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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

79%

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 優しく強い経済、ご一緒に作って

いこうではございませんか

△ 少しゆったり
2 どうかよろしくお願いいたしま

す、勝たせてください あなた側の話量は56分が適切と判定されました

3
兵庫選挙区はコムラジュンさん、
コムラジュンさんにご投票お願い
します

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 是非、足を止めて、お聞きくださいま
すよう、お願いいたします

5 平和を守るために、頑張り抜くこと
を、ここで表明

6 生き方を縛られない、そういう社会を作って
いこうではありませんか

7 皆様のご一票で、国会へと押し上げて下さい

8 9条を生かして、2つの平和のイニシアチブ
を発揮する

9 2重に賃上げにつながってくる

10 新自由主義の人たちの考え方が間違っており
ます

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）

30.9語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
7 CLOSED 物価が上がっているのに最低賃金がずっと同じでいいですか？

7 CLOSED 病院が減っていってもいいですか？

7 CLOSED 男女の、ちん、生涯賃金格差が1億円のままでいいですか？

7 CLOSED 軍事費がキシダ首相の言うように、軍事費が2倍になってもいいですか？

7 OPEN そのお金で学費無償化や医療費が無料にできるとしたらどう思いますか？

29 OPEN みなさん、平和とはなんでしょうか？

30 OPEN みなさん、私、これ大賛成なんですが、いかがでしょうか？

37 OPEN この物価の高騰、どうしてこうも暮らしが苦しいんでしょうか？

38 CLOSED
この33年間振り返ってみて、ああ、消費税のおかげでフウシ＊福祉が良くなって、助かったなと
思うことが1つでもあるでしょうか？

38 OPEN じゃ、お金どこに消えちゃったのか？

41 CLOSED
私はね、この間党首討論で感じたのは、国民の苦しみに対する理解がない、苦しみをわかってな
い、これが一番の問題だと思いますがいかがでしょうか？

44 OPEN これが私たちのプランなんですがいかがでしょうか？

48 CLOSED 日本のエネルギー自給率ご存知でしょうか？

52 OPEN え、これが優しく強い経済の5つの提案ですが、いかがでしょうか？



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　　 10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　11件
話順 説明の少ない話題　1件 話順 説明のある話題　10件

25 5人全員の勝利、どうかお力をお貸しください 3
是非、足を止めて、お聞きくださいますよう、お
願いいたします

7
兵庫選挙区はコムラジュンさん、コムラジュンさ
んにご投票お願いします

14 皆様のご一票で、国会へと押し上げて下さい
15 必ず、押し上げて下さい

24
優しく強い経済、ご一緒に作っていこうではござ
いませんか

34 コムラジュンさんへの1票に託して下さい

36
経済政策への転換が必要だということを、私は訴
えたい

52
どうかよろしくお願いいたします、勝たせてくだ
さい

54
平和を守るために、頑張り抜くことを、ここで表
明

57
ダイモンミキシ参議院議員、どうか国会へ送り戻
して下さい



【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　　 10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）

3 説明のある話題
是非、足を止めて、お聞きくださいます
よう、お願いいたします

日本共産党です、ただいまより、この場所をお借りい
たしまして、日本共産党の街頭演説をさせていただき
ます、是非、足を止めて、お聞きくださいますよう、
お願いいたします。  話者A：みなさん、日本共産党で
ござ...

↓

1→ 具体的説明
唯一の戦争被爆国、日本こそ、核兵器禁
止条約に参加しましょう。

話者A：日本共産党の、街頭演説をさせていただきま
す。 【雑音00:46まで】。 皆さん、日本共産党で
す。 まもなく、この場所をお借りしまして、日本共産
党の街頭演説を、させていただきます。 お話しいたし
ますのは、日本共産党のシイカズオ＊委員長、比例代
表のダイモンミキシ＊候補、選挙区の、コムラジュン
＊候補です、しばらくの間、ご協力、よろしくお願い
いたします。 日本共産党です、核兵器による脅しを、
許すわ...

2→ 具体的説明
動画にとって、どんどん、拡散してくだ
さい

まもなく、この場所をお借りいたしまして、日本共産
党の街頭演説をさせていただきます。 お話しいたしま
すのは、日本共産党のシイカズオ＊委員長、比例代表
のダイモンミキ＊候補、選挙区のコムラジュン＊候補
です、足を止めて、お聞きいただきますよう、よろし
くお願いいたします。  日本共産党です、まもなく、
この場所をお借りいたしまして、日本共産党の街頭演
説をさせていただきます。 日本共産党です、ただいま
より、この...

- -

7 説明のある話題
兵庫選挙区はコムラジュンさん、コムラ
ジュンさんにご投票お願いします

今回の参議院選挙でコムラジュンさんをはじめ、女性
の国会議員が増えることが私たちの確かな希望になり
ます。 投票日の7月10日まで、本当に生活が良くなる
方法は何なのかをよくよく考えて投票に行ってくださ
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→ 具体的説明
典型的な女性差別を目の当たりにしまし
た

話者A：こんにちは。 私は、ミンセイドウメイという
団体で活動している、ヤマモトと申します。 私たち
は、コロナ禍以降、生活に困っている学生を対象に、
食料、食料を届ける、フードバンクや、街頭宣伝で、
若者の声を集めて政治に届ける活動をしてきました。 
先日、印象的な対話がありました。 大学生の男の子で
す。 彼は、ジェンダー平等が気になる、あ、男女の賃
金格差について気になると、え、話してくれました。 
どう気...

- -

14 説明のある話題
皆様のご一票で、国会へと押し上げて下
さい

男女の賃金格差を正しましょう。 痴漢やDVをゼロ
に。 性の多様性を尊重しましょう。 あなたが大切に
される、ジェンダー平等社会を、ご一緒に実現しま
しょう。 日本共産党は、自由と平和、まっすぐ貫く、
そして...

←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

↓

8→ 具体的説明
どうか日本共産党と私コムラジュンにご
1票で託してください

それではコムラジュン、兵庫選挙区候補から訴えさせ
ていただきます。  話者A：お集まりの皆さん、ご通行
中の皆さん、こんにちは。 日本共産党参議院兵庫選挙
区候補のコムラジュンです。 よろしくお願いいたしま
す。 私は仕事と子育ての両立に忙しい毎日を送ってい
た30代の時に、アベ政権が憲法の改訳を言い始めまし
た。 これを聞いて、そんな絶対にあかんやん、平和を
願う想いから政治の道を志しました。 政治に関心を
向...



13 → 具体的説明
生き方を縛られない、そういう社会を
作っていこうではありませんか

教育、子育て、社会保障の充実で、将来、安心希望を
願うご1票は、日本共産党のコムラジュンにお寄せ下
さい。 よろしくお願い致します。 私は、ジェンダー
平等社会の実現を目指します。 男性が一家を養ってい
かなあかんと思わされたり、女性が、家事、育児、介
護などの負担を強いられるのもジェ。  話者A：ジェン
ダー＊の問題の一つです。 当たり前のようにされてき
たけど、本当にそれでいいんかなと、みんなで考え
て、性別...

- -

15 説明のある話題 必ず、押し上げて下さい

話者A：只今、訴えましたのは、コムラジュン＊、兵
庫選挙区候補でございました。 それでは、続きまし
て、日本共産党比例代表候補、ダイモンミキシ＊参議
院議員より、訴えをいたします。  話者A：＊。 ＊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

↓

16→ 具体的説明 もう一度、国会で働かせて下さい

比例代表は、日本共産党と、大きく広げていただい
て、私を含む5人の候補、必ず押し上げて下さい。 私
は、国会論戦の第一人者とか、財務省よりも賢い男と
か、ベストセラー作家とか、過分な評価を頂いてまい
りましたが、ほとんど当たってるというふうに思いま
す。 この22年、あの、タケナカヘイゾウさん含め
て、経済論戦では、一度も負けたことがございませ
ん。 新自由主義に息の根を止めるために、もう一度、
国会で働かせて下...

- -

24 説明のある話題
優しく強い経済、ご一緒に作っていこう
ではございませんか

みなさん、このグラフは、そもそも私が、国会に最初
に出したグラフでございます。 そのグラフに勝手に名
前つけたのが、キシダ首相でございます。 生みの親が
私といたしますと、キシダさんは、名付けの親になり
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

↓

20→ 具体的説明
新自由主義の人たちの考え方が間違って
おります

私は、北欧、ヨーロッパに、社会保障の調査、行きま
したけれど、こんな社会保障、目の敵にする政府は、
日本だけでございます。 変えようではございません
か。 消費税の減税、繰り返し繰り返し、志位委員長
も、私も、岸田さんに迫ってまいりました。 頑固に拒
否を致します。 社会保障の財源とか、なんだとか言っ
ておりますが、これ全部でたらめであります。 そもそ
もの考え方が間違っているんで、新自由主義の人たち
の考え方が...

