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国内ビジコン優勝者との構成類似度 プレゼン内容の構成バランス

80%

聴衆に印象を残せた話題ランキング

【あなたのプレゼンの情報量】
1 暮らしと命を守るために頑張って

いく決意

△ 少しゆったり
2 ウメムラサエコどうぞ＊あげてく

ださい あなた側の話量は53分が適切と判定されました

3 賃金が上がる、優しく強い経済を
皆さんとご一緒に進めて

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 日本共産党、がんばれの思いをこめ
て、募金カンパに、ご協力を

5 共産党、伸ばしていただいて、最低賃
金、1500円実行させよう

6 実体経済を良くする政策への転換が必要

7 消費税減税、＊制度中止、この仕事を私に国
会でやらせてください

8 ウメムラサエコ、全力で頑張ります、どうぞ
働かせてください

9 ウエムラサヨコ＊さんへの1票で、みんなの
力で止めようではありませんか

10 社会保障と教育に、しっかり予算をつけよう
一般的に聞きやすい

と言われる
300文字/分換算

COG-PRESENは、AI技術で営業プレゼンを解析し、その特徴とより改善できる点を検出するものです。過去に分析した30,000人のコミュニケーションデータと、国内の
ビジネスコンテストのファイナリスト・優勝者のプレゼンを分析し、その傾向と比較できるようにしました。各項目で検出されている内容について、自分の過去レポート
や他の方のレポートを横に置いて、今回のプレゼンとの違いを理解し、より効果的な営業プレゼンについて考える機会にしてください。
「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示されています。その場合でもこのAI分
析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありません。



プレゼン中のトークのクセを確かめよう

【CHECK1】自信が無さそうに聞こえる表現をしていないか？
-

ここでは、プレゼンのクセとして、あなたがしゃべった「フィラー」を検出しています。
一般的に「フィラー」の多いプレゼンは、自信がなさそうに聞こえます。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。

【CHECK2】指示語がどのくらい使われているか？
ここでは、あなたがしゃべった「指示語・こそあど言葉」を検出しています。
短時間で伝えるピッチや、オンラインでのプレゼンなどにおいて指示語を多用すると、
聴衆の理解と合致していない可能性が高まります。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。



当事者意識を引き出す「問いかけ」を確認しよう

【CHECK3】聞き手に問いかけ・呼びかける表現があるか？
ここでは、自分からの「問いかけ」について
5W1Hを尋ねるようなOPEN質問と、単純にYes/Noを問うCLOSED質問に分けて回数を検出しています。
また、一つの問いが長文でなされているか、短い分でなされているかも特徴が出ます。
「話順」で示されている数字は、CHECK12の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

問いかけ文の長さ（平均）

29.8語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 CLOSED いや、上がってますってイウヨウナカタ＊いますか？

2 CLOSED 女性の価値は男性から見て、1億円も低いっていうんでしょうか？

3 OPEN
＊それにしても、長引くコロナの異常な物価高で、なぜ私たちの暮らしがここまで持ちこたえる
ことができなかったのか？

7 OPEN
憲法9条を変えて日本も戦争できるようにしようと言いますが、戦争をノゾム＊人が、どれほど日
本にいますか？

8 CLOSED キシダさん、そのお金、子育てやキョウイクノオカネニ＊使ってもらえませんか？

8 CLOSED
国民がこんな高い税金を払っているのに、そのお金が国民に使われないなんておかしいと思いま
せんか？

13 OPEN その理由は一体何でしょうか？

25 CLOSED これが一番危険ではないですか？

27 OPEN 皆さん、平和とはなんでしょうか？

28 CLOSED 皆さん、これ、いいじゃないですか？

32 OPEN なぜ今、物価がこんなに上がってるんでしょうか？

34 CLOSED 働く人の賃金が上がってないからじゃないですか？

34 CLOSED 年金が、どんどん、どんどん、減り続けてるからじゃないですか？

34 CLOSED 教育費の負担が多すぎるからではないですか？

34 CLOSED 消費税の、連続増税で家計が疲弊してるからじゃないですか？

36 CLOSED
33年振り返って、ああ消費税のおかげで福祉が良くなったね、助かったわと、一つでも、あるで
しょうか？

38 CLOSED
この国民の実態が、目に入らない、苦しみは、分からない、私は、ここに、キシダ政権の、一番
の問題があると考えますが、いかがでしょうか？

42 CLOSED 二重課税＊皆さん、所得税、住民税＊消費税＊最悪の二重課税じゃないですか？

44 OPEN しかし、憲法26条には、何て書いてあった？

44 CLOSED ＊でしょうか？

45 CLOSED 福島を忘れたのか？



47 CLOSED
一桁足らないという怒りが本当に＊、全産業の平均＊、月8万円＊ですから、8万円あげるのが当
たり前ではないですか？

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　17件
話順 説明の少ない話題　5件 話順 説明のある話題　12件

10 カタヤマカズコ比例候補、ご紹介いたします 3
賃金が上がる、優しく強い経済を皆さんとご一緒
に進めて

24
どうか皆さんのお力で、梅村さんを参議院にオシ
アゲ＊ください

5
比例選挙、どうぞ、日本共産党とお書きいただき
たい

37
共産党＊＊＊勝利で、減税を実行させようじゃあ
りませんか

9
ウメムラサエコさん、＊お願いします、頑張って
ください

46
生涯賃金で1億円にのぼる男女の賃金格差をなく
そう

12
消費税減税、＊制度中止、この仕事を私に国会で
やらせてください

47
女性の比率の高いケア労働者の方々の賃上げが必
要

14
ウメムラサエコ、全力で頑張ります、どうぞ働か
せてください

16 ウメムラサエコどうぞ＊あげてください

23
日本共産党、がんばれの思いをこめて、募金カン
パに、ご協力を

31
日本共産党への1票に、ウメムラサエコさんへの1
票に、どうか託してください

33 実体経済を良くする政策への転換が必要

39
共産党、伸ばしていただいて、最低賃金、1500
円実行させよう

43 社会保障と教育に、しっかり予算をつけよう



51 暮らしと命を守るために頑張っていく決意



【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）

3 説明のある話題
賃金が上がる、優しく強い経済を皆さん
とご一緒に進めて

＊それにしても、長引くコロナの異常な物価高で、な
ぜ私たちの暮らしがここまで持ちこたえることができ
なかったのか？ 新自由主義の政権、その原因があると
思います。 新自由主義の政治はあらゆる規制緩和をし
て、...

↓

2→ 具体的説明
男女の賃金格差の是正にも、＊＊＊とご
一緒に取り組んでいこう

ソシテ＊皆さん、さまざまな賃金格差の是正をしてい
こうじゃありませんか。 一番ヒクイ＊のは、男女の賃
金格差です。 おなじ正社員で働いて、男性と女性、一
生涯で1億円もの賃金の格差があります。 女性の価値
は男性から見て、1億円も低いっていうんでしょう
か？ とんでもない話じゃないですか。 この男女の賃
金格差の是正にも、＊＊＊とご一緒に取り組んでいこ
うじゃありませんか。...

- -

5 説明のある話題
比例選挙、どうぞ、日本共産党とお書き
いただきたい

お待たせ致しました。 それでは、ただいまより日本共
産党、街頭演説を行わさせていただきます。 参議院選
挙が始まり、初めての土曜日を迎えました。 今度の選
挙、政党の名前でご投票いただく比例選挙、どうぞ、
日...

←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
ウメムラサエコ＊さん、どうか皆さんの
お力で押し上げてください

賃金が上がる、優しく強い経済へヘンカン＊される、
どうかコレノ＊＊で、日本共産党を大きく伸ばしてく
ださい。 そしてこの埼玉の選挙区、3年前の私、イト
ウガク＊に続いて、今度はウメムラサエコ＊さん、ウ
メムラサエコ＊さん、どうか皆さんのお力で押し上げ
てください。 勝たせてください。 よろしくお願い申
し上げます。 ＊＊＊を迎え、日本共産党、街頭演説を
オコナイマス＊。 ＊＊＊、カタヤマカズコ＊さん、選
挙＊、ウ...

- -

9 説明のある話題
ウメムラサエコさん、＊お願いします、
頑張ってください

私は、政府の仕事は、暮らしと日本の安全を守ること
だと思っています。 自民党や維新が口を揃えて9条改
憲と言うだけで、その後どうするのか、想像もつきま
せん。 私が中東で、隣国と緊張関係にある国の、悲惨
な現...

