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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

83%

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 生活が第一の立憲民主党を、大き

く大きく伸ばしていきたい

△ 少し詰め込みがち
2 ぜひとも改めて、ミズノモトコ、

お力をいただきたい あなた側の話量は65分が適切と判定されました

3 しっかりと物価を下げる提案をミ
ズノマトコにやらせてください

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が多めです

4 その責任も含めて私に担わせてくださ
い

5 この物価高を放置しているに等しいと
皆さん思いませんか

6 ゼロ金利やめれば、円安止まります、物価高
止まります

7 どうぞ皆さん、力を貸してください

8 ミズノマトコは、三つの想いでこの参議院選
挙に挑んでおります

9 立憲民主党は、もう核共有については愚策だ
と明確に言っています

10 バランスの悪い国家予算を組む政党に、国の
運営は任せられない

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）

32.9語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 OPEN あ、＊さんいいですか？

4 OPEN 皆さんこれを止めましょう、どうでしょう？

6 OPEN 物価高で国民を放置しているのは誰ですか？

6 OPEN そして物価高の中でお年寄りいじめをしているのは誰ですか？

6 CLOSED そう思いませんか？

9 CLOSED ノウチミツエ大和市議会議員、そして、サトウ、サトウノリ？

9 CLOSED ノリアキさん？

20 OPEN 一方、日本の国は皆さん、どうですか？

27 OPEN だからこそ今回の戦争の一番問題、皆さん何ですか？

43 CLOSED みなさん、そう思いませんか？

43 CLOSED みなさん、こんな政治がフェアな政治だと思いますか、みなさん？

46 CLOSED この目線、この認識がある限り、円安は放置されると思いませんか？

46 CLOSED で、この物価高を放置しているに等しいと皆さん思いませんか？

48 CLOSED
年金が下がって、物価が上がって、介護施設の利用料もどんと上がって、じゃあ皆さん、岸田さ
んは何かやってますか？

48 OPEN 決断と実行というポスター、なんであんなポスターにしたんですか、皆さん？

48 CLOSED 思いませんか？

49 CLOSED これね、上げた料金を据え置いて、何が食料品対策ですかって、皆さん思いませんか？

51 CLOSED 皆さん力を貸していただけませんか？

52 OPEN これだけ物価対策で予算が必要な局面の時に、キシダ総理が上げるっていう予算はなんですか？

53 CLOSED これ皆さん、ほんとおかしいと思いませんか？

54 CLOSED むちゃくちゃバランス悪い国家予算ですよね？

56 CLOSED
本当に我々は、もう今の自民党政権の悪ノリ、もう1つ言うと、維新の悪ノリ、これもけしからん
ですよね？

58 CLOSED
それに加えて、維新の会ですよ、野党第一党を狙う、その政党が未だに核共有の旗を下ろしてな
い、けしからんと思いませんか？



59 OPEN
もう1つ、維新のことで言うと、自民党をピリッとさせる、ピリッとする、そんな弱い野党でどう
すんですか？

61 CLOSED

にも関わらず、維新はそれを反対ばかりだ、批判ばかりだと、全くフェイクな情報で批判をす
る、これだけでもけしからんと思うけれども、そうして我々が反対をして、正々堂々、与党と戦
おうとしてる時に、ピリッとさせるような、そんなピリッとぐらいの政党には、皆さん、任せら
れないと思いませんか？

61 CLOSED
やっぱり、ガップリオツ＊ですよ、与党を寄り切るぐらいの気迫、論戦力で戦って、初めて、皆
さんの生活に近い政治ができるんじゃないですか？

63 CLOSED
どうか皆さん、やっぱりこの立憲民主党、今の政権に対抗する最大の勢力として、そして、将来
的に盛況になる勢力として、どうかどうかお育てをいただけないでしょうか？

73 CLOSED 17？

73 CLOSED 5時から？



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　　 19トピック

同じ話題を深堀りし過ぎかもしれません

話題の数　21件
話順 説明の少ない話題　2件 話順 説明のある話題　19件
65 一緒になって勝利を勝ち取っていきましょう 5 どうぞ皆さん、力を貸してください

73
午後5時から海老名駅前におきまして、ミズノモ
トコ街頭演説会開催いたしますので、どうぞご参
集いただけたら

9 ミズノモトコ、なんとしても当選させてください

13
ミズノモトコ、応援していきたいと思いな、ま、
ますので、皆様、応援のほどよろしく

15 みなさんどうぞ大きな拍手をお願いいたします
17 皆さんの力で国政へとミズノさんを押し上て

21
リッケンミンシュ党の1議席、しっかりとミズノ
モトコさんで確保していただきますよう

27
平和を守るためにも、何としてもミズノモトコさ
ん

33
しっかりと物価を下げる提案をミズノマトコにや
らせてください

37 その責任も含めて私に担わせてください

40
ミズノモトコへのご支持、応援、そしてご投票、
宜しくお願い致します

44
ぜひとも改めて、ミズノモトコ、お力をいただき
たい



46
この物価高を放置しているに等しいと皆さん思い
ませんか

51 皆さん力を貸していただけませんか

54
バランスの悪い国家予算を組む政党に、国の運営
は任せられない

56
立憲民主党は、もう核共有については愚策だと明
確に言っています

60
政府の法案に対しても、1個1個吟味をして、85
パーセントの法案には賛成

62
生活が第一の立憲民主党を、大きく大きく伸ばし
ていきたい

67
ゼロ金利やめれば、円安止まります、物価高止ま
ります

71
できたのにやらなかった怒りの1票を、ぜひ立憲
民主党へ



【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　　 19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）

5 説明のある話題 どうぞ皆さん、力を貸してください

こうしたミズノモトコ、そしてとにかく自分自身も一
生懸命28年間、小5と中2のお母さんとして働いてき
た働くお母さんだからこそこの物価高も、それからみ
なさんが日々感じているこの子育ての大変さ、可愛い
ですよ...

↓

4→ 具体的説明 皆さんこれを止めましょう

神奈川選挙区でミズノモトコ、ミズノモトコさんは立
候補いたしましたが、ここでは自民党2議席、公明
党、維新ともしこれで4議席取ったら、全くチェック
が働かないどころか岸田政権の暴走になります。 皆さ
んこれを止めましょう、どうでしょう？  話者A：そう
だ、そうだ。  話者A：そのためにミズノモトコ、ミズ
ノモトコ、この国際派の即戦力、平和のためにも国際
ルール、この安保理が、国連が機能しないなら自分が
作ると、...

- -

9 説明のある話題
ミズノモトコ、なんとしても当選させて
ください

話者A：いって＊らっしゃい。  話者A：えー、ほん、
本日は、地方議員の皆様、そして、関係団体の皆様も
応援に駆けつけてくださっております。 お名前呼びま
すので、ぜひ前方のほうに出てきてください。 
えー、...

←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
お友達にもご家族にもお伝えしていただ
きたい

話者A：この参議院選挙で、今言ったことを全部実現
できるのは、ミズノモトコ、ミズノモトコ、この方で
す。 ぜひ、水色の服を着た応援団たくさんいますの
で、私達はなぜ水色を着ていますでしょうか。 それ
は、ミズノモトコさんを応援してるからです。 そのこ
とを、皆さん、お友達にもご家族にもお伝えしていた
だきたい、そのことをお願い申し上げて、私のご挨拶
に変えさせていただきます。 ミズノモトコ、頑張れ。  
話者A：...

- -

13 説明のある話題

ミズノモトコ、応援していきたいと思い
な、ま、ますので、皆様、応援のほどよ
ろしく

話者A：はい、本日、私達を支援してくださっており
ます、県中央地域連合から、や、ナカオ事務局長もお
見えになっております。 一言、ご挨拶だけよろしくお
願いいたします。  話者A：はい、みなさんこんにち
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

↓

12→ 具体的説明
神奈川選挙区から、国を変えてまいりま
しょう

えー、大和市議会議員の、ノウチミツエと申します。 
えー、先日の神奈川新聞におきますと、えー、この物
価高のために生活がとても苦しくなった、苦しくなっ
た、と答えた方が80パーセントでした。 今、今こそ
のこのミズノモトコさんが、立憲民主党から生活安全
保障、物価高と戦ってまいります。 そして、この、
13区、特にこの大和市中央林間、えー、フトリヒデシ
衆議院議員を誕生させた、この中央林間から、大和市
から、神奈...

