま
す。 サイレントインベージョン、静かなる侵略、静かなる侵
略によって、われわれの将来が危ぶまれてま。  
【自分】＊なっています。 つまり、和歌山県では表情までも
奪われてる。 これが、今の和歌山県の現状です。 皆さん、
このままでは本当に大変なことになります。

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
チベットより、
もっとひどい状態
が待ち受けている

3年前の香港、見てください。 彼らは、自由と民主主義を求
めて声をあげ、行動をすることが出来ておりました。  しか
し、今はどうでしょうか？ 多くの若者が＊に仕分けられ、そ
して収容所に入れられている。 多くの行方不明者が出てい
る。 右翼により弾圧され、それで＊されているんです。 も
う、声をあげることすら出来ていない、それが今の香港で
す。 ウイグルやチベット、内モンゴルはもっとひどい状態で
す。 強制収容、強制労働、強制避妊、そして中国人と結婚さ
せられる。 子と親を引き離し、言葉を奪い、さらに文化を
奪って、その民族をこの世から消し去ろうとしている。 これ
が、中国共産党のやり方です。 皆さん、その＊と言われた、
ウイグル、チベット、香港、そして内モンゴル、同じような
やり方です。 そのやり方で、私たちのこの国はターゲットに
され、奪い取られようとしております。 彼らは恐ろしいこと
に、通信＊による反日教育まで、行っております。 このまま
いけば、香港より、ウイグルより、チベットより、もっとひ
どい状態が待ち受けている可能性が大いに高い。 それが、私
たちの行政であり、政府が税金を使って、私たちのこの大切
な財産を売り渡そうとしている現実を。

[10]「中国のも
のになってし

まっている」に
ついての具体的

説明

12
日本の財産、買い
時ですよと世界に
喧伝している

皆さん、先月、キシダさん言っております、日本は投資の
チャンスですと、世界に喧伝しているんです。 皆さん買って
くださいね、私たちの財産、日本の財産、買い時ですよと世
界に喧伝している。 これが、私たちの代表の言ってる言葉な
んです。 総理大臣が、そう言っております。

[10]「中国のも
のになってし

まっている」に
ついての具体的

説明

13 今ならまだ間に合
います

私たちは国を守るため、ホンマナナさんを代表に、命がけで
戦っていきます。 皆さん、このままでは5年後、もう香港の
ようになっております。 そして、10年後にはウイグルやチ
ベットと変わらない状態、それがものすごいスピードで進ん
でいる。 このことを皆さん、知って頂きたい。 今ならまだ
間に合います、今ならまだ間に合うんです。 そして、間に合
わさなければならない。 このままでは、ウィグルや香港より
もっとひどい状態、それがすぐそこまで来ている可能性があ
ります。

[11]「チベット
より、もっとひ
どい状態が待ち
受けている」に
ついての具体的

説明

14 考える力がありま
す

皆さん、この和歌山県にはすごい力があるんです。 この和歌
山県、どんな力がある＊か？ まず、考える力があります。 IR
推進によってカジノ場を作って、そして金儲けをしてもらお
う、中国の企業に来てもらって金儲けをしてもらう＊も、そ
ういった状態で和歌山県が誘致しようとしていた、このIR事
業を否決という形をとってくれた。 これは、和歌山県議会の
人々が、ぎりぎりではありました22対18を、ぎりぎりでは
あったんですけども、これを阻止する形、否決という形を
とってくれた。 これは、和歌山県民が選んだ代表が、きっち
り自分のことを考えて、そして判断した結果が、否決という
形なんです。 そういった方々を選べたのも、この和歌山県民
なんです。 私たちには、考える力がある。

[16]「それを海
外に売り飛ばし
ている、これが
今の日本の政

府」についての
具体的説明

15
すさんだ生活が、
その先に待ってお
ります

大阪や長崎は、そのまま進めております。  カジノ場＊皆さ
ん、カジノ場が出来たらどうなるのか、必ず、今まであった
商業施設は疲弊します。 そして、疲弊したことによって生活
ができない、苦しい。 そのせいで、そのせいでですね、その
生活をたてるために、身体を売らなくてはならない、薬を売
らなくてはならない、薬物に手を出してしまう。 本当にすさ
んだ生活が、その先に待っております。 この。

[16]「それを海
外に売り飛ばし
ている、これが
今の日本の政

府」についての
具体的説明



16

それを海外に売り
飛ばしている、こ
れが今の日本の政
府

【自分】＊ら、カジノ場を作ることによって不幸の連鎖を生
むにもかかわらず、金さえもうかったらええ、そして和歌山
のIRなかったらあかんのやと、そうやった刷り込みを県民に
ずっとずっとしてきてしまいました。 でも、そうじゃないん
です。 和歌山にもすごい資源があります。 この資源を活用
すれば、全然いけます。 それを海外に売り飛ばしている、こ
れが今の日本の政府です。

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。

17
子供たちによりよ
い世界を残してい
く

皆さん、和歌山には林業、漁業、農業、どれをとってもどこ
にも負けない素晴らしい力があります。 この素晴らしい力を
海外に売り飛ばそうとしてる勢力、この状態では次の世代に
よりよいものを残すことはできません。 私たちの大切な大切
な子供たち、子供たちによりよい世界を残していく、これは
親として、そしておじいちゃん、おばあちゃん、有権者とし
ての大切な、大切な責任です。

[16]「それを海
外に売り飛ばし
ている、これが
今の日本の政

府」についての
具体的説明

18
この力を私たちに
託していただきた
い

私たちには力があります、和歌山県民にはすごい人柄があり
ます、人情、そしてどこにも負けない人のことを考えレル
＊、次の世代のことを考えられる人々がまだたくさんいると
いうことです。 皆さん、和歌山県には希望があります、子供
たちに希望を見せることができる。 子供たちの笑顔を守って
いくことができる、それが和歌山県民です。 一人一人が気づ
き、行動すれば、この和歌山を守ることができます、和歌山
を守れば、日本を守ることができる。 日本を守ることができ
れば、アジア諸国、ダンアツ＊されている香港、ウイグル、
チベット、内モンゴル、すべてのアジアの人を救い出すこと
ができる可能性があるのは、この日本であり、この和歌山で
す。 皆さん、勇気を持ってください。 皆さん、一人一人は
すごい力があるんです。 この力を私たちに託していただきた
い、そして私たちの代表はホンマナナといいます。 このホン
マさん、和歌山に縁もゆかりもない方でした。 でも、このま
までは和歌山が本当に駄目になってしまう、そういう危機感
の基、この和歌山県に住所を移し、そして、この和歌山を救
うために日々活動を続けております。 ずっと、ずっと、続け
てくれました。

[20]「ホンマナ
ナ、ホンマナナ
とぜひお書きく
ださい」につい
ての具体的説明

19 これがホンマナナ
という方です

IRに関しても、反対の声を上げ続け、和歌山県庁前、そして
和歌山市庁舎前、ちょ、和歌山駅前、たくさんのところにツ
キタシ＊を行政周りでの抗議活動をずっと続けてくれまし
た。 それはどうしてか、この和歌山に希望を見いだしてくれ
てるからです。 和歌山は本当にすごい力があり、和歌山は日
本をよみがえらす力がある、だからこうやって縁もゆかりも
ない土地に舞い降りてですね、住所まで移して、カゾクモツ
レテキテ＊くれております。 これがホンマナナという方で
す。 どうか覚えてください。

[18]「この力を
私たちに託して
いただきたい」
についての具体

的説明

20
ホンマナナ、ホン
マナナとぜひお書
きください

今回の比例、げき、全国比例で出ております。 ホンマナナ、
ホンマナナとぜひお書きください。 絶対にウラギル＊ことは
ないです、だって、＊で、カノジョハスネ＊、あの、ワセダ
大学法学部を卒業しているんです。 そして、自治省、ジチ大
学の教授、春日井市の副市長、そして、自民党からの公認ま
で受けて、しかし、その地位を捨ててですね、この和歌山で
活動する、それはどうしてか、国を守るためです、和歌山守
るためです、子供たちの未来を守るために真剣に自分のこと
を犠牲にして、ここで活動を続けている、ココ＊事実があり
ます。

起点となる話題 ✔

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

21 私の名前も書いて
ください

皆さん、ホンマナナ、ホンマナナの名前を、ぜひ、次の投票
行ったときに書いてください。 絶対にウラギル＊ことはない
です。 そして私は、この和歌山県で、あの、立候補させても
らいました、タニグチタカヒロといいます。 私の名前も書い
てください。 和歌山ではタニグチタカヒロ、私もウラギル＊
ことはありません、なぜならば、なぜならば、僕にも小さい
子供がいるんです。 子供がいる、子供守りたい、この一心で
この場に立っております。 本当言うたらですね、僕、経歴。