←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
キシダさん、そのお金、子育てやキョウ
イクノオカネニ＊使って

キシダさん、そのお金、子育てやキョウイクノオカネ
ニ＊使ってもらえませんか？ 日本にも貧しい人がたく
さんいます。 生活が苦しい人、たくさんいます。 国
民がこんな高い税金を払っているのに、そのお金が国
民に使われないなんておかしいと思いませんか？ ウク
ライナでもたくさんの人が難民化して、今、食料や医
療費、払えなくて困っています。 なのに、武器を売買
する話ばかり、うんざりです。...

- -

10
説明の少ない話

題
カタヤマカズコ比例候補、ご紹介いたし
ます

それでは、この参議院選挙を、コウホシャ＊として
戦ってる＊からご挨拶をヤッテイタダキマス＊。 まず
最初に、埼玉の共産党の若きリーダー、カタヤマカズ
コ比例候補、ご紹介いたします。  話者A：皆さん、こ
んに...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

12 説明のある話題
消費税減税、＊制度中止、この仕事を私
に国会でやらせてください

私は衆議院議員時代、あの麻生財務大臣にシングルマ
ザーの窮状を訴えて、増税するな、そして二度、この
消費税増税中止へと＊こんできました。 どうぞみなさ
ん、今度は消費税減税、＊制度中止、この仕事を私に
国会で...

←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



↓

11→ 具体的説明
公正な社会、政治をつくるために必ず国
会でタタク

話者A：みなさん、こんにちは。 暑い中、こんだけの
タクサン＊、足を止めていただき本当にありがとうご
ざいます。 大熱戦の埼玉選挙区、私は、埼玉選挙区か
ら立候補いたしました、日本共産党ウメムラサエコで
ございます。 今度の選挙は、戦争か平和か、暮らしが
かかった選挙です。 何としても、立ち向かっテテ＊く
ださい。 国会＊ください。 どうぞ、よろしくお願い
します。 玉ねぎも、そして卵ももやしも水光熱費も、
ほん...

- -

14 説明のある話題
ウメムラサエコ、全力で頑張ります、ど
うぞ働かせてください

皆さん、子育ては謝りながらするものではありませ
ん。 この子は、社会の＊ではありませんが、新しい誕
生を喜び、その健やかな成長を一緒になって喜びあ
う、この社会を作ることこそが、政治の責任ではない
でしょうか...

←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

↓

13→ 具体的説明
この声、必ず国会に届けて、実現のため
に頑張ります

みなさん、私はこの間、ママパパ子育てアンケートに
取り組んできました。 その結果が、予想以上にびっく
りするような内容でした。 約半数近くの人が、出産、
結婚で、仕事を辞めたりかわったりしてました。 その
理由は一体何でしょうか？ 長時間労働、長時間通勤、
夫が仕事で忙しくワンオペ育児、追い詰められて思わ
ず子どもたちに手を上げそうになッタ＊。 そもそも、
育児休業制度がない、そして、子育てにお金がかかり
すぎる...

- -

16 説明のある話題 ウメムラサエコどうぞ＊あげてください

どうぞ比例代表では、日本共産党とお書きいただき、
これからお話する、イワブチトモさんはじめ、5名全
員どうぞ国会へと送り出してください。 カタヤマカズ
コさん、国会で働かせてください、どうぞよろしくお
願いし...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

15→ 具体的説明
日本共産党大きく伸ばしていただけれ
ば、必ず政治は変わります

私、ウメムラサエコ、そしてなんとしても、軍拡をス
トップさせ、そして9条を力にした平和外交で、皆さ
んの命を守ってまいります。 私にも、二人の息子がい
ます、戦後77年間、日本では1人も若者たちを
＊＊＊って、命を落とさせることがありませんでし
た。 これはまさに、戦争放棄を誓った日本国憲法9条
のおかげではないでしょうか。 皆さん、戦争をさせる
国に、＊＊＊まりません。 軍事費を2倍化するより、
大学の学費を無...

- -

23 説明のある話題
日本共産党、がんばれの思いをこめて、
募金カンパに、ご協力を

日本共産党が、党を作って、100年、自由を壊し、平
和を壊す、戦争に命をかけて、反対を貫いてきまし
た、この、日本共産党を、今度の選挙で、大きく伸ば
していただいて、憲法9条を生かした、平和外交を進
める日本...

←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

↓

20→ 具体的説明
ウメムラサエコ＊に、国会でやらせてく
ださい

先日、原発事故をめぐる訴訟で最高裁判決が出されて
最高裁は国の責任を認めませんでした。 あの巨大な津
波は想定外のものであり、対策をとったとしても。  
話者A：事故を防げなかった、それが理由だといいま
す。 しかし、皆さん、そうだというのであれば、原発
は、もう無くすしかないのではないでしょうか。 原発
ゼロを実現してこそ、省エネと、地域と共生する、再
生可能エネルギーを進めていくことができます。 こ
の、地域...

22 → 具体的説明
憲法9条を守ってほしい、この願いは、
たくさん、寄せられております

日本共産党を、伸ばしていただいて、消費税の減税を
実現し、インボイスを中止させ、事業者の皆さんへ
の、直接支援を拡充させて、商売と雇用を守っていこ
うではありませんか。 日本共産党の議席は、戦争させ
ない議席です、コノママトキノ＊ことだったけれど
も、ボウクウゴウデノコトハ＊、今も、忘れることが
できないという方に、自分は、トッコウタイトイキノ
コリデ＊、戦争だけは、ぜったいにだめだ、こんな風
に、訴えてくださっ...

- -

24
説明の少ない話

題
どうか皆さんのお力で、梅村さんを参議
院にオシアゲ＊ください

それでは、日本共産党、委員長、シイカズオ衆議院議
員が、埼玉の皆さんに、オウッタエヲサセテイタダキ
マス＊。 どうぞ、足を止めて、お聞きください。 シ
イ委員長、よろしくお願いいたします。  話者A：皆さ
ん...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



31 説明のある話題
日本共産党への1票に、ウメムラサエコ
さんへの1票に、どうか託してください

なんでソウイウ＊＊をとるかと言いますと、根本に核
の抑止って考え方があるんです。 しかし核の抑止に
は、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を起こす事もため
らわない...

←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

↓

26→ 具体的説明
ウエムラサヨコ＊さんへの1票で、みん
なの力で止めようではありませんか

話者A：年金にしわ寄せしようとしたら、年12万円も
年金が減ってしまいます。 私、この前の日本記者クラ
ブの党首討論で岸田首相に、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の
は、あまりにも不誠実じゃないですか。 政策と財源は
セットで公約するのが民主政治の基本じゃないです
か。 このように聞きました。 岸田さんからは、答え
がありません。 ケッキョク＊皆さん、国民の皆さんに
白紙委任...

- -

33 説明のある話題 実体経済を良くする政策への転換が必要
話者A：今、大事なのは、こういう金融頼みの政策
は、もう、やめて、実体経済を良くする政策への転換
が必要です。 実体経済が痛んでるんです。...

←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

↓

32→ 具体的説明
異常円安を作り、物価高を招いており、
その責任は重い

なぜ今、物価がこんなに上がってるんでしょうか？ ト
ウロンカイ＊によりますと、岸田さんはロシアのせい
だ、こう言います。 しかし、それだけじゃないんで
す。 アベノミクスの異次元の金融緩和、日銀が国債を
どんどんどんどん買ってお金を市場に流していく。 こ
れをやれば景気が良くなる、これ＊＊＊やりました。 
しかし、儲かったのは一部の大株主と大企業だけ。 庶
民の暮らしは一向に良くならない。 そして異常円安を
作り...

34 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

国民に優しい経済にしてこそ、本当の意
味での強い経済

物価高騰で、どうして、こう、暮らしが苦しいのか。 
働く人の賃金が上がってないからじゃないですか？ 年
金が、どんどん、どんどん、減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ではないです
か？ 消費税の、連続増税で家計が疲弊してるからじゃ
ないですか？ 弱肉強食の、新自由主義よって、日本経
済が冷たく弱い経済にされてしまった。 ここに、生活
が苦しい、大元があるんじゃないでしょうか。 皆さ
ん、...

35→ 具体的説明
消費税を緊急に5パーセントに減税し、
インボイスをきっぱり、中止

新自由主義は、もう終わりにして、共産党躍進させ
て、優しく強い経済にチェンジする選挙にしようでは
ありませんか。 五つ程、具体的な提案をいたします。 
第一の提案は、何といっても消費税を緊急に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
です。 この前、党首討論で、随分議論がありました。 
岸田首相はね、一生懸命、減税がやれません、という
理由を挙げるのです。...

- -

37
説明の少ない話

題
共産党＊＊＊勝利で、減税を実行させよ
うじゃありませんか

話者A：それでもね、キシダさんは、減税やると言い
ません。 だったら、静かに暮らそうじゃないですか。 
今度の選挙で国民の審判ニサラシマショウ＊。 消費税
を導入してから、33年間、一貫して、消費税反対＊
日...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

39 説明のある話題
共産党、伸ばしていただいて、最低賃
金、1500円実行させよう

まず、第一に、賃金の底上げになります。 10兆円の
税収、何に使うか、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＊＊＊共産党の提案でございます。 
15...