22→ 具体的説明
内部留保、大企業の内部留保への課税、
私たち提案しております

私、教えてあげました。 違うよ、タケナカさん。 お
金持ちは、お金を使わないから、お金持ちになったん
だよ。 減税をするならば、私たちにしなければ駄目な
んです。 そうしなければ、消費は上向かないんです。 
この消費税減税、やらせようではございませんか。 そ
して、税金は大企業や大金持ち、儲かっているところ
から取れ。 この声をオオキ＊。  話者A：＊突きつけ
ようではありませんか。 内部留保、大企業の内部留
保...

23→ 具体的説明
富裕層への、今の優遇税制、改めさせな
ければなりません

もう1つは、富裕層への、今の優遇税制、改めさせな
ければなりません。 この点では、1億円の壁という問
題が、ずっと、課題になってきております。 キシダ首
相が、自らこのグラフを、1億円の壁と、名付けて、
是正をしなきゃいけない。 つまり、所得1億を超える
と、所得税の負担率が下がる問題です。 なぜ下がって
しまうの、累進課税なのに、なぜ1億超えると、負担
が下がるの。 それは、1億を超える人たちは、大金持
ちの人...

- -

25
説明の少ない話

題
5人全員の勝利、どうかお力をお貸しく
ださい

話者A：ただいま訴えましたのが、日本共産党、参議
院比例候補、ダイモンミキシ参議院議員でございまし
た。 それでは続きまして、日本共産党、中央党幹部会
委員長、シイカズオ衆議院議員です。 よろしくお願い
いた...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

34 説明のある話題
コムラジュンさんへの1票に託して下さ
い

＊さんこの問題で一つ言っておきたいのは、維新の会
なんです。 ＊党首討論やりますと、維新の会の代表が
毎回のように核兵器の共有を、も議論をやるべきだ、
言うんですね。 そして皆さん、この議論は既に3月の
段階...

←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→ 具体的説明
9条を生かして、2つの平和のイニシア
チブを発揮する

私は訴えたい。 この機に乗じて憲法九条を改訂し日本
を軍事対軍事の危険な道にふみ、引き込み暮らしを押
しつぶす。 この道は。  話者A：日本共産党への一票
で。 コムラジュンさんへの一票で。 みんなの力で、
止めようではありませんか。 日本が進むべき道は、そ
んな道じゃありません。 9条を生かして、2つの平和
のイニシアチブを発揮することを私は求めたいと思い
ます。...

- -

36 説明のある話題
経済政策への転換が必要だということ
を、私は訴えたい

これ切り替えなくちゃいけない。 もう金融頼みの経済
はやめましょうよ。 実体経済を良くする、これをまさ
に中心に据えた経済政策への転換が必要だということ
を、私は訴えたいと思います。 この実体経済が。...

←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 アベノミクスの責任はあまりに重い

さて、物価の高騰からどう暮らしを守るか、これも大
争点になっております。 なぜ今、物価がこんなに上
がってるんでしょうか。 討論会やりますとね、キタヒ
ト＊がロシアのせいだ、もっぱらロシアに原因がある
と言うんです。 しかしそれだけじゃないですよね。 
もう一つ大きな問題がある。 アベノミクスの異次元の
金融緩和です。 日本銀行が国債をどんどん買ってお金
を市場に流す、それをやれば景気が良くなる、8年間
やってき...

- -

52 説明のある話題
どうかよろしくお願いいたします、勝た
せてください

え、これが優しく強い経済の5つの提案ですが、いか
がでしょうか？ ありがとうございます、いいでしょう
これ、どれもね、当たり前ですよね、皆さんの願いで
す。 トイウコト＊で、実行しようとしますとね、やっ
ぱり...

←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

↓

38→ 具体的説明 減税がやれない理由を一生懸命並べる

私は具体的に5点提案をいたします。 第1の提案は、
何と言っても消費税を5パーセントに減税し、インボ
イスをきっぱり中止することであります。 この問題、
だいぶ党首討論で議論になります。 そうしますとね、
岸田首相は、減税がやれない理由を一生懸命並べるん
です。  私、1つ1つ反論したんですけど、どれも成り
立たないものばっかりなんです。 例えば消費税は社会
保障の財源です、と言う。 しかし皆さん、消費税が
入っ...

40→ 具体的説明
4月の実質賃金1.7パーセントマイナス
じゃないですか

話者A：第二の提案は、政治の責任で賃金が上がる国
にしようっていう提案なんです。 この問題も討論会で
きるようになるんですが、司会者が賃上げの具体策
言ってください、キシダ首相具体策一つもないんで
す。 繰り返したのは、春闘で2パーセントの高い賃上
げが実現した。 これを繰り返してる。 冗談言っても
らっちゃ困ります。 それ以上に物価が上がってるじゃ
ないですか。 だから4月の実質賃金1.7パーセントマ
イナスじ...

46→ 具体的説明
75歳からの高齢者の医療費負担の2倍
化、これもきっぱり中止

第三の提案は社会保障と教育に手厚い予算をつけよう
という提案なんです。  この6月から年金の支給が0.4
パーセントカットになった、お怒りの方も沢山いらっ
しゃると思う。 2016年にアベ政権が作った年金削減
の仕組みが悪さをしてるんですね。 これも討論会で議
論になりました。 キシダ首相がこの問題聞かれて言っ
た言葉が、＊、私忘れられないんです。 彼はこう言っ
た。 今の年金の削減は制度の上で想定されたもので...

48→ 具体的説明
こんな無責任な勢力に日本の未来を託す
わけにいかない

第4の提案は、キコウキダカ＊への本気の取り組みを
やっていきたいってことなんです。 日本のエネルギー
自給率ご存知でしょうか？ たったの10パーセント。 
先進36カ国中、35位なんです。  話者A：原油価格の
高騰は、エネルギーを外国頼みにしてることの危うさ
を示したんじゃないでしょうか。 しかし皆さん、コク
サン＊エネルギーつったらあり余るほどあるじゃない
ですか。 国産100パーセントの再生可能エネルギー...

50→ 具体的説明
格差のゼセイ＊計画をしっかり作らし
て、それを国が監督奨励

最後に、第5番目の提案はジェンダー平等の日本を作
りたい。 このカン＊、共産党が力をいれて参りました
のは、生涯賃金で1億円にもなる男女の賃金格差をな
くせということなんです。 その1番の方法は、企業に
格差のコウカイ＊を公表させる。 なかなか、うんと言
わなかったんですが、とうとう今年の5月になりまし
て、キシダ政権は格差を公表することを義務付ける方
針を決めました。 皆さんの声が一歩大きく動かしたと
いうこと...

- -

54 説明のある話題
平和を守るために、頑張り抜くことを、
ここで表明

討論会に出ましても、今のウクライナ危機に乗じた大
軍拡の流れに、共産党以外のかなり多くの党が飲み込
まれてしまって、羽ばたけない状況があるんです。 そ
ういうことで皆さん、私は日本共産党は100年の歴史
に至...

←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

↓



53→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

戦前を思わせる平和と憲法を壊す翼賛政
治の危険を感じます

最後に皆さん、共産党は今年で党をつくって、ちょう
ど100年なんです。 日本の政党の中で、戦前戦後、一
つの名前で通したのは、日本共産党しかないんです。 
それには皆さん理由がありまして、太平洋戦争に向か
う時期に、共産党以外の全部の党が自分の党を解散し
て、大政翼賛会っていうのに合流して、みんな揃っ
て、侵略戦争を進めたんです。 だから戦後、同じ名前
では国民の前に出てこれなくなって、名前を変えたん
です。 日...

55→ 具体的説明 皆さんの一票で、政治を変える

皆さん日本共産党の＊は、必ず政治は変えられます。 
それは共産党の100年の歴史が証明してます。 生前の
私たちの＊は戦後の憲法に＊ました。 戦後も、一貫し
て私たちが求めていた核兵器廃絶の願いは、核兵器禁
止条約にイノッテル＊じゃありませんか。 政治は必ず
変えられる、私は是非コンド＊の選挙で、皆さんの一
票で、政治を変える。...

- -

57 説明のある話題
ダイモンミキシ参議院議員、どうか国会
へ送り戻して下さい

皆さん、参議院選挙で、兵庫選挙区では、コムラジュ
ン、コムラジュンとご投票下さい。 そして、比例代表
選挙では、日本共産党、日本共産党とご支持の輪をお
広げ下さい。 なんとしても、5人の比例代表候補、ダ
イモ...