[20]「ホンマナ
ナ、ホンマナナ
とぜひお書きく
ださい」につい
ての具体的説明



22
将来日本に＊を残
すことをシッカリ
＊と変えていく

【自分】学歴がほとんどない、一般のおっさんです。 でも、
子どもを守るためにどうしたらいいんか、それを真剣に考え
たら、もうここしかないんですよ。 僕ができること、勇気を
持った一歩を踏み出す、そして子ども達に、勇気を、勇気＊
形を見せる、＊はオヤ＊の責任です。 今僕が怖い思いするん
だったらいいんですよ。 でもね、私たち親が勇気を持って一
歩を踏み出さないから、ならぬことはならないんですって言
わなかった今、だからこういった現状が訪れてしまってい
る。 良いことはイイデ＊いいんです、イケン＊も僕は全部否
定しません。 でも、これはだめだと、将来日本に＊を残すこ
とをシッカリ＊と変えていく。 これは＊＊＊大切な努めで
す。

[23]「次の世代
の橋渡しを、私
達に力をくださ
い」についての

具体的説明

23
次の世代の橋渡し
を、私達に力をく
ださい

皆さん、私たちに力をください。 私達は本当に、命がけで＊
で子ども達を守っていく決意を固めております。 シントウク
ニモリといいます。 そして代表は、ホンマナナ、ホンマナナ
といいます。 私は和歌山県で出ております、タニグチタカヒ
ロ、タニグチタカヒロといいます。 どうかこの名前、覚えて
ください。 そして、次の世代、次の世代の橋渡しを、私達に
力をください。 必ず、必ず実現させます。 このままでは
＊＊＊しまう、＊＊＊しまう。 そして、金だけを、お金だけ
をトップに持ってきてしまった政府の中枢を握っている
方々、こういった人達に、だめなことはだめだと、しっかり
と伝えることができる、そういう勇気のあり、行動力のある
方が、ホンマナナという方です。 どうかこの方をですね、国
政に持ち上げていただきたい。 その力が、和歌山の県民にあ
るということです。 皆さん、このホンマナナという名前、そ
してこの和歌山県ではタニグチタカヒロ。 どうかですね、家
に帰ったらググッテ＊ください。 すごい経歴＊、僕はただの
おっさんということが分かります。

[24]「ホンマナ
ナとタニグチタ
カヒロ、どうか
よろしくお願い
いたします」に
ついての具体的

説明

24

ホンマナナとタニ
グチタカヒロ、ど
うかよろしくお願
いいたします

でも、命がけで戦います。 子どもを守るためです。 これは
本気です。 子どもを守るために親が立ち上がる、当たり前の
ことをしているだけです。 勇気を持った行動で、子ども達に
笑顔と、そして希望を残すことができる。 それが和歌山県で
あり、日本であり、私達が思い描いた世界。 綺麗な素晴らし
い世界や、世界に共通するその価値感を広げられます。 和歌
山が変われば、日本が変わる。 日本が変われば、アジアを救
うことができます。 アジアを救うことができれば、世界を救
うことができる。 その希望があるのが和歌山県です。 そし
て日本です。 ホンマナナとタニグチタカヒロ、どうかよろし
くお願いいたします。 大きなマイクで、はい、すいません、
大きなマイクで失礼いたしました。 ＊させていただきます、
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。

25
タニグチタカヒロ
すごいんですよ

【自分】ただいまのは、タニグチタカヒロ、タニグチタカヒ
ロでございます。 皆さん、タニグチタカヒロ＊＊＊くださ
い。 シントウクニモリは、もう本当に誇りを持って、こうし
て太鼓判を押す男であります。 ただの＊自分を卑下しており
ますが、しかし皆さん、タニグチタカヒロすごいんですよ。 
尖閣諸島に行ったことだってあるんです。 この和歌山から、
沖縄にある尖閣諸島、皆さんも聞いたことがあると思いま
す。 領土領海を守る、そういう思いを持って、自分の＊でこ
の和歌山から沖縄の尖閣諸島にまでやってきました。 普通の
＊ではできませんよ。 今、新聞を見ていて、領土領海と言わ
れても、大きくて大げさな感じがして、自分で何がやってい
いか分からない、だけれども、シントウクニモリは、元々行
動する＊＊＊皆さん考えようじゃありませんか。

[26]「自分達が
やらなきゃなら
ないんだ」につ
いての具体的説

明

26 自分達がやらな
きゃならないんだ

あの政府、私は。  
【自分】もともと、憲法9条、憲法9条と言って、全く日本を
守らない無責任な野党は、もう、ほんとのろくでなしだと
思っておりますけれども。 じゃ、＊はなんですかということ
なんです。 その自民党、公明党、今やってることを見て＊、
見て下さい。 北朝鮮がミサイル撃ち込もう＊、尖閣諸島に中
国船が来ようが、そして、いよいよ、北方領土でロシアが軍
事訓練やっています。 おまけにミサイル基地まで作られてい
ますよ。 しかし、政府は遺憾である、遺憾である、遺憾であ
ると言って何にもやっていない。 こんなものは、憲法9条と
言ってる人たちと全く同じじゃありませんか。 なので、新党
くにもりは、みみっちい希望を捨てたんです。 自分達がやら
なきゃならないんだと思ったんです。

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。



27
心配するからこ
そ、見て見ぬふり
をやめました

だからこそ、本来、政権与党と戦うのはしんどいことであり
ますが、今の自民党は、逆に言えば、ものすごく思い上がっ
てるんですよ。 何にもやっていない、そして、遺憾である、
遺憾であると言っている。 だけれども、皆さん、ミサイルを
撃ち込まれるというのは、とんでもないことですよ。 今の日
本以外、ミサイル撃ち込まれて平気な顔で生きてる国、どこ
にありますか。 アメリカだったら即時＊＊＊ですよ。 ＊戦
争するとかでなくて、撃たせないために報復するんです。 そ
んな当たり前のことが、今の日本ではできません。 私たちは
煽っているんではなくて、先ほど、タニグチタカヒロ、タニ
グチタカヒロが言ったように、今の自分達はこれでいいかも
しれないけれども、このまま見過ごしていたら、子供たちは
地獄のような目にあってしまう。 地獄を見る。 そういうこ
とを心配するからこそ、見て見ぬふりをやめました。

[26]「自分達が
やらなきゃなら
ないんだ」につ
いての理由・

ニーズ

28
私たちは、中国と
は距離を取るべき
だ

新党くにもりは、自民党を応援していましたけれども、も
う、自民党はダメなんだと、見限ったんです。 まるで、国を
守る気もない。 そして、鯔のつまりは中国の言うことを聞く
ような政権。 中国の言うことを聞くということが、どれだけ
大変なことか、それを、ウイグルや、チベットや、そして、
先ほど、タニグチタカヒロが言ったように、つい最近の香港
を見ればわかるじゃありませんか。 なので、私たちは、中国
とは距離を取るべきだ。

[26]「自分達が
やらなきゃなら
ないんだ」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

ワカヤマ県民の、
心が、結局は、カ
ジノ＊、葬り去っ
た

そして、憲法改正もすべきだし。 そして、国防安全保障とし
て、尖閣諸島や、北方領土だってしっかり守らなきゃいけま
せんよ。 何も、新党くにもり、国を守る、この保守の政治団
体の言ってることは、難しいことでもなんでもありません。 
どこの国でもやっている、当たり前のことです。 当たり前の
ことを取り戻さなければ、今の私たちがこのまま寝ぼけてい
たら、＊＊＊大人を信用してるんです。 よもや、大人がこん
な守っていない状態であるということを、モ＊よもやよも
や、思っていませんよ。 けれども、大人＊＊＊が、＊＊＊が
来ようが、遺憾であると言って、何にもやらない政府。 ＊、
大騒ぎをしている公明党。 これを、みんなシャッフルして声
を上げない＊＊＊、新党くにもりは、もう言うんだと。 だっ
て、皆さん、そうじゃありませんか。 私たち、昨年、＊と戦
わせて頂きましたが、ほとんどの人があまりにも無謀だ、ア
ホちゃうかって言っていましたが、でも、私たちは、あの権
力者であろうが、センキョ＊と思っていようが、とんでもな
い＊を損ねる人たちには、きちんと声を上げるんだと。 
＊＊＊、そして、何も逆らわない。 コヒツジ＊のようなこと
はしないんだという＊させて頂きました。 選挙は、勝つこと
はできませんでしたけれども、ただ、その後も私たちは残っ
て、カジノに反対、カジノに反対であ。  
【自分】マス＊。 こういう活動を続けまして、でも、ワカヤ
マ県民の、まっとうさが、ワカヤマ県民の、心が、結局は、
カジノ＊、葬り去ったと、私たちは、信じています。

