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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 それは宮城選挙区においてはオバ

タキミコさんです

△ 少しゆったり
2 日本共産党を大躍進させていただ

きまして、減税を実行 あなた側の話量は58分が適切と判定されました

3 引き続き、私イワブチトモに、ど
うか、国会でやらせてください

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 9条を生かして、東アジアに平和をつ
くる外交戦略

5 岩渕友さん、国会に送り出してまいり
ましょう

6 日本共産党の政策をお聞きにくださいますよ
う、ご案内申し上げます

7 ご指示を訴えていただき、広げていただきま
すことをお願いを致します

8 共産党躍進させていただいて、賃金が上がる
国作ろう

9 学ぶことを諦めなくてもいい社会に変えて

10 命を守ることができる国に、共にしていきた
い

一般的に聞きやすい
と言われる

300文字/分換算

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



プレゼン中のトークのクセを確かめよう

【CHECK1】自信が無さそうに聞こえる表現をしていないか？
-

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

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



当事者意識を引き出す「問いかけ」を確認しよう

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

問いかけ文の長さ（平均）

31.6語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
5 OPEN そして、その防衛費財源は一体どっから来るんでしょうか？

10 CLOSED
3年前、私を国政に押し上げていただいた、この市民と野党の共闘の力を、さらにさらに広げてい
ただきまして、この度、人々の、国民の命と暮らしを守る、その戦い、この参議院選挙、皆さ
ん、ぜひ共に戦っていただけませんか？

12 OPEN 皆様、いかがでしょうか？

13 CLOSED この議席、ちゃんと返してもらわなければいけないで、皆さん、そう思いませんか？

16 OPEN 皆さん、こんな日本に一体、いつなってしまったんでしょうか？

29 CLOSED しかし、皆さん、軍拡で平和は作れるでしょうか？

33 OPEN 皆さん、平和とは何でしょうか？

35 OPEN 皆さん、私、これ大賛成なんですが、いかがでしょうか？

37 OPEN なぜ今、物価はこんなに上がっているんでしょうか？

39 CLOSED なぜかといえば、働く人の賃金が上がってないからじゃないですか？

39 CLOSED 老後の支えである年金が、減り続けてるからじゃないですか？

39 CLOSED 教育費の負担が、重すぎるからじゃないですか？

39 CLOSED 消費税の連続増税で、家計が傷んでるからじゃないですか？

40 CLOSED
ですから皆さん、消費税が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こと＊、誰
が見ても明らかではないですか？

41 CLOSED みなさん、財源といえば消費税しか思いつかないんでしょうか？

41 CLOSED 歳出削減といえば、社会保障しか思いつかないんでしょうか？

43 OPEN
手取り20万、このぐらいを政治の責任で補償しなくてどうするかと私は思いますが、いかがで
しょうか？

44 OPEN どうでしょうか？

44 CLOSED いいでしょう？

46 CLOSED
大体二重課税って言うんだったら、所得税、住民税を取った上に消費税を取ることこそ、最悪の
二重課税じゃないですか？

47 CLOSED 皆さん、あまりに痛みが分からない発言ではないですか？



47 OPEN
国民の苦しみがわかってない、ここに一番の問題、わたくしあると思いますが、いかがでしょう
か？

48 CLOSED だったら制度を変えてでも物価以上に年金を上げるのが、政治の役目ではないですか？

52 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　　 16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　18件
話順 説明の少ない話題　2件 話順 説明のある話題　16件

8
必ず参議院議員選挙投票に行って政治を変え社会
を変えましょう

1
日本共産党の政策をお聞きにくださいますよう、
ご案内申し上げます

23 商売と雇用を守る政治へと、ご一緒に切り替えて 4
それは宮城選挙区においてはオバタキミコさんで
す

14 命を守ることができる国に、共にしていきたい

18
ご指示を訴えていただき、広げていただきますこ
とをお願いを致します

22
引き続き、私イワブチトモに、どうか、国会でや
らせてください

25 学ぶことを諦めなくてもいい社会に変えて
27 岩渕友さん、国会に送り出してまいりましょう

32
9条を生かして、東アジアに平和をつくる外交戦
略

38 実体経済を良くすること最優先に据えた

41
日本共産党を大躍進させていただきまして、減税
を実行

46
共産党躍進させていただいて、賃金が上がる国作
ろう

48 教育の無償化に踏み出して参ります



49 気候危機打開の、本気の1票

52
ジェンダー平等のヨロン＊、ごいっしょにつくろ
う

53
名前大事にしていきたいと思いますので、どうか
ご愛顧のほどよろしく

59 オバタキミコさん、是非押し上げていきましょう



【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　　 16話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

1 説明のある話題
日本共産党の政策をお聞きにくださいま
すよう、ご案内申し上げます

話者A：日本共産党の政策を、ぜひお聞きいただきま
すよう、ご案内申し上げます。 ご通行中の皆さん、日
本共産党です。 本日午後6時より、この場所におきま
して、志位和夫委員長を迎えて、街頭演説を行いま
す。 ...

↓

2→ 具体的説明
どうぞ動画をとっていただいてどんどん
拡散をしてください

ご通行中の皆さん、お買い物途中の皆さん、日本共産
党です。 参議院選挙が今日で7日目となりました。 大
激戦大接戦の選挙戦です。 戦争か平和か、物価高から
どう暮らしを守るのかが大争点です。 戦争させない、
暮らしに希望の持てる日本をどうぞご一緒に実現しま
しょう。 ただ今からこの場所をお借り致しまして、日
本共産党の街頭からの訴えを行います。 しばらくの間
のご協力をよろしくお願い申し上げます。 本日司会を
務...

- -

4 説明のある話題
それは宮城選挙区においてはオバタキミ
コさんです

今回の参議院選挙は、私たちにとって最も大切な二つ
のこと、平和と暮らしを守る、このことがかかった選
挙です。 日本を戦争する国にさせないために、そして
物価高で苦しむ庶民の暮らし、この私たち市民の暮ら
しにも...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

3 → 具体的説明
立憲野党の議席を伸ばすために全力で奮
闘しています

まずお話をいただきますのは、市民と野党の共闘で政
治を変える市民連合みやぎのタタラサトシさんです。  
話者A：市民連合みやぎのタタラです。 市民連合みや
ぎは、今回の参議院選挙宮城選挙区においては、市民
と野党の共闘の候補オバタキミコさんの当選を目指し
て、そして平和と暮らしを守る立憲野党の議席を伸ば
すために全力で奮闘しています。...

5→ 具体的説明
子供たちの命を慈しむ子育て世代の代表
を国会に送りましょう

そして皆さんロシアのウクライナ侵攻に便乗して、防
衛費を2倍にするというような話が持ち上がっていま
す。  しかし力には力を軍備には軍備をという路線で
は絶対に平和は訪れません。 そして、その防衛費財源
は一体どっから来るんでしょうか？ 社会保障費を大幅
に削減するか、あるいは消費税を増税するか、いずれ
にしても私たちの暮らしがさらに苦しめられることは
間違いないのです。 軍事費を増やすのではなく子供達
がもっと...

7→ 具体的説明
日本共産党が大躍進することを期待し応
援

私が今申し上げた今回の参議院選挙における最も大切
な二つのこと、平和を守り暮らしを守るこの事を正面
から掲げて戦っている政党が日本共産党です。 日本を
戦争する国にさせない物価高に苦しむ庶民の暮らしに
希望をもたらすこのことを共産党は掲げています。 で
すから私は今回の参議院選挙比例区においては日本共
産党が大躍進することを期待し応援しています。...

- -

8
説明の少ない話

題
必ず参議院議員選挙投票に行って政治を
変え社会を変えましょう

皆さん私たちの一票一票が社会を変えそして政治を変
えます。 この国の主権者、主人公は私たちです。 主
人公としての力を発揮するために必ず参議院議員選挙
投票に行って政治を変え社会を変えましょう。 よろし
くお...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

14 説明のある話題
命を守ることができる国に、共にしてい
きたい

皆さん、ぜひとも、この度、オバタキミコ、生活者の
実感を持って、そして、ブレることのない、この候補
者を共に押していただき、そして、比例区では、共に
立憲野党として議席を伸ばし、もっともっと私達のこ
の国、暮...

←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



↓

9→ 具体的説明
ぜひとも皆様、オバタキミコを国政に押
し上げていただきたい

それでは、この演説街頭演説に駆けつけて下さいまし
た、立憲民主党の参議院議員イシガキノリコさんで
す。  話者A：皆様おばんでございます。 ご紹介頂き
ました立憲民主党参議院議員のイシガキノリコでござ
います。 今回は私が候補者ではございませんが、オバ
タキミコ、オバタキミコがこの度立憲からこの宮城選
挙区でております。 今市民連合宮城のタタラさんから
も大変あたたかい。  話者A：＊ご推薦のお言葉いただ
きまし...

- -

18 説明のある話題
ご指示を訴えていただき、広げていただ
きますことをお願いを致します

環境を守る、そしてジェンダー平等、こういった点で
も21世紀の未来が明るくなるような、是非、その、大
きな出発点として、今回の参議院選挙が記されるよう
に、皆さん、ご一緒に、今度の参議院選挙、日本共産
党、暮...