- -

15 説明のある話題
みなさんどうぞ大きな拍手をお願いいた
します

えー、それで、私もですね、みなさんとの距離がヒロ
イ＊確保出来ますので、マスク外して、えー、この後
お話しさしていただきたいと思っております。 えー、
そして本日は、私たち立憲民主党のイズミケンタ衆議
院議員...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



14→ 具体的説明
衆議院議員フトリヒデシより、皆様に応
援演説をさせていただきます

えー、この、ま、この場所には、大和市議会議員のオ
オナミシュウジ議員も応援にきてま、いらっしゃって
ますことをご紹介させていただきます。 では、応援演
説、この地元選出、神奈川13区選出、衆議院議員フト
リヒデシより、皆様に応援演説をさせていただきま
す。 どうぞよろしくお願いいたします。  話者A：喋
るときはいいんだよ。  話者A：あそうですね、はい。  
話者A：えー、みなさんこんにちは。  話者A：こん...

- -

17 説明のある話題
皆さんの力で国政へとミズノさんを押し
上て

どうか皆さん、先ほどニアリ＊ましたミズノモトコさ
ん、正に国際派の即戦力です。 どうか今回の参議院選
挙でも皆さんお一人お一人の力をケッショウ＊して、
残念ながら私たちリッケンミンシュ党には強力な組織
票があ...

←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

↓

16 → 具体的説明
皆さんの力をケッショウ＊して私たちは
政治を変えました

話者A：私もこれまで、ずっとこの場所で草の根民主
主義、草の根政治ということで、こだわってやってま
いりました。 本日、この場所にお越しいただいた多く
の皆さん。 昨年の衆議院選挙でも、皆さんと一緒に、
正に皆さんの力をケッショウ＊して私たちは政治を変
えました。 最初は無理だろう、不可能だろう、駄目だ
どうせと、多くの人が思いましたが、それでも私たち
は諦めずに、とにかく一途に今の政治を何とか変えた
い、変えな...

- -

21 説明のある話題

リッケンミンシュ党の1議席、しっかり
とミズノモトコさんで確保していただき
ますよう

だからこそ、今回の参議院選挙、なんとしてもデ＊で
すね、皆さん、このカナガワ選挙区でどうか、ミズノ
さん、やはり私たち、リッケンミンシュ党、生活安全
保障を掲げております。 生活者の目線で、皆さんの暮
らしに...

←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
絶望しかないと、この国は、それを作っ
たのが、皆さん、ジミン党政権

一方、日本の国は皆さん、どうですか？ 先ほど＊＊＊
皆さんからもありました。 残念ながら円安がどんどん
進んでいく、物価も高騰していく、そんな中ですね、
政府がほとんど何もしない。 政治がリーダーシップを
発揮していないです。 我が党はですね皆さん、4月の
8日でした。 イズミ代表の下で、しっかりと補正予算
を組んでコロナからの復興を力強く進めようと。  話
者A：いうことを、具体的に提言していましたが、政
府が...

- -

27 説明のある話題
平和を守るためにも、何としてもミズノ
モトコさん

だからこそ今回の戦争の一番問題、皆さん何ですか？ 
ロシアが国際ルール、国連のルールを無視したことで
すよ。 だから皆さん、今本当に国会に必要なのは、も
う一度私たち日本の国も一緒になって、時には先頭に
立っ...

←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

↓

26→ 具体的説明
生活を守り、子ども達の未来も作ってい
く

残念ながらジミン党にはですね、警察そして海上保安
庁、また海上自衛隊、この3つの縄張り争いで、こう
いった具体的に国民を守るための政策すらできない政
党、やはり皆さん、これ以上、何でもかんでも前のめ
りに進めていく、そういった、ワタシハ＊、政党に政
権を、ま、まかせるわけにはいかない。  話者A：そう
思っております。 だからこそ生活安全保障のもとで、
我々は必ず具体的に国民生活を守り、そして皆さん生
活を守り、...

- -

33 説明のある話題
しっかりと物価を下げる提案をミズノマ
トコにやらせてください

話者A：だから私は、立憲民主党は、皆様の国民の側
に立って、お声を国会に届けたいんです。 まずは物価
高をしっかりと押さえていく。 立憲民主党ミズノマト
コ、ガソリンや小麦など、政府が値段設定に関与して
いる...

←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
ミズノマトコは、三つの想いでこの参議
院選挙に挑んでおります

私ミズノマトコは、三つの想いでこの参議院選挙に挑
んでおります。 皆様の生活を、笑顔守りたい。 
えー、そして元気な産業、日本の未来を作りたい。 そ
して子供達の未来に、戦争がない社会を送りたいんで
す。 生活の笑顔は、私はこの2ヶ月、本当に遅い立候
補でありましたから、県内を走り回って皆様に伺って
きました。 この物価高、本当に皆さんの台所を痛めて
いる。 これは皆さん、ロシアとウクライナの戦争が始
まったから...



34→ 具体的説明
国家のお金の使い方が歪んでいることを
まずは正したい

そしてさらに先ほどの少子高齢化対策。 これこそが日
本が人口が減っていき、先細っていく大きな課題であ
ると思います。  どうか私ミズノマトコに、先輩方の
笑顔を守る、100年生きていくための安心の年金医療
制度、介護制度の改善や。 そして海外では＊、無料に
なっていることも多くなっている大学までの教育費の
無償化で、子供達の未来や、子育てを頑張ってるお父
さんお母さんの笑顔を守らせてください。 私は生活の
笑顔を...

- -

37 説明のある話題 その責任も含めて私に担わせてください

皆さんキシダ総理の聞く力はこの程度です。 私達の物
価高に困っていることだって、この選挙に私達立憲民
主党が負けたら国民は許容しているということになっ
てしまう。 だから私達立憲民主党は負けることが出来
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

↓

36→ 具体的説明

何故広島県人のキシダ総理、締約国会議
に出ようともオブザーバーもしないんで
しょうか

話者A：ひつが多い県であるから、もし本当に東アジ
アで何かあったら大変なことになります。 政府自民党
は私達国民の意識を殆ど見ていない。 例えば、かく
へ、核兵器禁止条約の締約国会合、先週ありました
ね。 キシダ総理は聞く耳が、聞く力があることをア
ピールして総理になられましたが、何故広島県人のキ
シダ総理、締約国会議に出ようともオブザーバーもし
ないんでしょうか。 広島県人は自分でお金を払って
オーストリアまで...

38 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

立憲民主党がしっかりしないと、日本の
未来がないから立ち上がっています

ミズノモトコは政治家になりたくて挑戦をしている訳
ではない。 皆様と同じく日々日々働きながら、どうし
てこうなるんだ、この政治を変えなければ、子供達の
未来も日本の産業も、もう崖っぷちになっていく。 な
んとかしなければ、その為には政治を変えなければな
らないという、だからこそ厳しいけど思い切って野党
のほうから立憲民主党がしっかりしないと、日本の未
来がないから立ち上がっています。...

- -

40 説明のある話題
ミズノモトコへのご支持、応援、そして
ご投票、宜しくお願い致します

ミズノモトコは必ずや皆様の思いを未来に繋ぐ政治家
になります。 どうぞ皆様、ミズノモトコ、ミズノモト
コへのご支持、応援、そしてご投票、宜しくお願い致
します。  話者A：すいません、ありがとうございま
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

↓

39→ 具体的説明
ご支援、そして、どうか輪を広げてくだ
さい

どうか皆様、今日中央林間駅にお集まりの皆様、私ミ
ズノモトコ、ミズノモトコはしっかりと当選したあか
つきには、皆様のお期待を元にしっかりと仕事をさせ
ていただきます。 どうか私ミズノモトコに今日お会い
になった皆様のご支援、そして、どうか輪を広げてく
ださい。 皆様、今私は2ヶ月の走り回りながら皆様の
お力をいただきながら、今やっと当落線上に浮上して
まいりました。 もう一歩のところであります。  今
日、中央林...