[30]「自民党を
ぶっ飛ばす、新
しい保守の風で
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。

30
自民党をぶっ飛ば
す、新しい保守の
風です

だからこそ、さらに、また、皆さんに、問いかけるのは、あ
きらめないでください、カジノを潰すことだって、本当は大
事だったはずです、ナガサキ県や、オオサカ府は、これを潰
せずに、終わってしまっています、けれども、ワカヤマ県
は、それが、できたんだと、ワカヤマ県、誇ってください、
多くの人、＊＊＊ニカイ＊さんの、いうことを聞くんじゃな
くて、このカジノを葬り去ったことを、みな、すごい、
＊＊＊のこえ、もう、本当に素晴らしいという、絶賛の、
＊＊＊そして、きたるべき参議院選挙です、きたるべき参議
院選挙、私たちは、国防、安全保障、＊、今後三年間、国政
選挙がないと言われていますので、今の、自民党、公明党
の、このままの路線を、このまま黙って、見過ごすのかどう
か、自民党をぶっ飛ばす、新しい保守の風です。 なんでも、
かんでも、反対する野党はいりません、カクシン＊、ヤトウ
ハ＊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。



31
日本人だけが、コ
ロナを、終わらせ
ていない

本当は、自民党のやっている、とんでもないことを、本当は
野党が、追及しなきゃいけないんですよ、国防、安全保障な
ど、ろくにやってない、そして、経済、財政、見てください
よ、もう、はっきりいって、ろくでもないぐらい、これだ
け、貧乏になって、あの、25年間、ずっと、ずっと、25年も
成長しきれないなんていうのは、異常事態です。 けれども、
本当は野党、ソレヲツイ＊＊＊カッタ＊、ダケレ＊、憲法9
条、憲法9条ですよ、どうにもならない、日本の政治、そし
て、それを、まさに、象徴するのが、コロナじゃありません
か、コロナ見て、皆さん、おかしいと思いませんでしたか、
コロナ＊＊＊ときに、政権が、なんの、ちゃんとした、対応
もできないということを、＊＊＊右往左往して、一転、二転
して、＊＊＊、もう、皆さん、コロナは、世界で終わってい
るんです、コロナを、世界は終わらせているのに、日本人だ
けが、コロナを、終わらせていない、ケッキョクハ＊、キシ
ダ＊さんが、やめたと、終結したということを、発信しない
からです。

[30]「自民党を
ぶっ飛ばす、新
しい保守の風で
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。

32
私たちは、一人一
人でも、小さくて
も、声を上げたい

けれども、私たちは、先ほど、カジノの話もしたとおり、
＊＊＊ワカヤマ県民や、日本人の、普通の感覚に、私たち
は、信頼を寄せています、なので、政治家は、頼むに足らな
い、財界人も、頼むに足らない、マスコミも、ろくでもない
ことしか、報じないけれども、ワタ＊、＊＊＊、直接、
＊＊＊、皆さんのほうが、まともだからです。 たとえば、中
国に対しては、9割の人が、問題があると、感じています。  
けれど、政治見てください、政治家は、中国人に、べったり
です。 ＊＊＊、中国のために、この、日本のあらゆるとこ
ろ、不動産、中小企業、人材、そして、あらゆるところを、
売り飛ばしても、これを、規制を、ロクロク＊、かけること
ができません。 ＊＊＊10人も国会議員がいながら、私た
ち、日本人、私たち、日本人は、無駄なお金を払っているよ
うなものです。 だけれども、私たちは、一人一人でも、小さ
くても、声を上げたいと思っております。 ＊＊＊です、なの
で、ぜひ、ワカヤマの皆さん、皆さんは、カジノを潰したん
ですよ、＊＊＊成果です、私たちは、25年間、ぜんぜん、経
済が伸びなかったことも、これは、自民党の、大失敗だった
と、思っています。

[33]「消費税は
ゼロでいい、積
極的な財政出動
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。

33
消費税はゼロでい
い、積極的な財政
出動です

自民党のやった政策は、なんでしょうか、小さな政府、財政
再建、緊縮財政ともいいます、つまり、高齢化が進んで、も
う、政府は、お金が出せません、皆さんが、税金を払ってく
ださい、皆さんの、フカ＊、負担を増やしていきます。  
【自分】けれど、それで生活が十分な年金、20万ぐらいの年
金貰えるならともかくとして、今どんどん削られてるだけ
じゃありませんか。 年金生活者も、どんどん困窮化してる、
若い人は低賃金に喘いでる、そしてそれを、まるで使い捨て
するかのように労働力が足りないなら移民だ、移民だ、移民
だですよ。 こんな自民党、これこそカイコク＊政策と私は言
い切ってもいいと思います。 消費税はゼロでいい、積極的な
財政出動です。

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。

34
新党くにもりの戦
いは、和歌山であ
ります

是非タニグチタカヒロ、タニグチタカヒロがこの和歌山から
立ち上がりました新党くにもりの戦いは、和歌山でありま
す。 和歌山が最初から最後までずっとこの新党＊タイセツニ
＊している場所であります。 これは和歌山だったら、これを
正常化出来る、真っ当な感覚であると新党くにもりはクンデ
＊るからであります。

[35]「是非タニ
グチタカヒロ、1
枚目はタニグチ
タカヒロ」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
是非タニグチタカ
ヒロ、1枚目はタ
ニグチタカヒロ

是非タニグチタカヒロ、1枚目はタニグチタカヒロ、1枚目は
タニグチ＊＊＊ます。 もし＊ならば、全国比例区でアリマセ
ン＊、＊とお書きください。 是非和歌山の皆さん正常化して
いきましょう。 まともな国にしていきましょう。 まともな
国にしていきましょう。 国を守る新党くにもり、新党くにも
りでございます。 ＊ありが＊。 ありがとうございました。  
【自分】＊した。  
【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。



36 駅の向こう側に
ちょっと行きます

【自分】えっと駅の向こう側にちょっと行きます。  
【自分】はい。 駅の向こう側に。  
【自分】で、向こうであのタニグチさんとライブ。  
【自分】はい。  
【自分】トークライブ。  
【自分】あっちのほうは運転してるの誰なんですか？  
【自分】えっと。  
【自分】タニグチさん？  
【自分】あのシマダさん。  
【自分】シマダさん。 ＊＊＊。  
【自分】そうですね、タニグチさんと、タニグチさんとトー
クをしながら。 タニグチさんを知ってるのは、あ、そうで
す、えっと後ろ乗ってもらってナガノさんと。  
【自分】ああ、そう。  
【自分】はい。  
【自分】は、8時。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】私あっちへ移動します。  
【自分】コッチ＊、あのヤマザキさん横。  
【自分】横。  
【自分】はい。  
【自分】で、＊？  
【自分】そうですね、マイクをモラッテ＊喋ってもらっても
いいし、ナガノ＊さんとトークする。  
【自分】ああ、そうね。 大丈夫？  
【自分】ああ、分からない、まあ、じむ、＊事務所寄りまし
て。  
【自分】＊。  
【自分】まあ＊事務所、冷暖房切れてんですもんね。  
【自分】1つ直してくれたんですけどね。 あの暑さに負けて
ますね。  
【自分】ああ。  
【自分】西日に。 ダンボウガ＊。  
【自分】あの日が当たりますもんね。  
【自分】いや、いや、いや。 よし。

挨拶などその他
の話題

37 和歌山に戻りまし
た

【自分】はい、ということで和歌山に戻りました。 関空に、
から今エルティー＊さんが関空から帰ったんですねって、そ
うです、関空から帰って、まあちょっと最初にゴトウさんと
ナガシタイセン＊してたんですけど、ゴトウさんがNHKの収
録があると言って消えていきました。 なので、その後わか。

挨拶などその他
の話題

38
すごい己惚れるホ
ンマナナ、ホンマ
ナナでございます

【自分】トヤマ＊に戻ったところであります。 今日は1日こ
の和歌山でもタニグチさんが頑張って生ライブ配信、あ、生
ライブで街宣活動していたようです。 ＊さん水分補給、マリ
リンモンロー私のことですかってすごい己惚れるホンマナ
ナ、ホンマナナでございます。 ＊＊＊ますよね、うん。  
【自分】ねえ、＊つったらエラインダロ＊。  
【自分】いや、すごいですよ。 あの、朝、あの、北海道だっ
たんですが、北海道は19度、19度ですよ。 そしてね、なん
かちょっと寒かったんですよ、逆に、ホントにホントに。 ＊
ツカレハ＊、そう。  
【自分】ほら、アソ＊、タナベタナベカエリマスヨネ＊？  
【自分】＊もちろん、もちろん。

