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国内ビジコン優勝者との構成類似度 プレゼン内容の構成バランス

76%

聴衆に印象を残せた話題ランキング

【あなたのプレゼンの情報量】
1

政治を取り戻す、そのために立ち
上がったのが私たち、くにもり
と、私アズサマリ △ 少しゆったり

2 新党くにもり、わたくし、アズサ
マリ、立ち上がりました あなた側の話量は22分が適切と判定されました

3 条件を活かせずに、国民を貧困化
させていって

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 通貨発行権をしっかり活用すればいい

5
中国リケン＊や、中国ビジネス、儲け
話で私たちの子供の未来、奪わないん
で欲しい

6 自衛官の皆様の待遇改善これがまず国防力強
化の要

7 私たちが奪われた収入を倍にして取り戻す

8 私アズサマリ、元々は自民党を支持しており
ました

9 国の借金を理由に、国民に税金の負担を上げ
ていく

10 国民を騙し、非正規雇用を拡大した
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）

32語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
11 CLOSED こういう状況で、若い人たちの未来、希望が持てない未来を渡すんですか？

15 CLOSED それって国が当たり前に自衛隊に支給するものじゃありませんか？



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　　 7トピック

説明に偏りがありそうです

話題の数　10件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　7件

16 未来かわいそうだと、そう思い立ち上がりました 1
政治を取り戻す、そのために立ち上がったのが私
たち、くにもりと、私アズサマリ

17 千葉にはものすごい宝が眠っている 8 条件を活かせずに、国民を貧困化させていって

20 キシダ政権にノーと言いたい 11
新党くにもり、わたくし、アズサマリ、立ち上が
りました

13
中国リケン＊や、中国ビジネス、儲け話で私たち
の子供の未来、奪わないんで欲しい

15
自衛官の皆様の待遇改善これがまず国防力強化の
要

18 通貨発行権をしっかり活用すればいい
22 私たちが奪われた収入を倍にして取り戻す



【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　　 7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 説明のある話題

政治を取り戻す、そのために立ち上がっ
たのが私たち、くにもりと、私アズサマ
リ

話者A：＊にかくから＊。 めちゃくちゃぼ、墨汁吸う
わ。 紙と違って。  話者A：ふうん。  話者A：ご通行
中の皆様、こんにちは。 私たちは新党くにもりでござ
います。 国を守ると書きまして、新党くにもり...

↓

2→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

私アズサマリ、元々は自民党を支持して
おりました

私アズサマリ、元々は自民党を支持しておりました。 
しかし、私たちが、チラシ受け取っていただくとわか
るんですが、掲げている政策、約20、これほとんど、
自民党が、やるやると言って、やってこなかった政策
ばかりです。 チラシを私たちの、政策見てくださった
方が、20年前から自分たちが考えてたこと、書いてい
るだけじゃないかと言われたことがあるんです。...

- -

8 説明のある話題
条件を活かせずに、国民を貧困化させて
いって

私たち、新党くにもりは、まるで経済制裁のように課
せられたこの消費税というもの、これを減税したい、
消費税ゼロも可能だと思ってます、イヤ＊可能です。 
私たちの国、日本には、強い強い通貨を生み出す、お
金を＊...

←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

↓

7 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

国の借金を理由に、国民に税金の負担を
上げていく

日本の国債は、そして世界各国が、その赤字国債、国
債をですね1円たりとも出し、返済してない国がほと
んどなんです。 借り換えて、また国債を発行する、通
貨、通貨を発行していく、そして経済成長していって
る各国は、しかし日本だけが、国の借金、この報道を
どんどんメディアが流し、そして国の借金を理由に、
国民に税金の負担を上げていく、これは詐欺的な主
張、主張です、手法です。...

