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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

82%

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 優しく強い経済へのチェンジを図

ろうではありませんか

△ 少しゆったり
2 選挙区ではタカミチカ＊押し上げ

るために頑張って参りましょう あなた側の話量は55分が適切と判定されました

3
タカミチカさんの勝利のために、
どうかお力添えを宜しくお願い致
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 皆さんどうぞ、大きなご支援を、広げ
てください

5 国交は共産党の頑張りどころ

6 解雇規制法も、日本に必要

7 熱中症にはくれぐれもご注意をして頂きたい
と思います

8 タカギチカ＊さんを応援してまいっておりま
す

9 戦前戦後ひとつの名前で通してきた政党って
いうのは、日本共産党しかない

10 野党の結束を固めようとしている
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）

44.1語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ

22 CLOSED
3.11、福島を忘れたかのように、原発を最大限活用するなんて言っているキシダ政権に、皆さん
この、日本と愛媛の未来を委ねるわけにはいかないのではありませんか？

23 CLOSED ところが、自民党の茂木幹事長のあの発言、皆さんお聞きになりましたか？

25 OPEN
友好協力条約をみんなで結んで、戦争の心配のない平和なアジアを、子どもたちや孫たちに手渡
してイコウ＊、若い世代の皆さんと一緒につくっていこうというのが、日本共産党のご提案です
が、皆さん、いかがでしょうか？

31 OPEN 私は大賛成なんですが、いかがでしょうか？

34 CLOSED
そして、異常＊を作り出し、物価の高騰を招いてるアベノミクスの責任は重大ではないでしょう
か？

36 CLOSED
33年間振り返っていただいて、あー、消費税のおかげで良くなって助かったわと言える福祉が1
つでもあるでしょうか？

36 CLOSED 皆さん、これは＊恫喝じゃないですか？

38 OPEN
共産党は、アベノミクスでこう＊膨らんだ大企業の内部留保に、年2パーセント、5年間で10兆円
の税金をかけよう、そして、この税金で賃上げを促進しよう、こういう提案をしておりますが、
いかがでしょうか？

39 CLOSED 今＊は最低賃金820円ぐらいですよね？

40 OPEN どうでしょう、皆さん、これ？

44 OPEN ＊、しかし皆さん、憲法26条には何て書いてあるか？

44 CLOSED
今、原油価格の高騰は、エネルギーを外国に頼っていることの危うさを示しているんじゃないで
しょうか？

47 OPEN
＊に比べて、月8万円も少ないんですから、8万円の＊＊＊ということを強く求めたいと思います
が、いかがでしょうか？

47 OPEN 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　　 12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　15件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　12件

5
選挙区ではタカミチカ＊押し上げるために頑張っ
て参りましょう

4
熱中症にはくれぐれもご注意をして頂きたいと思
います

18 参議院比例代表候補をご紹介いたします 11 タカギチカ＊さんを応援してまいっております

48
これから先100年も、未来にも受け取ることはあ
りません

14 解雇規制法も、日本に必要

15
タカミチカさんを野党統一候補とするべく、県内
野党とも協議

22 皆さんどうぞ、大きなご支援を、広げてください

26
タカミチカさんの勝利のために、どうかお力添え
を宜しくお願い致します

30 断固ノーのシンパン＊突きつけましょうよ

32
日本共産党は、唯一注目すべき外交ビジョンを掲
げてる政党

34
優しく強い経済へのチェンジを図ろうではありま
せんか

49
戦前戦後ひとつの名前で通してきた政党っていう
のは、日本共産党しかない

52 国交は共産党の頑張りどころ
56 比例は日本共産党と書いて、ご投票ください



【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　　 12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）

4 説明のある話題
熱中症にはくれぐれもご注意をして頂き
たいと思います

さて、お集まりの皆さん、大変暑い中ですので熱中症
にはくれぐれもご注意をして頂きたいと思います。 厚
生労働省では、会話が少ない屋外でのマスクについて
は外すことも推奨されております。 水分補給やマスク
の付...

↓

3→ 具体的説明
カズオ、日本共産党委員長が、訴えをさ
せていただきます

日本共産党です。 日本共産党の街頭演説を、もう間も
無くさせていただきます。 日本共産党の街頭演説を、
もう間も無く、この場所からさせていただきます。 ＊
カズオ委員長と、比例代表の、＊ショウヘイ候補がお
話しします。 しばらくお待ちください。 もうしばら
くお待ちください。 【無音3:38まで】。  話者A：＊
前をご通行中皆さん、ドライバー、商店街の皆さん、
こんにちは。 日本共産党でございます。 もう間も...

- -

5
説明の少ない話

題
選挙区ではタカミチカ＊押し上げるため
に頑張って参りましょう

それではまず、愛媛選挙区候補のタカミチカ候補より
メッセージが届いております。 今日は個人演説会でお
越し頂くことが叶いませんでしたが、ハヤシマリコ＊
日本共産党愛媛県委員長が代読をさせて頂きます。  
話者...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

11 説明のある話題
タカギチカ＊さんを応援してまいってお
ります

そして、先ほどもハヤシ、ええ、ハヤシ＊さんのほう
からご紹介ありましたナカノチカ＊さん、＊。  話者
A：今回、はい、今回、あの、残念ながら、＊野党、
こ、統一候補とはなりませんでしたけれども、私達は
ニシト...

←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 野党の結束を固めようとしている

何と言っても、この状況、私たち野党がしっかりと力
を合わせていかなければ、なかなか若い層には浸透し
にくい難しい政治の問題でございます。 そういったこ
とを私無所属市民派としましては、なるべく丁寧に市
民の方、そして若い方に説明をしていっているという
のが現状です。 何でこういった物価高が起こっている
のか、ほんとならば景気が何らかの形で物価をおさえ
ることができたにも関わらず、岸田政権が何もしてい
ない、そのよ...

10→ 具体的説明
共産党の皆さん、これだけの人数が集ま
る

そしてその＊になってあの＊言わせていただ＊、いた
だきたいのが、やはり共産党の皆さん、これだけの人
数が集まるというのは、ここでここ近日なかったん
じゃないですかね。 やはり私が経験したところ、ぼっ
ちゃん広場でいっぱいというのはありましたけれど
も、これだけの人数が＊駅前に集まれる、ここがやは
り共産党の皆様のお力ではないでしょうか。 ＊感じて
いる次第でございます。...

- -

14 説明のある話題 解雇規制法も、日本に必要

私は、ヨーロッパの先進国にあるような、解雇規制法
も、日本に必要だというふうに考えています。 労働者
が、安心して暮らせる社会。 解雇の心配がない社会。 
そういう社会を作るためにも、ニホンコウクウ、日本
共...

←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
元ジャルキョウギダン＊の、ハヤシエミ
さんから、ご挨拶

話者A：はい、続いて、ジャル、＊解雇者労働組合、
元ジャルキョウギダン＊の、ハヤシエミさんから、ご
挨拶いただきます。 よろしくお願いいたします。  話
者A：皆様こんにちは。 え、暑い中、大変お疲れ様で
ございます。 え、私は、ジャル、ニホンコウクウが、
2010年の大晦日に行った、ベテラン乗務員の不当解
雇、165名の中のひとり。 元客室乗務員の、ハヤシエ
ミと申します。 私達の不当解雇撤回運動は、11年半...

13→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

ジャルの解雇問題を採り上げてください
ました

私は、共産党、応援する理由は、いくつかあります。 
しかし今日は、解雇された労働者の立場、ということ
で、訴えをさせていただきます。 志位委員長は、私達
が解雇されて間もない、2011年の2月、予算委員会
で、このジャルの解雇問題を採り上げてくださいまし
た。 ジャルが行った無法な解雇は、全ての労働者の権
利を侵害し、さらには、国民の命と安全を脅かす重大
な問題である、一刻も早く中止を求める、という内容
でした。...

- -

15 説明のある話題
タカミチカさんを野党統一候補とするべ
く、県内野党とも協議

話者A：えー、安保法制の廃止を求める愛媛の会から
のメッセージをご紹介したいと思います。 私たち安保
法制の廃止を求める愛媛の会は、2016年1月の結成以
来、憲法違反の安保法制を廃止しよう、そのために県
内...

←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
是非もう一回り二回りの支持拡大を訴え
たい

今回はタカミチカさんと、立憲民主党、共産党、社民
党、新社会党の4政党に対して、憲法違反の安全保障
関連＊の廃止と、集団的自衛権行使を＊白紙撤回、9
条のカイゼン＊、緊急事態条項の新設等を含む、カイ
テイ＊阻止を主眼にした政策要望を提出し、全て賛同
いただくことができました。 愛媛選挙区における、野
党統一候補のタカミチカさんの当選と、比例では野党
統一候補擁立に向けて尽力されたすべての勢力のゼン
シン＊を勝ち取...