[39]「髪の毛実
はいけないんで
すけど、これも
ですね、なんと
タナベ＊で切っ
てもらった」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。

39

髪の毛実はいけな
いんですけど、こ
れもですね、なん
とタナベ＊で切っ
てもらった

【自分】じゃあ、あの、あの、保守的な方がおられる、主人
さんが保守的なあそこの奥さん、あかん、僕ビール飲んだみ
たいになってる、＊。  
【自分】ん、ゴホンゴホンみたいな。 いや、それとウチ＊。  
【自分】あ、＊ます。  
【自分】はい。  
【自分】あ、イママデ＊8時までやるんですね。  
【自分】はい。 なので、8時までは街宣ですけれども、それ
と私の髪の毛実はいけないんですけど、これもですね、なん
とタナベ＊で切ってもらったんですよ。  
【自分】あ、＊。  
【自分】ね。

[40]「NHKの政
見放送収録しま
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。



40 NHKの政見放送収
録しました

あの、それもタニグチさんのお知り合いに頼みまして、私、
あの、いつも活動して＊街宣活動してるので、すごく無理を
言って夜の7時から夜の10時まで髪の毛切ってもらったんで
す。 夜の10時まで髪の毛切ってくれるんですよ。 そして、
なんか、あ、ホンマさん髪の毛前髪くるくるで、これじゃあ
毎日大変でしょうから、ちょっと少し伸ばしときましょうと
いうことで、ストレートパーマをしてくれませんで＊してく
れ、してくれました。 え、アオイチキュウ＊さん、ナナさん
握手した時嬉しかったです。 でも恥ずかしくて。 うわあ、
そんな恥ずかしがらないデスヨ＊、恥ずかしがらない、おば
さんか。  
【自分】あ、あの、＊。  
【自分】で、なんか＊。  
【自分】ホンマさん応援しています。 NHKの政見放送収録し
ました。 収録しました＊。  
【自分】しました。 緊張しましたね。

[42]「是非、あ
の、エスティア
＊さん行ってみ
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。

41
目をつぶって、
み、聞いてくださ
い

【自分】どうでしたか？  
【自分】あの、いや、先ほども言ったんですけど、なかな
か、こう慣れないことなんで緊張しまして、皆さん、あの、
目をつぶって、み、聞いてください。 その、画面を見ると
ね、目線が泳いどりますね、＊。 ただ、あの、まだ政見放送
は始まってないらしいんで、是非楽しみにしていただきた
い、目をつぶって聞いてください。

[43]「6月29日
水曜日9時5分、
9時5分ってこと
は朝ですね」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
是非、あの、エス
ティア＊さん行っ
てみてください

あと、今度あれですね、ナナさんが切っていただいた方なん
ですけど、本当にね、休みの日＊いただいて、あの、はい、
サロンドエスティア＊さんっていう素晴らしいお店なんです
けど、腕も良くてね、ひ、人柄もめちゃくちゃ良い方で、は
い。 なんか、かなり無理を聞いていただいて、本当にありが
とうございました。 是非、あの、エスティア＊さん行ってみ
てください、素晴らしいお店です。  
【自分】ね、そうなんですッテ＊。

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
6月29日水曜日9
時5分、9時5分っ
てことは朝ですね

今政見放送のお話ありましたが、そうだ、そうだ、そういっ
た意味では、ええと、全国比例の。  
【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、ここで、ここで大き
い声で＊いけないんですね。 本当はなんかね、マイクがあっ
たらありがとうございますって言わなきゃいけなかったんで
すが、はい、ということ。  
【自分】＊マイク＊。  
【自分】はい。  
【自分】はい。  
【自分】あ、＊。  
【自分】はい、はい。 そうです。  ええと、とりあえず1回目
の、1回目の全国比例区の政見放送決まりました。 6月29日
水曜日9時5分、9時5分ってことは朝ですね。 3党セット。 
で、2回目7月6日水曜日、どっちもだから水曜日ですね。 
こっちは夜で23時から。 そしてラジオは7月6日水曜日13時
05分からということです。 ミワ＊先生と二人でやってきま
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。

44

うまく、なんかい
かなくて、ま、な
んかちょっと、な
んかずるい

【自分】あ、なんか、うん、ま、みんなあの、政見放送の
話、聞いてるとアズサマリさんもね、なんかこう、薄暗く
て、ほんとにうまく、なんかいかなくて、ま、なんかちょっ
と、なんかずるい、ずるいということも言っていました。 ま
あね、ジミントウとかやっぱりある程度お金を持ってるとこ
ろは、ま、ジミンジユウコウホウセンターっていう、放送局
に近いもの持ってますからね、プロが付いているんで、もう
でっかい放送局、持ってますんで、いくらでもとれちゃうと
いう。

[43]「6月29日
水曜日9時5分、
9時5分ってこと
は朝ですね」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

水曜日に、なの
で、エラ＊さん、
楽しみにしてくだ
さい

【自分】持ち込み可能です、あ、これ、これ、＊＊＊、間違
えました。 ぼ、僕らはまだあれですね、党に認められてない
から＊＊＊、うん、持ち込み無理。  
【自分】ええとですね、なんか特別の機材っていうか、なん
か条件が一応、あるんですが、うん、はい＊、絶対。  
【自分】僕は＊。  
【自分】＊でことで、水曜日に、なので、エラ＊さん、楽し
みにしてください。

[44]「うまく、
なんかいかなく
て、ま、なんか
ちょっと、なん
かずるい」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。



46

ホンマさんがやっ
てきて、なんかそ
の時に、かっこい
いと思った

で、本日ですね、私、北海道のあの、シントウクニモリ本部
があるキヨタクというところで、ガイセン＊していたとこ
ろ、女の人が来たんですよね、女性が、で、そして、じっ
と、ずっと最後まできてて、聞いてて、キヨタで聞いてる
のって珍しいんで、あの、そして、何もおっしゃらないん
で、チャンネルサクラ＊からあの、応援されてるんですか、
どうなんですか＊、いえ、実は私、それより前に、ホンマさ
んのことを知ってるんですみたいナコトイッテ＊、え、何で
すかって聞いたら、ちょうど3年から4年前近くの、あの、北
海道議会議員選挙っていうのを、当時は、コクミンホシュト
ウというところでしたけど、やったんですね、コクミンホ
シュトウ、選挙やったんです、ドウ＊議会選挙、で、その時
に、うん、なんと、イシンノカイから妨害行為されたんです
よ。 どういうことかっていうと、こっちがこうイルノ＊、後
ろからイシンのコエ＊街宣車がずっとつけてきて、私たちの
言っていることを、後ろからかぶせて、音を消していくんで
すよね。  で、あ、ぶつかっちゃったのかな、じゃあ、道曲
がろうと思って、道曲がると、またそっちも道曲がってくる
し、またこっち＊こっち曲がるしって、ずっと30分近く追っ
かけてくるんで、私、頭にきてですね、飛び降りて、イシン
ノカイの街宣車に走ってって、あんたら、妨害行為だぞ、っ
て言って、言ったら、ソシタラ＊、イシンノカイ、逃げて
行ったんですけれども、そのイシンの、イシンノカイの、街
宣車に乗っていた、うぐいす嬢でして、うぐいす嬢のその方
は、こう言ってました。 本当は妨害行為してるって分かって
いて、嫌だったんだけれども、ずっとやってて、そしてホン
マさんがやってきて、なんかその時に、かっこいいと思った
＊、え、そうだったの、そんなことがあったんですよ。

[48]「キャーと
言ったウグイス
嬢は、その時に
かっこいいと

思った」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。

47

4年前からイシン
ノカイと喧嘩して
いる、ホンマナナ
です

デモ＊、当時ですね、なんか私が、あの、イシンノカイの車
に、走り行って、ま、その時ね、いろんな人がいたんで、な
んかホンマナナ、乱暴者じゃないかっていうね、思った人が
何人かいたみたいですけど、ホンマナナは乱暴者じゃなく
て、戦う時には戦うんです、イシンノカイ、こういう本当に
＊、本当にもう、ぶっとばすぞ、みたいな感じで、そう、す
ごい体験センデン＊で、で、それを聞いてたサワダ先生は、
あ、ナナさん、たしかになんか車を追っかけて、怒鳴り込ん
で＊、もう、みんななんか、ホンマナナがなんか走ってっ
て、イシンノカイと喧嘩しに行ったみたいな感じで、ま、だ
から、4年前からイシンノカイと喧嘩している、ホンマナナ
です、デモ＊。  
【自分】僕、当時から分かってた。  
【自分】はい、その当時からも、頭にきて、誰も、ゆ、ね、
ここで私が行かなきゃ、誰が言うと思って、で、後ろにいろ
いろあの、男の人がいろいろ乗ってたんですけど、なんか男
の人たちはみんな、え、ホンマさん、走ってって、イシンノ
カイに乗り込んで行ったぞみたいな、ホウガ＊そして戻って
来たらそのね、その時は。