- -

11 説明のある話題
新党くにもり、わたくし、アズサマリ、
立ち上がりました

話者A：国民の収入はとうとう、この10年間で、平均
年収160万円も下がってしまいました。 ですが、年金
額支給額は減る、そして、電気代水道代は、高騰して
いく。 物価も上がっていく。 こういう状況で、若
い...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

4→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
働いても働いても報われない

実際何が起きているか。 これが、やはり政治の結果な
んです。 結果を見たところ、この20年で、私たち日
本の、そして千葉の皆さんの収入が減り続けている。 
20年間、25年間です。 デフレ不況が抜け出せなかっ
た。 そして、ぴたりと先進諸国で日本だけが、経済成
長止まってしまいました。 今やドルベースでマイナス
成長です。 その弊害が大きい。 働いても働いても報
われない。 そして子供たちが。...

5→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

奨学金それを背負ってじゃないと、なか
なか進学できない

話者A：奨学金それを背負ってじゃないと、なかなか
進学できない。 昭和の頃は、毎年毎年ベースアップし
ていったので、お給料が上がっていたので、奨学金を
借りても、楽になっていったんです。 でも今の子供
達、どんどんどんどん生きにくい世の中になって、そ
して収入が上がる見込みも見えない、そういう状態の
中で、いきなり多額の借金を背負って、世の中に出て
いくんです。 この負担がかなり大きい、そして親世代
も奨学金に頼...

9 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
国民を騙し、非正規雇用を拡大した

私たち国民が必死に働いているのに、特に若い世代、
約4割働く人が非正規雇用になってしまいました。 昭
和の頃の先人たちは、製造業まで非正規雇用を拡大し
たら、それはあまりに酷いことだと拡大しなかったん
です。 それを国民のためと言いながら、構造改革、そ
ういう綺麗なかっこいい言葉で、国民を騙し、非正規
雇用を拡大した。...

- -



13 説明のある話題

中国リケン＊や、中国ビジネス、儲け話
で私たちの子供の未来、奪わないんで欲
しい

チョウシ＊も、今大変なことになっています。 イヌボ
ウサキマリンパーク、中国人の女性に買い取られてし
まいました。  海岸沿いの大きなホテルも、中国シホ
ン＊に今、買われています。 太陽光パネルをツウシン
＊...

←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
有権者に甘い言葉言って、結局守ってい
ない

また、電気代高騰していっています。 原油高ほんとに
大変な状況です。  この中、風力発電、または、太陽
光を増やしても、結局は不安定電源で、今日のような
曇りの日、発電しません。 太陽光。 そして、風が止
んだら、風力も発電しないんです。 このようなものを
増やしていって、結局、停電が多発しています。 千葉
もブラックアウトしました。 そして、政府は電力を増
やす、そういうことを全く計画せずに、節電ありき、
国民...

- -

15 説明のある話題
自衛官の皆様の待遇改善これがまず国防
力強化の要

それって国が当たり前に自衛隊に支給するものじゃあ
りませんか？ 自衛隊の皆様、ものすごいご苦労なさっ
て、被災地があるたびに過酷な任務につとめて下さっ
ている。 いざという時は最前線に立ってくださる方々
ばか...

←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

↓

14→ 具体的説明

温かいカップラーメンが食べたい、ウイ
ダーinゼリーでエネルギー、カロリーを
補給したい

そして、私たち、この千葉、ほんとに国の要、首都圏
の国防の要だと思っています。 進駐軍が上陸したの
は、タテヤマで＊。 そして、敗戦間近、今度上陸作戦
があった、その地点は、九十九里浜です。 チョウシ＊
は、しゅ、いざという時、首都を狙う、陥落するため
に、この千葉、千葉のチョウシ＊の方から入ってくる
んです。  今でも、その重要な、せ、潜在的価値、戦
略的価値変わりません。 千葉は、国を守り、首都を守
る、そう...