- -

18
説明の少ない話

題 参議院比例代表候補をご紹介いたします

それでは、参議院比例代表候補をご紹介いたします。 
まず、カタオカロー＊参議院比例候補です。 続いて、
ニヒソウヘイ＊比例候補です。 今日は、代表してニヒ
ソウヘイ＊元参議院議員弁護士比例候補から訴えをさ
せ...

←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
皆さんどうぞ、大きなご支援を、広げて
ください

3.11、福島を忘れたかのように、原発を最大限活用す
るなんて言っているキシダ政権に、皆さんこの、日本
と愛媛の未来を委ねるわけにはいかないのではありま
せんか？ 再生可能エネルギーを、本当に豊かに発展さ
せ...

←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
なんとしても頑張り抜く議席が、今こ
そ、必要

皆さんの声を、直接、国会で代弁して、なんとしても
頑張り抜く議席が、今こそ、必要なのではないでしょ
うか。 ジェンダー不平等、もう沈黙しない、声を上げ
る皆さん。 ＊打開のため、未来を守れと頑張る、若い
世代の皆さんと、憲法こそ希望、頑張り抜いて参りた
いと思います。...

23→ 具体的説明
強い経済を、日本中にご一緒に作ってい
こう

話者A：皆さん、2年を超えるコロナ危機、モシクハ＊
すさまじい物価高、暮らしが大変ですね。 一番の特効
薬は、消費税の緊急5パーセントへの減税です。 イン
ボイスなんてとんでもありません。  ところが、自民
党の茂木幹事長のあの発言、皆さんお聞きになりまし
たか？ 消費税の減税をやったら、年金は3割削減だっ
て言ったんですね。 とんでもないではありませんか。 
世界で90を超える国が、消費税の減税やってるんで
す...

- -

26 説明のある話題
タカミチカさんの勝利のために、どうか
お力添えを宜しくお願い致します

話者A：お暑い中、お集まりいただいた皆さん、大変
お待たせをいたしました。 シイカズオ委員長が、直接
訴えをさせていただきます。 ご通行中の皆さん、お暑
い中ですが、どうか、足を止めてお聞きいただきます
よう...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

25→ 具体的説明

ニヒソウヘイを立たせていただいて、3
期目、6年間、参議院でとくと、働かせ
て

どうぞ、皆さん、国会に今こそ平和の力、平和の議席
を勝ち取らせてください。 私は、ベトナム戦争をはじ
め、かつて軍事紛争の絶えなかった東南アジア、アセ
アン10カ国の代表が国会においでになった時に、一
晩、懇談をさせていただいたことがあります。 それぞ
れ、社会体制も違うし、言葉や文化、宗教も違いま
す。 利害や思惑もありますが、あれこれの価値観で分
断対立をすることは、もう絶対にしない。 どんなもめ
事も戦争に...



- -

30 説明のある話題
断固ノーのシンパン＊突きつけましょう
よ

そしてもう一つ、ここに来て大きな問題が浮上してま
いりました。 キシダ首相や自民党のモテギ幹事長は、
選挙が終わったらできるだけ早い段階で憲法9条に自
衛隊を明記する、改憲を実行するって言うんですよ。 
どう...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

29→ 具体的説明
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

私この前の党首討論で、キシダ首相に問い詰めまし
た。 財源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ちゃうというのは、あまりに不誠
実じゃないですか、政策と財源はセットで公約すると
いうのが民主政治の基本ではないですか、こう聞いた
んですが、全く答えがないんです。 結局国民の皆さん
に白紙委任状をよこせって話なんですよ。 しかし皆さ
ん、消費税の大増税や社会保障の削減の白紙委任状
を、自民党や維...

- -

32 説明のある話題
日本共産党は、唯一注目すべき外交ビ
ジョンを掲げてる政党

サンデーマイニチが、最新号で、4ページ特集で共産
党の外交ビジョンを特集しまして、日本共産党は、唯
一注目すべき外交ビジョンを掲げてる政党だ、そし
て、この＊に、最後、こう結んでるんです。 軍事強化
に頼って...

←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

↓

31→ 具体的説明
東アジアの全体をアセアンのような平和
の地域にしよう

徹底した対話によって、東アジアを平和の共同体に変
えたのは、アセアンなんです。 このアセアンは今、ア
ジアの10の国と、日本、中国、アメリカ、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て、時間はか
かるかもしれないけれども、ゆくゆくは、東アジア規
模の友好協力条約を結びまして、東アジアの全体をア
セアンのような平和の地域にしようという、大構想を
提唱していま...

- -

34 説明のある話題
優しく強い経済へのチェンジを図ろうで
はありませんか

そして、異常＊を作り出し、物価の高騰を招いてるア
ベノミクスの責任は重大ではないでしょうか？ もうこ
ういう金融＊の政策やめまして、実体経済を良くする
政策へのチェンジが必要です。 だって、実体経済が傷
んで...

←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

↓

33→ 具体的説明
国民＊、全く良くならない、貧富の格差
だけ広がりました

話者A：＊こそ、＊＊＊。 ＊＊＊、これが日本共産党
が推奨してるガイコウ＊です。 どうか、共産党を躍進
させて、東アジアを平和な地域にしようじゃありませ
んか。 よろしくお願いいたします。 物価の高騰か
ら、＊＊＊から、＊＊＊です。 なぜ今物価がこんなに
上がってるんでしょうか。 討論会＊も含め、キシダさ
んは、ロシアのせいだと、全部の責任をロシアに押し
付けようとします。 しかし、もう1つ大問題がある
じゃない...

35→ 具体的説明
消費税を5パーセントに減税し、インボ
イスを＊＊＊

私から5つの具体的な提案を申し上げたいと思いま
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＊＊＊。 この問題は、党
首討論で随分議論になりました。 キシダ首相はね、減
税をやれない理由をくどくどくどくど言うんです。...

38→ 具体的説明 まず、賃金の底上げになります

第2の提案は、政治の責任で賃金が上がる国にしよう
という提案なんです。 共産党は、アベノミクスでこう
＊膨らんだ大企業の内部留保に、年2パーセント、5年
間で10兆円の税金をかけよう、そして、この税金で賃
上げを促進しよう、こういう提案をしておりますが、
いかがでしょうか？ これ二重に賃上げに＊す。 ま
ず、賃金の底上げになります。...

41→ 具体的説明
社会保障と教育にしっかりお金をつけよ
う

第3の提案は社会保障と教育にしっかりお金をつけよ
うということなんです。 この6月から年金が0.4パー
セントカットになりました。 お怒りの方多いと思いま
す。...

45→ 具体的説明
公表の義務付けをやります、という方針
を明らかにいたしました

第5の提案は、ジェンダー平等の日本を作りたい。 ＊
私たちが取り組んできたのは、生涯賃金で1億円にも
なる、男女の賃金格差をなくそう、これに力を入れて
まいりました。 そのためにも、企業に格差の実態を公
表させる、この義務付けを行うことを求めてきまし
た。 政府はなかなかうんと言わなかったんだけど、と
うとう今年の5月になって、岸田さんは政府として公
表の義務付けをやります、という方針を明らかにいた
しました。...

- -

48
説明の少ない話

題
これから先100年も、未来にも受け取る
ことはありません

皆さん、それじゃあ、共産党が提案する優しく強い経
済の5つの提案です。 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、これ皆さん、皆さん
の要求ですから、みんな当たり前のことですよね。 こ
れ...

←説明が足りない
　かもしれません



→ 説明無し

- -

49 説明のある話題
戦前戦後ひとつの名前で通してきた政
党っていうのは、日本共産党しかない

最後に皆さん、今年は共産党創立して、ちょうど100
年なんです。 日本の政党の中で、戦前戦後ひとつの名
前で通してきた政党っていうのは、日本共産党しかな
いんです。 ですから、この名前は大事に使っていきた
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

↓

50 → 具体的説明 戦後、名前を変えざるを得なかった

なぜそうなってるかと言いますとね、理由がありまし
て、太平洋戦争に向かうトキ＊に、共産党以外全部の
政党が、自分の党を解散して、大政翼賛会に入って、
みんなで侵略戦争進めたんです。 だから、戦後、名前
を変えざるを得なかったんですね。...

51→ 具体的説明
共産党の主張が正しかったことは、戦後
の日本国憲法が証明した

この暗い時代に、日本共産党は命懸けで国民が主人公
の日本を作ろう、侵略戦争をヤメロ＊、このことを掲
げ続けました、そういう唯一の党が日本共産党です。 
そのために私たちの先輩がたくさん迫害で命を落とし
ました。 コバヤシタケジ、ノロエイタロウ、松山＊に
＊たミヤモトケンジさん、私も一緒に働かしていただ
＊＊＊でありますが、本当に偉大な大先輩でした。 ミ
ヤモトさんの場合は、12年間監獄に入れられたんで
す。 たく...