[49]「ホンマナ
ナ、ある意味、
親父なんです

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。

48

キャーと言ったウ
グイス嬢は、その
時にかっこいいと
思った

【自分】あのチャンネルサクラホッカイドウのキャスターの
オオイズミフトシという者なんですケド＊、オオイズミフト
シが、ナナさん怖いよ、なんかウグイス嬢、キャーとか言っ
て悲鳴あげてたじゃんって言われてね。 でも、そのか、その
キャーと言ったウグイス嬢は、その時にかっこいいと思った
らしいですから、いいじゃありませんか。 4年ぶりに会いま
した。  
【自分】ありがとうございます。 ありがとうございます。 
頑張ります。

[50]「これか
ら、皆さん応援
してください」
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。



49
ホンマナナ、ある
意味、親父なんで
すよ

【自分】オッカサンハ＊、でもそう、かよわい、乱暴者、ソ
ウダヨナ＊、乱暴者はアレ＊＊。 もうね、だって、わた、ト
ビゲリ＊じゃなくて、私を振り切ってね、バーッと逃げ
ちゃったんですよ、維新の会。 で、翌日ね、なんかその候補
者が来て謝って、なんか自分はその場にいなかったから知ら
ないんだけど、あの申し訳ございませんでしたって、まあ謝
りに来ましたけど。 私はその候補者に頭が来て、あんたが
乗ってたんでしょうって、もう、あの、そんなね、乗ってな
かったとか嘘つくなって言って。 まあ本当は、もしかして
乗ってなかったのかもしれないんですけど、当時頭に来てた
ので、もう私の目の前から去れって言って、それから絶交し
ています。  
【自分】カッコイイ＊。 カッコイイヨ＊。  
【自分】だから、すいません。 ちょっとホンマナナ、ある意
味、親父なんですよ。 こういう時は、わしが行かないと、み
たいな。  
【自分】素晴らしい。  
【自分】すいません。 昔からカワランカナ＊。  
【自分】母は強しとかってイウネ＊。 あ、そうですね、親父
も負けてられへんすよね、はい。  
【自分】親父は負けない。  
【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】ありがとうございます。 ありがとう、ありがとうご
ざいます。

[50]「これか
ら、皆さん応援
してください」
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。

50
これから、皆さん
応援してください

【自分】タニグチタカヒロでございます。 そして図々しく、
こう宣伝までする。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】はい、じゃあこれから、皆さん応援してください。 
ホンマナナ、維新の会と戦ったホンマナ、ナナであります。 
サスガ＊＊、それを見て社長も、ま、社長もね、びっくりし
てました。 ええ、維新とそんな事やってたの、いや、ナナさ
ん、あなたもね、ちょっと、もう少しこう、お、お、おしと
やかにとは言わなかったんですけど、なんか怪我あったらい
けないから、そんな、男に任せなさいって言ったんですよ。 
だって私が行かなきゃって思ってしまう親父、ホンマナナ。 
では、これから準備です。 【無音2:47まで】。  
【自分】あ、＊。 ヤバイ＊。  
【自分】ヤマザキさん。  
【自分】あ、あ、あ。 あれ？ あ、あ、あ。 あ、あ、あ。  
【自分】あ、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。

51

1人でも戦うんだ
ということで、新
党くにもりを立ち
上げております

それでは新党くにもり、新党くにもりの街宣活動をさせて頂
きます。 え、昨日から始まりました参議院選挙でございま
す。 18日間の戦い、もうイチニチイッカ＊と過ぎようとし
ておりますので、あと16日間の戦いとなってきます。 こち
らは新党くにもり、私たちは新党くにもり、国を守る保守の
政治団体です。 このワ＊。  
【自分】ワカヤマ＊では、この選挙カーにあります通り、タ
ニグチタカヒロ、今、選挙カーの上にのっております。 私
は、か弱いので、はしごがないのでのぼれないんですが、タ
ニグチタカヒロさんは、よじのぼって、元気にのぼってきま
した。 働くお父さん、車屋さん、タニグチタカヒロでござい
ます。 私たちの政治団体は、保守の政治団体でありまして、
ま、元々は自民党を応援していましたけれども、今の自民党
は保守の政治家ト＊、政治と思えない、そして日本が全くな
いということで、私たちは、も、みみっちい希望に追いすが
るのをやめて、1人でも戦うんだということで、新党くにも
りを立ち上げております。

[52]「中国べっ
たりですよ」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。

52 中国べったりです
よ

自民党の、日本が足りないは何なのかということですが、皆
さん最近、自民党おかしいと思いませんか？ 中国べったりで
すよ。 キシダさんの言葉、思い出していただきたい。 我が
国の宝は、留学生である。 我が国の宝は、留学生であるとま
で言い出しました。 でも、イイエテミョウ＊でありまして、
これが今の自民党の全てを物語ってると思います。

[53]「新党くに
もり素敵だった
よって伝えてく
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。



53
新党くにもり素敵
だったよって伝え
てください

なぜ私たちの国の宝が、留学生になるんでしょうか。 私たち
の国の宝は、日本人であり、そして日本の子供達であり、日
本の若者であります。 日本を取り戻すと言った自民党だけれ
ども、皆さん見てくださいよ。 日本を取り戻すと言って尖閣
諸島を守ると言った自民党ですよ。 今、尖閣諸島を見てくだ
さいよ。 毎日、中国船が入っています。 中国船が入り込ん
でいても。 ありがとうございます。 新党くにもりでござい
ます。 ありがとうございます、お手振りいただきまして。 
是非、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんに
も、新党くにもり、新党くにもり素敵だったよって伝えてく
ださい。 図々しい、ホンマナナでございます。

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。

54
見過ごしていいの
かどうかが問われ
ている選挙

この和歌山では、タニグチタカヒロが立ち上がりました。 私
たちは、みみっちい希望にすがるのをやめました。 今、尖閣
諸島に中国船が入ってきています。 そして、ミサイルが、北
朝鮮が、日本海に撃ち込むようになりました。  しかし皆さ
ん、これ本当は異常事態なんですよ。 もう説明することな
く、ミサイル撃ち込まれている国、それで平然としている
国、日本だけですよ。 そして、子供達もいますが、今の子供
達は大人のヒトタチ＊をちゃんと、僕たちを守ってくれてる
んだと思ってるかもしれませんが、見てください政府、遺憾
である、遺憾である、遺憾であると言って何にもやっていま
せん。 このままでは、日本は本当になくなってしまう。 憲
法9条、憲法9条と言っている、全く日本を守る気のない無責
任な野党がいます。 これらもひどいもんですけれども、遺憾
である、遺憾であると言って、何にもやらない日本政府、こ
れは本当に恐ろしいことであります。 是非皆さん、これをこ
のまま見過ごしていいのかどうかが問われている選挙だと思
います。

[55]「新党くに
もりは、先頭に
立って頑張って
いきます」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。

55
新党くにもりは、
先頭に立って頑
張っていきます

私たちは、これはだめなんだということで、まず、私たち新
党くにもりの言っていることは、特段、難しいことでも何で
もありません。 まず、北朝鮮にミサイル撃ち込ますようなこ
の状況をやめさせなければなりません。  それと、尖閣諸島
に中国船来ていますが、追い出さなければなりません。 これ
は排外主義でも何でもなく、おかしな状況を、このまま私た
ち大人がホウチク＊していたら、これによってひどい結末を
受けるのは、子供達であります。 新党くにもりは、先頭に
立って頑張っていきます。

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。

56
タニグチタカヒ
ロ、皆さん見てく
ださい

私達は、こ、口先だけの政党とは違います。 私たちは、じ、
実際、尖閣諸島に32回、行っています。 なぜ尖閣諸島に行
くのか、政府が尖閣諸島を、全く守る気がありません。 で
も、日本人1人1人は、尖閣諸島に対して気持ちを持ってるん
だということをちゃんと意思で示す、諦めることは絶対しな
い。 タニグチタカヒロ、皆さん見てください。 タニグチタ
カヒロは尖閣諸島、行ってるんですよ。