←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
試され済みの日本共産党をどうぞよろし
くお願い致します

皆さん、こんな日本に一体、いつなってしまったんで
しょうか？ 絶対にこの先には若い人たちが未来に希望
が持てる、そういった社会はやってこないと思いま
す。 お互いに疑心暗鬼になって、軍備を増やし続け
て、そして核兵器まで持って。 こんな窮屈な世界を、
子供たちに残すわけにはいかない。 私は、子供や孫た
ちが安心して暮らし続ける日本を望みます。 同時に、
これからの若い人たちが、アジアや世界の人々と自由
に交流して...

17→ 具体的説明
国の政策として給食費は無料、これを実
現したい

暮らしの問題でも、若い人たちにどうしたら気概を
持ってもらえるのか、日本共産党は、誰でもお金の心
配なく学べる日本を作りましょう。 お父さんやお母さ
んたち、子育てにお金がかかる、こういう教育の負
担、なくしていくために、憲法26条に義務教育は無償
だって書いてあるんですから、この憲法をしっかり守
る政治に変えて、国の政策として給食費は無料、これ
を実現したい、こう訴えています。...

- -

22 説明のある話題
引き続き、私イワブチトモに、どうか、
国会でやらせてください

話者A：モリ＊町のメガソーラー、石巻須江のバイオ
マス発電など、地域の住民の皆さんが反対の声を上げ
ている計画、生活環境を大きく変えてしまう計画、こ
うしたものに、住民の皆さんと一緒に取り組んで、
ルールの強...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

19 → 具体的説明
比例代表候補のイワブチトモでございま
す

話者A：北関東ヲ＊、元気に駆け回っています。 原発
ゼロと気候危機打開のエネルギー政策を前に進めてい
くために、国会になくてはならない東北の希望の議
席、われらがイワブチトモ参議院議員比例候補です。  
話者A：市民の皆さん、そして、お集まりいただきま
した皆さん、こんにちは。 本当にありがとうございま
す。 比例代表候補のイワブチトモでございます。 今
度の選挙で2期目を目指してまいります。 どうぞ、よ
ろしく...

21→ 具体的説明 再生可能エネルギーの導入を進めていく

一体、どこに聞く力があるというのでしょうか。 この
海洋放出はきっぱり中止をさせようではありません
か。 原発も、そして石炭火力発電もなくしていく、そ
の決断をしてこそ、省エネを思い切って進め、再生可
能エネルギーの導入を進めていくことができます。 
ま。...

- -

23
説明の少ない話

題
商売と雇用を守る政治へと、ご一緒に切
り替えて

日本共産党の議席は、戦争させない議席、そして、暮
らしを守る議席です。 平和と暮らしをセットで壊す大
軍拡に、きっぱり反対の声を上げていこうではありま
せんか。 先日、伺ったある朝市では、今も客足は戻っ
てな...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

25 説明のある話題
学ぶことを諦めなくてもいい社会に変え
て

皆さん、大軍拡よりも、子どもの予算をもっと増やし
て、学費は無償を目指して、まずは緊急に半額に、そ
して、返さなくてもいい奨学金、これ、もっともっと
広げて、学ぶことを諦めなくてもいい社会に変えてい
こうでは...

←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

↓

24→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
学費の半額、これをやってほしい

そして、皆さん、先日、青年後援会の皆さんとシール
アンケートに取り組みましたら、小さなお子さんの手
を引いたお父さんが来て、学費の半額、これをやって
ほしいというところにシールを貼ってくれました。 教
育費が高過ぎる、子どもにお金の心配なく大学に行か
せてやりたい、そういうふうに話すお父さん自身が、
今も奨学金の返済を続けているといいます。...



- -

27 説明のある話題
岩渕友さん、国会に送り出してまいりま
しょう

話者A：ただいまの訴えは、岩渕友参議院議員、比例
代表候補です。 皆さん、何としても、岩渕友さん、国
会に送り出してまいりましょう。 比例5議席、実現を
してまいりましょう。 どうぞ宜しくお願い致しま
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

↓

26 → 具体的説明
比例は、日本共産党、どうか、ご支持の
輪、大きく

反戦平和を貫いて100年、日本共産党を、今度の選挙
で伸ばしていただいて、憲法9条を生かした平和外交
を進める日本を、皆さん、ご一緒につくっていこうで
はありませんか。 そのために、私も全力で頑張り抜き
ます。 比例は、日本共産党、どうか、ご支持の輪、大
きく広げてください。 国会に送ってください。 よろ
しくお願いいたします。...

- -

32 説明のある話題
9条を生かして、東アジアに平和をつく
る外交戦略

皆さん、現にある自衛隊を書くだけなんです、こうい
う説明をするんですが、書くだけでは済みません。 と
いうのは、法律の世界では後から書いた法律が前の法
律よりも優先するという大原則があるんです。 ですか
ら、...

←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
日本が軍拡で構えたら、相手も軍拡を加
速

話者A：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。  話者A：＊。  話者A：今日はこん
なに沢山の皆さん、足を止め、聞いて下さいまして、
あ、後ろの方にも、ありがとうございます。 まず、心
からお礼を申し上げます。 参議院選挙、終盤戦に入っ
てまいりました。 私、北海道から九州まで、全国を訴
えて歩いておりますが、今度は共産党という、新しい
期待の声の広がりを感じております。 日本共産党は、
政...

31→ 具体的説明
自民党の茂木幹事長は憲法9条に自衛隊
を明記

私、この前の日本記者クラブの党首討論会で岸田首相
に問いただしました。 財源は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てしまうとい
うのはあまりに不誠実ではないですか。 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
ですかと聞いたんですけども、岸田首相は全然答えら
れない。 結局皆さん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...

35 → 具体的説明
9条を生かした平和外交ではないでしょ
うか

皆さん、私、これ大賛成なんですが、いかがでしょう
か？ 日本がやるべきは、敵地攻撃なんて物騒な話じゃ
ない。 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するための、9条を生かした
平和外交ではないでしょうか。 共産党は、こうした方
向を外交ビジョンとして提唱してまいりましたが、最
近注目されております。 自分で言うのもなんですが、
注目なんです。 雑誌のサンデーマイニチが、このビ
ジョン...

- -

38 説明のある話題 実体経済を良くすること最優先に据えた

もう1つ大問題がある。 アベノミクスの、異次元の金
融緩和です。 日銀が国債をどんどん、どんどん買い入
れる。 その代わりにお金をどんどん、どんどん市場に
提供する。 それやっていけば景気が良くなる。 こ
れ...

←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

↓

37→ 具体的説明
岸田さんはロシアのせいだって言うんで
す

なぜ今、物価はこんなに上がっているんでしょうか？ 
討論会やりますと、岸田さんはロシアのせいだって言
うんです。 全部の原因をロシアに押しつけるわけです
が、原因はそれだけじゃないですね。...

- -

41 説明のある話題
日本共産党を大躍進させていただきまし
て、減税を実行

話者A：こうやって全部理屈が崩れてきましたらね。 
この前の日曜日、自民党の幹事長が。  話者A：とんで
もないこと言いました。 消費税を減税すれば、年金が
3割カットになる。 こうやって国民を脅しにかかっ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

40→ 具体的説明
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

話者A：共産党伸ばして頂いて、心中修行はもう終わ
りにして、優しく強い経済へのチェンジをはかろうで
はありませんか。 私は具体的に5つの提案を申し上げ
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＊をきっぱり中
止することです。  話者A：＊。  話者A：皆さんこの
問題、だいぶ投資討論でも議論になってきました。 ＊
はね、減税が出来ない理由をあーだこーだ、あーだ
こーだ...

- -



46 説明のある話題
共産党躍進させていただいて、賃金が上
がる国作ろう

八方よしの提案が、日本共産党の提案です。 私この前
の党首討論で、岸田さんに、どうですかこれ採用して
くださいな、特許料取ったりしませんから、お勧めし
たんですが、二重課税になりますと言って渋いんです
よ。 ...

←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
課税によって賃金が上がり、脱炭素が進
む

話者A：私たちのプラン、第二に、大企業で働く人の
賃上げにも効いてまいります。 どういうことかと言い
ますとね、この課税には、二つの控除を設けます。 賃
上げをやった場合と、グリーン投資に使った場合は、
その分の税金は取りません。 こういう仕掛けを設ける
ことで、課税によって賃金が上がり、脱炭素が進む。 
こういう提案なんです。 どうでしょうか？ いいで
しょう？  話者A：＊。...

45→ 具体的説明
テキドニ＊燃やしまして、このエネル
ギーで日本経済の好循環を作りだそう

話者A：私、この前の日本記者クラブの党首討論会
で、この提案、ええ、人間の体に例えてお話をいたし
ました。 内部留保というのは、人間の体に例えます
と、脂肪みたいなもんなんです。 脂肪というのは三大
栄養素と言われておりまして、大事なエネルギー源で
ありまして、なくなっちゃったら大変です。 しかし、
つきすぎますと、ええ、代謝が悪くなっていろんな生
活習慣病にもなります。 そこで私たちの提案は、政治
の力によって...

- -

48 説明のある話題 教育の無償化に踏み出して参ります

話者A：仮にね、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。 だったら制度を変えてで
も物価以上に年金を上げるのが、政治の役目ではない
ですか？ 年金削減の制度は、一掃しましょう。 そし
て低...