←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

私は、ここに、キシダ政権の、一番の問
題があると考えますが、いかがでしょう
か

第二の提案は、政治の責任で、賃金が上がる国にして
いくことです。 この問題も、党首討論できるようにな
りました、各党に賃上げの具体策、トワレマシタ＊。 
キシダさんね、具体策、一つもないんですよ。 あらゆ
ることを、総動員いたしますっていうだけで、具体策
ない。 そのかわりに、彼が言ったのは、春闘で、2
パーセントの高い賃上げができましたと。 自慢するよ
うな話じゃないんですね。 だって、物価は、もっと上
がって...

40→ 具体的説明
課税することで、賃金が上がり、脱炭素
もするというのが、共産党のテイアン

この、提案、もう一つ、賃上げ効果ありまして、大企
業で働く、労働者の皆さんにも、賃上げ＊なるんで
す。 この、私たちのプランっていうのは、企業が、賃
上げと、グリーン投資を行った分は、課税から控除し
ようという、プランになっております。  ですから、
課税することで、賃金が上がり、脱炭素もするという
のが、共産党のテイアン＊なんです。 中小企業で働く
人も、大企業で働く人も、正規の方も、非正規の方
も、みんな賃金...



42→ 具体的説明
ぜひ、この提案、共産党＊実行させよう
じゃないですか

この前、わたくし、党首討論で、岸田さんに、どうで
すか、これ、採用してください＊。 ＊しません。 こ
う言って＊たんですが、二重課税だと言って、なかな
かやろうとしない。 ＊大企業＊やりすぎちゃうパター
ンも、一部＊ですから、二重課税にあたりません。 二
重課税＊皆さん、所得税、住民税＊消費税＊最悪の二
重課税じゃないですか？ 皆さん、ぜひ、この提案、共
産党＊実行させようじゃないですか。 賃金が上がる＊
の方、...

- -

43 説明のある話題
社会保障と教育に、しっかり予算をつけ
よう

第3の提案は、社会保障と教育に、しっかり予算をつ
けようという提案なんです。 6月から年金支給が0.4
パーセントカットされました。 お怒りの方、多いと思
うんですよ。 2012年＊安倍政権が作った、ゲンキ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

44→ 具体的説明
再生可能エネルギー、今こそ思い切った
普及をすべき時

学校給食の費用は重すぎます。 子供さん2人いらっ
しゃったら、月1万円＊ちゃう。 しかし、憲法26条に
は、何て書いてあった？ 義務教育はコレハ＊無償にす
る。 書いてあるじゃないですか。 26条通りに、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、＊の本気の取り組みです。 皆
さん、日本の＊エネルギー自給率、10パーセントに
なってしまっているンデス＊。 ゴゾン＊。  話者A...

- -

46
説明の少ない話

題
生涯賃金で1億円にのぼる男女の賃金格
差をなくそう

最後に、＊、ジェンダー平等の日本を作っていきた
い。 共産党が力を入れてきたのは、生涯賃金で1億円
にのぼる男女の賃金格差をなくそうということなんで
す。 一番の方法は、企業に格差の公開を義務付けるこ
と、ず...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

47
説明の少ない話

題
女性の比率の高いケア労働者の方々の賃
上げが必要

そしてもう一つ、女性の比率の高いケア労働者の方々
の賃上げが必要です。 思い切った賃上げやると岸田さ
ん言ってきたのに、保育士さん、介護士さん、月
9000円ですよ。 一桁足らないという怒りが本当に
＊、全産...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

51 説明のある話題
暮らしと命を守るために頑張っていく決
意

日本共産党は、100年の歴史に立って、平和と暮らし
を＊役人として、真正面から立ち向かい、真正面から
打ち破って、暮らしと命を守るために頑張っていく決
意を、ここで固くお約束したいと思います。 皆さん、
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

↓

50 → 具体的説明
戦前を思わせるような、平和な暮らしを
＊翼賛政治の危険を感じる

私達の先輩のコバヤシタケシ、ノロエイタロウ、イト
ウチュウ＊と、たくさんの素晴らしい先輩が＊命を落
としたんです。 私も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。 
そういう規制があるんだけれども、共産党が主張して
いた＊＊＊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。 私は、こういう話をするのは、今か
ら＊戦前を思わせるような、平和な暮らしを＊翼賛政
治の危険...

52→ 具体的説明
これからも自由と平和をまっすぐ育てて
頑張る

話者A：自由と平和、まっすぐ育ててきた日本共産
党。 これからも自由と平和をまっすぐ育てて頑張る予
定です。 どうぞ日本共産党ウメムラサエコ、＊＊＊さ
い。 よろしくお願いいたし＊ます。 本日はたくさん
の方に足を止めて＊きました。 本当にありがとうござ
いました。 お気をつけてお帰りください。...

- -
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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
共産党は大企業の
内部留保にメスを
イレタイ

【自分】共産党は大企業の内部留保にメスをイレタイトオモ
イ＊ます。 皆さん、私たち庶民の貯金は、毎年下がるばっか
りですね。 いや、上がってますってイウヨウナカタ＊います
か？ いらっしゃらないと思う。 しかし大企業は、減税、減
税の恩恵を受けて、史上最高の440兆円に内部留保金はふく
れあがってます。 働く皆さんのメイカ＊でもある、ダッタラ
サ＊この内部留保は賃金に回すべきじゃないでしょうか。 内
部留保を＊中小企業の皆さんの、ソウイッタ＊、私たちは、
大企業の内部留保に税金をかけて、そこで生まれた財源を、
中小企業の賃上げの原資に当てていきたいと思います。 そし
て、働く皆さん全ての、最低賃金、＊＊＊実現をしていきた
い。

[2]「男女の賃金
格差の是正に

も、＊＊＊とご
一緒に取り組ん
でいこう」につ
いての具体的説

明

2

男女の賃金格差の
是正にも、＊＊＊
とご一緒に取り組
んでいこう

ソシテ＊皆さん、さまざまな賃金格差の是正をしていこう
じゃありませんか。 一番ヒクイ＊のは、男女の賃金格差で
す。 おなじ正社員で働いて、男性と女性、一生涯で1億円も
の賃金の格差があります。 女性の価値は男性から見て、1億
円も低いっていうんでしょうか？ とんでもない話じゃないで
すか。 この男女の賃金格差の是正にも、＊＊＊とご一緒に取
り組んでいこうじゃありませんか。

[3]「賃金が上が
る、優しく強い
経済を皆さんと
ご一緒に進め

て」についての
具体的説明

3

賃金が上がる、優
しく強い経済を皆
さんとご一緒に進
めて

＊それにしても、長引くコロナの異常な物価高で、なぜ私た
ちの暮らしがここまで持ちこたえることができなかったの
か？ 新自由主義の政権、その原因があると思います。 新自
由主義の政治はあらゆる規制緩和をして、働く分野では、正
社員ではなくても、非正規の社員でいいという、非正規緩和
を進めました。  非正規の雇用が増えて、働く皆さんの賃金
が全体的デ＊上がらなくなってしまったんです。 日本共産党
はこの新自由主義の政治に、と決別をし、賃金が上がる、優
しく強い経済を皆さんとご一緒に進めてまいりたいと思いま
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。

4

ウメムラサエコ＊
さん、どうか皆さ
んのお力で押し上
げてください

賃金が上がる、優しく強い経済へヘンカン＊される、どうか
コレノ＊＊で、日本共産党を大きく伸ばしてください。 そし
てこの埼玉の選挙区、3年前の私、イトウガク＊に続いて、
今度はウメムラサエコ＊さん、ウメムラサエコ＊さん、どう
か皆さんのお力で押し上げてください。 勝たせてください。 
よろしくお願い申し上げます。 ＊＊＊を迎え、日本共産党、
街頭演説をオコナイマス＊。 ＊＊＊、カタヤマカズコ＊さ
ん、選挙＊、ウメムラサエコ＊さんがお訴えをさせていただ
きます。 ドウカサン＊、足を止めてお聞きください。 よろ
しくお願いを申し上げます。 まもなく、午後4時より、日本
共産党、街頭演説を＊さしていただきます。 駅ご利用の皆さ
ん。  
【自分】＊、オアツマリ＊の皆さん、こんにちは。 日本共産
党でございます。 間もなく午後4時からこの場所で街頭演説
を行います。 気温が大変高くなっております。 できる限り
日陰等を選んでお聞きいただければ幸いです。  間もなく午
後4時より街頭演説をやらさせていただきます。 お話致しま
すのは、志位和夫、日本共産党委員長です。 埼玉の皆さんに
熱く訴えさせていただきます。 よろしくお願い致します。