- -

52 説明のある話題 国交は共産党の頑張りどころ

話者A：＊じゃありませんか。 ですから、国交は共産
党の頑張りどころだと考えております。 共産党は100
年の歴史にとって、平和を壊す＊に対しては真っ正面
から立ち向かい、真っ正面から打ち破る、命と暮らし
と...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

53→ 具体的説明
希望持ってくださる、そういう新しい日
本を作ろう

みなさん、日本共産党ガンバッテ＊ます。 政治は必ず
変えられます。 この100年の歴史が証明してるんじゃ
ないでしょうか。 こうして、どうか、共産党ノバシテ
イタダイテ＊、女性も男性も、お年寄りも子供さんも
国民みんなが安心して希望持ってくださる、そういう
新しい日本を作ろうじゃありませんか。...

54 → 具体的説明
5人のベストチームの全員＊のために、
どうかみなさんのお力をお貸しください

選挙はこれからが勝負です。 比例代表、3議席から4
議席、4議席から5議席、いけるかどうか、これからが
勝負であります。 どうか、ご支援の輪、広げに広げて
いただいて、5人のベストチームの全員＊のために、
どうかみなさんのお力をお貸しください。...

- -

56 説明のある話題
比例は日本共産党と書いて、ご投票くだ
さい

みなさん、50の議席を争う比例代表は大変な激戦で
す。 比例は日本共産党と書いて、ご投票ください。 
ミキソウヘイ候補をはじめ、比例で5議席、なんとし
ても確保するために、今、激しく追い上げておりま
す。 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

↓

57→ 具体的説明
比例は共産党、この声をどうか広げに広
げてください

全国は1つ、全国どの1票も、共産党の議席に必ず実り
ます。 お知り合いのみなさん方に、比例は共産党、こ
の声をどうか広げに広げてください。 最後までご支援
の輪、広げていただけますことを重ねてお願い申し上
げまして、この場所からの訴えを終わらせていただき
ます。 暑い中お集まりいただき、ありがとうございま
した。 お気を付けてお帰りください。  話者A：＊。 
【無音02:40まで】。...

- -



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

比例代表の、＊
ショウヘイ候補
も、お話しいたし
ます

【自分】＊は、ともども、お話として、いただきます。 比例
代表の、＊ショウヘイ候補も、お話しいたします。 今しばら
く、お待ちください。 皆さん、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、ぜひ、動画に撮って、
どんどん拡散してください。 この街頭演説の模様も、動画に
撮って、どんどん拡散してください。 どうぞよろしくお願い
いたします。

[2]「日本共産党
の、街頭演説、
させていただき
ます」について
の具体的説明

2
日本共産党の、街
頭演説、させてい
ただきます

まもなく、日本共産党の、街頭演説、させていただきます。 
まもなく、＊日本共産党の、街頭演説をさせていただきま
す。 今しばらく、お待ちください。 ＊カズオ委員長が＊し
ます。 日本共産党の、＊カズオ委員長の、街頭演説を始めさ
せていただきます。 ぜひ、足を止めてお聞きください。 ぜ
ひ、足を止めて、お聞き取りください。 よろしくお願いいた
します。  ＊前のご通行中の皆さん、日本共産党です。 ただ
いま＊、この場所も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、＊カズオ委員長、比例代表の、＊ショウヘイ候補で
す。 しばらくの間、ご協力をよろしくお願いいたします。 
もう間も無く、日本共産党の街頭演説をさせていただきま
す。 皆さん、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、動画に撮って、どんどん拡散してくだ
さい。 この街頭演説の模様も、ぜひ動画に撮って、どんどん
拡散してください。

[3]「カズオ、日
本共産党委員長
が、訴えをさせ
ていただきま

す」についての
具体的説明

3

カズオ、日本共産
党委員長が、訴え
をさせていただき
ます

日本共産党です。 日本共産党の街頭演説を、もう間も無くさ
せていただきます。 日本共産党の街頭演説を、もう間も無
く、この場所からさせていただきます。 ＊カズオ委員長と、
比例代表の、＊ショウヘイ候補がお話しします。 しばらくお
待ちください。 もうしばらくお待ちください。 【無音3:38
まで】。  
【自分】＊前をご通行中皆さん、ドライバー、商店街の皆さ
ん、こんにちは。 日本共産党でございます。 もう間も無
く、この場所から、＊カズオ、日本共産党委員長が、訴えを
させていただきます。 どうか、足を止め、お聞きいただきま
すよう。  
【自分】＊よろしくお願いを致します。 こんにちは。 日本
共産党、比例代表はどうか日本共産党、皆さん方のお力添え
で、大きく伸ばして頂きますよう、よろしくお願いを致しま
す。

[4]「熱中症には
くれぐれもご注
意をして頂きた
いと思います」
についての具体

的説明

4

熱中症にはくれぐ
れもご注意をして
頂きたいと思いま
す

さて、お集まりの皆さん、大変暑い中ですので熱中症にはく
れぐれもご注意をして頂きたいと思います。 厚生労働省で
は、会話が少ない屋外でのマスクについては外すことも推奨
されております。 水分補給やマスクの付け外しなども含め
て、体調には十分ご注意をして頂きたいと思います。 大変申
し訳ございませんが、街頭から訴えるこの車の上では、マス
クを外させて頂きますのでご了承頂きたいと思います。  そ
れでは、それでは街頭演説を始めさせて頂きます。 お暑い中
ではございますが、どうかしばらくの間、ご清聴のほどよろ
しくお願いを致します。

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。



5

選挙区ではタカミ
チカ＊押し上げる
ために頑張って参
りましょう

それではまず、愛媛選挙区候補のタカミチカ候補よりメッ
セージが届いております。 今日は個人演説会でお越し頂くこ
とが叶いませんでしたが、ハヤシマリコ＊日本共産党愛媛県
委員長が代読をさせて頂きます。  
【自分】メッセージ、本日のシイカズオ委員長がライエン＊
されての街頭演説会のご成功、誠におめでとうございます。 
日頃の貴委員会の熱意のこもったご活動に、心からの敬意を
表しますと共に、私に励ましを賜り、感謝申し上げます。 私
は今まさに命と暮らしを守る政治を実現するため、愛媛県中
を伺い、声を枯らして呼びかけています。 格差拡大を進め、
原価の物価高に無為無策の今の政府与党に、私は対峙し徹底
して生活者の立場を訴えて参ります。  私自身、民主主義と
憲法の平和主義を守るために、全力を尽くすことをお約束申
し上げますと共に、御党と貴委員会が益々発展されることを
祈念致しまして、私のお祝いの言葉とさせて頂きます。 
2022年6月29日、タカミチカ愛媛選挙区候補様からでござい
ました。 ありがとうございました。  
【自分】日本共産党もタカミチカさんを自主的に支援をし
て、勝利を目指して共に力を合わせております。 是非、選挙
区ではタカミチカ＊押し上げるために頑張って参りましょ
う。

起点となる話題 ✔

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

6
市議会議員のタブ
チノリコと申しま
す

どうか皆さん、最後までのお力添えをよろしくお願い致しま
す。 それではお2人の方からご挨拶を頂きたいと思います。 
まずお1人目は、無所属松山市議会議員のタブチノリコさん
から訴えさせて頂きます。 宜しくお願い致します。  
【自分】ご通行中の皆様、そしてお集まりの皆様、こんにち
は。 私は。  
【自分】＊市議会議員のタブチノリコと申します。 先ほどご
案内いただいたように、無所属市民派という立場で、今松山
市議会で活動をしておりますけれども、もしかしたらこの中
に6年前の選挙でネクス、勝手連、松山市勝手連、ネクスト
勝手連、そういったお名前をご存じの方がいらっしゃるかも
しれません。 私は野党と市民の共闘、そして9条を守るとい
うこの二本柱で、皆さんと共に6年前、そして3年前もですけ
ども、ええ、＊選挙でですね、皆さんと一緒に戦いましたネ
クスト勝手連の現在副代表をしておりますタブチノリコと
いったほうが、皆様に馴染みが深いかもしれません。