←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

↓

47→ 具体的説明
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
ようということなんです。 この6月から、年金の支給
が0.4パーセントカットになりました。 全国でレンサ
＊の声が起こっております。 これは2016年に、安倍
政権が作った年金削減のしくみが、悪さを働いている
わけであります。 これも実は党首討論で議論になりま
した。 これについて岸田首相の言葉が、私は忘れられ
ない。 大変冷たいものでした。 今の年金の削減は
制...

- -

49 説明のある話題 気候危機打開の、本気の1票

第4の提案は、ヒコウキダカリニ＊、ホン＊。  話者
A：取り組むことです。 日本のエネルギー自給率は、
たったの10パーセント。 先進36のうち、35位なんで
す。 原油の価格の高騰は、エネルギーを外国頼み...

←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
食糧自給率向上に、本気で責任を負う政
治に、切り替えて

そして自給率と言えば、もうひとつ。 食糧自給率が、
37パーセントまで下がってしまっている。 今国連
は、第二次世界大戦後、最悪の食料危機と言ってま
す。 その時に、37パーセントまで下がってる。 その
時に、米価の暴落はほったらかし。 その上、水田活
用、公金、転作の支えになっていた、これまでカット
する。 こんな亡国の農政を続けていっていいんでしょ
うか。 こデ＊も切り替えましょうよ。 食糧自給率向
上に、本...

- -

52 説明のある話題
ジェンダー平等のヨロン＊、ごいっしょ
につくろう

それともうひとつ、女性の比率が高い看護、保育、介
護などの、ケア労働者の賃上げを、本気でやるシ＊。  
話者A：＊。 キシダサンハ＊大幅に上げると言ったの
に、保育士さん、介護士さんの賃上げ、月たったの
90...

←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

↓

51→ 具体的説明 企業に、格差の公開を義務づける

最後に第5の提案は、ジェンダー平等の日本を作りた
い。 共産党は、この間、男女の賃金格差をなくそう
と、国会で頑張ってまいりました。 特に、年収1億円
もの賃金格差なくす、1番の生涯賃金、失礼しま＊、
生涯賃金1億円もの格差をなくす1番の方法は、企業
に、格差の公開を義務づける。 ここにあると、繰り返
し要求してきました。 この5月、岸田首相は、とうと
う公開を義務づけますという方針を、発表しました。 
皆さんの...

- -

53 説明のある話題
名前大事にしていきたいと思いますの
で、どうかご愛顧のほどよろしく

最後にみなさん、共産党は党をつくって今年で100年
です。 実は日本の政党の中で、戦前戦後を1つの名前
で通してる党は、日本共産党しかないんです。 ですか
ら、この名前大事にしていきたいと思いますので、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

↓



55→ 具体的説明
みなさん、共産党の頑張りどころじゃな
いでしょうか

話者A：マスコミの話、最後にするのは、今また戦前
を思わせるような平和と憲法壊す翼賛政治の危険を感
じるからです。 討論会などに出ましても、ウクライナ
の危機に乗じて、多くの政党が軍事費の拡大に、の、
波ん中に、もう飲み込まれてしまってる。 こういう状
況であります。 みなさん、共産党の頑張りどころじゃ
ないでしょうか。  話者A：そうだ。  話者A：そう
だ。  話者A：日本共産党は100年の歴史に立って、
平...

- -

59 説明のある話題
オバタキミコさん、是非押し上げていき
ましょう

話者A：今度の選挙、お一人二票ございます。 選挙区
選挙は、市民と野党の共闘を力を発揮させて、オバタ
キミコさん、是非押し上げていきましょう。  話者A：
＊。  話者A：比例代表では、日本共産党への大きな...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

58→ 具体的説明
自由と平和、ブレずに真っ直ぐ貫く100
年

話者A：＊。  話者A：ただいまの訴えは、シイカズオ
＊幹部会院長の訴えでした。  皆さん今度の参議院選
挙で、何としても比例5議席必ず実現していきましょ
う。 そしてイワブチトモ＊参議院議員を再び国会に送
り出しましょう。  話者A：＊。  話者A：どうぞ皆さ
ん、自由と平和、ブレずに真っ直ぐ貫く100年。 日本
共産党大きく伸ばしてください。  話者A：＊。...

60→ 具体的説明
かけがえのない憲法を守る力、命を守る
力です

話者A：かけがえのない憲法を守る力、命を守る力で
す。 日本共産党への大きなご支援を重ねてお願いを申
し上げまして、本日この場所をお借りいたしましての
街頭演説を終わらせて頂きます。 お集まり頂いた皆
様、そして今日この演説にマイクを握っていただきま
した、シミンレンゴウミヤギ＊のタタラさん、イシガ
キノリコ参議院議員、本当にありがとうございまし
た。 これをもちまして、この場での訴えを終わらせて
いただきます。...

- -
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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

日本共産党の政策
をお聞きにくださ
いますよう、ご案
内申し上げます

【自分】日本共産党の政策を、ぜひお聞きいただきますよ
う、ご案内申し上げます。 ご通行中の皆さん、日本共産党で
す。 本日午後6時より、この場所におきまして、志位和夫委
員長を迎えて、街頭演説を行います。 ぜひ皆さん、日本共産
党の政策をお聞きにくださいますよう、ご案内申し上げま
す。 ご通行中の皆さん、ご近所の皆さん、こんにちは。 日
本共産党です。 本日午後6時から、この場所におきまして、
志位和夫委員長を迎えて、街頭演説を開催します。 日本共産
党の政策をどうぞお聞きくださいますよう、ご案内申し上げ
ます。 ご通行中の皆さん、こんにちは。 ご近所の皆さん、
こんにちは。 日本共産党です。 本日午後6時から、この場所
におきまして、志位和夫委員長を迎えて、街頭演説を行いま
す。 皆さん、日本共産党の政策、どうぞお聞きになってくだ
さいますよう、ご案内申し上げます。 どうぞ宜しくお願い申
し上げます。 ご通行中の皆さん、こんにちは。 日本共産党
です。 本日午後6時から、この場所におきまして、志位和夫
委員長を迎えて、街頭演説を行います。 日本共産党の政策
を、ぜひお聞きくださいますよう、ご案内申し上げます。 ど
うぞ宜しくお願い申し上げます。  ご通行中の皆さん、こん
にちは。 日本共産党です。 本日午後6時から、この場所にお
きまして、志位和夫委員長を迎えて、街頭演説を行わせてい
ただきます。 日本共産党の政策を、どうぞじっくりお聞きく
ださいますよう、ご案内申し上げます。  
【自分】ご通行中の皆さん、お集りいただいた皆さん。 まも
なくこの場所で、午後6時から、志位和夫委員長、そして、
いわぶち友参議院員比例候補、花木則彰比例候補の政策、街
頭からの訴えを行わせていただきます。 皆さま、どうぞ足を
お止めいただきまして、日本共産党の政策をお聞きくださ
い。 ご一緒に、希望の持てる政治を作ってまいりましょう。  
こちらは、日本共産党です。 まもなく午後6時から、この場
所をお借りいたしまして、日本共産党街頭演説を行います。 
どうぞ皆さん、ご一緒に、希望の持てる政治作ってまいりま
しょう。 ありがとうございます。 暮らしと、平和がかかる
大変大事な選挙になります。 どうぞ皆さま、ご。  
【自分】ご通行中の皆様、お仕事帰りの皆様、午後6時より
まもなくこの場所で、日本共産党街頭演説を行います。 シイ
カズオ幹部会トウ＊委員長、そしてイワブチトモ参議院議員
比例候補とハナキノリアキ比例候補が訴えます。 是非足をお
止めいただきまして、日本共産党の政策をお聞きくださいま
すようご案内申し上げます。 ご声援いただきまして本当にあ
りがとうございます。 ありがとうございます。

起点となる話題



2

どうぞ動画をとっ
ていただいてどん
どん拡散をしてく
ださい

ご通行中の皆さん、お買い物途中の皆さん、日本共産党で
す。 参議院選挙が今日で7日目となりました。 大激戦大接戦
の選挙戦です。 戦争か平和か、物価高からどう暮らしを守る
のかが大争点です。 戦争させない、暮らしに希望の持てる日
本をどうぞご一緒に実現しましょう。 ただ今からこの場所を
お借り致しまして、日本共産党の街頭からの訴えを行いま
す。 しばらくの間のご協力をよろしくお願い申し上げます。 
本日司会を務めさせていただきますのは、私日本共産党宮城
県議会副院長のフナヤマユミです。 どうぞよろしくお願い申
し上げます。 尚、スマホや携帯電話などをお持ちの方は、ど
うぞ動画をとっていただいてどんどん拡散をしてください。 
よろしくお願いします。 今日の街頭演説には、お二人の方が
駆けつけてくださっています。

[1]「日本共産党
の政策をお聞き
にくださいます
よう、ご案内申
し上げます」に
ついての具体的

説明

3
立憲野党の議席を
伸ばすために全力
で奮闘しています

まずお話をいただきますのは、市民と野党の共闘で政治を変
える市民連合みやぎのタタラサトシさんです。  
【自分】市民連合みやぎのタタラです。 市民連合みやぎは、
今回の参議院選挙宮城選挙区においては、市民と野党の共闘
の候補オバタキミコさんの当選を目指して、そして平和と暮
らしを守る立憲野党の議席を伸ばすために全力で奮闘してい
ます。