←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

↓

56→ 具体的説明
2つの勝利を、この兵庫県から勝ち取ら
せて頂きます

話者A：＊＊＊頂きたい。 お年寄りも、子供さんも、
女性も、男性も、国民みんなが安心して、希望を持っ
て暮らせる。 そういう日本を一緒に作ろうじゃないで
すか。 あなたの1票にかかってます。 どうか、最後の
最後まで、ご支持の＊広げて頂きまして、比例代表で
の大ヤクシン＊と、コムラジュンさんの勝利。 2つの
勝利を、この兵庫県から勝ち取らせて頂きますこと
を、最後にお訴え致しまして、わたくしの訴えとさせ
て頂きま...

- -



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

唯一の戦争被爆
国、日本こそ、核
兵器禁止条約に参
加しましょう。

【自分】日本共産党の、街頭演説をさせていただきます。 
【雑音00:46まで】。 皆さん、日本共産党です。 まもなく、
この場所をお借りしまして、日本共産党の街頭演説を、させ
ていただきます。 お話しいたしますのは、日本共産党のシイ
カズオ＊委員長、比例代表のダイモンミキシ＊候補、選挙区
の、コムラジュン＊候補です、しばらくの間、ご協力、よろ
しくお願いいたします。 日本共産党です、核兵器による脅し
を、許すわけにはいきません、核のない世界へ、唯一の戦争
被爆国、日本こそ、核兵器禁止条約に参加しましょう。

[3]「是非、足を
止めて、お聞き
くださいますよ
う、お願いいた
します」につい
ての具体的説明

2
動画にとって、ど
んどん、拡散して
ください

まもなく、この場所をお借りいたしまして、日本共産党の街
頭演説をさせていただきます。 お話しいたしますのは、日本
共産党のシイカズオ＊委員長、比例代表のダイモンミキ＊候
補、選挙区のコムラジュン＊候補です、足を止めて、お聞き
いただきますよう、よろしくお願いいたします。  日本共産
党です、まもなく、この場所をお借りいたしまして、日本共
産党の街頭演説をさせていただきます。 日本共産党です、た
だいまより、この場所をお借りいたしまして、日本共産党の
街頭演説をさせていただきます、お話しいたしますのは、日
本共産党のシイカズオ＊委員長、比例代表のダイモンミキシ
＊候補、選挙区のコムラジュン＊候補です。 是非、足を止め
て、お聞きくださいますよう、よろしくお願いいたします。 
みなさん、スマホ、携帯電話をお持ちだと思います、この街
頭演説の模様も、動画にとって、どんどん、拡散してくださ
い、よろしくお願いいたします。

[3]「是非、足を
止めて、お聞き
くださいますよ
う、お願いいた
します」につい
ての具体的説明

3

是非、足を止め
て、お聞きくださ
いますよう、お願
いいたします

日本共産党です、ただいまより、この場所をお借りいたしま
して、日本共産党の街頭演説をさせていただきます、是非、
足を止めて、お聞きくださいますよう、お願いいたします。  
【自分】みなさん、日本共産党でございます、ただいまよ
り、日本共産党、街頭演説会を始めさせていただきます、ご
近所の皆さま、ご通行中の皆さま、どうぞ、ご協力、よろし
くお願いをいたします。 私は、司会を務めます、県会議員の
ネリキケイコ＊でございます、最後まで、よろしくお願いい
たします。 今日は、手話通訳の方にも、ご協力いただいてお
ります、最後まで、どうぞ、よろしくお願いいたします、あ
りがとうございます。  
【自分】それでは、はじめに、日本共産党青年後援会、ヤマ
モトマリナさんから応援のメッセージを頂きます。 よろしく
お願い致します。

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。

4
典型的な女性差別
を目の当たりにし
ました

【自分】こんにちは。 私は、ミンセイドウメイという団体で
活動している、ヤマモトと申します。 私たちは、コロナ禍以
降、生活に困っている学生を対象に、食料、食料を届ける、
フードバンクや、街頭宣伝で、若者の声を集めて政治に届け
る活動をしてきました。 先日、印象的な対話がありました。 
大学生の男の子です。 彼は、ジェンダー平等が気になる、
あ、男女の賃金格差について気になると、え、話してくれま
した。 どう気になるのか聞いてみると、男女の格差は、あっ
て当たり前。 女の人は体力もないし、能力もない。 女性で
有能な人は、社長にでもなればいい。 と話してくれました。 
典型的な女性差別を目の当たりにしました。

[7]「兵庫選挙区
はコムラジュン
さん、コムラ

ジュンさんにご
投票お願いしま
す」についての

具体的説明



5
社会の構造に沸々
と怒りが湧き上が
ります

また、別の日に、小学生の女の子と対話になりました。 男女
の賃金格差って、どういう意味と聞かれたので、男の人と女
の人、どっちが仕事ができるかと思うっていう風に聞いてみ
ると、男の人の方が仕事ができると思うと言っていました。 
しかし、お母さんは働いていないのと聞くと、両親とも共働
きなのです。 こんな年齢から性別で役割を刷り込まれてい
る。 女だから仕事ができないだろうなんて思われている。 
考えれば考えるほど、社会の構造に沸々と怒りが湧き上がり
ます。

[4]「典型的な女
性差別を目の当
たりにしまし

た」についての
具体的説明

6

女性自身が、自信
を持って社会参加
できる環境づくり
が必要

共産党は、男女の賃金格差をなくすことで、ジェンダー平等
を達成することを目標にしています。 やはり、そのために
は、女性自身が、自信を持って社会参加できる環境づくりが
必要です。 歌人の与謝野晶子は、ちょうど100年前からこん
なことを言っています。 男子と同じ程度の教育を授けるとと
もに、男子と同じくらいの責任のある地位に立たせて、その
シュアン＊をふるえるだけの職業に就くことの自由を、女子
に許してごらんなさい。 そうして、少なくとも、明治以来、
男子に与えてきただけの激励と設備と年月とを女子に与えて
ごらんなさい。 日本の女子が、その内に潜在する人間性を発
揮して、驚くべき飛躍を示すことは、決して、欧米の女子に
劣るものではなかろうと思います。 女らしさという言葉から
解放されることは、女子が、機械性から人間性に目覚める。  
【自分】ことです。 人形から人間に変えることです。 もし
これを論者が女子の中性化と呼ぶならば、私たちはむしろそ
れを名誉として甘受してもいいと思います。  1921年に発表
された女らしさとは何かという文章の中の一部分です。 当時
女性には選挙権が認められていない時代、アキコはどれほど
切実な思いでこれを書いていたのだろうかと思うと、自分も
しっかりしなければと励まされます。 皆さんも是非読んでみ
てください。

[4]「典型的な女
性差別を目の当
たりにしまし

た」についての
具体的説明

7

兵庫選挙区はコム
ラジュンさん、コ
ムラジュンさんに
ご投票お願いしま
す

今回の参議院選挙でコムラジュンさんをはじめ、女性の国会
議員が増えることが私たちの確かな希望になります。 投票日
の7月10日まで、本当に生活が良くなる方法は何なのかをよ
くよく考えて投票に行ってください。 物価が上がっているの
に最低賃金がずっと同じでいいですか？ 病院が減っていって
もいいですか？ 男女の、ちん、生涯賃金格差が1億円のまま
でいいですか？ 軍事費がキシダ首相の言うように、軍事費が
2倍になってもいいですか？ そのお金で学費無償化や医療費
が無料にできるとしたらどう思いますか？ このままでは嫌だ
なと思っている方は、是非7月10日までに投票に行ってくだ
さい。 そして、比例代表は日本共産党、兵庫選挙区はコムラ
ジュンさん、コムラジュンさんにご投票お願いします。 あり
がとうございました。  
【自分】ヤマモトマリナさん、ありがとうございました。 皆
さん、たくさんお集まりいただきありがとうございます。 気
分が悪くなった方は、近くの係員までお声かけください。 医
療班も配置しておりますので、皆さん体調に気をつけてお聞
きください。

起点となる話題 ✔

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

8

どうか日本共産党
と私コムラジュン
にご1票で託して
ください

それではコムラジュン、兵庫選挙区候補から訴えさせていた
だきます。  
【自分】お集まりの皆さん、ご通行中の皆さん、こんにち
は。 日本共産党参議院兵庫選挙区候補のコムラジュンです。 
よろしくお願いいたします。 私は仕事と子育ての両立に忙し
い毎日を送っていた30代の時に、アベ政権が憲法の改訳を言
い始めました。 これを聞いて、そんな絶対にあかんやん、平
和を願う想いから政治の道を志しました。 政治に関心を向け
ていられないほど余裕のない暮らしを強いられているそのこ
とこそ、私は変えていきたいんです。 子供達の未来に争いの
ない平和な国、安全で快適な青い地球をバトンタッチしてい
きたいんです。 平和守れ、命暮らし守れの皆さんの願い、ど
うか日本共産党と私コムラジュンにご1票で託してくださ
い。 よろしくお願いいたします。