[5]「比例選挙、
どうぞ、日本共
産党とお書きい
ただきたい」に
ついての具体的

説明



5

比例選挙、どう
ぞ、日本共産党と
お書きいただきた
い

お待たせ致しました。 それでは、ただいまより日本共産党、
街頭演説を行わさせていただきます。 参議院選挙が始まり、
初めての土曜日を迎えました。 今度の選挙、政党の名前でご
投票いただく比例選挙、どうぞ、日本共産党とお書きいただ
きたい。 定数4＊、埼玉選挙区選挙、今度は、ウメムラサエ
コさん、国会に押し上げていただきたい。 この大舞台にお邪
魔をさせていただきました。 どうぞよろしくお願いを申し上
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。

6

募金を呼び掛けて
いる日本共産党と
一緒に国際機関に
送りました

それでは、最初に、セイネン＊の熱い応援のメッセージいた
だきたいと思います。 モナ＊さん、よろしくお願い致しま
す。  
【自分】ご紹介いただきました、モナ＊です。 ここ大宮で育
ちました。 え、私は今、毎日ロシアによるウクライナ侵攻に
非常に心を痛めています。 私はこのニュースを見て、どうし
ても遠い国の他人事だと思えません。 理由は、私自身が情勢
が非常に不安定な中東にルーツがあるからです。 今、この時
代、想像できないかもしれませんが、私は、いとこが徴兵さ
れたり、近い親戚に戦死者がいます。 だからこそ、今、ウク
ライナのために何かできないかと、3月、仲間と一緒に春日
部市で駅前に立ち、募金を集めました。 集めたお金は武器で
はなく、人間に使って欲しい、そう、その思いから食料や衣
料品が尽きてしまったウクライナ難民の下へ募金を呼び掛け
ている日本共産党と一緒に国際機関に送りました。 募金活動
をしていてたくさんの人たちと話すことができました。

[7]「政治家が、
この戦争を自分
たちの体系を推
し進めるために
利用」について
の具体的説明

7

政治家が、この戦
争を自分たちの体
系を推し進めるた
めに利用

プーチンって怖い人だねとか、ずっと自分に何ができるか考
えてた、そう言って下さる方がたくさんいました。 そんな温
かい市民がたくさんいるのにもかかわらず、私が非常に残念
に思うことがあります。 それは自民党や維新の政治家が、こ
の戦争を自分たちの体系を推し進めるために利用しているこ
とです。  憲法9条を変えて日本も戦争できるようにしようと
言いますが、戦争をノゾム＊人が、どれほど日本にいます
か？ 岸田政権は軍事費を2倍の11兆円にすると言いました。 
私の素直な疑問は、そんなお金どこから来るのっていうこと
です。 憲法9条を変えて、そういった市民の税金からお金を
出す、自民党はこれまで、だいき。  
【自分】キギョウノ＊税金をカットして、消費税を上げて、
我々市民から、今までになく大きな、多くの税金をとってま
す。

[8]「キシダさ
ん、そのお金、
子育てやキョウ
イクノオカネニ
＊使って」につ
いての具体的説

明

8

キシダさん、その
お金、子育てや
キョウイクノオカ
ネニ＊使って

キシダさん、そのお金、子育てやキョウイクノオカネニ＊
使ってもらえませんか？ 日本にも貧しい人がたくさんいま
す。 生活が苦しい人、たくさんいます。 国民がこんな高い
税金を払っているのに、そのお金が国民に使われないなんて
おかしいと思いませんか？ ウクライナでもたくさんの人が難
民化して、今、食料や医療費、払えなくて困っています。 な
のに、武器を売買する話ばかり、うんざりです。

[9]「ウメムラサ
エコさん、＊お
願いします、頑
張ってくださ

い」についての
具体的説明

9

ウメムラサエコさ
ん、＊お願いしま
す、頑張ってくだ
さい

私は、政府の仕事は、暮らしと日本の安全を守ることだと
思っています。 自民党や維新が口を揃えて9条改憲と言うだ
けで、その後どうするのか、想像もつきません。 私が中東
で、隣国と緊張関係にある国の、悲惨な現状を見ました。 日
本の政治家がどれだけ真剣に考えてくれてるのか、外交や＊
に関する考えを比べてみると、一番現実的で合理的な外交ビ
ジョンを掲げているのが、日本共産党でした。  日本共産党
は、東南アジア諸国連合、ASEANにならい、東アジアで対話
を通じた外交をするというビジョンを掲げています。 憲法9
条がある国だからこそできる、具体的な提案だと思いまし
た。  私は、この参院選でウメムラサエコさんにこの思いを
託します。 ウメムラさんへの1票は、平和と、現実的な、か
つ具体的な外交ビジョンへの1票です。 ウメムラサエコさ
ん、＊お願いします、頑張ってください、応援してます。  
【自分】＊＊＊、ありがとうございました。 期待に応えて頑
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。



10
カタヤマカズコ比
例候補、ご紹介い
たします

それでは、この参議院選挙を、コウホシャ＊として戦ってる
＊からご挨拶をヤッテイタダキマス＊。 まず最初に、埼玉の
共産党の若きリーダー、カタヤマカズコ比例候補、ご紹介い
たします。  
【自分】皆さん、こんにちは。 比例候補のカタヤマカズコで
す。 私は、ロシアによるウクライナ侵略で、小さな子供が一
人で泣きながら国境を越えて避難をしてくる映像を見て、こ
れ以上戦争孤児をツクッテハ＊いけない、どの国の子供たち
にも、辛く悲しい思いをさせてはいけない、これからおっき
な子供たちに、戦争のない平和な世界を作ってあげたい、だ
から、何があっても戦争だけはさせない、そのためにも9条
を活かした平和外交、希望ある共産党の外交ビジョンを掲げ
て、平和がかかった参議院選挙、なんとしても共産党の躍進
を勝ち取るため、最後まで頑張り抜く決意です。 皆さん、ど
うぞよろしくお願いいたします。  
【自分】カタヤマカズコさん、ありがとうございました。 
今、世界、91の国々が、消費税＊。  
【自分】ゲンゼイ＊に、足を踏み出せます。 日本でできない
わけないじゃありませんか。  
【自分】＊。  
【自分】ウメムラサエコが国会に掛け合って、消費税の5
パーセント減税、実現いたします。 それでは、ウメムラサエ
コさん、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。

11
公正な社会、政治
をつくるために必
ず国会でタタク

【自分】みなさん、こんにちは。 暑い中、こんだけのタクサ
ン＊、足を止めていただき本当にありがとうございます。 大
熱戦の埼玉選挙区、私は、埼玉選挙区から立候補いたしまし
た、日本共産党ウメムラサエコでございます。 今度の選挙
は、戦争か平和か、暮らしがかかった選挙です。 何として
も、立ち向かっテテ＊ください。 国会＊ください。 どう
ぞ、よろしくお願いします。 玉ねぎも、そして卵ももやしも
水光熱費も、ほんとに上がっています。 なのに給料は上がら
ない。 年金はカット。 なんて冷たい政治でしょうか。 私は
この＊への特効薬、消費税の5パーセント引き下げ、全力で
実現のために頑張って参ります。 消費税をナクシタイ＊、
33年＊できました。 みなさん、岸田首相は、社会保障のた
めに消費税減税できないと言いますが、とんでもない噓では
ありませんか。 消費税導入から、33年、年金も医療も介護
も良くなるどころか、ほとんど悪くなってきたではありませ
んか。 そして、私たちは苦労して消費税を納めているのに、
その一方で、大金持ちや大企業の税金はどんどんまけられて
きました。 その結果が、格差と貧困を広げる、この日本の政
治になったのではないでしょうか。 私は今こそ公平な＊を実
現して、公正な社会、政治をつくるために必ず国会でタタク
＊決意です。 どうぞよろしくお願いします。

[12]「消費税減
税、＊制度中

止、この仕事を
私に国会でやら
せてください」
についての具体

的説明

12

消費税減税、＊制
度中止、この仕事
を私に国会でやら
せてください

私は衆議院議員時代、あの麻生財務大臣にシングルマザーの
窮状を訴えて、増税するな、そして二度、この消費税増税中
止へと＊こんできました。 どうぞみなさん、今度は消費税減
税、＊制度中止、この仕事を私に国会でやらせてください。 
働かせてください。 どうぞ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。