- -

44 説明のある話題
ぜひとも改めて、ミズノモトコ、お力を
いただきたい

話者A：アベトモコさんも、そしてワセダさんも、私
も当然ですが、このマキヤマさんもゴトウさんもね、
われわれみんな法律のルールに従って同じスタートラ
インから公平公正な社会の象徴である選挙をたたかお
うとして...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

41→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

みなさん、いっしょに勝とうじゃありま
せんか

では、今日、この中央林間駅に応援に駆けつけてくだ
さいました、立憲民主党代表泉健太衆議院議員より応
援の弁をよろしくお願いいたします。  話者A：はい、
え、みなさんどうも、こんにちは。  話者A：こんにち
は。  話者A：中央林間駅、ありがとうございます。 
本当にたくさんのみなさまにお集まりをいただきまし
た。 え、立憲民主党代表の泉健太です。 改めて、多
くのみなさまがこのミズノさんの短期間のチャレンジ
を...

43→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

こんな政治が、ルールを守れてる政治と
は思えない

だって、ねえ、この令和に入って、もういい加減あの
時代劇のような、越後屋政治はないと思っていたけど
も、みなさん、あの、だいじ、安部政権以降ですよ、
大臣、副大臣、政務官、有罪になって、ま、逮捕され
て有罪になった人間でも5人もいるんですよ。 まだま
だわれわれ、もうこの今の時代はさすがに法律も厳し
くなって、クリーンな時代になってるだろうと思って
いるのに、裏では、見えないところでは、いわゆる口
利き政治が行わ...

- -



46 説明のある話題
この物価高を放置しているに等しいと皆
さん思いませんか

しかしですよ皆さん、岸田、黒田は今タッグですよ
ね、岸田総理、黒田総裁このタッグでね、日本の金融
政策、経済政策、財政政策を担っている、その片割れ
の黒田氏が何と言ったか、円安は日本経済にプラスで
あると言い...

←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

↓

45→ 具体的説明
毀誉褒貶というかですね、いろんな人に
よって変わってくる

話者A：まあ、先ほどから、え、物価のお話などあり
ました。 え、みなさん、改めてですね、私は、ああ
やっぱり日本には自民党もあるし立憲民主党もあるん
だなあとつくづく思うわけです。 どういうことか。 
ああ、自民党ってのは、やっぱりここまで上から目
線、さっきフトリさんがおっしゃった国家目線、ね、
確かにみなさん。  話者A：円安や円高っていうのは、
常に誰かにとってはマイナスであるし、誰かにとって
はプラスであ...

47→ 具体的説明
品目別にみると、かなり率は上がってい
る

話者A：消費者物価指数が2.1ポイントだった今月も、
これ2ヶ月連続というような2008年以来になります。 
それだけでも、これまでにはないほどの物価高が続い
ている。 これ、あの、消費者物価指数2.1と言います
けども、野菜だとかを外した数値なんですね。 やすい
だ、野菜だとかってこう、生鮮食料品を入れると、
2.5という数字が出て参ります。  そっから更に言え
ば、皆さん、え、先日ですね、あるエコノミストの...

48→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

利用料もどんと上がって、じゃあ皆さ
ん、岸田さんは何かやってますか

そして私は、先日、ある介護施設お邪魔をしましたけ
れども、本当に介護施設の職員さんがもう苦しい顔を
して、手を上げてですね、対話集会で、イズミさん
と、実は利用者様、入居者様に、もう食材の仕入れが
高くて高くて、もうお昼ご飯のお値段を上げる、こう
いうことを言わなきゃいけない、通知をしなきゃいけ
ないんだ、1食100円上げなきゃいけない、1か月で
3，000円ですよ、年間36，000円、介護施設の利用
者の皆さん...

- -

51 説明のある話題 皆さん力を貸していただけませんか
皆さん力を貸していただけませんか？ どうかお願いを
したい。 どうかお願いをしたいと思います。 こう
やって政治は変わっていくんです。...

←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

↓

50→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
間違いなく政策転換の力になります

話者A：しかもちなみに、この上げた小麦の17パーセ
ントっていうのは、政府にお金が入ります。 こんな時
に政府が儲けて、どうするんですか、皆さん。  話者
A：そうだ。  話者A：本当に何も。  話者A：やってな
い。 驚くほどキシダさんは、決断も実行もしていな
い。 だからこそ皆さん、我々立憲民主党は、最初はこ
れ、物価ってのは争点になっていなかった。 でもね、
今、どんどんどんどんこの問題を取り上げることに...

- -

54 説明のある話題
バランスの悪い国家予算を組む政党に、
国の運営は任せられない

私の地元にはキョウセラという大きな会社もあります
が、ここはソーラーパネルを作っていた。 ソーラーパ
ネルの市場も失った。 そして、風力発電の市場も失っ
た。 結局時代の先を見え、見ることができずに、自民
党...

←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 30年間自民党政権によって衰退をした

これ皆さん、ほんとおかしいと思いませんか？ 今ちな
みに、日本の国家予算、教育予算はまだまだ足りない
と思いますよ、我々。 だって先ほどミズノさんが言っ
ていただいた、日本はこの30年間自民党政権によって
衰退をしたんですよね、皆さん。 私の地元だってね、
マツシタとミツビシ、ま、パナソニックとミツビシの
大きな工場があった。 最盛期6000人が働いていまし
たよ。 今これね、2つの大きな工場合わせても2000...

55 → 具体的説明
NATOは2014年の時点に、2パーセン
トにすることを決めてる

立憲民主党の方が100倍、着実で落ち着いています
よ。 冷静ですよ。 国の将来を考えていますよ。  だか
ら私たち立憲民主党は今回、この生活安全保障という
言葉の中で、防衛政策については着実な安全保障と書
いたんです。 これはですね、やっぱり皆さん、ウクラ
イナ情勢があるからって強い兵器を導入すれば強くな
るわけじゃないんです。 大間違い。 ほんとに大間違
い。 NATOが2パーだからうちも2パー、何の根拠で
も...

- -

56 説明のある話題
立憲民主党は、もう核共有については愚
策だと明確に言っています

話者A：ないんですよ。 かこつけるのも、こじつける
のもいい加減にしろと。 本当に我々は、もう今の自民
党政権の悪ノリ、もう1つ言うと、維新の悪ノリ、こ
れもけしからんですよね？ 皆さん。  話者A：けしか...

←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

↓



57→
記憶に残す要素
（客観・デー

タ）

核共有などは実益が全くないことがはっ
きりした

話者A：党内でもヒアリングを繰り返しやってきた、
その中で防衛安全保障の専門家が何と言ってきたか、
結局のところ、核を保有したとしても、配備した場所
が日本の中で最も狙われる危険な場所になる、これが
まず1つでした。 そして、もう1つは、核を仮にどこ
かの国に日本が打ったとしても、必ず核による報復を
受ける、よって、核共有などは実益が全くないことが
はっきりしたと、これがもう安全保障の専門家の中で
も言われてるこ...

58→ 具体的説明
未だに核共有の旗を下ろしてない、けし
からんと思いませんか

なのに、皆さん、自民党のアベ元総理、まだ核共有
言ってますよね。 それに加えて、維新の会ですよ、野
党第一党を狙う、その政党が未だに核共有の旗を下ろ
してない、けしからんと思いませんか？ 皆さん。  話
者A：そうだ。 とんでもない。...