[7]「ネクスト勝
手連の副代表と
しても、ここに
立っている」に
ついての具体的

説明

7
ネクスト勝手連の
副代表としても、
ここに立っている

今回ですね、3年前のような完全な野党共闘、そして＊で一
人出すよっていう、皆さんで一致団結したような形が残念な
がらとれていないのが現状なんですね。 そして、ネクスト勝
手連といたしましては、なかなか動きが難しいというのが実
は、本当のところなんですけれども。 私はその殻を打ち破っ
て、やはりここに立って、皆さんと一緒に力を合わせてやっ
ていかなければ、この今現在の問題には立ち向かえない、こ
のような思いでここに立っております。 なので、ネクスト勝
手連には実は了承はとっておりませんけれども、ネクスト勝
手連の副代表としても、ここに立っているというふうに思っ
ていただいて結構でございます。

[8]「野党の結束
を固めようとし
ている」につい
ての具体的説明

8
野党の結束を固め
ようとしている

何と言っても、この状況、私たち野党がしっかりと力を合わ
せていかなければ、なかなか若い層には浸透しにくい難しい
政治の問題でございます。 そういったことを私無所属市民派
としましては、なるべく丁寧に市民の方、そして若い方に説
明をしていっているというのが現状です。 何でこういった物
価高が起こっているのか、ほんとならば景気が何らかの形で
物価をおさえることができたにも関わらず、岸田政権が何も
していない、そのような矛盾点を皆さんに丁寧に＊あのお話
をしていく、特に若い方ですね、お話をしていく、そのよう
な活動を通じて、何とか野党の結束を固めようとしているよ
うな状況でございます。

[11]「タカギチ
カ＊さんを応援
してまいってお
ります」につい
ての具体的説明

9
SNSでのあの周知
が非常に上手だっ
た

皆様ご記憶に新しいかもしれませんけれども、先の松山市議
会議員選挙におきまして、やはり若い方の力というのが躍進
したんですね。 タナカエリナさんが断トツ1位をとりまし
た。 それも何かと言いますと、SNSでのあの周知が非常に上
手だった。 分かりやすく端的に、これはこうなんだよという
ことをお示ししていくことで、若い方にも時間がないお忙し
い方にも分かっていただける、ええ、そのような政治メッ
セージを発信していこう、ええ、そのような思いで、ええ、
やっております。

[8]「野党の結束
を固めようとし
ている」につい
ての理由・ニー

ズ



10
共産党の皆さん、
これだけの人数が
集まる

そしてその＊になってあの＊言わせていただ＊、いただきた
いのが、やはり共産党の皆さん、これだけの人数が集まると
いうのは、ここでここ近日なかったんじゃないですかね。 や
はり私が経験したところ、ぼっちゃん広場でいっぱいという
のはありましたけれども、これだけの人数が＊駅前に集まれ
る、ここがやはり共産党の皆様のお力ではないでしょうか。 
＊感じている次第でございます。

[11]「タカギチ
カ＊さんを応援
してまいってお
ります」につい
ての具体的説明

11
タカギチカ＊さん
を応援してまいっ
ております

そして、先ほどもハヤシ、ええ、ハヤシ＊さんのほうからご
紹介ありましたナカノチカ＊さん、＊。  
【自分】今回、はい、今回、あの、残念ながら、＊野党、
こ、統一候補とはなりませんでしたけれども、私達はニシト
ウキョウ＊として、タカギチカ＊さんを応援してまいってお
りますので、どうぞ皆様のお力添えをよろしくお願いいたし
ます。 はい、長くなりましたけども、私からはこのあたりに
させていただきます。 どうもありがとうございました。  
【自分】＊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。

12

元ジャルキョウギ
ダン＊の、ハヤシ
エミさんから、ご
挨拶

【自分】はい、続いて、ジャル、＊解雇者労働組合、元ジャ
ルキョウギダン＊の、ハヤシエミさんから、ご挨拶いただき
ます。 よろしくお願いいたします。  
【自分】皆様こんにちは。 え、暑い中、大変お疲れ様でござ
います。 え、私は、ジャル、ニホンコウクウが、2010年の
大晦日に行った、ベテラン乗務員の不当解雇、165名の中の
ひとり。 元客室乗務員の、ハヤシエミと申します。 私達の
不当解雇撤回運動は、11年半になります。 この長い間、地
元の皆さんに、本当に温かく支えて、え、いただきました。 
この場をお借りして、改めてお礼を申し上げます。 ありがと
うございます。

[14]「解雇規制
法も、日本に必
要」についての

具体的説明

13
ジャルの解雇問題
を採り上げてくだ
さいました

私は、共産党、応援する理由は、いくつかあります。 しかし
今日は、解雇された労働者の立場、ということで、訴えをさ
せていただきます。 志位委員長は、私達が解雇されて間もな
い、2011年の2月、予算委員会で、このジャルの解雇問題を
採り上げてくださいました。 ジャルが行った無法な解雇は、
全ての労働者の権利を侵害し、さらには、国民の命と安全を
脅かす重大な問題である、一刻も早く中止を求める、という
内容でした。  そして、大変お忙しい中にも関わらず、私達
争議団の集会に参加してくださり、励ましてくださいまし
た。 私達は、国会議員会館へ、度々要請に行っています。 
しかし、労働者の気持ちに添って、採り上げてくださる議員
の方が、あまりにも少ないと実感させられています。 私達の
解雇問題を解決するためにも、そして今日本中に横行してい
る首切り、雇い止め。 これを解決するためにも、日本共産党
の議席を、1議席でも多く増やしていきたい。 その思いで
いっぱいです。 今、日本の社会では、労働者が圧倒的多数を
占めているにも関わらず、本当に解雇ジユウ＊、行われてい
ます。

[14]「解雇規制
法も、日本に必
要」についての
理由・ニーズ

14 解雇規制法も、日
本に必要

私は、ヨーロッパの先進国にあるような、解雇規制法も、日
本に必要だというふうに考えています。 労働者が、安心して
暮らせる社会。 解雇の心配がない社会。 そういう社会を作
るためにも、ニホンコウクウ、日本共産党の躍進。 1議席で
も多い、多くする。 そのために、私もせいいっぱい頑張りた
いと考えています。 ぜひ皆さんも、お力を合わせて、この7
月10日の参議院選の結果は、皆で笑って分かち合えるような
結果を取りたいト＊、いうふうに考えています。 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。

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

タカミチカさんを
野党統一候補とす
るべく、県内野党
とも協議

【自分】えー、安保法制の廃止を求める愛媛の会からのメッ
セージをご紹介したいと思います。 私たち安保法制の廃止を
求める愛媛の会は、2016年1月の結成以来、憲法違反の安保
法制を廃止しよう、そのために県内の野党が手をとりあっ
て、安保法制を強行採決した自公政権を倒し、新しい政治を
実現しようという思いで、これまでも活動してまいりまし
た。 今、全国で戦われている参院選においても、愛媛選挙区
では、かねてより立候補を表明しておられたタカミチカさん
を野党統一候補とするべく、県内野党とも協議を重ねてまい
りました。

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。



16
是非もう一回り二
回りの支持拡大を
訴えたい

今回はタカミチカさんと、立憲民主党、共産党、社民党、新
社会党の4政党に対して、憲法違反の安全保障関連＊の廃止
と、集団的自衛権行使を＊白紙撤回、9条のカイゼン＊、緊
急事態条項の新設等を含む、カイテイ＊阻止を主眼にした政
策要望を提出し、全て賛同いただくことができました。 愛媛
選挙区における、野党統一候補のタカミチカさんの当選と、
比例では野党統一候補擁立に向けて尽力されたすべての勢力
のゼンシン＊を勝ち取るべく、お集まりの皆様には、是非も
う一回り二回りの支持拡大を訴えたいと思います。

[15]「タカミチ
カさんを野党統
一候補とするべ
く、県内野党と
も協議」につい
ての具体的説明

17
岸田政権への審判
を、皆さんととも
に下したい

共産党とは、安保法制が強行採決された2015年9月に、即座
に国民連合政府コウコウ＊を打ち出して、共闘の礎を築かれ
ました。 先の衆議院選以来、野党共闘に対するカッコガキ＊
のガクフ＊が吹き荒れただけでなく、ロシアのウクライナ侵
攻を口実にした、ダイブンカク＊のヨクサン＊体制の拡大な
ど、乗り越えるべき課題は山積しています。 選挙区は、野党
統一候補タカミチカさん、比例区は共産党を含む立憲野党の
声を大きく広げて岸田政権への審判を、皆さんとともに下し
たいと思います。 大変ありがたいメッセージ、ありがとうご
ざいました。