13
この声、必ず国会
に届けて、実現の
ために頑張ります

みなさん、私はこの間、ママパパ子育てアンケートに取り組
んできました。 その結果が、予想以上にびっくりするような
内容でした。 約半数近くの人が、出産、結婚で、仕事を辞め
たりかわったりしてました。 その理由は一体何でしょうか？ 
長時間労働、長時間通勤、夫が仕事で忙しくワンオペ育児、
追い詰められて思わず子どもたちに手を上げそうになッタ
＊。 そもそも、育児休業制度がない、そして、子育てにお金
がかかりすぎる。 こういう声が次々と寄せられてきました。 
私はこの声、必ず国会に届けて、実現のために頑張ります。 
あるお母さんから言われました。 ＊。  
【自分】ちゃんができた時も、そして産休を取る時も、すみ
ません、仕事を早く上がらせていただきます、すいません、
一体いつまで謝りながら、子育てをしなきゃいけないのか、
こういう思いでした。

[14]「ウメムラ
サエコ、全力で
頑張ります、ど
うぞ働かせてく
ださい」につい
ての具体的説明



14

ウメムラサエコ、
全力で頑張りま
す、どうぞ働かせ
てください

皆さん、子育ては謝りながらするものではありません。 この
子は、社会の＊ではありませんが、新しい誕生を喜び、その
健やかな成長を一緒になって喜びあう、この社会を作ること
こそが、政治の責任ではないでしょうか。 そのためには、儲
け最優先の社会、この経済を＊変えなければいけません。  1
人1人＊で、そして多様性を＊、この社会を作る、そして子
供の人権を保障される、どうぞ皆さん、その社会をご一緒に
作りましょう。 私、ウメムラサエコ、全力で頑張ります、ど
うぞ働かせてください、よろしくお願いします。 そのために
は、長時間労働セッセイ＊して、8時間働けば、普通に暮ら
せる社会作りましょう。 男性も女性も、育児＊が取れる、こ
の制度をしっかり作っていこ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。

15

日本共産党大きく
伸ばしていただけ
れば、必ず政治は
変わります

私、ウメムラサエコ、そしてなんとしても、軍拡をストップ
させ、そして9条を力にした平和外交で、皆さんの命を守っ
てまいります。 私にも、二人の息子がいます、戦後77年
間、日本では1人も若者たちを＊＊＊って、命を落とさせる
ことがありませんでした。 これはまさに、戦争放棄を誓った
日本国憲法9条のおかげではないでしょうか。 皆さん、戦争
をさせる国に、＊＊＊まりません。 軍事費を2倍化するよ
り、大学の学費を無償化していこうではありませんか。 軍事
費を2倍化するより、学校給食の無償化、今こそ実現して参
りましょう。  軍事費用2倍化するより、＊金これを大幅に底
上げしてこうではありませんか。 日本共産党は、戦前から命
を貫いて、戦争に反対し、自由を求めてきた政党です。 この
日本共産党大きく伸ばしていただければ、必ず政治は変わり
ます。

[16]「ウメムラ
サエコどうぞ＊
あげてくださ

い」についての
具体的説明

16
ウメムラサエコど
うぞ＊あげてくだ
さい

どうぞ比例代表では、日本共産党とお書きいただき、これか
らお話する、イワブチトモさんはじめ、5名全員どうぞ国会
へと送り出してください。 カタヤマカズコさん、国会で働か
せてください、どうぞよろしくお願いします。 そして＊＊＊
埼玉選挙区定数4、この4つの議席、＊勢力に絶対に独占させ
るわけにはまいりません。 憲法9条を守り抜く1議席、それ
は私、日本共産党のウメムラサエコです。 どうぞ皆さん、埼
玉選挙区大激戦大接戦です、でも頑張れば必ず勝利がきま
す、今からが勝負です。 あとお2人、3人と、皆さんたくさ
ん＊いただき、どうぞ7月10日、子供達に平和憲法＊、その
日にしていこうではありませんか。 そのために、私、ウメム
ラサエコどうぞ＊あげてください、＊。

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。

17

比例選挙では日本
共産党5議席以上
の獲得を目指しま
す

【自分】せてください、よろしくお願いします、頑張りま
す。  
【自分】サイタマ選挙区、大激戦です。 ウメムラサエコ候
補、当落線上に＊をしてます。 どうか皆さんのあと一回り、
一回り大きな力を発揮していただいて、私、イトウガクに続
いて今度はウメムラサエコさん、国会に＊ください、よろし
くお願いいたします。 比例選挙では日本共産党5議席以上の
獲得を目指します。 イワブチトモさん、原発ゼロを実現する
ために国会に駆け上がってきました。 原発の＊ではイワブチ
さんが＊です。 再生可能のエネルギーに置き換え、＊の高い
＊に住み続ける＊のために頑張りたいと思います。

[20]「ウメムラ
サエコ＊に、国
会でやらせてく
ださい」につい
ての具体的説明

18
原発を最大限活用
すると言い再稼働
を加速させようと

2期目を目指すイワブチトモ、比例候補をご紹介いたしま
す。  
【自分】みなさんこんにちは。 暑い中、本当にありがとうご
ざいます。 比例代表選挙で2期目を目指してまいります、イ
ワブチトモにございます。 比例は日本共産党、どうか大きく
広げていただいて全国で5つの議席に、そしてさらなる躍進
を勝ち取らせてください。 そして大激戦のここサイタマ選挙
区ではウメムラサエコさん、皆さんのお力で国会へと押し上
げてください、私も全力で頑張ります、どうぞよろしくお願
いいたします。 国会議員、送っていただいてから6年、原発
事故さえなければ失うことのなかった命がある、当たり前の
暮らしがあります。 この言葉を胸に東京電力福島第一原発事
故の被害者の皆さんの声の実態を示しながら原発ゼロの決断
を政府に迫ってきました。 今ほどこの議席が国会に必要だと
思うときはありません。 キシダ政権がエネルギーの供給を口
実にして原発を最大限活用すると言い再稼働を加速させよう
としています。

[19]「反省もな
く、安全神話を
繰り返すことな
ど許すわけには
いきません」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。



19

反省もなく、安全
神話を繰り返すこ
となど許すわけに
はいきません

しかし、今も数万人に上る方々がふるさとを奪われたままと
なっています。 キシダ首相は今度の参議院選挙の第一声を福
島でおこないました。 ところが原発という言葉も原発事故と
いう言葉も一言も発さないまま帰っていきました。 事故はも
う終わったとでもいうのでしょうか。 事故を起こした反省も
なく、安全神話を繰り返すことなど許すわけにはいきませ
ん。

[20]「ウメムラ
サエコ＊に、国
会でやらせてく
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。

20
ウメムラサエコ＊
に、国会でやらせ
てください

先日、原発事故をめぐる訴訟で最高裁判決が出されて最高裁
は国の責任を認めませんでした。 あの巨大な津波は想定外の
ものであり、対策をとったとしても。  
【自分】事故を防げなかった、それが理由だといいます。 し
かし、皆さん、そうだというのであれば、原発は、もう無く
すしかないのではないでしょうか。 原発ゼロを実現してこ
そ、省エネと、地域と共生する、再生可能エネルギーを進め
ていくことができます。 この、地域と共生する、再生可能エ
ネルギーの導入は、地域に雇用をつくり、地域の経済を、元
気にする力になります。 皆さん、引き続き、この仕事を、
私、ウメムラサエコ＊に、国会でやらせてください、よろし
くお願いいたします。

[23]「日本共産
党、がんばれの
思いをこめて、
募金カンパに、
ご協力を」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。

21
お金を借りて、返
済もしているお店
も多い

中小小規模事業者の皆さんの、商売を守れ、暮らしを守れ、
この質問も国会で、重ねてきました。 おととい伺った、朝市
では、コロナでお客さんが、ほとんど来なかったけれども、
今も、客足は戻っていないと、訴えられました。 このこと
を、ツイッターで、発信をしましたら、朝一で、アルバイト
をしているという方から、お金を借りて、返済もしているお
店も多い、自分も、いつクビになるか分からない、こんな返
信がありました。

[22]「憲法9条
を守ってほし
い、この願い

は、たくさん、
寄せられており
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

憲法9条を守って
ほしい、この願い
は、たくさん、寄
せられております

日本共産党を、伸ばしていただいて、消費税の減税を実現
し、インボイスを中止させ、事業者の皆さんへの、直接支援
を拡充させて、商売と雇用を守っていこうではありません
か。 日本共産党の議席は、戦争させない議席です、コノママ
トキノ＊ことだったけれども、ボウクウゴウデノコトハ＊、
今も、忘れることができないという方に、自分は、トッコウ
タイトイキノコリデ＊、戦争だけは、ぜったいにだめだ、こ
んな風に、訴えてくださってくださる、90代の方など、コノ
カン＊憲法9条を守ってほしい、この願いは、たくさん、寄
せられております。