[4]「それは宮城
選挙区において
はオバタキミコ
さんです」につ
いての具体的説

明

4
それは宮城選挙区
においてはオバタ
キミコさんです

今回の参議院選挙は、私たちにとって最も大切な二つのこ
と、平和と暮らしを守る、このことがかかった選挙です。 日
本を戦争する国にさせないために、そして物価高で苦しむ庶
民の暮らし、この私たち市民の暮らしにもう一度希望をもた
らすために、皆さん参議院選挙必ず投票に行きましょう。 今
最も切実に政治に求められていることは、物価高に苦しむ庶
民の暮らしを守ることです。 そのためには急激な円安、物価
高騰に対しては、公的資金を機動的に運用して、油や小麦な
どの生活必需品の値段を下げること、そして何と言っても決
め手は消費税を5パーセントに減税して庶民の暮らしを下支
えすることです。 最低賃金を全国一律1500円に引き上げ
る、物価高に負けない年金の引き上げを行う、このことも必
要です。 宮城からは、これら庶民の暮らしを守る政策をダイ
イ＊。  
【自分】第一に掲げている人を国会に送りましょう。 それに
は生活者の代表、庶民の暮らしを実感をもってわかっている
人を国会に送ることが必要です。 それは宮城選挙区において
はオバタキミコさんです。

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。

5

子供たちの命を慈
しむ子育て世代の
代表を国会に送り
ましょう

そして皆さんロシアのウクライナ侵攻に便乗して、防衛費を
2倍にするというような話が持ち上がっています。  しかし力
には力を軍備には軍備をという路線では絶対に平和は訪れま
せん。 そして、その防衛費財源は一体どっから来るんでしょ
うか？ 社会保障費を大幅に削減するか、あるいは消費税を増
税するか、いずれにしても私たちの暮らしがさらに苦しめら
れることは間違いないのです。 軍事費を増やすのではなく子
供達がもっとイキイキとチャレンジできるそういう社会を作
るためにこそ、税金を使ってもらいましょう。  教育の無償
化、学校給食費の無償化、高校大学まで授業料は無料、そし
て児童手当は高校生までちゃんと出す。 こういった子供たち
のためにお金を使う、そういう社会にするためにこういうこ
とを主張する人を宮城から国会に送りましょう。 子供たちを
兵隊にして戦場に送るために産み育てたのではない。 子供た
ちの命を慈しむ子育て世代の代表を国会に送りましょう。 そ
れはオバタキミコさんです。

[4]「それは宮城
選挙区において
はオバタキミコ
さんです」につ
いての具体的説

明

6
サクライ氏に必ず
宮城県民の審判を
下しましょう

私たちが参議院選挙宮城選挙区オバタさんに勝ってもらわな
ければならない理由はもう一つあります。 それは相手候補自
民党が出るから出るのが出ているのが、サクライミツル氏だ
ということです。 6年前の市民と野党の共闘を裏切って、市
民との約束を反故にして自民党に寝返った恥ずべき背信行為
を＊、働いたサクライ氏に必ず宮城県民の審判を下しましょ
う。

[5]「子供たちの
命を慈しむ子育
て世代の代表を
国会に送りま

しょう」につい
ての具体的説明

7
日本共産党が大躍
進することを期待
し応援

私が今申し上げた今回の参議院選挙における最も大切な二つ
のこと、平和を守り暮らしを守るこの事を正面から掲げて
戦っている政党が日本共産党です。 日本を戦争する国にさせ
ない物価高に苦しむ庶民の暮らしに希望をもたらすこのこと
を共産党は掲げています。 ですから私は今回の参議院選挙比
例区においては日本共産党が大躍進することを期待し応援し
ています。

[4]「それは宮城
選挙区において
はオバタキミコ
さんです」につ
いての具体的説

明



8

必ず参議院議員選
挙投票に行って政
治を変え社会を変
えましょう

皆さん私たちの一票一票が社会を変えそして政治を変えま
す。 この国の主権者、主人公は私たちです。 主人公として
の力を発揮するために必ず参議院議員選挙投票に行って政治
を変え社会を変えましょう。 よろしくお願いします。  
【自分】ありがとうございました。 ただいまの訴えは市民連
合宮城のタタラサトシさんです。 ありがとうございました。

起点となる話題 ✔

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

9

ぜひとも皆様、オ
バタキミコを国政
に押し上げていた
だきたい

それでは、この演説街頭演説に駆けつけて下さいました、立
憲民主党の参議院議員イシガキノリコさんです。  
【自分】皆様おばんでございます。 ご紹介頂きました立憲民
主党参議院議員のイシガキノリコでございます。 今回は私が
候補者ではございませんが、オバタキミコ、オバタキミコが
この度立憲からこの宮城選挙区でております。 今市民連合宮
城のタタラさんからも大変あたたかい。  
【自分】＊ご推薦のお言葉いただきました。 えー、この野党
と市民の共闘で戦っていく候補として、ぜひとも皆様、オバ
タキミコを国政に押し上げていただきたいと思います。

[14]「命を守る
ことができる国
に、共にしてい
きたい」につい
ての具体的説明

10

残念ながら、どん
どんどんどん状況
は悪くなってし
まってる

3年前、私を国政に押し上げていただいた、この市民と野党
の共闘の力を、さらにさらに広げていただきまして、この
度、人々の、国民の命と暮らしを守る、その戦い、この参議
院選挙、皆さん、ぜひ共に戦っていただけませんか？ 3年
前、私は一介のサラリーマンから、えー、20年の、おー、
キャリアを出してですね、えー、国政に挑みました。 それ
は、何よりも、今のこの日本の政治に対する大きな危機感か
らでございました。 3年経ちまして、それが少しでも改善し
てればいいんですが、残念ながら、どんどんどんどん状況は
悪くなってしまってると感じております。

[9]「ぜひとも皆
様、オバタキミ
コを国政に押し
上げていただき
たい」について
の具体的説明

11
信念に基づいて、
本来、政治家は政
治をすべきである

ま、それは、もちろん、日本の国内だけの事情ではございま
せん。 ロシアのウクライナ侵略もございます。 えー、そし
て、えー、コロナウイルスの蔓延もございます。 ま、いろん
な状況があったとしても、やはり日本は、国家権力の暴走を
許さない、立憲主義をしっかりと貫いていかなければならな
い、この信念に基づいて、本来、政治家は政治をすべきであ
る、私はそう確信しております。

[10]「残念なが
ら、どんどんど
んどん状況は悪
くなってしまっ
てる」について
の具体的説明

12

宮城で一緒に戦う
体制ができてる
と、本当に感謝を
申し上げたい

皆様、いかがでしょうか？ この国家権力の暴走を食い止める
ための政治を行うという当たり前のことが、今ちゃんと訴え
ることができる政党があまりにも少ない、本来の野党と言え
るべき政党があまりにも少なすぎると、私は思っておりま
す。 その中でも、今回、えー、市民連合の皆さんに大変お力
をいただきまして、えー、共産党の皆さんと立憲民主党、同
じ方向を向いて、この宮城で一緒に戦う体制ができてると、
本当に感謝を申し上げたいと思います、ありがとうございま
す。

[11]「信念に基
づいて、本来、
政治家は政治を
すべきである」
についての具体

的説明

13
変節漢、私はとて
もとても政治家に
は向いてい

お相手のサクライさんは、皆さんもご存知の通り、前回2016
年の選挙で、野党と市民の共闘のおかげで国政に送っても
らったにも関わらず、野党では仕事ができない、与党にいか
ないといけないと言って、この度自民党さんから出ていま
す。 この議席、ちゃんと返してもらわなければいけないで、
皆さん、そう思いませんか？ 出られるんだったら、一旦ちゃ
んと私達に議席を返し、事情を説明し、カクカクシカジカで
ございますと、一言詫びを入れるべきだと私は思います。 そ
れだけ皆さんは汗をかいて、サクライさんを国政に送ってい
ただいた、それは私も同じ立場でございます。 この、おー、
筋を曲げる変節漢、私はとてもとても政治家には向いていな
いと思います。

[12]「宮城で一
緒に戦う体制が
できてると、本
当に感謝を申し
上げたい」につ
いての具体的説

明

14
命を守ることがで
きる国に、共にし
ていきたい

皆さん、ぜひとも、この度、オバタキミコ、生活者の実感を
持って、そして、ブレることのない、この候補者を共に押し
ていただき、そして、比例区では、共に立憲野党として議席
を伸ばし、もっともっと私達のこの国、暮らしやすく、命を
守ることができる国に、共にしていきたいと思います。 どう
ぞ、お力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。 
どうもありがとうございます。  
【自分】ありがとうございました。 ただいまの訴えは、イシ
ガキノリコ参議院議員のご訴えでした。 本当にありがとうご
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。