- -

60 説明のある話題
政府の法案に対しても、1個1個吟味を
して、85パーセントの法案には賛成

立憲民主党は、是々非々の政党です、何でも反対ばか
りではありません。 今国会も、法案賛成率、政府の法
案に対しても、1個1個吟味をして、85パーセントの
法案には賛成をしている。 でも、国民のためにならな
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

↓

59→ 具体的説明
彼らが、アベ政権に対して何を言ったん
ですか

話者A：もう1つ、維新のことで言うと、自民党をピ
リッとさせる、ピリッとする、そんな弱い野党でどう
すんですか？ 皆さん。  話者A：そうだ。  話者A：ピ
リッとさせるぐらいで、いろんな汚職、不祥事、収ま
りますか。 じゃ、彼らが、アベ政権に対して何を言っ
たんですか。 彼らが不祥事に対して声を上げました
か。...

- -

62 説明のある話題
生活が第一の立憲民主党を、大きく大き
く伸ばしていきたい

私は、エダノ代表から、2代目のこの立憲民主党代表
を引き継ぎました。 しかし、この立憲民主党、次の世
代も、もっともっと成長しなければいけないと思って
います。 アベトモコさんやエダノさんが、真っ当な政
治、...

←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

↓

63→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

将来的に盛況になる勢力として、どうか
どうかお育てをいただけないでしょうか

どうか皆さん、やっぱりこの立憲民主党、今の政権に
対抗する最大の勢力として、そして、将来的に盛況に
なる勢力として、どうかどうかお育てをいただけない
でしょうか？ 皆さん。  話者A：そうだ＊。...

- -

65
説明の少ない話

題
一緒になって勝利を勝ち取っていきま
しょう

どうか皆さん、残り期間、今日この中央林間の、この
皆さまの盛り上がりで一緒になって、一緒になって勝
利を勝ち取っていきましょう、よろしくお願いいたし
ます。 ありがとうございます、イズミケンタでした。 
ミズ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

67 説明のある話題
ゼロ金利やめれば、円安止まります、物
価高止まります

話者A：お隣、16区からもゴトウ衆議院議員、応援に
駆けつけてくださいました、ごと、ゴトウ衆議院議員
にも一言、応援をよろしくお願いをいたします。 すい
ません、＊。  話者A：ちょっと遅くなって、すいま
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

↓

66→ 具体的説明
どうか皆さん、激励と力をお与えくださ
い

話者A：大変に力強いご講演をいただきました。 皆さ
ん共に、まあ、戦って参りましょう。 ただいまより、
イミズ代表とミズノモトコ候補者、皆さまのところに
あいさつ回りをさせていただきます。 どうか皆さん、
激励と力をお与えください。  話者A：ジャ＊、待っ
て、待って、はい。  話者A：今日はこの場所に。  話
者A：はい、どうぞ、お願いします。...

68→ 具体的説明

キシダ政権が、あ、4月に17パーセン
ト、政府のもうけ分として上げちゃった
んだから

それと、さっき代表からも話のあった麦、17パーセン
ト、さっき代表が上げちゃったっていうこの17パーセ
ント政府丸もうけ分です、もうけ分なんです。 もうけ
分諦めれば、麦の値段、4月に上げなくて済んだ。 そ
うすれば、今度7月1日にカルビーのスナック菓子は1
割から2割上がる。 かっぱえびせん、6月中に買っと
いてくださいね。 ええ、パンとかお菓子とか、軒並み
上がるんですよ。 で、これは、まさにキシダ政権
が、...



69

→ 具体的説明
物価高なのに、ね、年金カット、これ
じゃやってられない

確かに麦はウクライナとかロシアでたくさんできてる
から、ああ、世界のぶ、あの、相場上がってるのは事
実なんですけども、上げないことができたんですよ、
キシダ政権。 にも関わらず麦の値段を上げたのは、こ
れキシダインフレなんです。 え、一つ目が円安は止め
られた、麦、麦の、おお、値上げは止められた、三つ
目は年金上乗せはできたでしょってことなんです。  
話者A：そうだ。  話者A：物価高なのに、ね、年金
カット、...

70
→ 具体的説明

この三つがね、キシダインフレなんです
よ

話者A：この三つがね、キシダインフレなんですよ。 
これはロシアのせいにしちゃいけない。 キシダさんの
せいなんです。  話者A：そうだ。...

- -

71

説明のある話題
できたのにやらなかった怒りの1票を、
ぜひ立憲民主党へ

話者A：ぜひ、7月10日の参議院選挙の投票日、おか
しいよねと、これ物価高対策できたよねと、できたの
にやらなかった怒りの1票を、ぜひ立憲民主党へ、ミ
ズノモトコへお願い申し上げまして、16区から応援に
参り...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

72

→ 具体的説明
ただ今のは、16区代表、ゴトウユウイ
チ衆議院議員でした

話者A：え、ただ今のは、16区代表、ゴトウユウイチ
衆議院議員でした、ありがとうございます。 本日、こ
の場所にヤマサキ、サイキ横浜市議、そしてフジサキ
横浜市議も応援に駆けつけてくださいましたこと、皆
さまにご紹介をいたします。...

- -

73

説明の少ない話
題

午後5時から海老名駅前におきまして、
ミズノモトコ街頭演説会開催いたします
ので、どうぞご参集いただけたら

本日、この後、大和駅オークシティ、そして綾瀬市役
所前、そして16時からは海老名駅前におきまして、ミ
ズノモトコ、皆さまとの街頭演説会、そしてごあいさ
つをさせていただきます。 お時間ございます方は、午
後6...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -
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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

ミズノモトコ街頭
演説会ご参集いた
だきまして、誠に
ありがとうござい
ます

【自分】＊ですか。 皆様大変おまた、お待たせいたしまし
た。 本日はお暑い中、ミズノモトコ街頭演説会ご参集いただ
きまして、誠にありがとうございます。 本日司会をつとめい
た、務めさせていただきます、えー、立憲民主党神奈川13区
総支部幹事長を務めます綾瀬市議会議員のサタケユリです。 
どうぞよろしくお願いいたします。 まず最初に応援に駆けつ
けて下さいました国会議員によりまして、マイクリレーの応
援演説をさせていただきます。 まず最初に神奈川県連代表ア
ベトモコ衆議院議員、どうぞよろしくお願いいたします。  
【自分】＊。  
【自分】あ、＊さんいいですか？ あ、じゃ先にご紹介させて
いただきます。 ワセダユキ、え、衆議院議員。  
【自分】はい、＊頑張りましょう。  
【自分】ミズノモトコ、選対本部長。 ナタニヤマサヨシ参議
院議員でございます。 そして、マキヤマヒロエ参議院議員が
応援に駆けつけて下さいました。 ありがとうございます。  
【自分】＊マイク＊。 ＊さん、はい。  
【自分】ではまず最初に、アベトモコ県連代表によろしくお
願いいたします。  
【自分】はい。 改めまして皆様、お待たせしております。 
もうすぐイズミ代表見えるまでの間、立憲民主党神奈川県連
合代表、私アベトモコからご挨拶をいたします。 本日はミズ
ノモトコ候補のために、かくもお暑い中お集まり頂いてあり
がとうございます。 なにせ、異常な夏です。 6月の、も、下
旬に梅雨が明ける。 今までなかったです、記録の中に。 も
う一つ異常なことがあります。 物価高です。 これも50年前
の狂乱物価以上の物価高が、も、刻々と日々迫っておりま
す。

[2]「どうかミズ
ノモトコを国会
にお送りくださ
い」についての

具体的説明

2
どうかミズノモト
コを国会にお送り
ください

立憲民主党では生活安全保障、このパンフを日々配りなが
ら、まだまだ本当の争点がこの物価高に、暮らしを守れない
政治に向かっていない、いないことに対して、立憲民主党こ
そが先頭に立ってこの戦いを本来の国民の暮らしを取り戻
す、その戦いに変えて参ります。 そのためにもミズノモト
コ、物価高で暮らしが破壊されれば、必ず格差と戦争につな
がります。 ミズノモトコ、戦争の予防のための国際ルールに
も彼女をおいて他にない、本当に稀な人材です。 でも、それ
を国会に送っていただけるのは皆様のお力です。 私アベトモ
コから、本当に伏して比してお願いを申し上げます。  どう
かミズノモトコを国会にお送りくださいまして、子供達の未
来、平和な未来、宇宙から見て地球が一つであること、そう
した時代をご一緒したいと思います。 アベトモコでした。 
よろしくお願いします。