[55]「新党くに
もりは、先頭に
立って頑張って
いきます」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。

57
思いを、皆さんに
是非是非聞いてい
ただきたい

【自分】私達は感動しました。 和歌山から何故だかタニグチ
タカヒロさんという方が沖縄に来て尖閣諸島に行ってるんで
すよ、皆さん、この和歌山を誇ってくださいよ。 このタニグ
チタカヒロさんは別にこれで商売するわけでもなんでもない
んです。 自分達の子ども達の為に領土領海を守るという大人
の姿を見せていかなきゃならない、自分でまさに旅費も出し
て来てるんです、こうやった志のある人間が日本を守るんだ
と。 1つ1つ遅々として少ない1歩1歩かもしれませんが、私
達はそういう政党です。 そして、尖閣諸島を守る気のない日
本政府を、私達、タニグチタカヒロもそうですが、訴えてい
きます、裁判を起こしています。 是非、諦めるのやめましょ
う。 私達は訴訟を起こしてでも、日本政府は駄目なんだとい
うことをちゃんと言っていきます。 これからタニグチタカヒ
ロの、この国の安全、この、き、ん、危機にある状況そう
いったことに対する思いを、皆さんに是非是非聞いていただ
きたいと思います。

[59]「中国資本
が入り込んで、
たくさんの土地
と企業、ホテ

ル、旅館が買い
取られて」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。



58

皆さん、タニグチ
タカヒロの心の訴
えを是非聞いてく
ださい

タニグチタカヒロは、モウ＊和歌山に生まれ育ち、そして働
くお父さんです。 家族がいるからこそ、今の状況を絶対放り
出したくないという責任感のある男です。 そして、新党くに
もりのホンマナナを、昨年の衆議院選挙、私はニカイトシヒ
ロさんのところで戦っていましたので、新党くにもりの私ホ
ンマナナを応援したが為に、お前には仕事をやらないという
嫌がらせもされています。 仕事を失って辛いところがもちろ
んあるはずですけれども、タニグチさんはちょっと違うんで
す。 生活の上でお金が貰えなくなる部分はとても厳しい、家
族もいます、けれどもこれに屈することで和歌山県がものを
言えない風土になる、諦め風土をどんどん作っていくのだけ
はやめよう、子どもに恥ずかしくない政治をやろう、それが
タニグチタカヒロです。 是非、皆さん、タニグチタカヒロの
心の訴えを是非聞いてください。 新党くにもり、タニグチタ
カヒロでございます。

[57]「思いを、
皆さんに是非是
非聞いていただ
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。

59

中国資本が入り込
んで、たくさんの
土地と企業、ホテ
ル、旅館が買い取
られて

【自分】はい、皆さん、こんにちは、えー、私が、あの、タ
ニグチタカヒロといいます。 ちょっと声しゃがれてますけど
も、喋りすぎました。 あの、皆さん今ね、この和歌山、本当
に大変なことになっております、白浜、和歌浦、勝浦。 勝
浦、あのね、どんなことになっているんか、それはですね、
今、中国資本が入り込んで、たくさんの土地と企業、ホテ
ル、旅館が買い取られています、これ本当です。 和歌浦もそ
うです、中国人ケンテイ＊の施設が建っている、これが今の
和歌山県の現状です。 今、大変な状態になっている現状は和
歌山だけではございません。 北海道から沖縄まで、全てにお
いて中国資本が入り込み、そして買い取られている、すでに
北海道では静岡県以上の土地が買われております、これも現
実です。

[60]「人を人と
も思わない行動
をやってのける
のが中国共産

党」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。

60

人を人とも思わな
い行動をやっての
けるのが中国共産
党

皆さん知っていただきたい。 彼ら中国の人達は反日教育のも
と育っております、数十年にかけて、この日本人を侮蔑し、
そして憎むような、そういった教育をずっとずっと続けてき
ております。  そういった人達を、私達は知らない間に招き
入れてしまっている、これが今の和歌山の現状であり、日本
の現状です。 私達が、なんとかですね、声を上げて行動をし
ない限り、本当に危機的状況がすぐそこまで来ております。 
3年前まで、3年前まで私達、みって、あの、思い出してくだ
さいよ、香港の人達、香港の若者が自由と民主主義を求めて
声を上げて行動しておりました。 それを武力で弾圧し、多く
の若者が殺されております、多くの若者が自殺に見せかけら
れております、そして捕まっております、行方不明者。  
【自分】＊多数なんです。 こういった事をするのが中国共産
党という独裁政権なんです。 これを放置していたらどうなる
のか、この後待っているのはウィグル、香港、内モンゴル、
これも調べてください。 常に彼らは収容所と隣り合わせの生
活、そして3人集まったら取り調べを、取り調べの、その、
取り調べさせられるような状態になっております。 強制収
容、強制労働、強制避妊、子と親を引きはがし、言葉を奪
い、文化を奪い、そして中国人と結婚させられる。 その民族
を滅ぼす。 そういう政策を普通にやってるのが中国共産党で
す。 更に、もう1つひどい事をしております。 もっとひどい
事をしております。 それは臓器移植です。 生きたまま内臓
を取り出し、それを世界各国に売りサバシ＊金にしている。 
これを人を人とも思わない行動をやってのけるのが中国共産
党の人達です。 お金さえ儲かったらええ、この価値観です。

[61]「子供たち
の笑顔を守る事
ができない」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。

61 子供たちの笑顔を
守る事ができない

私たちはそうではありません。 この人権弾圧に対して、世界
各国はノーという声をあげました。 しかし、その危機的状況
にある中で、なんとですね、日本はその人権弾圧に声をあげ
ていないんです。 世界各国が声をあげて一番危機的状況にあ
るこの日本が、そして中国に断固とした対応を取れる力が
あった日本が、それにヒジュン＊しなかった、その結果世界
どう見てるのか。 日本人は金の為だったら何でもするんかと
世界各国は見ております。 私たち一般国民はそうじゃないん
です。 しかし政府はそういう決断をしたんです。 これが現
実です。 私たちは香港のように、ウィグルのようになった
時、どこの国も助けてくれない。 これがすぐそこまで来てお
ります。 5年後に香港のようになった時、私たちは声をあげ
る事すらできていない。 5年後ですよ。 5年、10年あっとい
う間です。 これがすぐそこまで来ているんです。 今、皆さ
んが声をあげ、行動しない限り子供たちを守れない。 子供た
ちの笑顔を守る事ができないんです。

[62]「和歌山県
民にはまだ考え
る力がある」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。



62
和歌山県民にはま
だ考える力がある

夢と希望を与えられるのが親としての責任であり、今の和歌
山県だったらまだ可能なんです。 和歌山には力があります。 
和歌山県民には力がある。 これね、本当の事です。 今、ア
イアール事業、マリーナシティへアイアールを誘致しようと
しております。 これ、カジノ場を含んだ施設です。 そのカ
ジノ場を経営するのはどこだったのか。 中国です。 中国の
人に来てもらって、カジノを経営してもらって、そのムコウ
＊のお金で金儲けをしよう、そして雇用を生ませよう。 和歌
山県民雇ってもらおう、日本の人雇ってもらおう、そういっ
た感覚で招き入れようとしておりました。 私たちは本当にで
すね、反日教育の元、育てられた中国人に豊かな暮らしを提
供してもらえるでしょうか。 絶対にそんな事はあり得ませ
ん。 搾り取るだけ搾り取られて、役立たずになった後は臓器
売買の一部と化します、奴隷と化します。 これが私たちの将
来すぐそこまで来ておりました。  しかし和歌山県議の人た
ちは、私たちが選んだ県議の代表は否決という結果を出して
くれました。 22対18、ぎりぎりではございましたけども、
否決っていう形を取ってくれたんです。 和歌山県民にはまだ
考える力がある。 お金だけじゃない、次の世代に橋渡しをす
る、この事はええ事なんか悪い事なんか、その判断基準を
持っているのがこの和歌山県だという事なんです。