15
軍備拡大だ、敵基
地攻撃能力だ、そ
して、核兵器まで

それでは、続きまして、この猛暑の中、全力で平和とくら。  
【自分】暮らしを守る、日本共産党の政策を訴えぬいていま
す。 ハナキノリアキ、比例代表候補です。  
【自分】お集りの皆さん、ご通行中の市民の皆さん、こんに
ちは。 日本共産党の比例代表候補、ハナキノリアキでござい
ます。 皆さん、今回の参議院選挙、2つの大きな争点があ
る、戦争か平和か、そして、暮らしに光を。 皆さん、この2
つの争点について、私は多くの方々に政治に対する希望を伝
えたい、とりわけ、若い人たちに政治に希望を持って欲し
い、こう思って、今回の選挙、全力で取り組んでおります。 
皆さん、ウクライナでのロシアの侵攻、これを見て、多くの
方が1日も早く終わらせたい、そうやって願った。 同時に、
あんなことが日本で起こったらどうしよう、不安を持たれ
た。 自民党、公明党、維新の党、そして、国民民主党まで、
そうした国民の皆さんの不安に乗じて、軍備拡大だ、敵基地
攻撃能力だ、そして、核兵器まで。

[16]「試され済
みの日本共産党
をどうぞよろし
くお願い致しま
す」についての

具体的説明

16

試され済みの日本
共産党をどうぞよ
ろしくお願い致し
ます

皆さん、こんな日本に一体、いつなってしまったんでしょう
か？ 絶対にこの先には若い人たちが未来に希望が持てる、そ
ういった社会はやってこないと思います。 お互いに疑心暗鬼
になって、軍備を増やし続けて、そして核兵器まで持って。 
こんな窮屈な世界を、子供たちに残すわけにはいかない。 私
は、子供や孫たちが安心して暮らし続ける日本を望みます。 
同時に、これからの若い人たちが、アジアや世界の人々と自
由に交流して、そして、活躍できる、そういった世界を絶対
に残したいんです。 どうぞ、皆さん、戦争か平和か、この分
かれ道、必ず平和の方向に足を踏み出すために、日本共産
党、試され済みの日本共産党をどうぞよろしくお願い致しま
す。

[18]「ご指示を
訴えていただ

き、広げていた
だきますことを
お願いを致しま
す」についての

具体的説明

17
国の政策として給
食費は無料、これ
を実現したい

暮らしの問題でも、若い人たちにどうしたら気概を持っても
らえるのか、日本共産党は、誰でもお金の心配なく学べる日
本を作りましょう。 お父さんやお母さんたち、子育てにお金
がかかる、こういう教育の負担、なくしていくために、憲法
26条に義務教育は無償だって書いてあるんですから、この憲
法をしっかり守る政治に変えて、国の政策として給食費は無
料、これを実現したい、こう訴えています。

[18]「ご指示を
訴えていただ

き、広げていた
だきますことを
お願いを致しま
す」についての

具体的説明

18

ご指示を訴えてい
ただき、広げてい
ただきますことを
お願いを致します

環境を守る、そしてジェンダー平等、こういった点でも21世
紀の未来が明るくなるような、是非、その、大きな出発点と
して、今回の参議院選挙が記されるように、皆さん、ご一緒
に、今度の参議院選挙、日本共産党、暮らしの問題でも、平
和の問題でも、お、ご指示を訴えていただき、広げていただ
きますことをお願いを致します。 私も候補者として、最後の
最後まで頑張り抜きます。 よろしくお願い致します。  
【自分】ただいまの訴えは、ハナキノリアキ、比例代表候補
でした。 それでは、続きまして、東北、北海道。

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
比例代表候補のイ
ワブチトモでござ
います

【自分】北関東ヲ＊、元気に駆け回っています。 原発ゼロと
気候危機打開のエネルギー政策を前に進めていくために、国
会になくてはならない東北の希望の議席、われらがイワブチ
トモ参議院議員比例候補です。  
【自分】市民の皆さん、そして、お集まりいただきました皆
さん、こんにちは。 本当にありがとうございます。 比例代
表候補のイワブチトモでございます。 今度の選挙で2期目を
目指してまいります。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 
比例は日本共産党、どうが大きく広げていただいて、私、イ
ワブチトモをはじめ五つの議席を何としても、そしてさらな
る躍進をどうか勝ち取らせてください。 そして、選挙区では
オバタキミコさん、先ほどライ＊、話がありますけれども、
勝利のためにご一緒に力を合わせていこうではありません
か。 今度の選挙、ご一緒に政治を変えてまいりましょう、よ
ろしくお願いいたします。 国会に送っていただいてから6
年、原発事故さえなかったら失うことのなかった命があり、
当たり前の暮らしがある、この言葉を胸に東日本大震災と東
京電力福島第一原発事故の被害者の皆さんの声と実態を示し
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。 今、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、そして再稼働を加速させようとしています。 
今も数万人にものぼる方々が福島ではふるさとを奪われたま
まとなっています。 この原発事故を政府はもう終わったとで
も言うのでしょうか。 とんでもないことだと言わなくてはな
りません。 原発事故を巡る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。 あの巨大津波は想定外のもの
であり、対策をとったとしても事故を防ぐことはできなかっ
た、これが理由だといいます。

[22]「引き続
き、私イワブチ
トモに、どう

か、国会でやら
せてください」
についての具体

的説明

20
全漁連は海洋放出
に断固反対である

しかし皆さん、そうだというのであれば、女川原発はじめ原
発は、もうなくすしかないのではないでしょうか。 そして、
来年の春には海洋放出が強行をされようとしています。 6月
23日、全漁連は海洋放出に断固反対であることは、いささか
も変わるものではない、こうする特別決議を挙げました。 と
ころが政府も東京電力も、丁寧に説明するというだけで、こ
うした声をまるで聞こうとしていません。

[21]「再生可能
エネルギーの導
入を進めてい

く」についての
具体的説明

21
再生可能エネル
ギーの導入を進め
ていく

一体、どこに聞く力があるというのでしょうか。 この海洋放
出はきっぱり中止をさせようではありませんか。 原発も、そ
して石炭火力発電もなくしていく、その決断をしてこそ、省
エネを思い切って進め、再生可能エネルギーの導入を進めて
いくことができます。 ま。

[22]「引き続
き、私イワブチ
トモに、どう

か、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。

22

引き続き、私イワ
ブチトモに、どう
か、国会でやらせ
てください

【自分】モリ＊町のメガソーラー、石巻須江のバイオマス発
電など、地域の住民の皆さんが反対の声を上げている計画、
生活環境を大きく変えてしまう計画、こうしたものに、住民
の皆さんと一緒に取り組んで、ルールの強化も実現をさせて
きました。 地域の皆さんと一緒に進める再生可能エネルギー
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、この仕事を、引き続き、私イワブチトモに、
どうか、国会でやらせてください。 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
商売と雇用を守る
政治へと、ご一緒
に切り替えて

日本共産党の議席は、戦争させない議席、そして、暮らしを
守る議席です。 平和と暮らしをセットで壊す大軍拡に、きっ
ぱり反対の声を上げていこうではありませんか。 先日、伺っ
たある朝市では、今も客足は戻ってないんだと、訴えられま
した。 このことをツイッターで発信をしたら、この朝市でア
ルバイトをしているという方が返信を下さいました。 借金を
して、撤退をしている店も多い、自分もいつ首になるか分か
らない、こういう内容でした。 消費税の減税、インボイスの
中止、これで、商売と雇用を守る政治へと、ご一緒に切り替
え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。

24
学費の半額、これ
をやってほしい

そして、皆さん、先日、青年後援会の皆さんとシールアン
ケートに取り組みましたら、小さなお子さんの手を引いたお
父さんが来て、学費の半額、これをやってほしいというとこ
ろにシールを貼ってくれました。 教育費が高過ぎる、子ども
にお金の心配なく大学に行かせてやりたい、そういうふうに
話すお父さん自身が、今も奨学金の返済を続けているといい
ます。

[25]「学ぶこと
を諦めなくても
いい社会に変え
て」についての
理由・ニーズ



25
学ぶことを諦めな
くてもいい社会に
変えて

皆さん、大軍拡よりも、子どもの予算をもっと増やして、学
費は無償を目指して、まずは緊急に半額に、そして、返さな
くてもいい奨学金、これ、もっともっと広げて、学ぶことを
諦めなくてもいい社会に変えていこうではありませんか。 こ
の間、街頭で訴えていると、いろんな皆さんに声を掛けられ
ます。 90代だという方が、自分は特攻隊の生き残りだ、戦
争だけは絶対に駄目だ、こんなふうに訴えてくれたり、おば
あさんが、満州から引き揚げてきた、その体験を何度も聞い
て、戦争駄目だと思ってきたけれども、今、9条が変えられ
ようとしている、これを何としても止めてほしい、こういう
訴えもありました。 憲法9条を守りたい、この思いが、静か
に、けれども確実に広がっているということを感じていま
す。

起点となる話題 ✔

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

26
比例は、日本共産
党、どうか、ご支
持の輪、大きく

反戦平和を貫いて100年、日本共産党を、今度の選挙で伸ば
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
を、皆さん、ご一緒につくっていこうではありませんか。 そ
のために、私も全力で頑張り抜きます。 比例は、日本共産
党、どうか、ご支持の輪、大きく広げてください。 国会に
送ってください。 よろしくお願いいたします。

[27]「岩渕友さ
ん、国会に送り
出してまいりま
しょう」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。

27
岩渕友さん、国会
に送り出してまい
りましょう

【自分】ただいまの訴えは、岩渕友参議院議員、比例代表候
補です。 皆さん、何としても、岩渕友さん、国会に送り出し
てまいりましょう。 比例5議席、実現をしてまいりましょ
う。 どうぞ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。