[16]「是非もう
一回り二回りの
支持拡大を訴え
たい」について
の具体的説明

18
参議院比例代表候
補をご紹介いたし
ます

それでは、参議院比例代表候補をご紹介いたします。 まず、
カタオカロー＊参議院比例候補です。 続いて、ニヒソウヘイ
＊比例候補です。 今日は、代表してニヒソウヘイ＊元参議院
議員弁護士比例候補から訴えをさせていただきます。 どうか
皆さん、お聞き取りのほどをよろしくお願いいたします。  
【自分】愛媛県下各地からお集まりいただいた皆さん、こん
にちは。 私がご紹介いただきました、比例代表選挙で何とし
ても議席奪還に挑みます、ニヒソウヘイ＊でございます。 ど
うぞよろしくお願いいたします。 選挙が始まって一週間、西
日本中を駆け巡る中で、やっぱり平和が大事、暮らしをよ。

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。

19

ニヒソウヘイを先
頭に、共産党の5
人全員、必ず、立
ち向かせてくださ
い

【自分】したいと、皆さんの願いを、肌で痛感をして参りま
した。 戦争させない、暮らしに希望を。 私たち共産党のチ
ラシを届けていただいたり、ハガキの宛名書きをしていただ
いたり、そして、電話での指示のお願い、助けていただいた
り。 皆さんに、改めて心から、お礼を申し上げたいと思いま
す。 皆さん、ここからが、頑張りどころですね。 平和と暮
らしのシンロが、激しくぶつかり合う、絶対に負けるわけに
はいかない選挙です。 どうか、あなたの一票を、大激戦に
なっている、比例代表、日本中で、50人を選ぶ選挙です。 
どうぞ、私ニヒソウヘイを先頭に、共産党の5人全員、必
ず、立ち向かせてください。 この大きなうねりの中で、
＊＊＊、みんなの力で、押し上げていこうではございません
か。 どうぞよろしく、お願いをいたします。

[20]「声を上げ
てこそ、政治が
変わりますね」
についての具体

的説明

20
声を上げてこそ、
政治が変わります
ね

私は弁護士として、目の前のお1人の被害者の後ろには、同
じ様に苦しむ1000人の方々がいると、肝に銘じて、裁判で
も、2期12年の、国会でも、戦争や、公害、大災害、性暴力
や、派遣切り、そしてジンパイや、アスベストなど、労働災
害など、被害がある限り、絶対に諦めないと、愛媛でも、皆
さんと力を合わせて参りました。 4年前の西日本豪雨が起
こった時、住まいや、生業の体験は、自己責任ではない。 国
会で頑張り、敷地内に入り込んだ土砂の撤去や、木造＊住宅
の建設や、そして被災した、中小業者、農家、漁業の皆さん
など、グループ補助金はじめとした直接支援を前進をさせる
ことができました。 声を上げてこそ、政治が変わりますね。

[21]「なんとし
ても頑張り抜く
議席が、今こ

そ、必要」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
なんとしても頑張
り抜く議席が、今
こそ、必要

皆さんの声を、直接、国会で代弁して、なんとしても頑張り
抜く議席が、今こそ、必要なのではないでしょうか。 ジェン
ダー不平等、もう沈黙しない、声を上げる皆さん。 ＊打開の
ため、未来を守れと頑張る、若い世代の皆さんと、憲法こそ
希望、頑張り抜いて参りたいと思います。

[22]「皆さんど
うぞ、大きなご
支援を、広げて
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。

22
皆さんどうぞ、大
きなご支援を、広
げてください

3.11、福島を忘れたかのように、原発を最大限活用するなん
て言っているキシダ政権に、皆さんこの、日本と愛媛の未来
を委ねるわけにはいかないのではありませんか？ 再生可能エ
ネルギーを、本当に豊かに発展させて、食＊、エネルギーの
本当に豊かな故郷を、安心できる、いつまでも暮らしていけ
る愛媛を作るために、＊さんと力を合わせて、全力で頑張り
ます。 皆さんどうぞ、大きなご支援を、広げてください。 
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。



23
強い経済を、日本
中にご一緒に作っ
ていこう

【自分】皆さん、2年を超えるコロナ危機、モシクハ＊すさ
まじい物価高、暮らしが大変ですね。 一番の特効薬は、消費
税の緊急5パーセントへの減税です。 インボイスなんてとん
でもありません。  ところが、自民党の茂木幹事長のあの発
言、皆さんお聞きになりましたか？ 消費税の減税をやった
ら、年金は3割削減だって言ったんですね。 とんでもないで
はありませんか。 世界で90を超える国が、消費税の減税
やってるんですよ。 物価高の中、年金を引き上げている国
も、いくつもあるではありませんか。 なのに、何だか税金は
自分のものであるかのような顔をして、上から目線で、権力
ずくで、とりわけ高齢の＊さんを脅しつける、こんな政治を
絶対に許さないという、ノーの審判の1票が、日本共産党へ
の1票です。  消費税は、導入以来33年、大企業や大金持ちへ
の優遇減税の、あの上にサレ＊てまいりました。 今こそ消費
税は減税をシテ＊、税金は儲かっている大企業や大金持ちか
ら、ちゃんと負担をしてもらおう。 この声を大きく上げて、
暮らしに優しく、だからこそ強い経済を、日本中にご一緒に
作っていこうではございませんか。 どうぞご一緒に頑張りま
しょう。

[22]「皆さんど
うぞ、大きなご
支援を、広げて
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。

24
国会をヨクサン＊
化させることを、
絶対に許さない

一方で皆さん、岸田内閣は歴代政権で初めて、敵基地を攻撃
する、この能力を持つんだと踏み出していますよね。 いった
い敵基地攻撃って何でしょうか。 自衛隊はとうとう空母を持
ちました。 相手の国の喉元まで、戦闘機を積んで、殴りこん
で行って、巡航ミサイルを抱えさせて出撃をする。 日本で言
えば、東京の首相官邸のような、中枢機能も全滅する打撃
力。 皆さん、それが敵基地攻撃能力です。 7年前も安保法
制、戦争法のもと、いざ米軍が動き出したら、日本が攻撃さ
れていないのに自衛隊の若者たちを最前線に送り、集団的自
衛権で敵基地攻撃がありうると、国会で答弁しているのが今
の岸田政権なんですね。 本当に恐ろしいではありませんか。 
専守防衛も投げ捨てて、先制攻撃を米軍と一緒にシカケルク
ニネ＊、だから憲法9条を変え、さらには核共有までさせる
自民党、維新の会、どこまでもついて行こうとしている公明
党、そして＊宣言をしている国民民主党。 国会をヨクサン＊
化させることを、絶対に許さない。 戦争への道を絶対に許さ
ずに頑張り抜くのが、日本。  
【自分】キョウサントウデス＊。

[25]「ニヒソウ
ヘイを立たせて
いただいて、3期
目、6年間、参議
院でとくと、働
かせて」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。

25

ニヒソウヘイを立
たせていただい
て、3期目、6年
間、参議院でとく
と、働かせて

どうぞ、皆さん、国会に今こそ平和の力、平和の議席を勝ち
取らせてください。 私は、ベトナム戦争をはじめ、かつて軍
事紛争の絶えなかった東南アジア、アセアン10カ国の代表が
国会においでになった時に、一晩、懇談をさせていただいた
ことがあります。 それぞれ、社会体制も違うし、言葉や文
化、宗教も違います。 利害や思惑もありますが、あれこれの
価値観で分断対立をすることは、もう絶対にしない。 どんな
もめ事も戦争にはしないと、友好協力条約を結んで、年1，
000回もの国際会議で対話と協力を深めているから、皆さ
ん、ほんとに仲がいいんですね。 うらやましいなと思いまし
た。  このアセアンが呼び掛けて、中国もロシアも韓国もア
メリカも日本も参加をしている東アジアサミット、本格的な
対話の仕組みに発展させましょう。 朝鮮半島や台湾の問題
も、尖閣や千島など領土の問題も、歴史の事実と国際法の道
理に立って、対話を重ね、絶対に戦争にしない。 友好協力条
約をみんなで結んで、戦争の心配のない平和なアジアを、子
どもたちや孫たちに手渡してイコウ＊、若い世代の皆さんと
一緒につくっていこうというのが、日本共産党のご提案です
が、皆さん、いかがでしょうか？ どうぞ、その先頭に、私ニ
ヒソウヘイを立たせていただいて、3期目、6年間、参議院で
とくと、働かせてください。 比例代表日本共産党、大きなご
支援を広げてくださいますことを、重ねて心よりお願い申し
上げまして、お訴えとさせていただきます。 どうぞよろしく
お願いいたします。 ありがとうございました。