[23]「日本共産
党、がんばれの
思いをこめて、
募金カンパに、
ご協力を」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。

23

日本共産党、がん
ばれの思いをこめ
て、募金カンパ
に、ご協力を

日本共産党が、党を作って、100年、自由を壊し、平和を壊
す、戦争に命をかけて、反対を貫いてきました、この、日本
共産党を、今度の選挙で、大きく伸ばしていただいて、憲法
9条を生かした、平和外交を進める日本、ご一緒に、作って
いこうではありませんか。 ヒレイハ＊、日本共産党、選挙区
は、ウメムラサエコ＊、皆さん、ご一緒に新しい政治を、切
り開いていきましょう。 私も、全力で頑張ります、よろしく
お願いいたします。  
【自分】比例選挙は、一票、一票を争う、大激戦となってま
す。 どうぞ、日本共産党と、オカキ＊ださい、よろしくお願
いいたします。 皆さん、今日、会場のあちらこちらで、日本
共産党への、募金カンパのお願いに、伺っております。 どう
ぞ、日本共産党、がんばれの思いをこめて、募金カンパに、
ご協力を、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。



24

どうか皆さんのお
力で、梅村さんを
参議院にオシアゲ
＊ください

それでは、日本共産党、委員長、シイカズオ衆議院議員が、
埼玉の皆さんに、オウッタエヲサセテイタダキマス＊。 どう
ぞ、足を止めて、お聞きください。 シイ委員長、よろしくお
願いいたします。  
【自分】皆さん、こんにちは。 ご紹介いただきました、日本
共産党の志位和夫でございます。 今日は＊、こんなにたくさ
んの方が足を止め、聞いてくださいまして、感激しておりま
す。 本当にありがとうございます。  参議院選挙、中盤戦に
入ってまいりました。 私、公示以来、東京、大阪、名古屋、
横浜、広島、北九州、博多、津田沼、そしてこちらにやって
まいりました。 大宮は最高です。 ドコ＊でも、新しい期待
＊感じますが、これを絶対結びつけるために、最後まで全力
を尽くします。 ＊の選挙では、日本共産党と書いていただく
ことを、全国で650万人以上に広めに広めまして、今おツタ
エ＊した、岩渕友さんをはじめとする、5名のベストチーム
全員勝利のために、どうかお力をお貸しください。 そして大
激戦の埼玉選挙区、今おムカエ＊した梅村さえこさん、猛
追、当落線上の戦いに持ち込みつつあります。 皆さん、ここ
まで押し上げてきたからには、このチャンス、何としてもつ
かもうじゃないですか。 埼玉の底力を出せば絶対に勝てま
す。 どうか皆さんのお力で、梅村さんを参議院にオシアゲ＊
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。

25 6割負担になっ
ちゃいます

私は、この間、6回ほどテレビの党首答弁やってまいりまし
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、＊や維新の会などは、
敵基地攻撃、軍事費2倍、9条を変えろ、こういう大合唱やっ
てます。 しかし皆さん、軍拡で平和が守れるでしょうか。 
日本が軍拡でかまえたら、相手も軍拡を加速させますね。 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
ですか？ だいたい、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。 自民党の公約読みますと、GDP比2
パーセントにする、こう書いてあるんですが、財源のことは
どこを読んでも一言も書いてありません。 しかし皆さん、2
パーセントでいったら、軍事費5兆円＊てはなりません。 仮
に消費税の増税で賄おうとしたら、2パーセント以上、税率
の引き上げになります。 仮に医療費の負担増にしわ寄せしよ
うとしたら、窓口負担が2倍になっちゃいます。 今3割負担
ですよね。 6割負担になっちゃいます。 仮に。

[26]「ウエムラ
サヨコ＊さんへ
の1票で、みんな
の力で止めよう
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。

26

ウエムラサヨコ＊
さんへの1票で、
みんなの力で止め
ようではありませ
んか

【自分】年金にしわ寄せしようとしたら、年12万円も年金が
減ってしまいます。 私、この前の日本記者クラブの党首討論
で岸田首相に、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のは、あまりにも不誠実じゃ
ないですか。 政策と財源はセットで公約するのが民主政治の
基本じゃないですか。 このように聞きました。 岸田さんか
らは、答えがありません。 ケッキョク＊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よ。 しかし、皆さん、
消費税の大増税や社会保障の大削減の白紙委任状を自民党や
維新に渡すわけにはいかないんではないでしょうか。 私は訴
えたい。 この危機に乗じて憲法9条を改訂し、日本を軍事対
軍事の危険な道に引き込み、暮らしを押しつぶす、こんな道
は日本共産党への1票で、ウエムラサヨコ＊さんへの1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
は、そんな道じゃありません。 私は日本が憲法9条を活かし
て、フタツノ＊平和のイニシアチブを発揮することを訴えた
いと思います。

[31]「日本共産
党への1票に、ウ
メムラサエコさ
んへの1票に、ど
うか託してくだ
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。

27

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

第一は、東アジアに平和をつくる外交戦略を推進することで
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。 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で戦争は起こるん
です。 徹底した対話によって、あの東南アジアの地域を戦争
の心配のない平和の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、中国、アメリカな
ど8つの国が参加す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、ゆくゆくは東アジアのコノ＊
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
唱しています。

[26]「ウエムラ
サヨコ＊さんへ
の1票で、みんな
の力で止めよう
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。



28
憲法9条を活かし
た平和な日本では
ないんでしょうか

皆さん、これ、いいじゃないですか？ 日本がするべきは、敵
基地攻撃なんて物騒な話じゃなくて、ASEANの国々と協力し
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
の憲法9条を活かした平和な日本ではないんでしょうか。 共
産党は、こういうホウコウヲ＊外交ビジョンとして提唱して
まいりましたが、コノカン＊、評判が広がっております。

[27]「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」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
核兵器禁止条約を
サンカ＊する事で
す

今週号のサンデー毎日が、4ページ特集で共産党の外交ビ
ジョンに注目して、日本の政党の中で、唯一、注目すべき外
交ビジョンを掲げているのが日本共産党だと書いてくれまし
た。 そして、この記事で結びがこうですよ。 軍事の強化
に、はやっている党があるが勘違いもはなはだしい。 戦争を
させない、リアルな外交。  
【自分】セイサク＊こそ求められている。 戦争をさせない外
交政策、これを掲げてるのが日本共産党。 この党を躍進さ
せ、東アジアを平和な地域にしようじゃありませんか。 第2
は、皆さん、核兵器禁止条約をサンカ＊する事です。 このカ
ン＊初めての締約国会議は、画期的な成功をおさめました。

[26]「ウエムラ
サヨコ＊さんへ
の1票で、みんな
の力で止めよう
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。

30
日本政府、橋渡し
をいう資格はもう
ない

日本共産党はカサイアキラ衆議院議員を派遣しまして、この
会議の成功ために大奮闘したという事をまずご報告したいと
思います。 帰国したカサイさんから今朝私に電話がかかって
きましてね、この会議ではアメリカの同盟国も5つ参加し
た。 その中で、ドイツとノルウェーの発言が感銘を呼んだ。 
どういう事かと言いますと、立場の違いはあるけれども建設
的な対話を続けていきたい、こう言って、多くの国が、国
が、国からのカンゲイ＊を呼んだという事を報告ありまし
た。 皆さん、こういう事こそ、本当の橋渡しというんじゃな
いですか。 こういう大事な会議に参加しないでおいて、私
は、日本政府、橋渡しをいう資格はもうないと言いたいと思
います。

[29]「核兵器禁
止条約をサンカ
＊する事です」
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。

31

日本共産党への1
票に、ウメムラサ
エコさんへの1票
に、どうか託して
ください

なんでソウイウ＊＊をとるかと言いますと、根本に核の抑
止って考え方があるんです。 しかし核の抑止には、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
な非人道的惨禍を起こす事もためらわないってギロン＊なん
です。 こんなギロン＊を、唯一の戦争の被爆国の政府がトナ
エテル＊のは、恥ずかしい事ではないでしょうか。 私は訴え
たい。 日本政府は核抑止のジュバン＊を断ち切って、核兵器
禁止条約に参加すべきです。 参加しない国だったら、私たち
の手で参加する政府を作ろうではありませんか。 皆さん、憲
法9条をいかして戦争のない東アジア、核兵器のない世界を
作ろう。 この願いは、党を作って100年、反戦平和を貫いた
日本共産党への1票に、ウメムラサエコさんへの1票に、どう
か託してください。 よろしくお願いします。 物価の高騰か
ら暮らしをどう守るかも、大争点になっております。