28
志位和夫、日本共
産党、幹部会、委
員長が訴えます

皆さん、それでは、続きまして、志位和夫、日本共産党、幹
部会、委員長が訴えます。 どうぞ宜しくお願い致します。  
【自分】仙台の皆さん、こんばんは。  
【自分】こんばんは。  
【自分】こんばんは。

[29]「日本が軍
拡で構えたら、
相手も軍拡を加
速」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
日本が軍拡で構え
たら、相手も軍拡
を加速

【自分】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。  
【自分】＊。  
【自分】今日はこんなに沢山の皆さん、足を止め、聞いて下
さいまして、あ、後ろの方にも、ありがとうございます。 ま
ず、心からお礼を申し上げます。 参議院選挙、終盤戦に入っ
てまいりました。 私、北海道から九州まで、全国を訴えて歩
いておりますが、今度は共産党という、新しい期待の声の広
がりを感じております。 日本共産党は、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、全区で650万人
以上に広げまして、今、お訴えした、岩渕友さんを始めとす
る5人のベストチームの全員勝利のために頑張ります。 どう
か、お力をお貸し下さい。 そして、宮城の選挙区では、市民
と野党の共闘候補、小畑仁子さんの勝利のために、力を合わ
せて頑張りたいと思います。 どうか、こちらの方の勝利も宜
しくお願い致します。 私、この間、テレビの党首討論を6回
程やってまいりました。 論戦は決着が着いたんじゃないで
しょうか。 まず、平和の問題です。 ロシアの蛮行に乗じ
て、自民党、公明党や、維新の会等は、物騒なこと言ってま
すね。 敵地攻撃、軍事費2倍、核共有、9条を変えろ、こう
いう大合唱が起こっております。 しかし、皆さん、軍拡で平
和は作れるでしょうか？  
【自分】作れない。  
【自分】作れない。  
【自分】日本が軍拡で構えたら、相手も軍拡を加速させま
す。 安全保障のジレンマといいますが、軍事対軍事の悪循環
に陥ってしまいます。 これが、1番危ないんじゃないでしょ
うか。  
【自分】＊。

[32]「9条を生
かして、東アジ
アに平和をつく
る外交戦略」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
軍事費2倍と簡単
に言いますが、財
源をどうする

【自分】大体、軍事費2倍と簡単に言いますが、財源をどう
するつもりでしょうか。 自民党の公約を見ますと、5年以内
にGDP比2パーセント以上にすると書いてある。 しかし、皆
さん、公約のどこを見ても、この財源、どうするか書いてあ
りません。 国民が、福祉を良くしてくれ、こう言いますと、
財源はどうするんだ、うるさく言ってくる自民党が、軍事費
の事となると、財源はだんまりなんです。 しかし皆さん、
GDP比2パーセントといったら。  
【自分】5兆円も軍事費を増やさなければなりません。 それ
を消費税でまかなったとすれば、2パーセント以上税率は上
がってしまいます。 それを仮に医療費の負担にしわ寄せした
としますと、自己負担が倍になっちゃいます。 現役世代、
今、3割負担ですよね。 6割負担になっちゃいます。 それを
仮に年金にしわ寄せしようとしたら、年間12万円も年金が
減ってしまいます。 皆さん、どこへ行ったってとんでもない
話ではないでしょうか。

[29]「日本が軍
拡で構えたら、
相手も軍拡を加
速」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
自民党の茂木幹事
長は憲法9条に自
衛隊を明記

私、この前の日本記者クラブの党首討論会で岸田首相に問い
ただしました。 財源は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てしまうというのはあまりに不
誠実ではないですか。 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と聞いたんですけども、
岸田首相は全然答えられない。 結局皆さん国民の皆さんに白
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大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ではありませんか。 ここにきても
う一つ大問題が出てまいりました。 岸田首相や自民党の茂木
幹事長は憲法9条に自衛隊を明記する会見を参議院選挙が終
わったら早期に実現する、こう言ってるんです。 維新の会は
早くやれ、尻をたたいております。

[32]「9条を生
かして、東アジ
アに平和をつく
る外交戦略」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
9条を生かして、
東アジアに平和を
つくる外交戦略

皆さん、現にある自衛隊を書くだけなんです、こういう説明
をするんですが、書くだけでは済みません。 というのは、法
律の世界では後から書いた法律が前の法律よりも優先すると
いう大原則があるんです。 ですから、憲法9条2項、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
する、こう書いたとたんに、9条2項が死文化してしまうこと
になるんです。 しかし皆さん、世界に誇る憲法9条を、9条
をたらしめている9条の命は2項にこそあるんではないです
か。 この条項があるからこそ、戦後自衛隊はただの1人の外
国人も殺していない。 ただの1人の戦死者も出していない。 
9条は自衛隊員の命も守ってきたということを私は言いたい
と思うんです。 皆さん、そういう平和の歴史を断ち切る逆行
は止めましょうよ。 危機に乗じて憲法9条を変え、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1票でみんなの力で止めようではありま
せんか。 私は日本が進むべき道は、そんな道はないと言いた
い。 日本がやるべきは、9条を生かして、東アジアに平和を
つくる外交戦略を進めることです。

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。

33
平和とは、一言で
言えば対話だと思
います

【自分】皆さん、平和とは何でしょうか？ 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。

[34]「東アジア
の全体をASEAN
のような平和の
地域に」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
東アジアの全体を
ASEANのような平
和の地域に

話し合いが続いている限り、戦争になりませんね。 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。 
そういう徹底した対話によって、東南アジアを平和の共同体
に作り替えたのが、ASEANなんです。 そのASEANは、今、
ASEANの10の国と、日本、アメリカ、中国、ロシア、韓国な
どの入った8つの国が、合わせて18の国で作る東アジアサ
ミットを平和の枠組みとして強化しまして、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
のような平和の地域に変えようという大構想を提唱していま
す。

[35]「9条を生
かした平和外交
ではないでしょ
うか」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。



35
9条を生かした平
和外交ではないで
しょうか

皆さん、私、これ大賛成なんですが、いかがでしょうか？ 日
本がやるべきは、敵地攻撃なんて物騒な話じゃない。 
ASEANの国々と協力して、東アジアを戦争の心配のない平和
な地域にするための、9条を生かした平和外交ではないで
しょうか。 共産党は、こうした方向を外交ビジョンとして提
唱してまいりましたが、最近注目されております。 自分で言
うのもなんですが、注目なんです。 雑誌のサンデーマイニチ
が、このビジョンについて4ページの大特集を組みまして
ね。 唯一の注目すべき外交ビジョンを掲げてるのが日本共産
党だ、という大特集を組んでくれました。

[32]「9条を生
かして、東アジ
アに平和をつく
る外交戦略」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
リアルな外交政策
を提唱している党
が、日本共産党

サンデーマイニチのこの特集は、最後の1文こう結んでいま
す。 軍事強化に逸っている党があるが、勘違いも甚だしい。 
戦争させない、リアルな外交政策こそ求められている。 皆さ
ん、そ、そのとおりじゃないでしょうか。 戦争させない、リ
アルな外交政策を提唱している党が、日本共産党。 この党を
躍進させていただいて、東アジアを平和の地域にしようじゃ
ありませんか。 物価の高騰から暮らしをどう守るかは、大争
点であります。

[35]「9条を生
かした平和外交
ではないでしょ
うか」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。

37
岸田さんはロシア
のせいだって言う
んです

なぜ今、物価はこんなに上がっているんでしょうか？ 討論会
やりますと、岸田さんはロシアのせいだって言うんです。 全
部の原因をロシアに押しつけるわけですが、原因はそれだけ
じゃないですね。

[38]「実体経済
を良くすること
最優先に据え

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。

38
実体経済を良くす
ること最優先に据
えた

もう1つ大問題がある。 アベノミクスの、異次元の金融緩和
です。 日銀が国債をどんどん、どんどん買い入れる。 その
代わりにお金をどんどん、どんどん市場に提供する。 それ
やっていけば景気が良くなる。 これやって8年ですよ。 景気
は全然良くなんない。 儲かったのは、大企業と大金持ちだ
け。 そして、貧富の格差は広がり、異常円安を作り、物価の
高騰を招いた。 その責任は、極めて重いのではないでしょう
か。 ですからね、こういう金融絡みの政治はもうやめて、実
体経済を良くすること最優先に据えた経済政策への転換が必
要です。 実体経済が、皆さん、痛んでるんです。 ＊皆さ
ん、どうしてこんな。

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。

39
皆さん、ここを変
えましょうよ

【自分】物価高騰で、どうしてこうも暮らしが苦しいんで
しょうか。 物価高騰世界中で起こってるんだけど、日本はと
りわけ苦しいわけですよ。 なぜかといえば、働く人の賃金が
上がってないからじゃないですか？  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】老後の支えである年金が、減り続けてるからじゃな
いですか？  
【自分】＊。  
【自分】＊。  
【自分】教育費の負担が、重すぎるからじゃないですか？  
【自分】そうだ。  
【自分】消費税の連続増税で、家計が傷んでるからじゃない
ですか？  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。  
【自分】弱肉強食の心中修行を続けてきた結果、日本の経済
が冷たく弱い経済になってしまっている。 これが生活の苦し
い大元にあるんじゃないでしょうか。  
【自分】そうだ。  
【自分】皆さん、ここを変えましょうよ。 大元から変えま
しょうよ。 私たちは、国民にやさ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。  
【自分】＊。