[26]「タカミチ
カさんの勝利の
ために、どうか
お力添えを宜し
くお願い致しま
す」についての

具体的説明

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



26

タカミチカさんの
勝利のために、ど
うかお力添えを宜
しくお願い致しま
す

【自分】お暑い中、お集まりいただいた皆さん、大変お待た
せをいたしました。 シイカズオ委員長が、直接訴えをさせて
いただきます。 ご通行中の皆さん、お暑い中ですが、どう
か、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。  
【自分】愛媛、松山の皆さん、こんにちは。 やってまいりま
した、日本共産党のシイカズオでございます。 今日は暑い
中、たくさんの皆さんが、足を止め、聞いてくださいまし
て、誠にありがとうございます。 参議院選挙、中盤戦に入っ
てまいりまして、私、北海道から九州まで歩いております
が、どこでも、今度は共産党、新しい期待の声の広がりを感
じます。 私たちは、政党を選ぶ比例代表選挙で、日本共産党
と書いていただく方を650万人まで広げましてね、今、お訴
えした世紀の熱血弁護士、ニヒソウヘイさんをはじめ、5名
の＊の全員勝利のために頑張ります。 どうか、お力、お貸し
ください。 選挙区は、野党と市民の＊候補。  
【自分】タカミチカさんの勝利のために、どうかお力添えを
宜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。

27

自民党が、軍事費
のことになると財
源のことを書かな
い

私この間、テレビの党首討論6回ほどやってまいりました。 
論戦は決着がついたのではないでしょうか。 まず平和の問題
です。 この間のロシアの蛮行に乗じて、自公政権や維新の会
などが物騒なこと言ってますね。 テキチ＊攻撃、軍事費2
倍、9条を変えろ、核の共有、大合唱です。 しかし皆さん軍
拡で平和が作れるんでしょうか。 日本が軍拡で構えますと
ね、相手はもっと軍拡を加速しますね。 安全保障のジレンマ
と言いますか、軍事対軍事の悪循環に陥ってしまいます。 こ
れが一番危ないんじゃないんですか。 大体軍事費2倍と言い
ますが、財源はどうするんでしょうか。 自民党の公約を見ま
すとね、GDP比で2パーセントにすると書いてある。 ところ
が財源のことは一言も書いてないんです。 国民の皆さんが福
祉を良くしてくれと言いますと、財源どうするんだ、うるさ
く言ってくる自民党が、軍事費のことになると財源のことを
書かないんです。

[28]「2パーセ
ントって言いま
すとね、軍事費5
兆円も増やさな
ければなりませ
ん」についての

具体的説明

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

28

2パーセントって
言いますとね、軍
事費5兆円も増や
さなければなりま
せん

しかし皆さん2パーセントって言いますとね、軍事費5兆円も
増やさなければなりません。 仮にこれを消費税でまかなった
としたら、2パーセント以上税率を上げることになります。 
仮にこれを医療費の負担にしわ寄せしようとしたら、窓口負
担が2倍になっちゃいます。  今現役世代、よ、3割負担で
しょう。 6割負担になってしまいます。 生きていけないじゃ
ないですか。 仮にこれを年金にしわ寄せしようとしますと
ね、年12万円も年金が減ってしまいます。 ドノミチシテモ
＊、とんでもない話ではないでしょうか。

[29]「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。

29

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

私この前の党首討論で、キシダ首相に問い詰めました。 財源
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
決めちゃうというのは、あまりに不誠実じゃないですか、政
策と財源はセットで公約するというのが民主政治の基本では
ないですか、こう聞いたんですが、全く答えがないんです。 
結局国民の皆さんに白紙委任状をよこせって話なんですよ。 
しかし皆さん、消費税の大増税や社会保障の削減の白紙委任
状を、自民党や維新の会に渡すわけにはいかないじゃありま
せんか。

[30]「断固ノー
のシンパン＊突
きつけましょう
よ」についての

具体的説明

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



30
断固ノーのシンパ
ン＊突きつけま
しょうよ

そしてもう一つ、ここに来て大きな問題が浮上してまいりま
した。 キシダ首相や自民党のモテギ幹事長は、選挙が終わっ
たらできるだけ早い段階で憲法9条に自衛隊を明記する、改
憲を実行するって言うんですよ。 どうなるでしょうか。  
【自分】アイテ＊は、あるものを書くだけです。 こう言いま
す。 しかし、書くだけでは済まなくなってしまいます。 と
言いますのは、法律の世界では、後から作った法律が前の法
律に優先するという原則があるんです。 ですから、憲法9条
の2コウ＊、陸海空軍、その他戦力は、これを保持しない。 
この後に、自衛隊を保持します。 書いた途端に、2コウ＊が
死んでしまうんです。 しかし、皆さん、憲法9条、9条をト
ラシメテ＊いる、9条の命は、2コウ＊にこそあるんではない
ですか。 この条項があるから、戦後、自衛隊は、ただの1人
のガイコクジン＊も殺してない。 ただの1人のセンシシャ＊
も出していません。 憲法9条は、自衛隊員の命も守ってきた
ということを、わたくしは訴えたいと思うんです。 ＊、この
平和の歴史を断ち切ろうなんていう動きは、断固ノーのシン
パン＊突きつけましょうよ。 ＊＊＊、9条を改定し、日本を
軍事化、軍事を危険な道に引き込み、暮らしを押しつぶす。 
この動きは、日本共産党への1票で、みんなで力を合わせて
止めようではありませんか。 日本が今、ススムベキ＊は、こ
んな道じゃありません。 9条を活かして、＊＊＊平和を作る
外交戦略こそ必要です。 皆さん、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。 話し合
いだと思います。 話し合いが続いてる限り、戦争になりませ
ん。 話し合いが途切れたところで、戦争が始まるんじゃない
でしょうか。

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。

31

東アジアの全体を
アセアンのような
平和の地域にしよ
う

徹底した対話によって、東アジアを平和の共同体に変えたの
は、アセアンなんです。 このアセアンは今、アジアの10の
国と、日本、中国、アメリカ、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
として発展させて、時間はかかるかもしれないけれども、ゆ
くゆくは、東アジア規模の友好協力条約を結びまして、東ア
ジアの全体をアセアンのような平和の地域にしようという、
大構想を提唱しています。 私は大賛成なんですが、いかがで
しょうか？ 皆さん、日本が進むべきは、敵地攻撃なんて物騒
な道ではなくて、アジアの国々と協力して、東アジアを戦争
の心配はない、平和な地域にしていくための、9条を活かし
た平和外交ではないでしょうか。 共産党はこういうホウホウ
＊を、外交ビジョンとして提唱してまいりましたが、ここに
きましてね、注目が集まっております。 自分で言うのもなん
ですが、注目されております。

[32]「日本共産
党は、唯一注目
すべき外交ビ

ジョンを掲げて
る政党」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。

32

日本共産党は、唯
一注目すべき外交
ビジョンを掲げて
る政党

サンデーマイニチが、最新号で、4ページ特集で共産党の外
交ビジョンを特集しまして、日本共産党は、唯一注目すべき
外交ビジョンを掲げてる政党だ、そして、この＊に、最後、
こう結んでるんです。 軍事強化に頼ってる党があるが、勘違
いも甚だしい。 戦争をさせないリアルな。

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。

33

国民＊、全く良く
ならない、貧富の
格差だけ広がりま
した

【自分】＊こそ、＊＊＊。 ＊＊＊、これが日本共産党が推奨
してるガイコウ＊です。 どうか、共産党を躍進させて、東ア
ジアを平和な地域にしようじゃありませんか。 よろしくお願
いいたします。 物価の高騰から、＊＊＊から、＊＊＊です。 
なぜ今物価がこんなに上がってるんでしょうか。 討論会＊も
含め、キシダさんは、ロシアのせいだと、全部の責任をロシ
アに押し付けようとします。 しかし、もう1つ大問題がある
じゃないですか。 アベノミクスの、異次元の金融＊と。 日
本銀行が国債をどんどんどんどん買う、＊＊＊。 これやって
けば景気が良くなるんですと、8年間やってきたけれども、
儲かった＊＊＊大企業だけ。 国民＊、全く良くならない、貧
富の格差だけ広がりました。

[34]「優しく強
い経済へのチェ
ンジを図ろうで
はありません

か」についての
具体的説明

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



34

優しく強い経済へ
のチェンジを図ろ
うではありません
か

そして、異常＊を作り出し、物価の高騰を招いてるアベノミ
クスの責任は重大ではないでしょうか？ もうこういう金融＊
の政策やめまして、実体経済を良くする政策へのチェンジが
必要です。 だって、実体経済が傷んでるじゃないですか。 
物価の高騰で、どうしてこうも暮らしが苦しいのかと考えま
すと、働く人の賃金が、長い間上がってないからじゃないで
すか。 老後の＊の年金が下がり続けてるからじゃないです
か。 教育費の負担が多すぎるからじゃないですか。 消費税
も連続増税で、家計が傷んでるからじゃないですか。 弱肉強
食の金融スイイ＊によって、日本経済が冷たく弱い経済に
なってしまった、これ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、ここを変えま
しょう。 私は、国民に優しい経済でこそ、本当の意味での強
い経済になると思います。 共産党を躍進させていただいて、
＊＊＊を終わりにして、優しく強い経済へのチェンジを図ろ
うではありませんか。