[3]「天下の愚
策、これしか打
ち出せない、こ
んなキシダ政

権、今までと同
じ」についての

具体的説明



3

天下の愚策、これ
しか打ち出せな
い、こんなキシダ
政権、今までと同
じ

【自分】皆さんお集まりいただきまして、大変ありがとうご
ざいます。 私はミズノモトコ選対の副本部長を務めます、衆
議院議員のワセダユキと、まい、申します。 鎌倉からミズノ
さんのために駆けつけてまいりました。 皆様本当に大勢お集
まりいただき、ありがとうございます。 そして、この物価
高、そこに対して数十円のこの節電対策ポイントなどという
天下の愚策、これしか打ち出せない、こんなキシダ政権、今
までと同じです。 アベノミクスでとにかく大企業のためには
一生懸命やる、だけど国民の皆さんがこれだけ困っている、
1万品目ですよ。 このね、物価高、こ。  
【自分】うとう、それに対して何も手を打たないというのは
どういう事なのか、そして皆さんここが問題です。

[4]「皆さんこれ
を止めましょ

う」についての
具体的説明

4
皆さんこれを止め
ましょう

神奈川選挙区でミズノモトコ、ミズノモトコさんは立候補い
たしましたが、ここでは自民党2議席、公明党、維新ともし
これで4議席取ったら、全くチェックが働かないどころか岸
田政権の暴走になります。 皆さんこれを止めましょう、どう
でしょう？  
【自分】そうだ、そうだ。  
【自分】そのためにミズノモトコ、ミズノモトコ、この国際
派の即戦力、平和のためにも国際ルール、この安保理が、国
連が機能しないなら自分が作ると、彼女は国連でモ＊働いて
きたからこそ、それを提案できる立場です。

[5]「どうぞ皆さ
ん、力を貸して
ください」につ
いての具体的説

明

5 どうぞ皆さん、力
を貸してください

こうしたミズノモトコ、そしてとにかく自分自身も一生懸命
28年間、小5と中2のお母さんとして働いてきた働くお母さん
だからこそこの物価高も、それからみなさんが日々感じてい
るこの子育ての大変さ、可愛いですよ、本当に楽しいけれど
も子育ては、でも、それでもやっぱり辛いことはたくさんあ
る。 こうした事も全部ミズノモトコは、その生活に根ざした
今の岸田政権にない、国民に寄り添う政治をミズノモトコ、
ミズノモトコが実現します。 まだまだ圏内に入っていませ
ん、どうぞ皆さん、力を貸してください。 最後、横一線と言
われています、皆さんの一票、一票が大切です、是非よろし
くお願いいたします。 ありがとうございました。  
【自分】はい、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。

6
体験した事を、
お、そのまま政策
に活かせる

【自分】ミズノモトコさんの応援団の1人、参議院議員のマ
キヤマヒロエでございます。 今、物価高のお話がありまし
た。 物価高で国民を放置しているのは誰ですか？ そして物
価高の中でお年寄りいじめをしているのは誰ですか？ 年金
カットをしようとしているのは、誰かという事を皆さんお分
かりですよね。  与党、自民党、公明党、そして維新の会、
この3つの党は少なくとも年金をカットしようとしている。 
我々、立憲民主党は違います。 そしてお年寄りを、お、物価
高の中で守れるのはミズノモトコ、ミズノモトコ、立憲民主
党のミズノモトコです。 そして、今お話にありました様に、
シングルマザーとして子育てをしてきました。 シングルマ
ザーとして一番苦しいのは、子供の教育にできるだけ目をか
けてあげたい、お金もかけてあげたい、だけどそれができな
い親はたくさんいらっしゃいます。 本当は子供が欲しいんだ
けど、何と言っても教育費にお金がかかる、だから子供を持
つことができない、そういう親たちのためにも、やっぱりシ
ングルマザーであるミズノモトコさんは身をもって体験した
事を、お、そのまま政策に活かせるそういう候補者だと思い
ます。 そう思いませんか？ 皆さん。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】ありがとうございます。

[7]「命の守り方
を、ぜひ、

えー、ミズノモ
トコさんを先頭
に、えー、実現
しよう」につい
ての理由・ニー

ズ



7

命の守り方を、ぜ
ひ、えー、ミズノ
モトコさんを先頭
に、えー、実現し
よう

【自分】だからこそ、ミズノモトコさんなんです。 苦労して
苦労して子供を育ててきた、子供には夢をもってそれを実現
してもらいたい、どんな職業になろうと応援してあげたい、
それが親心だと思うんです。 でも、好きな高校にも行けな
い、好きな大学にも行けない、好きな学部にも行けない、そ
ういう子供達たくさんいます。 教育さえ無償化にさせてあげ
れば、親たちは本当にお金以外のことでも、精神面でも食べ
物でも飲み物でも、いろんな面でお金がかかりますから、他
の分野で子供たちを応援することが出来ます。 是非、教育を
無償化にして。  
【自分】そして、防衛予算ばっかり増やす与党とは違う命の
守り方を、ぜひ、えー、ミズノモトコさんを先頭に、えー、
実現しようではありませんか。  
【自分】そうだ。

[8]「お友達にも
ご家族にもお伝
えしていただき
たい」について
の具体的説明

8
お友達にもご家族
にもお伝えしてい
ただきたい

【自分】この参議院選挙で、今言ったことを全部実現できる
のは、ミズノモトコ、ミズノモトコ、この方です。 ぜひ、水
色の服を着た応援団たくさんいますので、私達はなぜ水色を
着ていますでしょうか。 それは、ミズノモトコさんを応援し
てるからです。 そのことを、皆さん、お友達にもご家族にも
お伝えしていただきたい、そのことをお願い申し上げて、私
のご挨拶に変えさせていただきます。 ミズノモトコ、頑張
れ。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。

[9]「ミズノモト
コ、なんとして
も当選させてく
ださい」につい
ての具体的説明

9
ミズノモトコ、な
んとしても当選さ
せてください

【自分】いって＊らっしゃい。  
【自分】えー、ほん、本日は、地方議員の皆様、そして、関
係団体の皆様も応援に駆けつけてくださっております。 お名
前呼びますので、ぜひ前方のほうに出てきてください。 
えー、ハナオキ、ハナウエキヨシ横浜市会議員。  
【自分】おー、代表、お待ちしてました。  
【自分】アイハラ、アイハラシホ海老名市議会議員。  
【自分】どうも＊。  
【自分】お疲れ様です。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】前に来てもらって＊。  
【自分】ノウチミツエ大和市議会議員、そして、サトウ、サ
トウノリ？  
【自分】サトウさんいない＊の。  
【自分】ノリアキさん？  
【自分】マサノリ。  
【自分】マサノリさん、サトウマサノリし、大和市議会議
員、失礼いたしました。 すみません、マイクリレーで、
えー、回しますので、一言ずつよろしくお願いいたします。  
【自分】先生、一言ずつお願いします＊。  
【自分】はい。 えー、皆さんこんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】えー、横浜市会議員を代表して、えー、今日はです
ね、ミズノモトコさんの応援にまいりました。 お隣、横浜市
は瀬谷区の出身の横浜市会議員のハナウエキヨシでございま
す。 えー、なんとしてもですね、ミズノさんは当選させてい
かなければならないと思います。 えー、今朝のNHKの政見放
送、ご覧になった方からたくさん電話いただきました。 ミズ
ノさんっていう方、初めてテレビで見ましたが、立派な方で
すねと、こういう人ならば、国会に出しても間違いないと、
このような声がですね、私のもとに相次ぎました。 皆さん、
ミズノモトコ、なんとしても当選させてください。 よろしく
お願いいたします。 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。