[14]「皆様のご
一票で、国会へ
と押し上げて下
さい」について
の具体的説明



9
軍事強化して本当
に安心になるんか

【自分】この選挙は、戦争か平和か、日本の進路が問われる
選挙です。 ウクライナ情勢に乗じて、日本でも武力強化や、
核兵器の共有と、軍事拡大の大合唱が起きています。 確か
に、ロシアの無法な行いを見て、不安にならない人はいませ
んよね。 でも、だからと言って、日本の軍事費が、2倍に
なって、軍事強化して本当に安心になるんかっていうこと
を、皆さんと一緒に、私、考えていきたいんです。 戦争は、
命もお金も、いくらあっても足りない。 最も非現実的な道で
す。

[10]「国家予算
をしっかり拡充
し、フリーラン
ス支援に力を尽
くしてまいりま
す」についての

具体的説明

10

国家予算をしっか
り拡充し、フリー
ランス支援に力を
尽くしてまいりま
す

それよりも、平和の憲法9条の理念を生かして、戦争という
有事を起こさせない、外交努力こそ、現実の道筋ではないで
しょうか。 東南アジア諸国連合アセアンの紛争があっても、
とことん話し合って解決。 こういう友好協力の関係を東アジ
アでも広げていこうではありませんか。 軍事対立ではなく、
憲法9条を生かした、平和の東アジアを実現するご1票は、日
本共産党のわたくし、コムラジュンによろしくお願いを致し
ます。 私は、絵画講師や、バリ舞踊の、バリ舞踊のインスト
ラクターなど、多様性豊かな文化芸術を愛してきました。 文
化や芸術は、人生を彩り、生きる支えとなります。 コロナで
自粛を強いられ疲弊した、文化や芸術を倒れさせることのな
いように、国家予算をしっかり拡充し、フリーランス支援に
力を尽くしてまいります。 よろしくお願い致します。

[13]「生き方を
縛られない、そ
ういう社会を

作っていこうで
はありません

か」についての
具体的説明

11
学校給食の無償化
を実現しようでは
ありませんか

私の子供が春に進学をしました。 この学費、目が飛び出るぐ
らい高いんです。 経済的な理由で進学を諦めたり、進路を変
更することがあった子供たちがおりました。 私は、お金の心
配なく、子を産み育てることができる国、学べる国を作りた
いんです。 高すぎる学費は、半額に。 返さなくてよい給付
型の奨学金、広げましょう。 義務教育無償の観点で、学校給
食の無償化を実現しようではありませんか。 よろしくお願い
致します。

[13]「生き方を
縛られない、そ
ういう社会を

作っていこうで
はありません

か」についての
具体的説明

12
適切な介護が行き
届く制度を作って
いきたい

ある大学の門前で、学生さんと政治の話をしました。 学生さ
んは、老後、年金がちゃんともらえるようにして下さいと願
いを託されました。 皆さん、社会保障充実というのは、今の
高齢者の方だけの政策ではないんです。 今の若い人たちに
とっても、安心や希望をもたらす大事なことなんです。 減ら
ない年金。 ちゃんともらえる年金。 そして、介護が必要に
なったら適切な介護が行き届く制度を作っていきたい。

[13]「生き方を
縛られない、そ
ういう社会を

作っていこうで
はありません

か」についての
具体的説明

13

生き方を縛られな
い、そういう社会
を作っていこうで
はありませんか

教育、子育て、社会保障の充実で、将来、安心希望を願うご
1票は、日本共産党のコムラジュンにお寄せ下さい。 よろし
くお願い致します。 私は、ジェンダー平等社会の実現を目指
します。 男性が一家を養っていかなあかんと思わされたり、
女性が、家事、育児、介護などの負担を強いられるのも
ジェ。  
【自分】ジェンダー＊の問題の一つです。 当たり前のように
されてきたけど、本当にそれでいいんかなと、みんなで考え
て、性別にとらわれず、生き方を縛られない、そういう社会
を作っていこうではありませんか。

[14]「皆様のご
一票で、国会へ
と押し上げて下
さい」について
の具体的説明

14
皆様のご一票で、
国会へと押し上げ
て下さい

男女の賃金格差を正しましょう。 痴漢やDVをゼロに。 性の
多様性を尊重しましょう。 あなたが大切にされる、ジェン
ダー平等社会を、ご一緒に実現しましょう。 日本共産党は、
自由と平和、まっすぐ貫く、そして、憲法を守る政党です。 
どうか、比例代表で、日本共産党を大きく伸ばして下さい。 
そして、兵庫選挙区は、私、コムラジュン＊、コムラジュン
＊を、どうか皆様のご一票で、国会へと押し上げて下さい。 
宜しくお願いをいたしまして、私、コムラジュン＊からの訴
えとさせていただきます。 ありがとうございました。 頑張
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。



15 必ず、押し上げて
下さい

【自分】只今、訴えましたのは、コムラジュン＊、兵庫選挙
区候補でございました。 それでは、続きまして、日本共産党
比例代表候補、ダイモンミキシ＊参議院議員より、訴えをい
たします。  
【自分】＊。 ＊皆さん、こんにちは。 日本共産党参議院議
員のダイモンミキシ＊でございます。 いよいよ、参議院選挙
5日目でございます。 どうか、お力を貸していただいて、コ
ムラジュン＊さん、コムラ＊さんとは、総選挙の候補の時か
ら、衆議院選挙の候補の時から、一緒に活動してまいりまし
た。 どんどんどんどん、大きくなっております。 体ではあ
りません。 器が、どんどんどんどん、広がってる。 それ
は、皆さんの願いを、どんどんどんどん、自分の中に取り入
れて、頑張ろうという気持ちの表れではないでしょうか。 必
ず、押し上げて下さい。 お願い申し上げます。

起点となる話題 ✔

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

16 もう一度、国会で
働かせて下さい

比例代表は、日本共産党と、大きく広げていただいて、私を
含む5人の候補、必ず押し上げて下さい。 私は、国会論戦の
第一人者とか、財務省よりも賢い男とか、ベストセラー作家
とか、過分な評価を頂いてまいりましたが、ほとんど当たっ
てるというふうに思います。 この22年、あの、タケナカヘ
イゾウさん含めて、経済論戦では、一度も負けたことがござ
いません。 新自由主義に息の根を止めるために、もう一度、
国会で働かせて下さい。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
物価高騰が暮らしを直撃しております。

[15]「必ず、押
し上げて下さ

い」についての
具体的説明

17
所得の低くなれば
なるほど、苦しい
思い

誰が今一番苦しい思いをしているのか、私、13日に決算委員
会というところで、岸田さんに、この資料を突き付けまし
た。 要するに、所得の低い人ほど、この物価高で負担が高
く、負担率が高くなっている。 そもそも、この青い線でござ
いますが、消費税もガクシンセイ＊がありますから、所得の
低い人が、負担が重くなっている、そのことを表しているグ
ラフでございます。 誰が今一番苦しい思いをしてるのか、所
得の低くなればなるほど、苦しい思いをされております。 ま
た、昨日のニッケイ新聞に出ておりました、高齢＊。

[16]「もう一
度、国会で働か
せて下さい」に
ついての具体的

説明

18
なんとか、この政
権、変えようでは
ございませんか

【自分】シャ＊の方々の世代を、今、物価高騰が直撃してお
ります。 高齢者の世帯は、収入が限られております。 年金
しかない、そういう中で、払うものだけ増える。 物価が上が
れば、一番、困っておられるのが、高齢者の皆さんで＊、こ
んな時に年金の減額をやる。 そして、なんと、医療負担も2
倍にしてしまう。 こんな冷たい政府は、世界でも、日本の岸
田内閣だけでございます。 なんとか、この政権、変えようで
はございませんか。

[20]「新自由主
義の人たちの考
え方が間違って
おります」につ
いての具体的説

明

19

肩身を狭い思いさ
せる、そんなこと
そのものが、おか
しい

そもそも、皆さん、高齢者の方々の福祉は、若い方々、現役
世代が担っている、そういう宣伝がされてまいりました。 世
代間の対立をあおるようなことが、盛んに言われてまいりま
した。 全くのでたらめであります。 皆さん、どんな方も、
必ず、いつかおじいちゃんかおばあちゃんのどちらかになり
ます。 私が、保障致します。 にもかかわらず、若い世代と
高齢者を分断して、分断して物事を言うような、こんな政
府、日本だけであります。 年取ったら、お金は貯まらないけ
れど、診察券だけが溜まる。 誰だってそうなるんです。 今
の若い人も、そうなるんです。 社会保障というのは、人生の
サイクルで考えるんです。 誰もの人生なんで＊。 その考え
方をとれば、そんな、我慢しろ、肩身を狭い思いさせる、そ
んなことそのものが、おかしい考え方であります。