[64]「和歌山県
民の希望、私た
ちに託して頂き
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。

63
私たち和歌山県民
はそうではありま
せん

皆さん、大阪や長崎はそのまま続けてしまっております。 カ
ジノ場を経営する為にカイシヲ＊、海外の人を招き入れて経
営してもらう。 これを今もなお続けようとしてるのが大阪で
あり長崎です。 ほん。  
【自分】本当に悲惨な将来が待っております。 カジノ場の本
質は、マネーロンダリングです。 マネーロンダリング。 違
法なお金を、合法的に変える。 その施設が、マネーロンダリ
ングって言うんですけども、この施設、カジノ場の本質はこ
れなんです。 違法なお金を合法的に変える施設にしてしま
う。 例えば、僕が偉いさんだったとします。 そしてお金持
ちが、僕にお金を渡したら、これ、買収になります。 しか
し、カジノ場で、勝った、負けたっていう形にしたらです
ね、それが合法的になってしまう。 これが、カジノ場の本質
です。 出どころがわからなくなるんです。 こういったシテ
ン＊をわざわざ招き入れて、人の心を飼いやすくするシステ
ムを作ろうとしていた、和歌山県、本当にどうにかしており
ました。 しかし、それを、否決という形に取って頂いた。 
でも、まだ和歌山県庁には、残念ながら、IR推進室が残り続
けております。 そして、私たちが選んだ代表は、先月もラジ
オで言っておりました。 IRなかったら和歌山あかん。 そんな
こと言うてます。 そんなことありません。 和歌山には、林
業、農業、漁業、そして、産業ですね。 これ、まだ、中国資
本におこされ、侵されていない産業がたくさんあります。 資
源があるんです。 この資源を伸ばさんと、海外の人に売り渡
して、そして、経営してもらったらええ。 金さえもらえたら
ええ。 そういった価値判断でしか、物事を考えられていな
い。 私たち和歌山県民はそうではありません。

[62]「和歌山県
民にはまだ考え
る力がある」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。

64
和歌山県民の希
望、私たちに託し
て頂きたい

次の世代の橋渡し。 これは親として、そして、おじいちゃ
ん、おばあちゃんとしての、有権者としての大切な大切な努
めです。 皆さん、この、和歌山県民の希望、私たちに託して
頂きたい。 私たちのこの党、新党くにもり。 国を守る、こ
の大切な思い。 大切な思いを持って、ありがとうございま
す。 頑張ります。 その思いを持って、この活動を続けてお
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。



65
ホンマナナに入れ
て欲しい

そして代表は、ホンマナナ、ホンマナナという方です。 この
ホンマナナさん、和歌山に縁もゆかりもありませんでした。 
でも、この和歌山が大変なことになると、本気で危機感を抱
き、そして、この和歌山に住所を移して活動をずっと続けて
くれております。 今回、全国比例出ております。 家帰った
ら、お父さん、お母さんに言うて下さい。 ホンマナナに入れ
て欲しいと。 あの人は、ほんもんやと。 ほんまもんです。 
ホンマナナ、ほんまもんです。 ほんとのことです。 これ何
でか。 彼女は、ワセダ大学法学部を卒業して、自治省、自治
大学の教授、そして、カスガイ市の副市長。 数々の経歴、地
位を持っておりました。 しかし、それをね捨てて、この和歌
山を救うために、ここで立ち上がり、行動してくれておりま
す。 本当は、IR事業に関しても、和歌山県民がなんとかせな
あかんかったんです。 それを、ホンマさんが1人でもやるっ
ていうことで、和歌山県庁や、市庁舎前、数々のところで街
宣、抗議活動をして頂いた。 これが真実です。 私たちがし
なければならないことを、代わりにやって頂いた。 本当に素
晴らしい人だと思います。

[64]「和歌山県
民の希望、私た
ちに託して頂き
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。

66
通貨発行権とい
う、すごいすごい
力がある

そして、私たちの政策20項目あります。 その中に、大きな
政策が2つ。 これ、聞いて下さい。 政府の赤字はみんなの黒
字。 政府の赤字はみんなの黒字。 このスローガンを掲げて
＊おります。 そして、消費税0。 この、消費税0も掲げてお
ります。 税金払わんかったら、経済が回らへん。 世の中が
うまくいかへん。 そういう刷り込みが、ずっとずっと私たち
に刷り込まれてきました。 でも、そうじゃないんです。 こ
の、日本国には、通貨発行権、通貨発行権という、すごいす
ごい力があるんです。 その力を発揮せずに、その力があるこ
とを知っていながら、私たちをずっとずっと疲弊＊、させて
きたのが、今の政府です。

[64]「和歌山県
民の希望、私た
ちに託して頂き
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。

67
政府がお金を使っ
て、作って、そし
て国民に使わす

皆さん、この通貨発行権があれば、政府がお金を使って、
作って、そして国民に使わす、使ってもらう。 そしたら、経
済がまわりだ。  
【自分】＊します。 1人1人が幸せな豊かな生活を取り戻す
ことができる、それをどうしてしてこなかったのかが、それ
は先月、岸田さんが言った言葉に表れております。 彼が海外
に向かっていった言葉、それは今はこの日本、この日本は投
資のチャンスですよと、世界に訴えかけております。 世界の
人々が買いやすいような状態に持っていっている今の日本国
政府、なんのためか、自分が海外の人から褒めてもらいたん
です。 国際金融資本という方々から褒めていただいて、自分
の地位を守ってもらって、そして自分の地位を守ってお金さ
え儲かったらいい、そういった人達が上のトップで権力を
握ってしまっている。  これが今の日本の現状です。 皆さ
ん、今だけ金だけ自分だけ自分らがだけ、この判断基準、私
達の、かち、＊と全くかけ離れております。 お金も大事で
す。 お金は、お金をトップに持ってきたらだめなんです。 
社会システムの1部なんです、皆さん。 お金は社会システム
の。 ああ、ありがとうございます、頑張ります。  
【自分】ありがとうございます。

[66]「通貨発行
権という、すご
いすごい力があ
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。

68
くにもり活動、覚
えてください

【自分】お父さんに言ってください。 ホンマナナ、ホンマナ
ナ、そして私タニグチタカヒロといいます。 ありがとうござ
います、頑張ります。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】見てください、この子供達の笑顔。 私達が勇気を
持った1歩を進めれば、子供達の笑顔が戻ります。 みな、皆
さん子供に希望と勇気を持たせられるのは親として、親とし
ての力があるということなんです。 私達には希望がありま
す。 あの笑顔があります。 あの笑顔を守る為に私達は立ち
上がっております。 おじいちゃん、74歳のじいちゃんもい
てます。 これね、74歳のおじいちゃん車によじ登れるんで
す。 どうしてか。 この国をなんとかしたいという熱い思い
からこの動きができる。 そして岡山から来てくれてる方、広
島から来てくれてる方。 ホンマさんに関しては、北海道から
来てくれてます。 こういった動きは全国各地に広がりつつあ
ります。 くにもり活動、くにもり活動、覚えてください。 
ググってください。 本当にすごいです。

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。



69

くにもりの活動が
消えてしまえば、
和歌山がなくなり
ます

皆、身銭を切って自己犠牲って言ったらちょっと、いい、
ちょっと言いすぎなんかもしれない。 あのお金をね、自分で
誰かからもらうわけじゃなくて、世のため人のために使お
う、このお金の使い方、これ日本人しかできないような価値
観です。 これをずっとしてくれてるのが、このくにもりの活
動の人達です。 全国に広がっております。 本当にすごいで
す。 お金をもらって自分らがいい思いできるからやってるん
じゃないんです。 次の世代のための橋渡しをするために、自
分ができること。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。 自分が子供達に残せる社
会、世界を残すためにこうやって活動をしてくれている本当
に素晴らしい人達です。 素晴らしい仲間ダッタン＊です。 
このくにもりの活動が消えてしまえば、和歌山がなくなりま
す。 そして日本がなくなってしまいます。

[68]「くにもり
活動、覚えてく
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。

70 皆さん、私達にお
力をいただきたい

皆さん、私達にお力をいただきたい。 このホンマナナという
ことは、方はですね、本当にすごい方ですよ。 で、和歌山県
にはすごい力がある。 和歌山県民1人1人に沢山の素晴らし
い力があるということを知っていただきたい。 私達が目覚め
れば世界を救うことができる可能性があります。 和歌山県が
変われば日本を変えることができる。 日本を変えれば、アジ
ア諸国を変えれます。 アジアを救うことができます。 そし
て、世界を変えることができる。 お金じゃない価値基準を世
界に広げていくことができる、それが日本の価値観です。

[69]「くにもり
の活動が消えて
しまえば、和歌
山がなくなりま
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。

71
軍産複合体、調べ
てください、家に
帰って

皆さん、もう1つ言いたいことがあります。  
【自分】これ、ダイジョウブ＊？  
【自分】あの。  
【自分】＊＊＊やめときますか？  
【自分】はい、すみません。 ええとですね、ええ、大事なこ
と言います。 今医療シホン＊そして外圧によって私達の健康
が損なわれている。 医療シホン＊、イサン＊。 あ、ありが
とうございます。 ＊を＊軍産複合体、調べてください、家に
帰って。 医産複合体、軍産複合体、＊の件とか色々あるんで
す。 これね、こういったことを言うとユーチューブでアカウ
ントがバンされちゃう。 だから、ちょっとこれは。