10

切りひら、開いて
いく、その力をぜ
ひともミズノモト
コに

【自分】えー、皆様、本日はお集まりいただきまして、あり
がとうございます。 えー、横浜市都筑区からまいりました、
サトウタカノブでございます。 皆様お一人一人、一人の力を
合わせて、この国の難局を、えー、切りひら、開いていく、
その力をぜひともミズノモトコにお渡しください。 よろしく
お願いいたします。  
【自分】はい。 皆様、こんにちは。 地元中央リンギ＊会出
身の、大和市議会議員のサトウマサノリでございます。 今、
ウクライナ、ロシアが侵攻しておりますけれども、どうやっ
たら戦争を防げるのか、やはり国際法を熟知した＊こそ、ミ
ズノモトコさんに国会で活躍してくれること、これこそが必
要じゃないでしょうか。 一律に軍事費2倍にしたって、平和
は訪れてこないんです。 しっかりした＊、そうしてルールに
基づいた、る、あ、平和外交続けるところ＊を、も、望みま
して、私からのお願いと申します。 ありがとうございまし
た。

[11]「女性の声
を大切にしてい
きたい、そのた
めには、ミズノ
モトコ」につい
ての具体的説明

11

女性の声を大切に
していきたい、そ
のためには、ミズ
ノモトコ

【自分】お隣海老名からまいりました、海老名市議会議員の
アイハラシホです。 本日は、皆様、お集まりいただきまし
て、本当にありがとうございます。 私達は、本当に普通に暮
らしたいんです。 普通に正規で働きたいという人が正規で働
ける世の中を、結婚をしたいという人が結婚できる世の中
を、子供を見たいという人が子供を産める世の中を作ってい
きたい、そのためには、やはり女性の声、生活に密着してる
のが私達女性です。 女性の声を大切にしていきたい、そのた
めには、ミズノモトコ、ミズノモトコさんです。 ぜひ皆様の
応援、さい。  
【自分】＊、最後までよろしくお願いいたします。  
【自分】みなさんこんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】私は大和市議会議員の。  
【自分】【マイクハウリング音】。 ごめんなさい、ごめん、
こっちだ。  
【自分】はい、失礼いたしました。 えー、ミズノモトコさん
の応援のあまり、ちょっと、マイクも頑張ってます。 えー、
ふふふ。 ありがとうございます。

[12]「神奈川選
挙区から、国を
変えてまいりま
しょう」につい
ての具体的説明

12
神奈川選挙区か
ら、国を変えてま
いりましょう

えー、大和市議会議員の、ノウチミツエと申します。 えー、
先日の神奈川新聞におきますと、えー、この物価高のために
生活がとても苦しくなった、苦しくなった、と答えた方が80
パーセントでした。 今、今こそのこのミズノモトコさんが、
立憲民主党から生活安全保障、物価高と戦ってまいります。 
そして、この、13区、特にこの大和市中央林間、えー、フト
リヒデシ衆議院議員を誕生させた、この中央林間から、大和
市から、神奈川県から、この国を変えていけるのは、この13
区のみなさんなんです。 どうぞ、みなさん神奈川選挙区か
ら、国を変えてまいりましょう。 ミズノモトコ、ミズノモト
コさん、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。

[13]「ミズノモ
トコ、応援して
いきたいと思い
な、ま、ますの
で、皆様、応援
のほどよろし

く」についての
具体的説明

13

ミズノモトコ、応
援していきたいと
思いな、ま、ます
ので、皆様、応援
のほどよろしく

【自分】はい、本日、私達を支援してくださっております、
県中央地域連合から、や、ナカオ事務局長もお見えになって
おります。 一言、ご挨拶だけよろしくお願いいたします。  
【自分】はい、みなさんこんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】えー、私は、えー、県中央地域連合といいまして連
合神奈川の配下の、綾瀬市、大和市、海老名市、座間市、こ
の四市の中で、働く仲間を、えー、引き連れて活動して、
日々、活動しております。 えー、私たち、県中央地域連合働
く仲間もですね、この、ミズノモトコ、えー、こちら、も
う、えー、応援しですね、あの、活動しております。 我々の
声を、一番国政に届けていただけるのは、ミズノモトコと、
えー、我々組織一丸となってですね、応援することを決意し
ております。 えー、衆院選に続き参院選も13区、我々県中
央地域連合、働く仲間、安心して暮らせる社会を目指し、
えー、ミズノモトコ、応援していきたいと思いな、ま、ます
ので、皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。  
【自分】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。



14

衆議院議員フトリ
ヒデシより、皆様
に応援演説をさせ
ていただきます

えー、この、ま、この場所には、大和市議会議員のオオナミ
シュウジ議員も応援にきてま、いらっしゃってますことをご
紹介させていただきます。 では、応援演説、この地元選出、
神奈川13区選出、衆議院議員フトリヒデシより、皆様に応援
演説をさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたしま
す。  
【自分】喋るときはいいんだよ。  
【自分】あそうですね、はい。  
【自分】えー、みなさんこんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】ほんとに暑い中、えー、これだけ多くのみなさん、
えー、地元の皆さんんにご参加いただきましたことをまず、
心からの御礼を申し上げます。 みなさん、本当にありがとう
ございます。 えー、どうかみなさん、日陰をうまくみ、
えー、見つけていただいてですね、あの、ばらけて、えー、
見ていただければと思いますので、よろしく、えー、いただ
ければと思いますので、よろしくお願いいたします。

[15]「みなさん
どうぞ大きな拍
手をお願いいた
します」につい
ての具体的説明

15
みなさんどうぞ大
きな拍手をお願い
いたします

えー、それで、私もですね、みなさんとの距離がヒロイ＊確
保出来ますので、マスク外して、えー、この後お話しさして
いただきたいと思っております。 えー、そして本日は、私た
ち立憲民主党のイズミケンタ衆議院議員にも応援にお越しい
ただきました。 みなさんどうぞ大きな拍手をお願いいたしま
す。 イズミ代表ありがとうございます。 えー、みなさん覚
えてますか。 イズミ代表はこの場所で、昨年の衆議院選挙の
時も、まさにこの場所からオツタエ＊いただきました。 選挙
の流れを変える、そういった政治家です。 どうか、みなさ
ん、本日もミズノモトコさんのこの街頭演説会。

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

皆さんの力をケッ
ショウ＊して私た
ちは政治を変えま
した

【自分】私もこれまで、ずっとこの場所で草の根民主主義、
草の根政治ということで、こだわってやってまいりました。 
本日、この場所にお越しいただいた多くの皆さん。 昨年の衆
議院選挙でも、皆さんと一緒に、正に皆さんの力をケッショ
ウ＊して私たちは政治を変えました。 最初は無理だろう、不
可能だろう、駄目だどうせと、多くの人が思いましたが、そ
れでも私たちは諦めずに、とにかく一途に今の政治を何とか
変えたい、変えなきゃこの社会は、この日本は駄目になる、
その思いを、その皆さんの力をケッショウ＊して政治を変
え、そして私たちこの参議院選挙を迎えることとなりまし
た。

[17]「皆さんの
力で国政へとミ
ズノさんを押し
上て」について
の具体的説明

17
皆さんの力で国政
へとミズノさんを
押し上て

どうか皆さん、先ほどニアリ＊ましたミズノモトコさん、正
に国際派の即戦力です。 どうか今回の参議院選挙でも皆さん
お一人お一人の力をケッショウ＊して、残念ながら私たち
リッケンミンシュ党には強力な組織票があるわけではありま
せん。 やはり頼りになるのは、皆さんお一人お一人の一票で
しか選挙も、そして政治も変わりません、勝ち抜けません。  
どうか皆さん最後までミズノモトコさんへと、皆さんの力で
国政へとミズノさんを押し上ていただきますよう、心からの
お願いを申し上げます。 皆さん本当にお願いいたします。