[20]「新自由主
義の人たちの考
え方が間違って
おります」につ
いての理由・

ニーズ

20
新自由主義の人た
ちの考え方が間
違っております

私は、北欧、ヨーロッパに、社会保障の調査、行きましたけ
れど、こんな社会保障、目の敵にする政府は、日本だけでご
ざいます。 変えようではございませんか。 消費税の減税、
繰り返し繰り返し、志位委員長も、私も、岸田さんに迫って
まいりました。 頑固に拒否を致します。 社会保障の財源と
か、なんだとか言っておりますが、これ全部でたらめであり
ます。 そもそもの考え方が間違っているんで、新自由主義の
人たちの考え方が間違っております。

[24]「優しく強
い経済、ご一緒
に作っていこう
ではございませ
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。



21

経済がよくなるか
ら、減税するな
ら、大企業、大金
持ち

カッテ＊、タケナカヘイゾウさんが、私の天敵と言われてお
りました。 54回も論戦しました。 あの、タケナカヘイゾウ
さんが、今から20年位前、小泉タケナカ構造改革を始めた時
に、こんなこと、言いました。 減税というのは、庶民にして
も無駄です。 減税するなら、お金持ちにするべきです。 な
ぜならば、庶民の人に、減税しても、生活に余裕がないか
ら、貯金してしまう。 蓄えがないから、蓄えに入れてしま
う。 お金持ちに減税すれば、余裕があるから、消費に回す、
お金を使ってくれる。 だから、経済がよくなるから、減税す
るなら、大企業、大金持ち、そういうところにしなければな
らないということを、あからさまに言っておりました。

[22]「内部留
保、大企業の内
部留保への課

税、私たち提案
しております」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

22

内部留保、大企業
の内部留保への課
税、私たち提案し
ております

私、教えてあげました。 違うよ、タケナカさん。 お金持ち
は、お金を使わないから、お金持ちになったんだよ。 減税を
するならば、私たちにしなければ駄目なんです。 そうしなけ
れば、消費は上向かないんです。 この消費税減税、やらせよ
うではございませんか。 そして、税金は大企業や大金持ち、
儲かっているところから取れ。 この声をオオキ＊。  
【自分】＊突きつけようではありませんか。 内部留保、大企
業の内部留保への課税、私たち提案しております。

[24]「優しく強
い経済、ご一緒
に作っていこう
ではございませ
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。

23

富裕層への、今の
優遇税制、改めさ
せなければなりま
せん

もう1つは、富裕層への、今の優遇税制、改めさせなければ
なりません。 この点では、1億円の壁という問題が、ずっ
と、課題になってきております。 キシダ首相が、自らこのグ
ラフを、1億円の壁と、名付けて、是正をしなきゃいけな
い。 つまり、所得1億を超えると、所得税の負担率が下がる
問題です。 なぜ下がってしまうの、累進課税なのに、なぜ1
億超えると、負担が下がるの。 それは、1億を超える人たち
は、大金持ちの人たちは、みんな株の取引で儲けてるわけで
す。 その株の取引に対する、税制が、あまりにも低い税率。 
大きなおまけをしてあげている。 だからこれだけ負担率が下
がるんです。 キシダさんも、最初は格差を是正するために、
なんとかしなければいけないと言いましたけれど、総理大臣
になった途端、腰砕け、全部先送り、今は何も言わなくなり
ました。

[24]「優しく強
い経済、ご一緒
に作っていこう
ではございませ
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。

24

優しく強い経済、
ご一緒に作ってい
こうではございま
せんか

みなさん、このグラフは、そもそも私が、国会に最初に出し
たグラフでございます。 そのグラフに勝手に名前つけたの
が、キシダ首相でございます。 生みの親が私といたします
と、キシダさんは、名付けの親になります。 名付け親なら
ば、最後まで責任を取ってもらおうではありませんか。 必ず
この是正、実現しようではございませんか。 今大事なのは、
分配から成長ということです。 たまりにたまってるんですか
ら、それを分配して、経済の好循環に、回していく、このこ
とが重要でございます。 それが、優しく強い経済の、逆転の
成長戦略の肝にあります。 核心でございます。 どうか日本
共産党とご一緒に、優しく強い、人に、大事、人を大事にす
る、優しく強い経済、ご一緒に作っていこうではございませ
んか。 最後まで日本共産党、よろしくお願い申し上げます。 
ありがとうございました。 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
5人全員の勝利、
どうかお力をお貸
しください

【自分】ただいま訴えましたのが、日本共産党、参議院比例
候補、ダイモンミキシ参議院議員でございました。 それでは
続きまして、日本共産党、中央党幹部会委員長、シイカズオ
衆議院議員です。 よろしくお願いいたします。  
【自分】神戸の皆さん、こんにちは。 ご紹介いただきまし
た、シイカズオでございます。 やってまいりました。 どう
かよろしくお願いいたします。 ええ参議院選挙、中盤戦に
入ってまいりました。 私＊からずっと、＊東京、大阪、え
え、名古屋、横浜、広島、小倉、博多、千葉、埼玉、さっき
は京都で訴えてまいりましたが、ここが、一番です。 ありが
とうございます。 どこでも新しい期待の広がり感じておりま
す。 政党選ぶ比例代表選挙で、全国で650万人、日本共産党
＊いていただ＊と、広げに広げましてね。 ダイモンミキシさ
ん。  
【自分】えー、絶対負けない必勝不敗の経済論戦の第一任
者、ダイノ＊さんをはじめ、5人全員の勝利、どうかお力を
お貸しください。 よろしくお願いいたします。  コムラジュ
ンさん、えー、この兵庫の定数3の議席、軍拡と改憲の3兄弟
に独占させるわけにいきませんね。 コムラジュンさん、今激
しく追い上げております。 まだ2週間ありますからね。 必ず
追いついて追い越して、コムラさん、兵庫の代表として参議
院に押し上げようじゃありませんか。 よろしくお願いいたし
ます。

起点となる話題 ✔

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



26
一人年間12万円も
年金が減ってしま
う

え、私この間、え、6回ほどテレビの党首討論やってまいり
ました。 争点ははっきりしたんじゃないでしょうか。 ま
ず、平和の問題です。 ロシアの蛮行に乗じて、キシダ自公政
権や、維新の会などは物騒なこと言ってますよね。 テキチ＊
攻撃、軍事費2倍、九条を変えろ、大合唱をやってます。 し
かし皆さん、軍拡で平和が作れるでしょうか。 日本が軍拡で
構えたら、相手も軍拡で構えますよね。 軍事対軍事の悪循環
に陥ってしまう。 これが一番危険ではないでしょうか。 大
体皆さん軍事費2倍と言いますが、財源はどうするつもりで
しょうか。 自民党の公約を読みますと、GDP比2パーセント
にするって書いてある。 ところがどこ読んでも財源のこと書
いてないんです。 私たちが福祉をよくしろと求めますと、財
源どうするんだ、うるさく言ってくる自民党が、軍事費にな
ると財源のこと言わない。 しかし皆さんGDP2パーセントっ
て言いましたら、5兆円の軍事費増やさなければなりませ
ん。 それを仮に消費税で賄ったら、2パーセント以上税率が
上がってしまいます。 それを仮に医療費の負担増に押し付け
たら、窓口負担が倍になっちゃうんです。 今現役世代3割負
担ですよね。 6割負担になってしまう。 それを仮に年金にし
わ寄せするとすると、一人年間12万円も年金が減ってしまう
んです。 とんでもない話じゃないですか。

[27]「白紙委任
状を、自民党や
維新の会に渡す
わけにはいかな
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。

27

白紙委任状を、自
民党や維新の会に
渡すわけにはいか
ない

私この前の日本記者クラブの党首討論会で、キシダ首相に財
源をどうするかを隠しておいて選挙が終わったらフリーハン
ドで決めるというのは、あまりにも不誠実ではないですか、
政策と財源はセットで公約する、これは民主政治の基本じゃ
ないですかと聞いたんですが、キシダ首相全然答えない。 つ
まり皆さん、国民の皆さんに白紙委任状をくれって話なんで
す。 しかし皆さん、消費税の大増税や社会保障の切り捨ての
白紙委任状を、自民党や維新の会に渡すわけにはいかないで
はありませんか。

[28]「9条を生
かして、2つの平
和のイニシアチ
ブを発揮する」
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。