- -

16
説明の少ない話

題
未来かわいそうだと、そう思い立ち上が
りました

そして私、祖父が二人とも戦争に行きました。 大叔父
は戦闘死し、靖国に合祀されています。 そのことにつ
いて非常に考えたことがあります。 6年前に私末期寸
前の癌になりました。 その癌は取りきれず、余命宣
告...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

17
説明の少ない話

題 千葉にはものすごい宝が眠っている

私たちは新党くにもり、そしてアズサマリでございま
す。 そして私全く諦めて、な、いません、この国を。 
日本は、千葉は物凄い底力がある、千葉に眠っている
天然ガス、南関東のガス田です。 地盤沈下が起こるの
で...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

18 説明のある話題 通貨発行権をしっかり活用すればいい

また、国防の要千葉がしっかり国防のケン＊となれ
ば、自衛隊の皆様がちゃんと法に守られ任務を遂行で
きる法整備、これが整えば首都圏が東京が助かるんで
す。 日本が助かるんです。 ご先祖様たちはきっとそ
れを望ん...

←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

↓

19 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

安心して住める千葉にして、子供達に渡
してあげたい

そして税の負担は今重すぎます。 税収イコール財源で
はない。 この昭和の頃の政治家がちゃんと分かってい
た、この政治を変えること、昭和型の政策に戻り成長
していくこと。 そうすれば千葉のみんなが豊かになり
ます。 日本みんなが豊かになります。 元気な、元気
で素敵な千葉ですが、もっとより元気に豊かに安心し
て住める千葉にして、子供達に渡してあげたいじゃな
いですか。...

- -

20
説明の少ない話

題 キシダ政権にノーと言いたい

私、私、新党くにもり、アズサマリ、そのために立ち
上がりました。 お金もないし、なかなか厳しい諸派に
は、公職選挙法は既成政党には甘く、諸派には本当に
厳しい。 だけど負けません。 だって、このまま引き
下が...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

22 説明のある話題
私たちが奪われた収入を倍にして取り戻
す

そして、通貨発行権を用い、財源を作り、そして、政
府の赤字、これはみんなの黒字です。 政府は私たち国
民に貸しているんです。 借金だけが増えることはあり
ません。 そして、この政府の赤字、借金とヨバレル＊
も...

←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
私たちは政府によって、収入を搾取され
ている

話者A：＊、経済的に抜くと言われていたすごい日本
です。 あのままちゃんと政府の失策がなく経済成長し
ていったならば、アメリカが、アメリカはいまやもう
日本の経済規模の4倍以上になっています。 ちゃんと
ついていったならば、今初任給手取り20万の方は、手
取りで80万円になっていました。 私たちは政府に
よって、収入を搾取されているんです。 しかし私た
ち、諦めません。 消費税0、財源はあります。...

23→ 具体的説明
日本に、千葉に恩返しするために立ち上
がりました

そして、日本、千葉にほんとに感謝しています。 私は
この日本に、千葉に恩返しするために立ち上がりまし
た。 アズサマリ、頑張っていきたいと思います。 ご
清聴くださいまして、ありがとうございました。  話
者A：頑張ってくださいね。 応援してます。  話者A：
あ、頑張ります。 ありがとうございます。 はい。 ま
だまだ日本は間に合うんで。 ただ、関ケ原です。 こ
の参議院選挙で変えないと、もう間に合わないとオ...

- -



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

政治を取り戻す、
そのために立ち上
がったのが私た
ち、くにもりと、
私アズサマリ

【自分】＊にかくから＊。 めちゃくちゃぼ、墨汁吸うわ。 
紙と違って。  
【自分】ふうん。  
【自分】ご通行中の皆様、こんにちは。 私たちは新党くにも
りでございます。 国を守ると書きまして、新党くにもり、
私、アズサマリ、アズサマリと申します。 参議院議員選挙、
立候補者、アズサマリ、本日、イナゲカイカン＊駅で、第一
声、このように発言させていただきます。 先ほどまで、イナ
ゲセンゲン神社、そちらで、ええ、必勝祈願いたしました。 
ショウデン参拝させていただきました。 やはりですね、私た
ちの国、シントウを中心に、コウシツを中心に、今、平和な
この未来、築いていただいて、私たちが生きている、その感
謝のもと、私たち新党くにもり、あくまで、日本ファース
ト、日本を主語とした政治を取り戻す、そのために立ち上
がったのが私たち、くにもりと、私アズサマリでございま
す。