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。

35
消費税を5パーセ
ントに減税し、イ
ンボイスを＊＊＊

私から5つの具体的な提案を申し上げたいと思います。 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＊＊＊。 この問題は、党首討論で随分議論にな
りました。 キシダ首相はね、減税をやれない理由をくどくど
くどくど言うんです。

[34]「優しく強
い経済へのチェ
ンジを図ろうで
はありません

か」についての
具体的説明

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

36
これが分からな
い、もうつける薬
がありません

そこで私は、1個1個反論しました。 例えば、キシダさん
は、消費税は社会保障の財源だ、未だにこんなこと言って
る。 キシダさん、消費税入って33年ですよ。 33年間振り
返っていただいて、あー、消費税のおかげで良くなって助
かったわと言える福祉が1つでもあるでしょうか？ ないです
よね。 全分野で＊＊＊じゃないですか。 じゃ、お金どこ
いっちゃったのかと、この33年間に国民が払った消費税476
兆円。  
【自分】同じ時期に、所得税と住民税、法人税、613兆円も
減りました。 つまり、大金持ちと大企業の減税の＊に消えて
しまったというのが、事の真相ではないでしょうか。 キシダ
首相は、そうは言っても、消費税を減税するにはシステムを
変えなきゃなんない、これが大変だと言います。 そんなこと
ないですよ。 税率を5パーセントに下げるだけなんですか
ら。 新しい税金作ろうって話じゃないんですから。 だいた
い5から10に上げられたんですから。 10から5に下げるほう
がもっと簡単に決まってるじゃないですか。 だいたい世界
91の国、地域で減税やってるんですから。 日本だけできな
い理由はないじゃないですか。 そうしましたらね、この前の
日曜日のNHK討論会で、自民党のモテギ幹事長がびっくりす
ること言いました。 消費税の減税をすると、年金が3割カッ
トだ。 皆さん、これは＊恫喝じゃないですか？ ＊＊＊の発
言聞いてね、自民党が財源というと消費税しか思いつかない
のか、削減というと社会保障しか思いつかないのか、なんて
いう貧困な考えだと思いました。 皆さん、富裕層とか以上
に、＊の負担を求めて、暮らしを良くするというまともな道
があるんではありませんか。 これが分からない、もうつける
薬がありません。

[35]「消費税を
5パーセントに減
税し、インボイ
スを＊＊＊」に
ついての具体的

説明

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

37

日本共産党への一
票で、減税を実行
させようじゃあり
ませんか

ただ1つだけある、国民の皆さんの審判でございます＊。 今
度の選挙で、消費税＊33年、一貫して消費税反対を頑張って
きた日本共産党への一票で、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。

[35]「消費税を
5パーセントに減
税し、インボイ
スを＊＊＊」に
ついての具体的

説明

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

38 まず、賃金の底上
げになります

第2の提案は、政治の責任で賃金が上がる国にしようという
提案なんです。 共産党は、アベノミクスでこう＊膨らんだ大
企業の内部留保に、年2パーセント、5年間で10兆円の税金を
かけよう、そして、この税金で賃上げを促進しよう、こうい
う提案をしておりますが、いかがでしょうか？ これ二重に賃
上げに＊す。 まず、賃金の底上げになります。

[34]「優しく強
い経済へのチェ
ンジを図ろうで
はありません

か」についての
具体的説明

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



39
企業も健康にな
る、家計も健康に
なる、経済も健康

10兆円のこの税収、何に使おうか、いろいろ考えたんです
が、最低賃金を1500円に引き上げるための、中小企業の皆さ
んへの支援にドーンと＊が私どもの提案でございます。 
1500円まで上がりましても、1日8時間働いて、週休2日で、
手取りで20万円までいきます。 今＊は最低賃金820円ぐらい
ですよね？ そうしますと、おそらく手取りは11万円ってと
こだと思うんですよ。 皆さん、手取り11万で暮らせません
よ。 手取りを20万にするのを、政治の責任でやる、当たり
前じゃないでしょうか。 どうかこの提案、実行しようじゃあ
りませんか。 お力をお貸しください。 もう1つ、この＊、賃
上げについてまいります。 大企業で働く。  
【自分】労働者の賃上げにもなります。 といいますのは、こ
う、課税する際に賃上げにお金を使った企業、グリーン投資
にお金を使った企業は税金払わなくていいですよと2つの控
除を設けました。 そうしますとね、課税することで賃上げと
脱酸素が進むことになるじゃありませんか。 私、この前の党
首討論会でご提案＊ときに、企業の内部留保というのは人間
の体に例えますと脂肪みたいなもんだという話をしたんで
す。 脂肪というのは、皆さん、3大栄養素と申しまして、大
事なエネルギー源でありまして、なくなってしまったら大変
です。 しかしね、こう、つきすぎますと代謝が悪くなって、
えー、いろいろな生活習慣病にもなります。 そこで共産党の
提案は政治の力で脂肪を適度に、こう、燃やして、そのエネ
ルギーで日本経済の好循環を作り出そう、これが共産党の提
案なんです。 そうしますと企業も健康になる、家計も健康に
なる、経済も健康になる、八方良しではないですか。

[38]「まず、賃
金の底上げにな
ります」につい
ての具体的説明

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

40
賃金が上がる国、
ご一緒に作ろう
じゃありませんか

どうでしょう、皆さん、これ？ この前の党首討論で私、キシ
ダさんにぜひ採用してくださいなと、特許料とったりしませ
んから、＊て＊ですが、2重課税になると言ってどうも渋い
んですね。 しかし私たちの提案というのは大企業への減税や
り過ぎちゃった分を返してもらおうって話ですから2重課税
じゃないんです。 2重課税っていうんだったら、皆さん、所
得税、住民税取った上に消費税を取ることこそ最悪の2重課
税ではないですか。 ですから、これもね、やらない理由はも
う無いんです。 共産党、どうか＊させていただいて賃金が上
がる国、ご一緒に作ろうじゃありませんか、よろしくお願い
いたします。

[38]「まず、賃
金の底上げにな
ります」につい
ての具体的説明

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

41
社会保障と教育に
しっかりお金をつ
けよう

第3の提案は社会保障と教育にしっかりお金をつけようとい
うことなんです。 この6月から年金が0.4パーセントカットに
なりました。 お怒りの方多いと思います。

[34]「優しく強
い経済へのチェ
ンジを図ろうで
はありません

か」についての
具体的説明

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

42

今からでも共産党
を伸ばして止めよ
うじゃありません
か

2016年に安倍政権が作った年金カット法が悪さをしてるんで
す。 これも党首討論で議論になりました。 岸田首相の発言
がとっても冷たかったんです。 彼は、これは制度上の想定さ
れてものですとこう言った。 なんとも冷たい話じゃないです
か。 仮に制度がそうであったとしても、これだけ物価が上
がってるんですから制度を変えてでも物価以上に年金を上げ
るのが政治の責任ではないでしょうか。 年金削減法は撤廃し
ます。 ＊年金は底上げを図ります。 そして75歳以上の高齢
者の医療費2倍化、今からでも共産党を伸ばして止めよう
じゃありませんか。 よろしくお願いいたします。

[41]「社会保障
と教育にしっか
りお金をつけよ
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。

43
教育の無償化にも
＊だしてまいりま
す

そうして、教育の無償化にも＊だしてまいります。 高すぎる
大学の学費は無償を目指してまず半分にいたします。 日本に
しかない＊な制度である入学金制度は廃止をいたします。 そ
して、学校給食の負担が重すぎる。 お子さん2人居ましたら
1月1万円。