28
9条を生かして、2
つの平和のイニシ
アチブを発揮する

私は訴えたい。 この機に乗じて憲法九条を改訂し日本を軍事
対軍事の危険な道にふみ、引き込み暮らしを押しつぶす。 こ
の道は。  
【自分】日本共産党への一票で。 コムラジュンさんへの一票
で。 みんなの力で、止めようではありませんか。 日本が進
むべき道は、そんな道じゃありません。 9条を生かして、2
つの平和のイニシアチブを発揮することを私は求めたいと思
います。

[34]「コムラ
ジュンさんへの1
票に託して下さ
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。

29
平和な地域にしよ
うという、大構想
を提唱している

第一は、東アジアに、平和を作る外交戦略を進めるというこ
とです。 みなさん、平和とはなんでしょうか？ 私は、平和
とは、一言で言えば、対話だと思います。  対話が続いてい
る限り、戦争になりませんね。 対話が途切れたところに戦争
が起こるんじゃないでしょうか。 こうした徹底した対話に
よって、東南アジアを平和な共同体に変えたのがASEANなん
です。 今、ASEANは、ASEANの10の国と、日本、アメリ
カ、中国、ロシア、韓国など8つの国で作る東アジアサミッ
トという枠組みを、平和の枠組みとして発展させましてね。 
ゆくゆくは、東アジア規模の友好協力条約を結んで、東アジ
アの全体をASEANのような平和な地域にしようという、大構
想を提唱しているんです。

[28]「9条を生
かして、2つの平
和のイニシアチ
ブを発揮する」
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。

30
9条を生かした平
和外交ではないで
しょうか

みなさん、私、これ大賛成なんですが、いかがでしょうか？ 
日本が進むべきは、テキチコウゲキ＊なんていう物騒な道
じゃなくて、ASEANと協力しまして、東アジアを戦争の心配
のない平和な地域にしていくための、9条を生かした平和外
交ではないでしょうか。 共産党はこういう方向を外交ビジョ
ンとして、訴えてまいりましたが、このところ注目が集まり
ましてね。 サンデー毎日という週刊誌の今週号が、共産党は
唯一注目すべき外交ビジョンを掲げている。 4ページの大特
集を組んでくれたんです。  で、この特集最後がね、こう結
んであるんですよ。 軍事強化にはやっている党があるが、勘
違いも甚だしい。 戦争をさせない、リアルな外交政策が求め
られている。 その通りですよね。 戦争に絶対にさせない、
リアルな外交政策掲げているのが、日本共産党。 どうか、躍
進させていただいて、東アジアに平和を作ろうじゃありませ
んか。 どうか、よろしくお願いいたします。

[29]「平和な地
域にしようとい
う、大構想を提
唱している」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。



31

日本が唯一の戦争
核被曝国として、
核兵器禁止条約に
参加

第二に私、提案したいのが、日本が唯一の戦争核被曝国とし
て、核兵器禁止条約に参加することです。 この間初めての、
契約国会議がウィーンで開かれました。 日本共産は、カサイ
アキラ衆議院議員を団長とする、代表団を派遣しまして会議
の成功のために大奮闘したということを、まずご報告したい
と思います。  カサイさんから昨日、報告がありまして、会
議の様子を知らしてくれました。 この会議には、アメリカの
同盟国と言われる国も5つ参加したんです。 その中でも、ド
イツやノルウェーの発言が感銘をよんだそうです。 立場の違
いはあるが、建設的な対話を続けていきたい、こういったそ
うであります。 みんなの感銘を受けた。 みなさん。

[28]「9条を生
かして、2つの平
和のイニシアチ
ブを発揮する」
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。

32
根本に核の抑止っ
ていう考えがある

【自分】＊橋渡しっていうのはこういうことじゃないです
か。 こういう大事な会議が開かれてるのに、唯一の戦争被爆
国の日本の政府が参加しない。 聞く耳持たない、それでは、
もう橋渡しという言葉は使わないでいただきたいというふう
に思います。 なんで、こんな情けない立場なのかと言います
とね、根本に核の抑止っていう考えがあるんです。

[31]「日本が唯
一の戦争核被曝
国として、核兵
器禁止条約に参
加」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
核兵器シュウヤク
＊に参加すること
を強く求めます

しかし皆さん、核の抑止っていうのはね、いざという時には
核兵器を使う、いざという時には広島長崎のような非人道的
惨禍が起こることを躊躇しないということが前提になってる
んです。 こんな恐ろしい立場を、唯一の戦争被爆国の政府が
唱えてることは、恥ずべきことではないでしょうか。 私は日
本政府がこれを止めて、核兵器シュウヤク＊に参加すること
を強く求めます。 どうしても参加しないって言うんだった
ら、参加できる新しい政府を私たちの手で作ろうではありま
せんか。

[32]「根本に核
の抑止っていう
考えがある」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。

34
コムラジュンさん
への1票に託して
下さい

＊さんこの問題で一つ言っておきたいのは、維新の会なんで
す。 ＊党首討論やりますと、維新の会の代表が毎回のように
核兵器の共有を、も議論をやるべきだ、言うんですね。 そし
て皆さん、この議論は既に3月の段階で被爆者団体の日本被
団協の皆さんが、日本国民を核戦争に導き命を奪い国土を廃
墟と化す、危険極まりない提言だとして、撤回を求めてるん
です。 被爆者の皆さんの声なんです。 その声を聞こうとし
ない。 未だに核共有などという愚かな議論を唱えている、こ
ういう政党に被爆国の政党の資格はないということを、私は
言いたいと思います。 皆さん世界に誇る憲法九条を守り、九
条をいかして戦争の心配のない東アジアを作り、九条をいか
して核兵器のない世界を創る。 この平和の願いは党を作って
100年、＊見えてきた日本共産党＊1票に、コムラジュンさん
への1票に託して下さい。 よろしくお願いいたします。

起点となる話題 ✔

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

35
アベノミクスの責
任はあまりに重い

さて、物価の高騰からどう暮らしを守るか、これも大争点に
なっております。 なぜ今、物価がこんなに上がってるんで
しょうか。 討論会やりますとね、キタヒト＊がロシアのせい
だ、もっぱらロシアに原因があると言うんです。 しかしそれ
だけじゃないですよね。 もう一つ大きな問題がある。 アベ
ノミクスの異次元の金融緩和です。 日本銀行が国債をどんど
ん買ってお金を市場に流す、それをやれば景気が良くなる、
8年間やってきたけど、儲かったのは大株主と大企業だけ。 
暮らしは、す、ちっとも良くならない。 そして起こったのは
異常円安ですよ、そして物価の高騰。 アベノミクスの責任は
あまりに重いのではないでしょうか。

[36]「経済政策
への転換が必要
だということ

を、私は訴えた
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。

36

経済政策への転換
が必要だというこ
とを、私は訴えた
い

これ切り替えなくちゃいけない。 もう金融頼みの経済はやめ
ましょうよ。 実体経済を良くする、これをまさに中心に据え
た経済政策への転換が必要だということを、私は訴えたいと
思います。 この実体経済が。

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

新自由主義はもう
終わりにして、優
しく強い経済を作
る

【自分】傷んでる。 この物価の高騰、どうしてこうも暮らし
が苦しいんでしょうか？ 働く人の賃金が上がってないから
じゃないですか。 老後の頼みの綱の年金が減り続けてるから
じゃないですか。 教育費の負担が、重すぎるからじゃないで
すか。 消費税の連続増税で、家計も営業も傷んでるからじゃ
ないですか。 弱肉強食の新自由主義を続けてきた結果、日本
の経済が冷たく弱い経済になってしまったことが、生活が苦
しい大元にあるんじゃないでしょうか。 皆さんここを変えま
しょうよ。 皆さん、国民に優しい経済でこそ、本当の意味で
の強い経済になるんじゃないでしょうか。 共産党躍進さして
いただいて、新自由主義はもう終わりにして、優しく強い経
済を作る、そういう選挙にしていこうじゃありませんか。

[38]「減税がや
れない理由を一
生懸命並べる」
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
減税がやれない理
由を一生懸命並べ
る

私は具体的に5点提案をいたします。 第1の提案は、何と
言っても消費税を5パーセントに減税し、インボイスをきっ
ぱり中止することであります。 この問題、だいぶ党首討論で
議論になります。 そうしますとね、岸田首相は、減税がやれ
ない理由を一生懸命並べるんです。  私、1つ1つ反論したん
ですけど、どれも成り立たないものばっかりなんです。 例え
ば消費税は社会保障の財源です、と言う。 しかし皆さん、消
費税が入って33年ですよ。 この33年間振り返ってみて、あ
あ、消費税のおかげでフウシ＊福祉が良くなって、助かった
なと思うことが1つでもあるでしょうか？ ないですよね。 社
会保障は切り下げに次ぐ、切り下げですよ。 じゃ、お金どこ
に消えちゃったのか？ この33年間、消費税の税収は、476兆
円。 同じ期間に所得税、住民税と法人税のマイナスは613兆
円。 皆さんが払った消費税、大企業と大金持ち減税の穴埋め
に消えてしまったというのが、ことの真相じゃありません
か。 もう1つ言い訳言うんですよ。 5パーセント下げるのは
システムの変更が大変だという。 そんなことないですよ。