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。

18
アメリカ、物凄く
元気でした

えー、さて皆さん、え、先月アメリカを訪問してまいりまし
た。 5月の連休で。 私は5年間アメリカのシンクタンクで働
いてまし、おりました。 7年ぶりの今回、訪米となりました
が、一番鮮明に記憶に残った事は、アメリカ、物凄く元気で
した。 活力溢れるアメリカと、そして残念ながら政府の無策
で衰退が続いていく私たち日本の国の姿。 あまりにも対照的
なその姿でありました。

[19]「アメリカ
では政治がしっ
かりとリーダー
シップを発揮」
についての具体

的説明

19
アメリカでは政治
がしっかりとリー
ダーシップを発揮

今皆さん、アメリカでもですね、アメリカ人も自虐的に言い
ます、トランプ政権以降、残念ながら政治の分断で政治が機
能しないと。 私たち日本人もよくそれ言います。 しかし皆
さん、アメリカでは政治がしっかりとリーダーシップを発揮
をしておりました。 それが何かというと、ちょうど私が訪米
した時は、マスクも、この着用義務が解除されていました。  
そしてなによりも40年ぶりの消費者、個人消費支出が40年ぶ
りの高水準。 活気に溢れて、レストランにしてもお店にして
も人が溢れている、そういった姿。 何故かというと、トラン
プ政権以降ですね、政治は分断していても、それでも政府が
しっかりとですね、政治のリーダーシップで3回大型の財政
支出が行っていたのがアメリカ。 家計や事業者、個人に対し
ても十分な給付を行っていた、その事を背景としてですね、
今のアメリカ少し好景気すぎて、あの、FRBがしっかりと利
上げをしていく、二度目ですか、そんな状況。

[20]「絶望しか
ないと、この国
は、それを作っ
たのが、皆さ

ん、ジミン党政
権」についての

具体的説明



20

絶望しかないと、
この国は、それを
作ったのが、皆さ
ん、ジミン党政権

一方、日本の国は皆さん、どうですか？ 先ほど＊＊＊皆さん
からもありました。 残念ながら円安がどんどん進んでいく、
物価も高騰していく、そんな中ですね、政府がほとんど何も
しない。 政治がリーダーシップを発揮していないです。 我
が党はですね皆さん、4月の8日でした。 イズミ代表の下
で、しっかりと補正予算を組んでコロナからの復興を力強く
進めようと。  
【自分】いうことを、具体的に提言していましたが、政府が
動いたのは6月以降です。 しかも規模は、我々は21兆円、政
府は2兆円ちょっと、あまりにも遅すぎるし、規模が小さす
ぎる。 今、国民の皆さんカラ＊本当に悲鳴を上げておりま
す。 物価は上がるのに、年金もどんどん下がっていく、絶望
しかないと、この国は、それを作ったのが、皆さん、ジミン
党政権です。

[21]「リッケン
ミンシュ党の1議
席、しっかりと
ミズノモトコさ
んで確保してい
ただきますよ

う」についての
具体的説明

21

リッケンミンシュ
党の1議席、しっ
かりとミズノモト
コさんで確保して
いただきますよう

だからこそ、今回の参議院選挙、なんとしてもデ＊ですね、
皆さん、このカナガワ選挙区でどうか、ミズノさん、やはり
私たち、リッケンミンシュ党、生活安全保障を掲げておりま
す。 生活者の目線で、皆さんの暮らしに寄り添った政治をし
ていく、私たちリッケンミンシュ党の1議席、しっかりとミ
ズノモトコさんで確保していただきますよう、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。

22
私たちが、ここで
諦めるわけにいき
ません

そしてこの後、代表からしっかりとお話をいただきたいと
思っておりますが、私からもひとつ、私たち、皆さん、今、
リッケンミンシュ党が政権交代をすると言ったら、皆さん、
まだちょっと早すぎると、今の支持率では足りないだろう
と、いろいろ言われるかもしれません。 デスケド＊、皆さ
ん、私たちが、ここで諦めるわけにいきません。

[24]「生活安全
保障という言葉
で、今回、参議
院選挙を戦って
おります」につ
いての具体的説

明

23

経済政策と＊政策
で、しっかりと国
民の皆さんから信
頼されるか

先ほどアメリカの例もそうです、与党、野党、共和党と民主
党、切磋琢磨してますよ。 政治が真剣にですね、国をどうし
ていこう、お互いにビジョンを作って、良い意味で競争して
いく、私たちニッポンの国は残念ながら、この間、わずか5
年程、戦後この間ですね、5年程、ジミン党以外の政権あり
ましたが、あとはずっと、ジミン党1党支配です。 やっぱり
こんなことじゃ、政治に活力もないし、緊張感もないし、社
会も経済も変わりません。 だから皆さん、私たちですね、私
アノ＊いつも言ってます、政権を担わせていただくには、経
済政策と＊政策で、しっかりと国民の皆さんから信頼される
かどうか、このことだと私は思っております。

[24]「生活安全
保障という言葉
で、今回、参議
院選挙を戦って
おります」につ
いての理由・

ニーズ

24

生活安全保障とい
う言葉で、今回、
参議院選挙を戦っ
ております

そういった意味で今回、イズミ代表の言葉で、私たち、生活
安全保障という言葉で、今回、参議院選挙を戦っておりま
す。 それは何かというと、先ほど少し触れました、やはり国
民を守るための経済、国民、子供たちを守るための、未来を
守るための教育制度があり、そして具体的に国民を守るため
の安全保障政策がなきゃいけない。

[25]「領域警備
法ということで
国会に提出した
のも、私たち
リッケンミン

シュ党」につい
ての具体的説明

25

領域警備法という
ことで国会に提出
したのも、私たち
リッケンミンシュ
党

皆さん、残念ながらジミン党がやってることは、すべて国民
よりも国家が優先なんですよ。 経済にしてもそう、教育にし
ても国のため、国民一人一人の未来の＊でない、安全保障と
言っても国民を具体的に守ることをしないで、とにかく国の
プライドのために外交とか安全保障、今回のGDP、2パーセ
ントに象徴されてます、ナトー並みにしなきゃいけないっ
て、やっぱり、皆さん、これおかしいです。 もちろん今、防
衛力をしっかりと整備していくこと、防衛費を増やしていく
ことに、私たち反対してないです、着実にそこは積み増して
いこうというのが、リッケンミンシュ党の立場、センカクの
問題も危ないから、だからこそ具体的に離島を守ろうと、そ
のための法案を昨年12月の時点で、領域警備法ということで
国会に提出したのも、私たちリッケンミンシュ党です。

[26]「生活を守
り、子ども達の
未来も作ってい
く」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

26
生活を守り、子ど
も達の未来も作っ
ていく

残念ながらジミン党にはですね、警察そして海上保安庁、ま
た海上自衛隊、この3つの縄張り争いで、こういった具体的
に国民を守るための政策すらできない政党、やはり皆さん、
これ以上、何でもかんでも前のめりに進めていく、そういっ
た、ワタシハ＊、政党に政権を、ま、まかせるわけにはいか
ない。  
【自分】そう思っております。 だからこそ生活安全保障のも
とで、我々は必ず具体的に国民生活を守り、そして皆さん生
活を守り、子ども達の未来も作っていく、そのことを全力で
進めてまいります。 今、ウクライナ戦争、皆さん本当に不安
高まってます。

[27]「平和を守
るためにも、何
としてもミズノ
モトコさん」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