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。

32

異常円安を作り、
物価高を招いてお
り、その責任は重
い

なぜ今、物価がこんなに上がってるんでしょうか？ トウロン
カイ＊によりますと、岸田さんはロシアのせいだ、こう言い
ます。 しかし、それだけじゃないんです。 アベノミクスの
異次元の金融緩和、日銀が国債をどんどんどんどん買ってお
金を市場に流していく。 これをやれば景気が良くなる、これ
＊＊＊やりました。 しかし、儲かったのは一部の大株主と大
企業だけ。 庶民の暮らしは一向に良くならない。 そして異
常円安を作り、物価高を招いており、その責任は重いのでは
ないでしょうか。

[33]「実体経済
を良くする政策
への転換が必

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。

33
実体経済を良くす
る政策への転換が
必要

【自分】今、大事なのは、こういう金融頼みの政策は、も
う、やめて、実体経済を良くする政策への転換が必要です。 
実体経済が痛んでるんです。

起点となる話題 ✔

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

34

国民に優しい経済
にしてこそ、本当
の意味での強い経
済

物価高騰で、どうして、こう、暮らしが苦しいのか。 働く人
の賃金が上がってないからじゃないですか？ 年金が、どんど
ん、どんどん、減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ではないですか？ 消費税の、連続増税で
家計が疲弊してるからじゃないですか？ 弱肉強食の、新自由
主義よって、日本経済が冷たく弱い経済にされてしまった。 
ここに、生活が苦しい、大元があるんじゃないでしょうか。 
皆さん、この大元を変えようじゃないですか。 私が、国民に
優しい経済にしてこそ、本当の意味での強い経済になると思
います。

[33]「実体経済
を良くする政策
への転換が必

要」についての
理由・ニーズ



35

消費税を緊急に5
パーセントに減税
し、インボイスを
きっぱり、中止

新自由主義は、もう終わりにして、共産党躍進させて、優し
く強い経済にチェンジする選挙にしようではありませんか。 
五つ程、具体的な提案をいたします。 第一の提案は、何と
いっても消費税を緊急に5パーセントに減税し、インボイス
をきっぱり、中止することです。 この前、党首討論で、随分
議論がありました。 岸田首相はね、一生懸命、減税がやれま
せん、という理由を挙げるのです。

[33]「実体経済
を良くする政策
への転換が必

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。

36
10から5に戻せな
いわけないじゃな
いですか

私、一つ、一つ、反論したんですけども、どれも成り立たな
い理由なんです。 例えば、消費税は社会保障の財源です。 
これ、また繰り返した。 しかし、皆さん、消費税が入って、
33年ですよ。 33年振り返って、ああ消費税のおかげで福祉
が良くなったね、助かったわと、一つでも、あるでしょう
か？ ないという声が聞こえ＊た。 ないですよね。 社会保
障、切り下げに次ぐ切り下げです、じゃあ、お金どこ行っ
ちゃったのか。 この33年間に、国民が払った消費税476兆
円、同じ期間に、所得税、住民税と法人税613兆円も減った
んです。 結局、大金持ちと、大企業の減税の穴埋めに消えて
しまったというのが、事の真相ではないでしょうか。 岸田首
相が、もう一つ言うんですよ。 5パーセントに下げるには、
システムを変えなきゃいけない。 システム変更が大変だって
言うんです。 そんなことないんですよ。 新しい税金作る話
じゃないんですから。 税率を5に下げる＊だけなんですか
ら。 大体、5から10に上げたんですから、10から5に戻せな
いわけないじゃないですか。 上げる＊から下げるのは簡単で
す。 そして、社会91のメディア、地域で、減税やってんで
すから。 日本だけできない理由はないじゃないですか。 こ
ういう理由で、消費税の減税を拒む理由、みんな崩れちゃっ
たのが、消費税のトウタツテン＊なんです。 しかしね。

[35]「消費税を
緊急に5パーセン
トに減税し、イ
ンボイスをきっ
ぱり、中止」に
ついての理由・

ニーズ

37

共産党＊＊＊勝利
で、減税を実行さ
せようじゃありま
せんか

【自分】それでもね、キシダさんは、減税やると言いませ
ん。 だったら、静かに暮らそうじゃないですか。 今度の選
挙で国民の審判ニサラシマショウ＊。 消費税を導入してか
ら、33年間、一貫して、消費税反対＊日本共産党、そして、
消費税をなくす会として、33年間、この税金と戦ってきた
＊＊＊、共産党＊＊＊勝利で、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。

38

私は、ここに、キ
シダ政権の、一番
の問題があると考
えますが、いかが
でしょうか

第二の提案は、政治の責任で、賃金が上がる国にしていくこ
とです。 この問題も、党首討論できるようになりました、各
党に賃上げの具体策、トワレマシタ＊。 キシダさんね、具体
策、一つもないんですよ。 あらゆることを、総動員いたしま
すっていうだけで、具体策ない。 そのかわりに、彼が言った
のは、春闘で、2パーセントの高い賃上げができましたと。 
自慢するような話じゃないんですね。 だって、物価は、もっ
と上がっているじゃないですか。 今日、発表待っている、4
月の実質賃金、マイナス1.7パーセントじゃないですか。 こ
の国民の実態が、目に入らない、苦しみは、分からない、私
は、ここに、キシダ政権の、一番の問題があると考えます
が、いかがでしょうか？ 日本共産党は、アベノミクスで、コ
ウ＊、膨れ上がった、大企業の内部留保に、毎年2パーセン
ト、＊10兆円の、時限的な課税やって、賃上げを促進する、
具体策を提案しております。 これ皆さん、ニジュウニ＊賃上
げが進むんです。

[39]「共産党、
伸ばしていただ
いて、最低賃

金、1500円実行
させよう」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。

39

共産党、伸ばして
いただいて、最低
賃金、1500円実
行させよう

まず、第一に、賃金の底上げになります。 10兆円の税収、
何に使うか、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＊＊＊
共産党の提案でございます。 1500円＊、一日8時間、週休二
日で、手取り20万にはなります。 手取り20万、そのぐら
い、政治の責任で上がるのが、当たり前じゃないですか。 世
界見ましたら、イギリス、フランス、もう、1500円、超えて
いるんです。 ドイツは、10月から、センロッピャクエン＊
を超えます。 アメリカも、バイデンさんが、2000円を目指
そうっていっているんです。 そのとき、日本政府の目標は、
1000円なんです。 なんとも、志、低いじゃないですか。 共
産党、伸ばしていただいて、最低賃金、1500円実行させよう
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。



40

課税することで、
賃金が上がり、脱
炭素もするという
のが、共産党のテ
イアン

この、提案、もう一つ、賃上げ効果ありまして、大企業で働
く、労働者の皆さんにも、賃上げ＊なるんです。 この、私た
ちのプランっていうのは、企業が、賃上げと、グリーン投資
を行った分は、課税から控除しようという、プランになって
おります。  ですから、課税することで、賃金が上がり、脱
炭素もするというのが、共産党のテイアン＊なんです。 中小
企業で働く人も、大企業で働く人も、正規の方も、非正規の
方も、みんな賃金が上がり、キコウキキ＊打開にもなる。 皆
さん、これ、進めようじゃないですか。 あ、私、この前。

[39]「共産党、
伸ばしていただ
いて、最低賃

金、1500円実行
させよう」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。

41

脂肪を政治の力で
適度に燃やして、
そのエネルギーで
日本経済の＊作ろ
う

【自分】日本記者クラブの討論会で、＊ていうのは、人間に
例えますとね、脂肪みたいなものなんダ＊お話したんです。 
脂肪は、大切なエネルギー源ですが、この、溜まりすぎる
と、えー、代謝が悪くなりまして、色々な生活習慣病にもナ
リマス＊。 そこで、この脂肪を政治の力で適度に燃やして、
そのエネルギーで日本経済の＊作ろうと＊共産党の＊でござ
います。 そうしますと、企業も健康になるし、経済も健康に
なるし、暮らしも健康になる。 八方良しじゃないですか。

[40]「課税する
ことで、賃金が
上がり、脱炭素
もするというの
が、共産党のテ
イアン」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

ぜひ、この提案、
共産党＊実行させ
ようじゃないです
か

この前、わたくし、党首討論で、岸田さんに、どうですか、
これ、採用してください＊。 ＊しません。 こう言って＊た
んですが、二重課税だと言って、なかなかやろうとしない。 
＊大企業＊やりすぎちゃうパターンも、一部＊ですから、二
重課税にあたりません。 二重課税＊皆さん、所得税、住民税
＊消費税＊最悪の二重課税じゃないですか？ 皆さん、ぜひ、
この提案、共産党＊実行させようじゃないですか。 賃金が上
がる＊の方、よろしくお願いいたします。