[52]「どうかよ
ろしくお願いい
たします、勝た
せてください」
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。

39

日本共産党を躍進
さして減税を実行
させようじゃあり
ませんか

新しい税金作るんじゃないんです。 税率下げるだけの話で
す。 大体、5から10に上げたんですから、5に戻せないわけ
ないじゃないですか。 ダイモン＊さんが、この間、ずっと国
会で明らかにしてきたように、世界91の国、地域でやってん
ですから。 日本だけやれない理由はないじゃないですか。 
ですからね、消費税、減税やれない理由、みんな崩れちゃっ
た。 崩れたのにやろうとしないのが岸田政権ならば、国民の
審判下そうじゃないですか。 消費税導入以来、33年間、一
貫して、消費税反対で頑張ってきた日本共産党を躍進さして
減税を実行させようじゃありませんか。 よろしくお願いいた
します。

[38]「減税がや
れない理由を一
生懸命並べる」
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。

40
4月の実質賃金1.7
パーセントマイナ
スじゃないですか

【自分】第二の提案は、政治の責任で賃金が上がる国にしよ
うっていう提案なんです。 この問題も討論会できるようにな
るんですが、司会者が賃上げの具体策言ってください、キシ
ダ首相具体策一つもないんです。 繰り返したのは、春闘で2
パーセントの高い賃上げが実現した。 これを繰り返してる。 
冗談言ってもらっちゃ困ります。 それ以上に物価が上がって
るじゃないですか。 だから4月の実質賃金1.7パーセントマイ
ナスじゃないですか。

[52]「どうかよ
ろしくお願いい
たします、勝た
せてください」
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 2重に賃上げにつ
ながってくる

私はね、この間党首討論で感じたのは、国民の苦しみに対す
る理解がない、苦しみをわかってない、これが一番の問題だ
と思いますがいかがでしょうか？ 日本共産党は具体的な提案
をしております。 アベノミクスで、こう、膨れ上がった大企
業の内部留保にね、年間2パーセント、5年間で10兆円の課税
を行いまして、これで賃上げを促進しようという具体的提案
やってるんです。 これ皆さん、2重に賃上げにつながってく
るんですよ。

[40]「4月の実
質賃金1.7パーセ

ントマイナス
じゃないです

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。

42

最賃1500円この
引き上げ、ご一緒
にやろうじゃござ
いませんか

第一は、賃金の底上げになります。 10兆円の税収何に使う
か。 最低賃金を1500円に引き上げるための中小企業への支
援に、ドーンと使いたいというのが日本共産党の提案でござ
います。 1500円まで上がりますと、1日8時間働いて週休2
日で手取り20万にはなります。 手取り20万、このぐらい政
治が責任を負わなくてどうするのかと私思うんです。 しか
も、海外見ますとね、イギリスやフランスはもう1500円超え
てる。 ドイツは6月から1600円超えるんです。 アメリカは
バイデン大統領が2000円目標に上げよう、こう言ってる。 
その時にキシダ政権は目標が1000円なんですよ。 あまりに
少なすぎますよね。 最賃1500円この引き上げ、ご一緒にや
ろうじゃございませんか。

[41]「2重に賃
上げにつながっ
てくる」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。

43
課税をすることに
よって賃上げが進
み、脱炭素も進む

もう一つあるんです。 第二の賃上げ効果。 大企業で働く人
の賃上げにもなるんです。 この内部留保課税、控除を設けま
す。 大企業が賃上げや＊投資にお金使った場合には税金取り
ません。 こういう控除を設けることで、課税をすることに
よって賃上げが進み、脱炭素も進む。

[41]「2重に賃
上げにつながっ
てくる」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。



44
八方良しの政策が
私たちの提案でご
ざいます

これが私たちのプランなんですがいかがでしょうか？ この前
私日本記者クラブの討論会で例え話したんです。 内部留保と
いうのは人間の体に例えますと、脂肪のようなものなんで
す。 脂肪は三大栄養素と申しまして、大切なエネルギー源で
すよね。 なくなっちゃったら大変です。 同時にね、こう溜
まりすぎますと、えー、代謝が悪くなりまして、いろんな生
活習慣病にも繋がりますので、気を付けなければなりませ
ん。 そこで私たちの提案はですね、政治の力でこの脂肪を適
度に燃やして、そのエネルギーで日本経済の好循環を作ろう
というものなんですよ。 これやりましたら企業も健康になる
し、家計も健康になるし、けい。  
【自分】ざいも健康になる、八方良しの政策が私たちの提案
でございます。

[41]「2重に賃
上げにつながっ
てくる」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。

45
賃金が上がる国を
ご一緒に作ろうで
はありませんか

私この前の党首討論会で、キシダさんに、どうですか、これ
採用してくださいなと、特許料を取ったりしませんからとお
すすめしたんですが、首相はこの二重課税になると言って、
なかなかね、渋いんですよ。 しかし共産党の提案は大企業へ
の減税やりすぎたのを一部返してもらおうって話ですから、
二重課税じゃありません。 大体二重課税って言ったら、取ら
れてんじゃないですか。 所得税住民税払った上に消費税を取
る。 これが最悪の二重課税ではないでしょうか。 ですか
ら、この提案も、もうやれない理由崩れちゃってるんです。  
後は国民の皆様の審判、今度の選挙で共産党を躍進させてい
ただいて、賃金が上がる国をご一緒に作ろうではありません
か。

[44]「八方良し
の政策が私たち
の提案でござい
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。

46

75歳からの高齢者
の医療費負担の2
倍化、これもきっ
ぱり中止

第三の提案は社会保障と教育に手厚い予算をつけようという
提案なんです。  この6月から年金の支給が0.4パーセント
カットになった、お怒りの方も沢山いらっしゃると思う。 
2016年にアベ政権が作った年金削減の仕組みが悪さをしてる
んですね。 これも討論会で議論になりました。 キシダ首相
がこの問題聞かれて言った言葉が、＊、私忘れられないんで
す。 彼はこう言った。 今の年金の削減は制度の上で想定さ
れたものです。 こうですよ。 国民が年金が減ってどれだけ
不安か、どれだけの怒りなのか、全く分かってない。 皆さ
ん、仮に制度がそうだったとしても、これだけ物価が上がっ
てるんですから、それ以上に制度を変えてでも年金を上げる
のが政治の役目じゃないですか。 私は、もう年金削減の仕組
みは撤廃する、そして低すぎる年金を底上げし、75歳からの
高齢者の医療費負担の2倍化、これもきっぱり中止させよう
ではありませんか。

[52]「どうかよ
ろしくお願いい
たします、勝た
せてください」
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。

47

憲法26条通りに小
中学校の＊学校給
食は国の制度とし
て無償にしよう

教育の無償化にも踏み出して参ります。 大学の学費が高すぎ
て進学を諦めたという若い方の訴えを、たくさん私聞いてお
ります。 高すぎる学費はまず半分にし、ゼロを目指していき
たいと思います。 入学金という制度は、世界に日本しかない
非合理な制度なんです。 入学金は廃止しようではありません
か。 学校給食の費用が重すぎます。 子供さん二人いらっ
しゃったら、月1万円飛んでいってしまう。 そして憲法26条
には何て書いてあるか。 義務教育は無償とするって書いてあ
るじゃないですか。 給食はまさに教育の大事な要じゃないで
すか。 皆さん、きゅう、憲法26条通りに小中学校の＊学校
給食は国の制度として無償にしようではありませんか。

[46]「75歳から
の高齢者の医療
費負担の2倍化、
これもきっぱり
中止」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。

48

こんな無責任な勢
力に日本の未来を
託すわけにいかな
い

第4の提案は、キコウキダカ＊への本気の取り組みをやって
いきたいってことなんです。 日本のエネルギー自給率ご存知
でしょうか？ たったの10パーセント。 先進36カ国中、35位
なんです。  
【自分】原油価格の高騰は、エネルギーを外国頼みにしてる
ことの危うさを示したんじゃないでしょうか。 しかし皆さ
ん、コクサン＊エネルギーつったらあり余るほどあるじゃな
いですか。 国産100パーセントの再生可能エネルギーの
＊＊＊に政治が本腰を入れるべき時期ではないでしょうか。 
これをやる上でも、私は維新を、の会を先頭に、この機に乗
じて原発ノ＊再稼働を声高に訴える動きに対して、一言言わ
ないわけにマイリ＊ません。 討論会でモ＊随分議論になりま
した。 私、申しました、福島を忘れたのか。 私このカン
＊、オンラインで福島とも随分やり取りをしてま、あの、＊
おりますが福島では事故は終わってません。 何万もの方が故
郷を離れて、苦しい避難生活を強いられてるんです。 今もな
お、汚染水が増え続けてるんです。 それをあたかも、もう事
故などなかったの、ように、原発再稼働進め、進め、こんな
無責任な勢力に日本の未来を託すわけにいかないということ
を私は訴えたいと思います。