起点となる話題

2
私アズサマリ、
元々は自民党を支
持しておりました

私アズサマリ、元々は自民党を支持しておりました。 しか
し、私たちが、チラシ受け取っていただくとわかるんです
が、掲げている政策、約20、これほとんど、自民党が、やる
やると言って、やってこなかった政策ばかりです。 チラシを
私たちの、政策見てくださった方が、20年前から自分たちが
考えてたこと、書いているだけじゃないかと言われたことが
あるんです。

[1]「政治を取り
戻す、そのため
に立ち上がった
のが私たち、く
にもりと、私ア
ズサマリ」につ
いての理由・

ニーズ

✔
主観的な話題が多い
ようです。もう少し
客観的なデータなど
を盛り込んだほうが
良いでしょう。

3
政治は、きれいな
言葉、それだけを
信じていてはダメ

じゃあなぜ、自民党はずっと国民を騙し、そして実現させて
こなかったのか、私たち新党くにもりはもう、自民党は終
わっていると、その結論のもと、立ち上がった、クサノネ
ショウモウ＊のタミ＊が作った新党でございます。 私たち新
党くにもり。 それぞれ、日々、ええ生計を立てている、本当
に、こう、商売を持っており、私などは、和食店を、ずっと
20年間、家族経営で営んできておりました。 その間に、起
きたことはこの20年、政治は、きれいな言葉、それだけを信
じていてはダメなんです。

[2]「私アズサマ
リ、元々は自民
党を支持してお
りました」につ
いての具体的説

明

4
働いても働いても
報われない

実際何が起きているか。 これが、やはり政治の結果なんで
す。 結果を見たところ、この20年で、私たち日本の、そし
て千葉の皆さんの収入が減り続けている。 20年間、25年間
です。 デフレ不況が抜け出せなかった。 そして、ぴたりと
先進諸国で日本だけが、経済成長止まってしまいました。 今
やドルベースでマイナス成長です。 その弊害が大きい。 働
いても働いても報われない。 そして子供たちが。

[11]「新党くに
もり、わたく
し、アズサマ

リ、立ち上がり
ました」につい
ての理由・ニー

ズ

✔
主観的な話題が多い
ようです。もう少し
客観的なデータなど
を盛り込んだほうが
良いでしょう。

5

奨学金それを背
負ってじゃない
と、なかなか進学
できない

【自分】奨学金それを背負ってじゃないと、なかなか進学で
きない。 昭和の頃は、毎年毎年ベースアップしていったの
で、お給料が上がっていたので、奨学金を借りても、楽に
なっていったんです。 でも今の子供達、どんどんどんどん生
きにくい世の中になって、そして収入が上がる見込みも見え
ない、そういう状態の中で、いきなり多額の借金を背負っ
て、世の中に出ていくんです。 この負担がかなり大きい、そ
して親世代も奨学金に頼らざる、おあ、を得なかった事、心
を痛めているんです。

[11]「新党くに
もり、わたく
し、アズサマ

リ、立ち上がり
ました」につい
ての理由・ニー

ズ

✔
主観的な話題が多い
ようです。もう少し
客観的なデータなど
を盛り込んだほうが
良いでしょう。



6
借金として、返済
の必要のない自国
通貨建て国債です

そんな中、私たち新党くにもり、税金の負担、税が重すぎ
る、そのことに対して、本当に怒りを持っています。 借金と
して、返済の必要のない自国通貨建て国債です。

[7]「国の借金を
理由に、国民に
税金の負担を上
げていく」につ
いての具体的説

明

7
国の借金を理由
に、国民に税金の
負担を上げていく

日本の国債は、そして世界各国が、その赤字国債、国債をで
すね1円たりとも出し、返済してない国がほとんどなんで
す。 借り換えて、また国債を発行する、通貨、通貨を発行し
ていく、そして経済成長していってる各国は、しかし日本だ
けが、国の借金、この報道をどんどんメディアが流し、そし
て国の借金を理由に、国民に税金の負担を上げていく、これ
は詐欺的な主張、主張です、手法です。