[40]「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」について
の理由・ニーズ



40

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

【自分】共産党伸ばして頂いて、心中修行はもう終わりにし
て、優しく強い経済へのチェンジをはかろうではありません
か。 私は具体的に5つの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＊をきっぱり中止することです。  
【自分】＊。  
【自分】皆さんこの問題、だいぶ投資討論でも議論になって
きました。 ＊はね、減税が出来ない理由をあーだこーだ、
あーだこーだ、あーだこーだ一生懸命話すんです。 しかし、
どれも成り立たないものばっかり。 例えば消費税は、社会保
障の財源です。 まーだ言ってる。 そして皆さん消費税を入
れて33年ですよ。 33年間皆さん振り返って頂いて、あー消
費税のおかげで良くなって助かったなあと言える福祉が、一
つでもあるでしょうか。  
【自分】ない。  
【自分】ない。  
【自分】ない。  
【自分】ない。  
【自分】一斉にないという。 お話ですけど、ないですよ。 
だって社会保障切り下げ率、切り下げですもん。 じゃお金ど
こ行っちゃったのか。 数字を申しましょう。 この33年間に
国民が納めた消費税、476兆円。 476兆円も払った。 同じ期
間に所得税、住民税、法人税の減収マイナスが613兆円なん
です。 ですから皆さん、消費税が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こと＊、誰が見ても明らかで
はないですか？  
【自分】ソノトオリ＊。  
【自分】キシダ＊さんは、減税するのにはシステムを変えな
きゃなんない。 大変だと言います。 そんなことないです
よ、簡単です。 新しい税金作るわけじゃない。 税率を5に下
げりゃいいだけのことなんです。 大体5から10に上げたんで
すから、下げられないわけないじゃないですか。  
【自分】＊。  
【自分】＊。  
【自分】だいたい世界で、91の国、地域が減税やってんです
から。 日本だけできない理由はないじゃないですか。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。

[41]「日本共産
党を大躍進させ
ていただきまし
て、減税を実

行」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

日本共産党を大躍
進させていただき
まして、減税を実
行

【自分】こうやって全部理屈が崩れてきましたらね。 この前
の日曜日、自民党の幹事長が。  
【自分】とんでもないこと言いました。 消費税を減税すれ
ば、年金が3割カットになる。 こうやって国民を脅しにか
かってる。 みなさん、財源といえば消費税しか思いつかない
んでしょうか？ 歳出削減といえば、社会保障しか思いつかな
いんでしょうか？ 富裕層と大企業に税金を払ってもらって、
暮らしを良くするという道があるじゃないですか。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】それが全然思いつかない人には、これはつける薬が
ありません。 ただひとつだけあるんです。 それは、国民の
皆さんの審判です。 どうか今度の選挙で、日本共産党を大躍
進させていただきまして、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。  
【自分】ソウダ＊。

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。

42

5年間で10兆円の
時限的な税金をか
けて、そのお金で
賃上げ

【自分】第二の提案は、政治の責任で賃金が上がる国にす
る、ということです。 日本共産党は、このアベノミクスでこ
う膨らんだ大企業内部留保、130兆円ほどあるんです。 ここ
に毎年2パーセント、5年間で10兆円の時限的な税金をかけ
て、そのお金で賃上げをすすめよう。 こういう提案をしてお
ります。 みなさんこれ、二重に賃上げに効いてまいります。  
まず第一に、賃金の底上げになります。 10兆円の税収、何
に使うか色々考えたんですけれども、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どーんと使う、
というのが共産党の提案でございます。 最低賃金1500円っ
ていいますとね、8時間働いて週休2日で手取り20万には何と
かなります。

[43]「1500円を
目標にして、思
い切った引き上
げ、やろう」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
1500円を目標に
して、思い切った
引き上げ、やろう

手取り20万、このぐらいを政治の責任で補償しなくてどうす
るかと私は思いますが、いかがでしょうか？ 海外見ますと
ね、イギリス、フランスはもう、1500円超えてるんです。 
ドイツは、10月から1600円超えます。 アメリカ、バイデン
さんが、2000円を目指そうと言ってます。 その時にキシダ
政権の目標は1000円。 あまりに志が小さいじゃないです
か。 1500円を目標にして、思い切った引き上げ、やろう
じゃないですか。  
【自分】＊。

[44]「課税に
よって賃金が上
がり、脱炭素が
進む」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
課税によって賃金
が上がり、脱炭素
が進む

【自分】私たちのプラン、第二に、大企業で働く人の賃上げ
にも効いてまいります。 どういうことかと言いますとね、こ
の課税には、二つの控除を設けます。 賃上げをやった場合
と、グリーン投資に使った場合は、その分の税金は取りませ
ん。 こういう仕掛けを設けることで、課税によって賃金が上
がり、脱炭素が進む。 こういう提案なんです。 どうでしょ
うか？ いいでしょう？  
【自分】＊。

[46]「共産党躍
進させていただ
いて、賃金が上
がる国作ろう」
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

テキドニ＊燃やし
まして、このエネ
ルギーで日本経済
の好循環を作りだ
そう

【自分】私、この前の日本記者クラブの党首討論会で、この
提案、ええ、人間の体に例えてお話をいたしました。 内部留
保というのは、人間の体に例えますと、脂肪みたいなもんな
んです。 脂肪というのは三大栄養素と言われておりまして、
大事なエネルギー源でありまして、なくなっちゃったら大変
です。 しかし、つきすぎますと、ええ、代謝が悪くなってい
ろんな生活習慣病にもなります。 そこで私たちの提案は、政
治の力によって脂肪を。  
【自分】テキドニ＊燃やしまして、このエネルギーで日本経
済の好循環を作りだそう。 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りますし、家計も健康になりま
すし、経済も健康になる。

[46]「共産党躍
進させていただ
いて、賃金が上
がる国作ろう」
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。

46
共産党躍進させて
いただいて、賃金
が上がる国作ろう

八方よしの提案が、日本共産党の提案です。 私この前の党首
討論で、岸田さんに、どうですかこれ採用してくださいな、
特許料取ったりしませんから、お勧めしたんですが、二重課
税になりますと言って渋いんですよ。 しかし私たちの提案
は、大企業への減税やり過ぎちゃった分の一部を返してもら
おうって話ですから、二重課税にはなりません。 大体二重課
税って言うんだったら、所得税、住民税を取った上に消費税
を取ることこそ、最悪の二重課税じゃないですか？ というわ
けでありまして、この提案も採用しない理由がもうなくなり
ました。 あとはみなさん国民の審判、共産党躍進させていた
だいて、賃金が上がる国作ろ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。

47
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
いうことなんです。 この6月から、年金の支給が0.4パーセン
トカットになりました。 全国でレンサ＊の声が起こっており
ます。 これは2016年に、安倍政権が作った年金削減のしく
みが、悪さを働いているわけであります。 これも実は党首討
論で議論になりました。 これについて岸田首相の言葉が、私
は忘れられない。 大変冷たいものでした。 今の年金の削減
は制度上想定されたものだ、こう言い放ったんですよ。 皆さ
ん、あまりに痛みが分からない発言ではないですか？  
【自分】そうだ。  
【自分】国民の苦しみがわかってない、ここに一番の問題、
わたくしあると思いますが、いかがでしょうか？  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。

[48]「教育の無
償化に踏み出し
て参ります」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。



48
教育の無償化に踏
み出して参ります

【自分】仮にね、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。 だったら制度を変えてでも物価以上に
年金を上げるのが、政治の役目ではないですか？ 年金削減の
制度は、一掃しましょう。 そして低すぎる年金を底上げす
る。 75歳以上の高齢者の医療者の2倍化、今からでもストッ
プをさせようではありませんか。 教育の無償化に踏み出して
参ります。 わたくし多くの若い方から、学費が高すぎて進学
を諦めたというたくさんの声を聞いております。 高すぎる学
費は、まず半分にして無償にしていこうではありませんか。 
世界に日本しかない非合理な制度である入学金の制度は、廃
止しようではありませんか。 それと学校給食です。 負担が
重すぎます。 お子さん2人いたら月1万円は、でて、出て
いってしまいます。 しかし憲法26条には何て書いてある
か。 義務教育はこれを無償にする、書いてあるじゃないです
か。 だったら憲法通りに、小中学校の給食は、国の制度とし
て無料にしよ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。

49 気候危機打開の、
本気の1票

第4の提案は、ヒコウキダカリニ＊、ホン＊。  
【自分】取り組むことです。 日本のエネルギー自給率は、
たったの10パーセント。 先進36のうち、35位なんです。 原
油の価格の高騰は、エネルギーを外国頼みにしていること
の、危うさを示したんじゃないでしょうか。 しかし皆さん、
国産エネルギーっていうんだったら、日本に溢れるほどある
じゃないですか。 100パーセント国産の、再生可能エネル
ギーの大規模普及に、政治が責任を果たすべき時ではないで
しょうか。 そのためにも、原発をなくす決断が必要です。 
この間、私、討論会出まして、危機に乗じて、維新の会など
が、原発ヲ＊再稼働を叫ぶ。 大問題だと思います。  私、討
論会でも反論いたしました。 福島のことを忘れたのか。 福
島では今なお、多くの方々が故郷を追われて、苦しい避難強
いられてるじゃないですか。 汚染水が増え続けてるじゃない
ですか。  事故は続いてるんです。 それを事故などなかった
かのように、再稼働に走る。 こんな無責任な勢力に、日本の
政治を任すわけにはいかない。 こう思います。 原発での政
治カツゼン＊をやる。 石炭火力からの撤退の決断をやる。 
そうしてこそ、再生可能エネルギーの、本格的な普及に道が
開かれるんじゃないでしょうか。 気候危機打開の、本気の1
票。 どうか共産党に、託してください。 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。