[52]「どうかよ
ろしくお願いい
たします、勝た
せてください」
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
本気の＊への一票
は、日本共産党に
投じてください

大体皆さんね、原発頼み続けていては再生可能、エネ、エネ
ルギーも本腰入りませんよね。 原発即時ゼロを決断する、石
炭＊の撤退も決断する、これやってこそ本当に＊打開への道
が開かれるんじゃないでしょうか。 本気の＊への一票は、日
本共産党に投じてください。 よろしくお願いいたします。

[48]「こんな無
責任な勢力に日
本の未来を託す
わけにいかな

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。

50

格差のゼセイ＊計
画をしっかり作ら
して、それを国が
監督奨励

最後に、第5番目の提案はジェンダー平等の日本を作りた
い。 このカン＊、共産党が力をいれて参りましたのは、生涯
賃金で1億円にもなる男女の賃金格差をなくせということな
んです。 その1番の方法は、企業に格差のコウカイ＊を公表
させる。 なかなか、うんと言わなかったんですが、とうとう
今年の5月になりまして、キシダ政権は格差を公表すること
を義務付ける方針を決めました。 皆さんの声が一歩大きく動
かしたということを、まず、みんなの自信にしたいと思いま
す。  ただ、これからが大事でありまして、公表を徹底させ
るだけじゃなくて、企業に格差のゼセイ＊計画をしっかり作
らして、それを国が監督奨励する。 ここまでしっかりやらな
いといけません。

[52]「どうかよ
ろしくお願いい
たします、勝た
せてください」
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。

51

80，000円上げる
のが当たり前と私
たちは強く求めて
いきたい

そしてもう一つ、女性の比率の高い、看護、保育、介護など
ケア労働の賃金を上げなくちゃいけない。 これ、あの、キシ
ダさんは、うんと上げると言ったんですが。 保育士さん、介
護士さんの給与の引き上げは月で9，000円ですよ。 一桁足
らないよという、怒りの声が起こっとります。 全産業平均に
比べて、80，000円も月で、い、少ないわけですから、平均
まで80，000円上げるのが当たり前と私たちは強く求めてい
きたいと思います。 やっぱり男女の賃金に格差がある、これ
が私はね、ジェンダー不平等の根っこだと思っとります。 な
かなか女性が1人では経済的に自立できない、これがDVか、
から、なかなか逃れられないことの根っこにもなってると思
うんです。 私たちは、男女の賃金格差をゼロになるまで頑張
りぬきたい。  
【自分】ジェンダー＊平等の日本、ご一緒につくろうじゃあ
りませんか、よろしくお願いいたします。

[50]「格差のゼ
セイ＊計画を

しっかり作らし
て、それを国が
監督奨励」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
どうかよろしくお
願いいたします、
勝たせてください

え、これが優しく強い経済の5つの提案ですが、いかがで
しょうか？ ありがとうございます、いいでしょうこれ、どれ
もね、当たり前ですよね、皆さんの願いです。 トイウコト＊
で、実行しようとしますとね、やっぱり財界の横槍に、こう
跳ね除ける力要るんです。 さっき、あの、内部留保課税、二
重課税だと言ってんのはね、ニホンケイダンレン。 ですから
ね、やっぱりケイダンレンの身勝手、戦わなくちゃいけませ
んね。 そのためには、財界献金もらってる党にはできません
よね。 党をつくって100年、財界献金びた一文受け取らな
い、日本共産党＊1票こそコムラジュンさんへの1票こそ、暮
らしを良くする一番確かな力になる1票です。 どうかよろし
くお願いいたします、勝たせてください、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。

53

戦前を思わせる平
和と憲法を壊す翼
賛政治の危険を感
じます

最後に皆さん、共産党は今年で党をつくって、ちょうど100
年なんです。 日本の政党の中で、戦前戦後、一つの名前で通
したのは、日本共産党しかないんです。 それには皆さん理由
がありまして、太平洋戦争に向かう時期に、共産党以外の全
部の党が自分の党を解散して、大政翼賛会っていうのに合流
して、みんな揃って、侵略戦争を進めたんです。 だから戦
後、同じ名前では国民の前に出てこれなくなって、名前を変
えたんです。 日本共産党はそういう暗い時代に、命がけで国
民が主人公の日本をつくろう、侵略戦争やめろ、これを掲げ
続けた唯一の政党なんです。 そのために私たちの先輩は迫害
を受けました。 コバヤシタケジ、ノロエイタロウ、イトウチ
ヨコ、素晴らしい先輩が命を落としました。 私もご一緒に仕
事をさせていただいたミヤモトケンジさんは、12年間監獄に
入れられました。 しかし屈しなかった、共産党のしかし掲げ
ていた旗こそ、正しい旗であったことは、戦後の日本国憲法
が証明したんじゃないでしょうか。 今また、戦前を思わせる
平和と憲法を壊す翼賛政治の危険を感じます。

[54]「平和を守
るために、頑張
り抜くことを、
ここで表明」に
ついての理由・

ニーズ

54
平和を守るため
に、頑張り抜くこ
とを、ここで表明

討論会に出ましても、今のウクライナ危機に乗じた大軍拡の
流れに、共産党以外のかなり多くの党が飲み込まれてしまっ
て、羽ばたけない状況があるんです。 そういうことで皆さ
ん、私は日本共産党は100年の歴史に至って、そうした平和
を壊し、暮らしを壊す逆流に関しては、堂々と正面から立ち
向かい、正面から打ち破って、皆さんの命を守り、暮らしを
守り、平和を守るために、頑張り抜くことを、ここで表明し
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。



55 皆さんの一票で、
政治を変える

皆さん日本共産党の＊は、必ず政治は変えられます。 それは
共産党の100年の歴史が証明してます。 生前の私たちの＊は
戦後の憲法に＊ました。 戦後も、一貫して私たちが求めてい
た核兵器廃絶の願いは、核兵器禁止条約にイノッテル＊じゃ
ありませんか。 政治は必ず変えられる、私は是非コンド＊の
選挙で、皆さんの一票で、政治を変える。

[54]「平和を守
るために、頑張
り抜くことを、
ここで表明」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。

56
2つの勝利を、こ
の兵庫県から勝ち
取らせて頂きます

【自分】＊＊＊頂きたい。 お年寄りも、子供さんも、女性
も、男性も、国民みんなが安心して、希望を持って暮らせ
る。 そういう日本を一緒に作ろうじゃないですか。 あなた
の1票にかかってます。 どうか、最後の最後まで、ご支持の
＊広げて頂きまして、比例代表での大ヤクシン＊と、コムラ
ジュンさんの勝利。 2つの勝利を、この兵庫県から勝ち取ら
せて頂きますことを、最後にお訴え致しまして、わたくしの
訴えとさせて頂きます。 ありがとうございました。 頑張り
ます。  
【自分】只今、訴えましたのは、日本共産党幹部会委員長、
シイカズオ衆議院議員でございました。

[57]「ダイモン
ミキシ参議院議
員、どうか国会
へ送り戻して下
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。

57

ダイモンミキシ参
議院議員、どうか
国会へ送り戻して
下さい

皆さん、参議院選挙で、兵庫選挙区では、コムラジュン、コ
ムラジュンとご投票下さい。 そして、比例代表選挙では、日
本共産党、日本共産党とご支持の輪をお広げ下さい。 なんと
しても、5人の比例代表候補、ダイモンミキシ参議院議員、
どうか国会へ送り戻して下さい。 皆さんの平和を守る願いの
1票、暮らしを守る願いの1票を日本共産党と、コムラジュン
にお寄せ頂き、日本共産党、議席を確保させて下さいますよ
う、心からお願いを申し上げさせて頂きまして、今日、こ
の、ダイマル前をお借り致しましての、日本共産党、街頭か
らの訴えとさせて頂きます。 ご協力を頂きました皆さん、本
当にありがとうございました。 力強いご声援もありがとうご
ざいます。 どうぞよろしくお願いを致します。 ありがとう
ございました。 【無音02:20まで】。

起点となる話題 ✔

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