[8]「条件を活か
せずに、国民を
貧困化させて

いって」につい
ての理由・ニー

ズ

✔
主観的な話題が多い
ようです。もう少し
客観的なデータなど
を盛り込んだほうが
良いでしょう。

8
条件を活かせず
に、国民を貧困化
させていって

私たち、新党くにもりは、まるで経済制裁のように課せられ
たこの消費税というもの、これを減税したい、消費税ゼロも
可能だと思ってます、イヤ＊可能です。 私たちの国、日本に
は、強い強い通貨を生み出す、お金を＊、強い力がありま
す。 そして借金として返済する姿勢のない、＊＊＊、セカイ
デモ＊、日本、アメリカ、イギリス、中国ぐらいです。 この
条件を、＊条件を活かせずに、国民を貧困化させていってい
てる政府、私は無能なんかじゃないと思います、確信犯なん
です、だから許せないんです。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？

9
国民を騙し、非正
規雇用を拡大した

私たち国民が必死に働いているのに、特に若い世代、約4割
働く人が非正規雇用になってしまいました。 昭和の頃の先人
たちは、製造業まで非正規雇用を拡大したら、それはあまり
に酷いことだと拡大しなかったんです。 それを国民のためと
言いながら、構造改革、そういう綺麗なかっこいい言葉で、
国民を騙し、非正規雇用を拡大した。

[11]「新党くに
もり、わたく
し、アズサマ

リ、立ち上がり
ました」につい
ての理由・ニー

ズ

✔
主観的な話題が多い
ようです。もう少し
客観的なデータなど
を盛り込んだほうが
良いでしょう。

10

人材派遣会社、若
い人たちから、労
働力、それをです
ね、食い物にして
い

そして儲けてるのが、今、人材派遣会社のパソナじゃないで
すか。 パソナ、タケナカヘイゾウさんの会長をやっている会
社です。 タケナカヘイゾウさん、自分の会社が潤うために、
政権の中に深く入り込み、利益＊しているんです。 そして、
2020年、昨年純利益を10倍マシタ＊、10倍にした企業があ
る、あのコロナ禍で、みんな苦労した時です。 純利益を2倍
したのは、パソナです。 人材派遣会社、若い人たちから、労
働力、それをですね、食い物にしている会社が、純利益伸ば
していっている。 それに加担しているのは、今の政府です。 
そして。

[9]「国民を騙
し、非正規雇用
を拡大した」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

11

新党くにもり、わ
たくし、アズサマ
リ、立ち上がりま
した

【自分】国民の収入はとうとう、この10年間で、平均年収
160万円も下がってしまいました。 ですが、年金額支給額は
減る、そして、電気代水道代は、高騰していく。 物価も上
がっていく。 こういう状況で、若い人たちの未来、希望が持
てない未来を渡すんですか？ 子供たち、お孫さんたちの未
来、明るいものにしてあげたいじゃないですか。 だから、私
たち、新党くにもり、わたくし、アズサマリ、立ち上がりま
した。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？

12
有権者に甘い言葉
言って、結局守っ
ていない

また、電気代高騰していっています。 原油高ほんとに大変な
状況です。  この中、風力発電、または、太陽光を増やして
も、結局は不安定電源で、今日のような曇りの日、発電しま
せん。 太陽光。 そして、風が止んだら、風力も発電しない
んです。 このようなものを増やしていって、結局、停電が多
発しています。 千葉もブラックアウトしました。 そして、
政府は電力を増やす、そういうことを全く計画せずに、節電
ありき、国民を節電で首絞めて、経済的にまた、疲弊させて
いく。 そこにど、どこが得しますか。 中国共産党じゃない
ですか。 中国が、疲弊した、千葉の大切な企業、技術、人
材、こちらを今、爆買いしています。 千葉の守りの要、海岸
線。 海岸線と言えば、非常に国防上大事な場所なんです。 
そ、それを、疲弊させて、千葉のダイジシン＊を皆さん、高
速道路チョウシ＊に通してほしい。 さまざまな＊を聞きなが
ら、選挙の前に通す、通すと、そういう有権者に甘い言葉
言って、結局守っていないんです。