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。

72
イサンフクゴウタ
イ＊調べてくださ
い

【自分】言えない、い、い、言ってたらえらいことになって
しもうたんで言えないんですけど、家帰って調べてくださ
い。 イサンフクゴウタイ＊です、イサンフクゴウタイ＊調べ
てください。 そして、ウクライナの件もお伝えしたいと思い
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。

73 憲法9条では子供
たちを守れない

ウクライナは世界第3位の核保有国でした。 世界第3位の核
保有国です。 この核保有国だったウクライナが核を放棄した
結果、皆さん今ウクライナどうなってるでしょうか？ ロシア
に攻め込まれております。 そして、アメリカやNATOは助け
てるでしょうか？ 武器だけ送って、ほんで、お前らなんとか
せえよと、＊です。 これが核を持っていなかった結果です、
核を手放したらこうなったっていう事実なんです。 私たちは
憲法9条で守られている、そういったスリコミ＊も入ってる
かもしれません。 憲法9条で守れるんだったら、ウクライナ
に持っててください。  そしたら、ウクライナの方守れるん
ですよ。 でもね、そうじゃないんです。 憲法9条では子供た
ちを守れない。  
【自分】そうだ。

[74]「自分の国
を自分で守る」
についての理由

・ニーズ

74 自分の国を自分で
守る

【自分】私たちはこのヒョウ＊にならんかもしれんけど、私
たちは自分の国を自分で守る、そういったキガイ＊を持たな
ければ、どこの国も守ってくれないという現実や、今見えて
おります子供たちを守るために自分達を自分達や相手を、相
手を倒せるね、力を手に入れる、これ必要なことなんです。 
わざわざ戦争にいくわけじゃないんです。 弱いから攻め込ま
れるんです。

[75]「弱かった
らやられる」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。



75 弱かったらやられ
る

分かりますか？ 弱かったらやられるんです、相手強かったら
わざわざ行きません。 強いヒトニ＊かかっていくのは日本人
ぐらいですよ、ほんまに。 これね、こういうキガイ＊がある
の、日本人ぐらいなんですよ。 だから世界＊恐れてるんで
す。 どんなことがあっても日本人を潰してやろう、そういう
勢力ヲ＊世界各国には確かにあります。 この日本人の魂、誇
り、こういったことを骨抜きにしてきたのは戦後教育であ
り、メディアの＊報道です。 これ＊知っていただきたい、ア
ジア諸国を独立できたのが日本の先人、日本が戦争で戦い、
そして敗戦後も残り続けそしてアジア諸国を立派に独立させ
た。 それが私たちの先祖です。 これも知っていただきた
い。

[76]「今ならま
だ間に合う」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。

76 今ならまだ間に合
う

私たちの先祖は命懸けで戦いました。 日本人のため、我々子
供のため、子孫のために命懸けで戦った、これは真実です。 
そしてアジア諸国を救ったのは日本人なんです。 しかも、僕
たちにはその力がまだ残っております。 今ならまだ間に合う
んです。 子供たちを守れます。 このまま5年過ぎたら、この
まま5年過ぎてしまったらですね、これも＊香港のように
なってしまう、ウイグルのようになってしまう、そうなって
しまっては私たち、自分の子ども守れないんです。 だからこ
うやって声あげております。

[77]「皆さんの
力があれば守れ
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。

77 皆さんの力があれ
ば守れる

皆さん、私たちに力を与えていただきたい。 新党くにもりの
ホンマナナに、全国比例はホンマナナ、全国比例はホンマナ
ナです。 そ＊和歌山県はタニグチタカヒロ、タニグチタカヒ
ロです。 僕は、1人の親としてここに立っております。 そし
て、子どもを守るためにここに立っております。 家族があり
ます。 大切な地域があります。 そして、この和歌山を守り
たいんです。 日本を守りたい、本気で思っております。 守
れます、皆さんの力があれば守れるんです。 どうか皆さん、
コノ＊新党くにもりの活動にご支援ご協力いただきたい。 皆
様方にミナラッテ＊。  
【自分】＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】【他へ】あ、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。

78
皆様方を私たちは
裏切ることは絶対
にありません

皆様方を私たちは裏切ることは絶対にありません。 命懸けで
戦います、その覚悟でここに来てくれております。 私たち新
党くにもりは、その覚悟を決め決意を固め、この場に立って
おります。 ホンマナナ、ホンマナナそしてタニグチタカヒ
ロ、どうかよろしくお願いいたします。 大きなマイクで失礼
いたしました。 ありがとうございました。  
【自分】アリガトウゴザイマス＊。  
【自分】＊。

[77]「皆さんの
力があれば守れ
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。

79
このままじゃまず
いんだという危機
感を感じています

【自分】ただいまのは、タニグチタカヒロ、タニグチタカヒ
ロでございます。 声を枯らして、こうやって和歌山県を回っ
ています。 本当にタニグチさんというのは、真面目な方であ
りまして、一生懸命なんです。 そして、本当に、もう心から
の叫びだと、皆さん受け止めていただきたい。 真面目なんで
す。 真面目というか、頭がどうだとかこうとかじゃなくて、
本当に生き方が、真面目で。 そして、やはり子どもを守りた
い、そして、このままじゃまずいんだという危機感を感じて
います。

[80]「今の日本
を見てると、こ
れはいてもたっ
てもならない」
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。

80
今の日本を見てる
と、これはいても
たってもならない

私たち、新党くにもりは、今の日常生活、皆さん毎日、毎日
追われて大変ですよ。 だけれども、今の日本を見てると、こ
れはいてもたってもならないと思うのが、やはり、もう見て
て分かるじゃありませんか。

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。



81
政府が全然、有事
に対応できていな
い

コロナ見てくださいよ。 こんな悲惨な状態で、右往左往し
て、政府が全然、有事に対応できていない。  そして、私た
ちには緊急事態宣言だの、家を出る、出るなど、イベント自
粛要請だの、色んな事を言って、そして、当時、最初に広
がった時、やってたことは一体何だったんでしょうか。 中国
人を、いつまでもいつまでも入れ続けました。 いったい、日
本人と中国人と、どっちが大切なんだろうかと。 私は、今の
政治を見てると思いますよ。 これは、別に差別でもなんでも
なく、政府は自国民を守るというのが、当然じゃありません
か。 しかし、コロナを見てると、全く逆なんだということを
感じるわけです。 今でも、中国のインバウンドに来て欲し
い、来て欲しいと。 和歌山県知事含めて、なんか、もう本当
にみみっちいんですけども。 もう、媚びへつらってるじゃあ
りませんか。 中国に対して、何で中国に、ここまで媚びへつ
らわなきゃいけないのか。 私たちは、日本人なんですよ。 
日本なんです。 なのに、今だともう中国のしもべかよ、とい
うようなそういうみじめな有様です。 そして、コロナを見て
も、でたらめなことがいっぱいあることを皆さんも感じてる
でしょう。 まず、もうこの端的なこ＊。  
【自分】＊いらっしゃいます。 はい。  
【自分】ということで。  
【自分】もうちょっとだけ電池あるので。 はい、お願いしま
す。

[80]「今の日本
を見てると、こ
れはいてもたっ
てもならない」
についての理由

・ニーズ

82
訴えが本当にズシ
ンとくるような重
みを、増してきた

【自分】ということで、もうだんだん暗くなってきたので、
また私達は1か所、訪れてやります。 タニグチさん、皆さ
ん、声かすれていますけれども。 あの毎日、毎日、こうなん
かね、訴えが本当にズシンとくるような重みを、増してきた
んじゃないかなと思います。 最初は、本当にとつとつとして
いたのが、訴えたいことが整理されてきて、いい演説。 そし
て、あの、本当にただ単にね、綺麗な言葉を語るんじゃなく
て、人柄が滲み出てますよね。 是非、また明日も、私も和歌
山、最初から第1日目、＊第1日目＊朝から頑張りますんで、
応援してください。 ビシ。  
【自分】はい、ビシ。 あの、電池がもうなくなるので、これ
でライブは終わります。 ナナさん、何か。  
【自分】はい。  
【自分】さよならの言葉はありませんでしょうか？ 本日のさ
よなら。  
【自分】皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。  
【自分】はい。 ていうことで、さいなら。  
【自分】え、はい、終わりです。 終わり。 え、終わり。

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。