50

食糧自給率向上
に、本気で責任を
負う政治に、切り
替えて

そして自給率と言えば、もうひとつ。 食糧自給率が、37
パーセントまで下がってしまっている。 今国連は、第二次世
界大戦後、最悪の食料危機と言ってます。 その時に、37
パーセントまで下がってる。 その時に、米価の暴落はほった
らかし。 その上、水田活用、公金、転作の支えになってい
た、これまでカットする。 こんな亡国の農政を続けていって
いいんでしょうか。 こデ＊も切り替えましょうよ。 食糧自
給率向上に、本気で責任を負う政治に、切り替えていこう
じゃありませんか。

[49]「気候危機
打開の、本気の1
票」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
企業に、格差の公
開を義務づける

最後に第5の提案は、ジェンダー平等の日本を作りたい。 共
産党は、この間、男女の賃金格差をなくそうと、国会で頑
張ってまいりました。 特に、年収1億円もの賃金格差なく
す、1番の生涯賃金、失礼しま＊、生涯賃金1億円もの格差を
なくす1番の方法は、企業に、格差の公開を義務づける。 こ
こにあると、繰り返し要求してきました。 この5月、岸田首
相は、とうとう公開を義務づけますという方針を、発表しま
した。 皆さんの声が1歩、政治を動かしたことに自信を持っ
て、さらに進みたいと思います。  たら、こっから先が重要
でありまして、しっかり公開させるだけではなくて、是正の
計画を企業に作らせる。 それを国が、監督、奨励する。 こ
の仕掛けを全部回してこそ、格差ゼロに近づいてまいります
から、そこまで力を尽くしたいということを、申し上げたい
と思います。

[52]「ジェン
ダー平等のヨロ
ン＊、ごいっ
しょにつくろ

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。



52
ジェンダー平等の
ヨロン＊、ごいっ
しょにつくろう

それともうひとつ、女性の比率が高い看護、保育、介護など
の、ケア労働者の賃上げを、本気でやるシ＊。  
【自分】＊。 キシダサンハ＊大幅に上げると言ったのに、保
育士さん、介護士さんの賃上げ、月たったの9000円ですよ。 
しかし、みなさん、平均に比べて8万円も少ないんです。 8
万円上げるのが当たり前じゃないですか。 みなさん、私は
ね、賃金格差なくすことは、ジェンダー平等の日本をつくる
土台になると思います。 女性がなかなか1人では自立できな
い、経済的に自立できない、これが例えばDVなどが起こって
も逃れられないという根っこにあるんじゃないでしょうか。 
共産党は賃金格差をゼロにするまで頑張ります。 ジェンダー
平等のヨロン＊、ごいっしょにつくろうではありませんか。 
え、これが、日本共産党の優しく強い経済をつくる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。 あ
れ、どれも国民の願いだと思います。 当たり前のことばっか
りですよね。 ただ実行しようとしますと、財界の横やりをは
ねのける力が要ります。 財界献金もらってる党にはできませ
ん。  
【自分】そうだ。  
【自分】党をつくって100年、財界献金びた一文受け取りま
せん。 これから先100年も、絶対に受け取りません。  
【自分】そうだ。  
【自分】日本共産党を伸ばすことが、暮らしを良くする一番
確かな力になるんじゃないでしょうか。  
【自分】そうだ。  
【自分】どう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。

53

名前大事にしてい
きたいと思います
ので、どうかご愛
顧のほどよろしく

最後にみなさん、共産党は党をつくって今年で100年です。 
実は日本の政党の中で、戦前戦後を1つの名前で通してる党
は、日本共産党しかないんです。 ですから、この名前大事に
していきたいと思いますので、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。

54
共産党が主張して
きたことが正し
かった

あの、これには理由がありましてね、かつて太平洋戦争に向
かう時期に、共産党以外の全部の政党が党を解散して、大政
翼賛会というのに入りまして、みんなで揃って、侵略戦争を
推進したんです。 だから戦後、同じ名前では出てこれませ
ん。 こうなりまして、名前を変えたんです。 日本共産党は
そういう暗い時代から、命がけで侵略戦争に反対し、国民主
権の日本をつくろうという旗を掲げて頑張り抜いたただ1つ
の政党なんです。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】そのために、私たちの優れた先輩、小林多喜二や野
呂榮太郎、伊藤千代子、こういう先輩が迫害で命を落としま
した。 しかし、共産党が主張してきたことが正しかったこと
は、戦後の日本国憲法が証明したんではないですか。  
【自分】そうだ。 そうだ、そうだ。  
【自分】＊＊＊。

[55]「みなさ
ん、共産党の頑
張りどころじゃ
ないでしょう

か」についての
理由・ニーズ

55

みなさん、共産党
の頑張りどころ
じゃないでしょう
か

【自分】マスコミの話、最後にするのは、今また戦前を思わ
せるような平和と憲法壊す翼賛政治の危険を感じるからで
す。 討論会などに出ましても、ウクライナの危機に乗じて、
多くの政党が軍事費の拡大に、の、波ん中に、もう飲み込ま
れてしまってる。 こういう状況であります。 みなさん、共
産党の頑張りどころじゃないでしょうか。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】日本共産党は100年の歴史に立って、平和と暮らし
を壊すギャクリュウ＊に対しては、正面から立ち向かい、正
面から打ち破り、命と暮らしと。

[53]「名前大事
にしていきたい
と思いますの

で、どうかご愛
顧のほどよろし
く」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
日本共産党伸ばせ
ば、日本の政治は
必ず変わります

【自分】平和を守るために、頑張り抜く決意をここでお約束
したいと思います。  
【自分】＊。  
【自分】皆さん日本共産党伸ばせば、日本の政治は必ず変わ
ります。  
【自分】カワル＊。  
【自分】それは私が100年の歴史が証明してると思います。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】戦前の共産党の主張は、戦後の憲法に実りました。 
戦後私たちは、例えば核兵器のない世界を創るために、被爆
者の皆さんと一筋に力を合わしてきました。 それは核兵器禁
止条約に実を結んだじゃありませんか。  
【自分】＊。

[57]「国民みん
なが安心して、
希望が持って暮
らせる」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。

57
国民みんなが安心
して、希望が持っ
て暮らせる

【自分】共産党伸ばせば、必ず日本は変わります。  
【自分】＊。  
【自分】どうか皆さんのお力で、今度の選挙、日本共産党大
躍進させて頂いて。 女性も、男性も、子供さんも、お年寄り
も国民みんなが安心して、希望が持って暮らせる。 そういう
新しい日本を作っていこうじゃありませんか。  
【自分】＊。  
【自分】ご＊、広げに広げて頂きますことを、最後にお願い
し、訴えと致します。 私も力の限り頑張りぬく決意を申し上
げて、終わりにしたいと思います。 ありがとうございまし
た。

[58]「自由と平
和、ブレずに
真っ直ぐ貫く

100年」につい
ての具体的説明

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

58
自由と平和、ブレ
ずに真っ直ぐ貫く
100年

【自分】＊。  
【自分】ただいまの訴えは、シイカズオ＊幹部会院長の訴え
でした。  皆さん今度の参議院選挙で、何としても比例5議席
必ず実現していきましょう。 そしてイワブチトモ＊参議院議
員を再び国会に送り出しましょう。  
【自分】＊。  
【自分】どうぞ皆さん、自由と平和、ブレずに真っ直ぐ貫く
100年。 日本共産党大きく伸ばしてください。  
【自分】＊。

[59]「オバタキ
ミコさん、是非
押し上げていき
ましょう」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。

59
オバタキミコさ
ん、是非押し上げ
ていきましょう

【自分】今度の選挙、お一人二票ございます。 選挙区選挙
は、市民と野党の共闘を力を発揮させて、オバタキミコさ
ん、是非押し上げていきましょう。  
【自分】＊。  
【自分】比例代表では、日本共産党への大きなご支援、どう
ぞ一回り二回りと広げて下さい。 皆さんさらに5票10票と、
広げてください。  
【自分】＊。

起点となる話題 ✔

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

60
かけがえのない憲
法を守る力、命を
守る力です

【自分】かけがえのない憲法を守る力、命を守る力です。 日
本共産党への大きなご支援を重ねてお願いを申し上げまし
て、本日この場所をお借りいたしましての街頭演説を終わら
せて頂きます。 お集まり頂いた皆様、そして今日この演説に
マイクを握っていただきました、シミンレンゴウミヤギ＊の
タタラさん、イシガキノリコ参議院議員、本当にありがとう
ございました。 これをもちまして、この場での訴えを終わら
せていただきます。 大変ご協力、ご声援頂きまして、誠にあ
りがとうございました。 【無音3:35まで】。

[59]「オバタキ
ミコさん、是非
押し上げていき
ましょう」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。