[13]「中国リケ
ン＊や、中国ビ
ジネス、儲け話
で私たちの子供
の未来、奪わな
いんで欲しい」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



13

中国リケン＊や、
中国ビジネス、儲
け話で私たちの子
供の未来、奪わな
いんで欲しい

チョウシ＊も、今大変なことになっています。 イヌボウサキ
マリンパーク、中国人の女性に買い取られてしまいました。  
海岸沿いの大きなホテルも、中国シホン＊に今、買われてい
ます。 太陽光パネルをツウシン＊する中国の会社です。 太
陽光パネルというのは、中国リケン＊とかなり繋がりがあ
る。 自民党の代議士、そして、この千葉の自民党の代議士も
かなり深く関わっている。 中国リケン＊や、中国ビジネス、
儲け話で私たちの子供の未来、奪わないんで欲しいんです。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？

14

温かいカップラー
メンが食べたい、
ウイダーinゼリー
でエネルギー、カ
ロリーを補給した
い

そして、私たち、この千葉、ほんとに国の要、首都圏の国防
の要だと思っています。 進駐軍が上陸したのは、タテヤマで
＊。 そして、敗戦間近、今度上陸作戦があった、その地点
は、九十九里浜です。 チョウシ＊は、しゅ、いざという時、
首都を狙う、陥落するために、この千葉、千葉のチョウシ＊
の方から入ってくるんです。  今でも、その重要な、せ、潜
在的価値、戦略的価値変わりません。 千葉は、国を守り、首
都を守る、そういう要なんです。 そして、この千葉には、た
くさんの自衛官の皆様がいらっしゃいます。 自衛官の皆様
に、わたくし達、新党くにもりのゼンシン＊、ガンバレニッ
ポンゼンコクコウドウイインカイで、東日本大震災の際に、
義援金を集めた時、一部、自衛官の皆様に使って頂こうと、
何が必要な。  
【自分】のか聞きました。 そしたら自衛隊の皆様こう言った
んです。 温かいカップラーメンが食べたい、ウイダーinゼ
リーでエネルギー、カロリーを補給したい。 お風呂に入れな
いから、だから消臭剤が欲しい。 私驚きました。

[15]「自衛官の
皆様の待遇改善
これがまず国防
力強化の要」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

15
自衛官の皆様の待
遇改善これがまず
国防力強化の要

それって国が当たり前に自衛隊に支給するものじゃありませ
んか？ 自衛隊の皆様、ものすごいご苦労なさって、被災地が
あるたびに過酷な任務につとめて下さっている。 いざという
時は最前線に立ってくださる方々ばかりです。 その自衛隊の
皆様が、制服を着てランチを食べに行けないんです。 世界中
の国の、世界中の国の国防を司る方々は英雄視され、ランチ
も行くし普通に制服で街を歩くんです。 それが自衛隊には文
句が来るからランチさえも食べれない。 私たち、こんなにい
ざという時国民を助けてくださる方々を日陰の身にさせてい
るなんて、人としてちょっとおかしいと思う。 そして私は国
防の要、自衛隊の名誉を取り戻すこと、そして自衛官の待遇
を改善すること、国防力の強化、これがまず自衛官の皆様の
待遇改善これがまず国防力強化の要だと思います、第一歩で
す。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？