[41]「社会保障
と教育にしっか
りお金をつけよ
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。



44
本気の1票は、共
産党にどうかカケ
テ＊ください

【自分】＊、しかし皆さん、憲法26条には何て書いてある
か？ 義務教育は無償とすると書いてるじゃないですか。 憲
法通りに、学校給食は国の制度として無料にしようではあり
ませんか。 第4の提案は、＊本気で取り組むことです。 日本
のエネルギーの自給率はたったの10パーセント。 先進36か
国のうち35位なんです。 今、原油価格の高騰は、エネル
ギーを外国に頼っていることの危うさを示しているんじゃな
いでしょうか？ しかしこの日本には、国産エネルギーある
じゃないですか。 100パーセント国産の再生可能エネルギー
の、＊に本腰を入れよ、このことを強く求めたいと思いま
す。 ホカニモ＊、原発を＊する、＊テッタイスル＊、この2
つの決断が大事です。 ＊のトウロン＊会で、今、維新の会な
どは、機に乗じて、原発を動かせ、こういう大合唱を始めて
ます。 ワシャ＊とんでもないことだと思う。 ワタシ＊昨日
福島に行ってまいりました。 福島を忘れたのかということを
言いたいですよ。 福島の事故、終わっておりません。 まだ
何万人もの方が、ふるさとを追われて苦しい避難生活やって
るんです。 汚染水は今も増え続けてるんです。 その時に、
もう福島の事故はなかったかのように、原発を動かせと言
う、そんな無責任なセイリョク＊に、日本の政治を任せるわ
けにはいかない、そのことははっきり言いたいと思います。 
皆さん、＊、本気の1票は、共産党にどうかカケテ＊くださ
い。 よろしくお願いいたします。

[43]「教育の無
償化にも＊だし
てまいります」
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。

45

公表の義務付けを
やります、という
方針を明らかにい
たしました

第5の提案は、ジェンダー平等の日本を作りたい。 ＊私たち
が取り組んできたのは、生涯賃金で1億円にもなる、男女の
賃金格差をなくそう、これに力を入れてまいりました。 その
ためにも、企業に格差の実態を公表させる、この義務付けを
行うことを求めてきました。 政府はなかなかうんと言わな
かったんだけど、とうとう今年の5月になって、岸田さんは
政府として公表の義務付けをやります、という方針を明らか
にいたしました。

[34]「優しく強
い経済へのチェ
ンジを図ろうで
はありません

か」についての
具体的説明

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

46
格差をゼロになる
まで頑張りたい

皆さんの声が一歩政治を、うごか、動かしたことに、自信を
持って進もうではありませんか。 ソウデスネ＊、格差をなく
す＊はこれからが大事なんです。 公表させるだけじゃなく
て、格差の是正計画を、＊、それを国がカントク＊奨励する
システムを作る必要がある、このシステムを＊て、格差をゼ
ロになるまで頑張りたい、＊たいと思います。

[45]「公表の義
務付けをやりま
す、という方針
を明らかにいた
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。

47

ジェンダー平等日
本、ご一緒に作ろ
うじゃありません
か

皆さん、そしてもう一つ、どうしても＊ます。 介護、保育、
カイゴ＊など、＊働く労働者、女性が多いですよね。 賃金が
＊です。 岸田さんが上げると言ったけども、保育士さん、介
護士さんの給料、月9000円ですよ。 1桁。  
【自分】＊、イカリ＊の声を持っております。 ＊に比べて、
月8万円も少ないんですから、8万円の＊＊＊ということを強
く求めたいと思いますが、いかがでしょうか？ 私はですね、
賃金格差をなくすことは、ジェンダー平等の日本を作る＊に
なると思います。 ジェンダー平等になるには、選択＊夫婦別
姓、同性婚、LGBD＊、こういうものもしっかり作っていく
必要がある。 同時に、やはりジェンダー不平等の根っこにあ
るのは、女性がなかなか一人で経済的に自立できない。 だか
ら＊＊＊などおこっても、なかなかノボレ＊ないぐらい、こ
こにあるんじゃないでしょうか。 ですから私たちは文字通
り、格差＊で頑張りたい。 ジェンダー平等日本、ご一緒に作
ろうじゃありませんか、よろしくお願いします。

[45]「公表の義
務付けをやりま
す、という方針
を明らかにいた
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。

48

これから先100年
も、未来にも受け
取ることはありま
せん

皆さん、それじゃあ、共産党が提案する優しく強い経済の5
つの提案です。 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、これ皆さん、皆さんの要求ですか
ら、みんな当たり前のことですよね。 これ実行しようとしま
すとね、財界の横槍を跳ね除ける必要があります。 ですか
ら、財界献金をもらっている＊にはできません。 党を作って
100年、財界献金びた一文受け取ってこなかった、これから
先100年も、未来にも受け取ることはありません。 共産党へ
の＊＊＊一番の力になるんじゃないでしょうか、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。

49

戦前戦後ひとつの
名前で通してきた
政党っていうの
は、日本共産党し
かない

最後に皆さん、今年は共産党創立して、ちょうど100年なん
です。 日本の政党の中で、戦前戦後ひとつの名前で通してき
た政党っていうのは、日本共産党しかないんです。 ですか
ら、この名前は大事に使っていきたいと考えますので、どう
かご愛顧のほど、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。



50 戦後、名前を変え
ざるを得なかった

なぜそうなってるかと言いますとね、理由がありまして、太
平洋戦争に向かうトキ＊に、共産党以外全部の政党が、自分
の党を解散して、大政翼賛会に入って、みんなで侵略戦争進
めたんです。 だから、戦後、名前を変えざるを得なかったん
ですね。

[49]「戦前戦後
ひとつの名前で
通してきた政
党っていうの

は、日本共産党
しかない」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。

51

共産党の主張が正
しかったことは、
戦後の日本国憲法
が証明した

この暗い時代に、日本共産党は命懸けで国民が主人公の日本
を作ろう、侵略戦争をヤメロ＊、このことを掲げ続けまし
た、そういう唯一の党が日本共産党です。 そのために私たち
の先輩がたくさん迫害で命を落としました。 コバヤシタケ
ジ、ノロエイタロウ、松山＊に＊たミヤモトケンジさん、私
も一緒に働かしていただ＊＊＊でありますが、本当に偉大な
大先輩でした。 ミヤモトさんの場合は、12年間監獄に入れ
られたんです。 たくさんの犠牲払ったけども、共産党の主張
が正しかったことは、戦後の日本国憲法が証明したんではな
いでしょうか。 今また、戦前を思わせるような平和を壊す翼
賛政治がオコッテ＊るじゃないですか。 討論会出ましても、
共産党以外のかなり多くの党が、軍事費を増やすのが当たり
前だ、この＊＊＊。

[49]「戦前戦後
ひとつの名前で
通してきた政
党っていうの

は、日本共産党
しかない」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。

52 国交は共産党の頑
張りどころ

【自分】＊じゃありませんか。 ですから、国交は共産党の頑
張りどころだと考えております。 共産党は100年の歴史に
とって、平和を壊す＊に対しては真っ正面から立ち向かい、
真っ正面から打ち破る、命と暮らしと平和を守るために、＊
をここで申し上げたいと思います。

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。

53
希望持ってくださ
る、そういう新し
い日本を作ろう

みなさん、日本共産党ガンバッテ＊ます。 政治は必ず変えら
れます。 この100年の歴史が証明してるんじゃないでしょう
か。 こうして、どうか、共産党ノバシテイタダイテ＊、女性
も男性も、お年寄りも子供さんも国民みんなが安心して希望
持ってくださる、そういう新しい日本を作ろうじゃありませ
んか。

[52]「国交は共
産党の頑張りど
ころ」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。

54

5人のベストチー
ムの全員＊のため
に、どうかみなさ
んのお力をお貸し
ください

選挙はこれからが勝負です。 比例代表、3議席から4議席、4
議席から5議席、いけるかどうか、これからが勝負でありま
す。 どうか、ご支援の輪、広げに広げていただいて、5人の
ベストチームの全員＊のために、どうかみなさんのお力をお
貸しください。

[52]「国交は共
産党の頑張りど
ころ」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 私も力の限り頑張
ります

このこと最後に訴えまして、私の訴えとさしていただきま
す。 暑い中、ありがとうございました。 私も力の限り頑張
ります。 ありがとうございました。  
【自分】ご清聴ありがとうございました。

[54]「5人のベ
ストチームの全
員＊のために、
どうかみなさん
のお力をお貸し
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。

56
比例は日本共産党
と書いて、ご投票
ください

みなさん、50の議席を争う比例代表は大変な激戦です。 比
例は日本共産党と書いて、ご投票ください。 ミキソウヘイ候
補をはじめ、比例で5議席、なんとしても確保するために、
今、激しく追い上げております。 あなたのお力添えがどうし
ても必要です。

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。

57
比例は共産党、こ
の声をどうか広げ
に広げてください

全国は1つ、全国どの1票も、共産党の議席に必ず実ります。 
お知り合いのみなさん方に、比例は共産党、この声をどうか
広げに広げてください。 最後までご支援の輪、広げていただ
けますことを重ねてお願い申し上げまして、この場所からの
訴えを終わらせていただきます。 暑い中お集まりいただき、
ありがとうございました。 お気を付けてお帰りください。  
【自分】＊。 【無音02:40まで】。

[56]「比例は日
本共産党と書い
て、ご投票くだ
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。