[39]「共産党、
伸ばしていただ
いて、最低賃

金、1500円実行
させよう」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
社会保障と教育
に、しっかり予算
をつけよう

第3の提案は、社会保障と教育に、しっかり予算をつけよう
という提案なんです。 6月から年金支給が0.4パーセントカッ
トされました。 お怒りの方、多いと思うんですよ。 2012年
＊安倍政権が作った、ゲンキン＊担保の仕組みが悪さをして
るんです。 これも討議討論で、随分議論になりました。 岸
田さんがこの問題で言った言葉が、私忘れられないんです。 
年金が下がったのは、制度上、想定されていたものです。 こ
う言ったんですよ。 皆さん、年金が下がることへの不安や苦
しみ、全然分かっていない発言ではないですか。 仮に、制度
がそうだったとしても、物価がこれだけ上がってるんですか
ら、制度を変えてでも、年金をもっと上げるのが、政治の責
任ではないでしょうか。 年金関係は＊し、＊年金の底上げを
し、75歳以上の高齢者の＊、これも止めていこうではありま
せんか。 教育の無償化に、ノリダシテ＊参ります。 高すぎ
る大学の学費ハ＊半分にし、日本にしかない、非合理な制度
である入学金制度は、廃止を致します。

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。

44

再生可能エネル
ギー、今こそ思い
切った普及をすべ
き時

学校給食の費用は重すぎます。 子供さん2人いらっしゃった
ら、月1万円＊ちゃう。 しかし、憲法26条には、何て書いて
あった？ 義務教育はコレハ＊無償にする。 書いてあるじゃ
ないですか。 26条通りに、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、＊の本気
の取り組みです。 皆さん、日本の＊エネルギー自給率、10
パーセントになってしまっているンデス＊。 ゴゾン＊。  
【自分】＊でしょうか？ 先進36のうち35位なんです。 原油
価格の高騰は、エネルギーを外国頼みにしていることの危う
さを示しているんじゃないでしょうか。 しかし皆さん、日本
には100パーセント国産のエネルギーがたっぷりあるじゃな
いですか。 再生可能エネルギー、今こそ思い切った普及をす
べき時ではないでしょうか。 その点でも、原発の問題が、非
常に大きな問題なんです。

[43]「社会保障
と教育に、しっ
かり予算をつけ
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。

45 原発は即時ゼロの
決断をする

今、維新の会を筆頭に、ウクライナの気に乗じて、原発再稼
働を進め＊、こういう議論がありますね。 私この前の討論会
で申しました。 福島を忘れたのか？ 福島では今でも事故が
続いております。 何万もの方が、ふるさとを離れて苦しい避
難生活を強いられています。 そして、汚染水も今なお増え続
けているんです。 その福島を忘れたかのように、原発再稼働
を叫ぶというのは、こんな無責任な政治は許してはならない
＊と、私は訴えたいと思います。 ＊、原発頼み続けていた
ら、いつまでも再生可能エネルギー進みませんよね。 原発は
即時ゼロの決断をする。 ＊する。 これをやってこそ、再生
可能エネルギー進むんじゃないでしょうか。 ＊本気でやる1
票は、日本共産党に＊ください。 よろしくお願いいたしま
す。

[44]「再生可能
エネルギー、今
こそ思い切った
普及をすべき

時」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
生涯賃金で1億円
にのぼる男女の賃
金格差をなくそう

最後に、＊、ジェンダー平等の日本を作っていきたい。 共産
党が力を入れてきたのは、生涯賃金で1億円にのぼる男女の
賃金格差をなくそうということなんです。 一番の方法は、企
業に格差の公開を義務付けること、ずっと言ってまいりまし
た。 そうしましたら、今年の5月になって、岸田首相がよう
やく格差の公表を義務付ける方針を発表しました。 皆さんの
声が、政治を大きく一歩動かした。 自信を持っていいんでは
ないでしょうか。 ＊皆さん、これからが重要です。 公表だ
けじゃなくて、格差の是正計画をしっかり作らせる必要があ
る。 それを国が監督する仕組みを作る必要がある。 本当に
格差がゼロになるまで、力を尽くしたいと思います。

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。

47
女性の比率の高い
ケア労働者の方々
の賃上げが必要

そしてもう一つ、女性の比率の高いケア労働者の方々の賃上
げが必要です。 思い切った賃上げやると岸田さん言ってきた
のに、保育士さん、介護士さん、月9000円ですよ。 一桁足
らないという怒りが本当に＊、全産業の平均＊、月8万円＊
ですから、8万円あげるのが当たり前ではないですか？ 皆さ
ん、それも含めて、男女の賃金格差ゼロの日本を作って、
ジェンダー平等を、の日本を作るために、日本共産党、最後
まで力を尽くしますので、ご一緒にこの道を進もうではあり
ませんか。 皆さん、これが共産党の、やさしく強い経済の5
つの提案です。 いかがでしょうか？  
【自分】ありがとうございます。 いいでしょ＊、これ＊、当
たり前ですよね。 それも皆さんの＊＊＊です。 ただね＊、
これ実行しようとしますと、＊な、ま＊、妨害にぶつかりま
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。

48

日本共産党が勝つ
ことが、そして、
ウメムラサエコさ
んを勝利させる

さっきの、あの、二重課税も言ってるのは、実は、日本経団
連。 ですから、そういう媒体の妨害を跳ね除ける力が必要で
す。 企業献金もらってるとこにはいきませんよね。 党を
作って100年、＊＊＊も＊＊＊、日本共産党が勝つことが、
そして、ウメムラサエコさんを勝利させることが暮らしを良
くする1番の力になるんではないでしょうか。 皆さん、本当
に最後の支援、よろしくお願いいたします。

[49]「国民の主
人公の日本を作
ろう、侵略戦争
を許さない」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。

49
国民の主人公の日
本を作ろう、侵略
戦争を許さない

＊皆さん、日本共産党は今年で党を作って100年になりま
す。 戦前戦後、1つのままで闘志した政党は、日本の中で日
本共産党しかないんです。 それには理由がありましてね、戦
前、太平洋戦争に向かう時期に、共産党以外の全部の政党
は、自ら党を解散しまして、大政翼賛会というのに合流し
て、皆で侵略戦争を進めたんです。 だから、戦後同じ名前で
は国民の前に出られなくなって、名前を変えたんです。 日本
共産党は、そういう＊時代に、命がけで、国民の主人公の日
本を作ろう、侵略戦争を許さない、このことを＊頑張り抜い
た唯一の政党なんです。 そのこと＊＊＊ました。

[50]「戦前を思
わせるような、
平和な暮らしを
＊翼賛政治の危
険を感じる」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。

50

戦前を思わせるよ
うな、平和な暮ら
しを＊翼賛政治の
危険を感じる

私達の先輩のコバヤシタケシ、ノロエイタロウ、イトウチュ
ウ＊と、たくさんの素晴らしい先輩が＊命を落としたんで
す。 私も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。 そういう規制があるん
だけれども、共産党が主張していた＊＊＊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。 私は、こういう話
をするのは、今から＊戦前を思わせるような、平和な暮らし
を＊翼賛政治の危険を感じるからです。 討論会に出まして
も、ウクライナ＊＊＊流れに、多くの政党が飲み込まれてし
まっている。 それは大変危ない状況だと思います。

[51]「暮らしと
命を守るために
頑張っていく決
意」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
暮らしと命を守る
ために頑張ってい
く決意

日本共産党は、100年の歴史に立って、平和と暮らしを＊役
人として、真正面から立ち向かい、真正面から打ち破って、
暮らしと命を守るために頑張っていく決意を、ここで固くお
約束したいと思います。 皆さん、どうせ政治は変えれないと
思ってらっしゃる方、中にはいるかもしれませんが、日本共
産党＊せば＊変えられます。 100年の歴史が証明している。 
どうか皆さん、女性も、男性も、子供さんも、高齢者も、働
き盛りの方も、国民皆安心して希望を持って生きられる、そ
ういう日本を作るために、どうか日本共産党を躍進させてく
ださい。 ウメムラサエコさんを＊＊＊さい。 埼玉の底力で
＊勝利を勝ち取らせていただきますことを最後に訴えまし
て、私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。



52
これからも自由と
平和をまっすぐ育
てて頑張る

【自分】自由と平和、まっすぐ育ててきた日本共産党。 これ
からも自由と平和をまっすぐ育てて頑張る予定です。 どうぞ
日本共産党ウメムラサエコ、＊＊＊さい。 よろしくお願いい
たし＊ます。 本日はたくさんの方に足を止めて＊きました。 
本当にありがとうございました。 お気をつけてお帰りくださ
い。

[51]「暮らしと
命を守るために
頑張っていく決
意」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。