16
未来かわいそうだ
と、そう思い立ち
上がりました

そして私、祖父が二人とも戦争に行きました。 大叔父は戦闘
死し、靖国に合祀されています。 そのことについて非常に考
えたことがあります。 6年前に私末期寸前の癌になりまし
た。 その癌は取りきれず、余命宣告をされました。 そして
絶望の淵にいた時、ちょうど朝日新聞社前の病院で窓の外を
見ると、綺麗な日の丸がはためいていたんです。 本当に美し
かった。 その日の丸はある方たちが掲げていたんです。  朝
日新聞に対して捏造の慰安婦問題、歴史問題に抗議する人達
でした。 自分のことでそれまでいっぱいいっぱいでしたが、
その日の丸、その人達を見た時、私のおじいちゃん達の名誉
を取り戻してくれてる人たちがいる、本当に感動したんで
す。 そして私寝間着姿のまま病院を抜け出し、その講義に参
加しました。 その時思ったんです。 一緒にこういう、国の
ために動く喜び、そして私の残りの人生は国のために使おう
と決意しました。 そうしましたら、私の癌どこかに行ってく
れました。 今では完治したとお医者様に太鼓判を押されてい
ます。 私は、その時に感じたことが原点です。 祖父たち、
祖父たちは、この国を守るためジエイ＊戦争を戦ったんで
す。 敗戦してしまったからといって、敗戦、敗戦国なったか
らといって、70年間その汚名を私たち子孫までが今でも虐げ
られ、国連などには敵国ジョウコウ＊も残り、そして非常に
経済的にも他国の言うなりになって、私たちが一生懸命働い
たものが他国に搾取されて流れていっている。 このままでは
本当にこの国、子供たちは。  
【自分】未来かわいそうだと、そう思い立ち上がりました。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？



17 千葉にはものすご
い宝が眠っている

私たちは新党くにもり、そしてアズサマリでございます。 そ
して私全く諦めて、な、いません、この国を。 日本は、千葉
は物凄い底力がある、千葉に眠っている天然ガス、南関東の
ガス田です。 地盤沈下が起こるので一気には掘れませんが、
でも800年分のガスが眠っているこの千葉県です。 今原油高
で本当に首都圏産業止まりかかっている、キシダ政権がわざ
と止めようとしているんです。 中国が爆買いしやすくするた
めに。 その、その首都圏を救えるのは千葉かもしれない。 
本当だったら、私が国会議員だったら、ちゃんとですね、国
債を発行し、研究開発させ、地盤沈下がお、おこ、起きない
ような千葉のガス、ガス田をしっかり堀り、ガスから電気も
作れるんです。 ロシアのガスに頼らなくても千葉にはものす
ごい宝が眠っている。 政府しっかりしなさいと、本当に思う
んです。 そして、千葉がエネルギーで日本を救うかもしれな
い。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？

18
通貨発行権をしっ
かり活用すればい
い

また、国防の要千葉がしっかり国防のケン＊となれば、自衛
隊の皆様がちゃんと法に守られ任務を遂行できる法整備、こ
れが整えば首都圏が東京が助かるんです。 日本が助かるんで
す。 ご先祖様たちはきっとそれを望んでいます。 あんなに
命を懸けて、この日本を守ってくださったジエイ＊戦争に、
を戦ってくださったご先祖様たちです。 今のこの不甲斐ない
状況、日本が合法的に売却され、そして奪われていっている
土地資源企業技術、私たち新党くにもりは、それをストップ
したい。 そして、こんなに良い千葉です。 温かい人たちた
くさんアイ＊ます。 子供達は、もう笑顔でキラキラさせなが
ら、学生さん達も演説している私に手を振ってくれます。 こ
んなに素晴らしい人柄の、穏やかで暖かい千葉県の人達で
す。 政府が、政府のやり方経済、経済のやり方を変え、みん
なで豊かになれますから、通貨発行権をしっかり活用すれば
いいんです。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？

19
安心して住める千
葉にして、子供達
に渡してあげたい

そして税の負担は今重すぎます。 税収イコール財源ではな
い。 この昭和の頃の政治家がちゃんと分かっていた、この政
治を変えること、昭和型の政策に戻り成長していくこと。 そ
うすれば千葉のみんなが豊かになります。 日本みんなが豊か
になります。 元気な、元気で素敵な千葉ですが、もっとより
元気に豊かに安心して住める千葉にして、子供達に渡してあ
げたいじゃないですか。

[18]「通貨発行
権をしっかり活
用すればいい」
についての理由

・ニーズ

✔
主観的な話題が多い
ようです。もう少し
客観的なデータなど
を盛り込んだほうが
良いでしょう。

20 キシダ政権にノー
と言いたい

私、私、新党くにもり、アズサマリ、そのために立ち上がり
ました。 お金もないし、なかなか厳しい諸派には、公職選挙
法は既成政党には甘く、諸派には本当に厳しい。 だけど負け
ません。 だって、このまま引き下がったら本当に未来なく
なっちゃうから。 私たちは、この失敗した経済の25年をさ
らに続けようとしているキシダ政権にノーと言いたい。 国会
で訴えたい。 あのままちゃんと成長していたら、30年前ア
メリカ＊。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？

21
私たちは政府に
よって、収入を搾
取されている

【自分】＊、経済的に抜くと言われていたすごい日本です。 
あのままちゃんと政府の失策がなく経済成長していったなら
ば、アメリカが、アメリカはいまやもう日本の経済規模の4
倍以上になっています。 ちゃんとついていったならば、今初
任給手取り20万の方は、手取りで80万円になっていました。 
私たちは政府によって、収入を搾取されているんです。 しか
し私たち、諦めません。 消費税0、財源はあります。

[22]「私たちが
奪われた収入を
倍にして取り戻
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

22
私たちが奪われた
収入を倍にして取
り戻す

そして、通貨発行権を用い、財源を作り、そして、政府の赤
字、これはみんなの黒字です。 政府は私たち国民に貸してい
るんです。 借金だけが増えることはありません。 そして、
この政府の赤字、借金とヨバレル＊ものは、ヘンサン＊の必
要も全くない。 どんどん作っていいんです、諸外国でやって
るように。 そしてみんなで豊かに成長していく。 私たちは
新党トリモリ＊は失われた25年、私たちが奪われた収入を倍
にして取り戻す、そのために、アズサマリ立ち上がりまし
た。 ぜひ皆さん、アズサマリに一票を託してください。 必
ず、しっかり働いてお返し＊たいと思います。 恩をお返しし
たいと思います。

起点となる話題 ✔
この話題に対して、
数値などファクト
データなどで客観的
根拠を付け加えられ
ますか？
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日本に、千葉に恩
返しするために立
ち上がりました

そして、日本、千葉にほんとに感謝しています。 私はこの日
本に、千葉に恩返しするために立ち上がりました。 アズサマ
リ、頑張っていきたいと思います。 ご清聴くださいまして、
ありがとうございました。  
【自分】頑張ってくださいね。 応援してます。  
【自分】あ、頑張ります。 ありがとうございます。 はい。 
まだまだ日本は間に合うんで。 ただ、関ケ原です。 この参
議院選挙で変えないと、もう間に合わないとオモイマス＊。 
頑張ります。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ありがとうございます。 ありがとうございました。 
じゃ、YouTubeお付き合いくださいました皆さま、ありがと
うございます。  ちょっとね、立憲民主党さまが場所取られ
ていたのを、あの、来て分かりまして。 多分発表されてな
かったんですね。 あの、開始が遅れましたが。  
【自分】＊頑張ってクダサイネ＊。  
【自分】あ、ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】＊とうございます。  
【自分】頑張ります。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】はい、はい、頑張ります。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ああ、ありがとうございます。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ああ、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。 うれしい。 いやあ、うれしいです。 た
くさんの方に励ましていただきました。 じゃ、次の場所に向
かいたいと思います。 YouTubeの配信は1回ストップさして
いただきます。 ほんとにありがとうございます。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ああ、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】＊＊＊。 【音楽03:50まで】。

[22]「私たちが
奪われた収入を
倍にして取り戻
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。