27
平和を守るために
も、何としてもミ
ズノモトコさん

だからこそ今回の戦争の一番問題、皆さん何ですか？ ロシア
が国際ルール、国連のルールを無視したことですよ。 だから
皆さん、今本当に国会に必要なのは、もう一度私たち日本の
国も一緒になって、時には先頭に立って新しい国際ルールな
り、国際秩序というものを作っていかなければなりません。 
その時にまさにヒソウ＊されるのが、国際法の専門性を持っ
て、そして我が国としての新しいルールを作っていく、だか
らこそ皆さんミズノモトコさん、もう言うまでもないです
ね、みなさん＊しております、国際派のまさに即戦力です。 
宇宙政策がキイデテ＊おります。 それだけじゃないです。 
NASAとか、アメリカのNASAとか、あるいは国連でも仕事を
してきました。 だからこそ、これからの日本の平和と世界の
平和を守るためにも、何としてもミズノモトコさん立憲民主
党の実績をタメダジャナイデス＊、私たち日本の国のため
に、世界の平和ために皆さん、何としても今回の参議院選
挙、神奈川選挙区で押し上げていただきますよう、心からの
お願い申し上げまして、私、フトリヒデシからの皆様のお願
いの、オツタエ＊とさせていただきます。 ＊皆さん、最後ま
でよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございます。  
【自分】＊サン、＊＊＊。  
【自分】あ、はい。

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。

28

参議院議員候補ミ
ズノモトコより決
意表明を申し上げ
ます

大変長らくお待たせいたしました。 参議院議員候補ミズノモ
トコより決意表明を申し上げます。 どうぞよろしくお願いい
たします。  
【自分】皆さんこんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】ミズノモトコでございます。 え、今日はお暑い中か
くもたくさんの皆さまに、お集まりいただきまして、ありが
とうございます。 私、ミズノモトコは今、参議院選挙7日目
を全力で戦っております。 皆さん私は宇宙機関JAXAで28年
間働いてきました。 そして中2と小5の2人の子どもを今も育
てながら働くシングルマザーであります。 JAXAで働いてい
た28年、私は先端の技術の日本は世界に貢献しながら未来に
伸びていく産業を信じて疑わなかった。

[32]「ミズノマ
トコは、三つの
想いでこの参議
院選挙に挑んで
おります」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

29
産業競争力を失っ
ていくこれを何と
かしたい

でも私たちの現場の思いは、くじかれました。 日本の政治行
政の失敗、それは未来を考えない、そして自分たちや特定の
業界の方を利益を優先する、この30年日本は産業競争力を
失って行きました。 良い技術があり、頑張る人がいるのに、
この産業競争力を失っていくこれを何とかしたいと私は思っ
ております。

[32]「ミズノマ
トコは、三つの
想いでこの参議
院選挙に挑んで
おります」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

30
国民の生活を守る
ための政治＊改革
をしていきたい

え、そして私は中2と小5の2人を育てながら働く母親、お母
さんであります。 子どもを育てながら毎日通勤して皆様と同
じです。 本当に悩みました。  そしてなぜこの少子高齢化と
言われて久しい日本において、私も含めてほとんどの国民が
悩んでいる。 私の世代は子育ての環境、そして教育費が高い
ことで本当に悩み、そして頑張っていらっしゃった先輩方
は、年金、医療、カイゴス＊介護が100年生きていく時代に
は不十分な制度であり不安を抱えていらっしゃる。  
【自分】この少子高齢化対策とは口だけの日本の政治は、何
だろうかと思いました。 だから私は、やはり国民の生活を守
るための政治＊改革をしていきたい、えー、そう思います。

[32]「ミズノマ
トコは、三つの
想いでこの参議
院選挙に挑んで
おります」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

31

母親として、命を
守る政治をしっか
りと進めなければ
ならない

えーさらに私は、ウクライナのこの戦争を見た時に目を疑い
ました。 皆様も一緒だと思います。 まるで、歴史の教科書
で見たような事態が、えー、そしてもしかしたら私たちの子
どもたちが、戦争に巻き込まれるかもしれない時代が近づい
てきている。 えー、それに全く無関心なように、軍備化を進
めていくようにみえる政府自民党の政策。 私は母親として、
命を守る政治をしっかりと進めなければならないと思う。

[32]「ミズノマ
トコは、三つの
想いでこの参議
院選挙に挑んで
おります」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



32

ミズノマトコは、
三つの想いでこの
参議院選挙に挑ん
でおります

私ミズノマトコは、三つの想いでこの参議院選挙に挑んでお
ります。 皆様の生活を、笑顔守りたい。 えー、そして元気
な産業、日本の未来を作りたい。 そして子供達の未来に、戦
争がない社会を送りたいんです。 生活の笑顔は、私はこの
2ヶ月、本当に遅い立候補でありましたから、県内を走り
回って皆様に伺ってきました。 この物価高、本当に皆さんの
台所を痛めている。 これは皆さん、ロシアとウクライナの戦
争が始まったから、国際的に食料品とエネルギーの価格が高
くなってしまってことが、第一の原因ではあるものの。 なん
で国際価格が高いのに、円安を維持するのか。 これは私達の
生活一人一人の生活を犠牲にしながら、株ぬ、株で儲ける
方々の利益を優先している。 これこそが自民党の今の政治の
歪みではないでしょうか。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。

[33]「しっかり
と物価を下げる
提案をミズノマ
トコにやらせて
ください」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

33

しっかりと物価を
下げる提案をミズ
ノマトコにやらせ
てください

【自分】だから私は、立憲民主党は、皆様の国民の側に立っ
て、お声を国会に届けたいんです。 まずは物価高をしっかり
と押さえていく。 立憲民主党ミズノマトコ、ガソリンや小麦
など、政府が値段設定に関与しているのに、これで私たちは
困っているんです。 だから私たちは、しっかりと物価を下げ
る提案をミズノマトコにやらせてください。

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。

34

国家のお金の使い
方が歪んでいるこ
とをまずは正した
い

そしてさらに先ほどの少子高齢化対策。 これこそが日本が人
口が減っていき、先細っていく大きな課題であると思いま
す。  どうか私ミズノマトコに、先輩方の笑顔を守る、100年
生きていくための安心の年金医療制度、介護制度の改善や。 
そして海外では＊、無料になっていることも多くなっている
大学までの教育費の無償化で、子供達の未来や、子育てを頑
張ってるお父さんお母さんの笑顔を守らせてください。 私は
生活の笑顔を守るために、全力で働きます。 皆さん、国家の
お金の使い方が歪んでいることをまずは正したい。 でも私
は、将来子供達の未来が貧しい社会になるのではないかと、
それも心配しております。

[33]「しっかり
と物価を下げる
提案をミズノマ
トコにやらせて
ください」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

35
子供達の未来が、
豊かで元気な日本
を私に作らせて

だから私は宇宙機関JAXAの28年の経験をもとに、この神奈
川から未来に向けて元気な産業を復活させたい。 これは働い
た皆様はお感じではないでしょうか。 私たちは悔しかった。 
技術大国、そして先進国日本が崩れていくことを。 えー、そ
れが政治家や行政の課題により、未来を見ないこの政治によ
ることを。 私はこれを歪みを正して、未来に向けて元気な成
長産業＊。 子供達の未来が、豊かで元気な日本を私に作らせ
てください。 そして、戦争が忍び寄っているこの神奈川、沖
縄についで。

[34]「国家のお
金の使い方が歪
んでいることを
まずは正した

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

36

何故広島県人のキ
シダ総理、締約国
会議に出ようとも
オブザーバーもし
ないんでしょうか

【自分】ひつが多い県であるから、もし本当に東アジアで何
かあったら大変なことになります。 政府自民党は私達国民の
意識を殆ど見ていない。 例えば、かくへ、核兵器禁止条約の
締約国会合、先週ありましたね。 キシダ総理は聞く耳が、聞
く力があることをアピールして総理になられましたが、何故
広島県人のキシダ総理、締約国会議に出ようともオブザー
バーもしないんでしょうか。 広島県人は自分でお金を払って
オーストリアまで行って、核兵器がこんなに悲惨で、だから
廃絶すべき、すべきだと必死に訴えている。

[37]「その責任
も含めて私に担
わせてくださ

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

37
その責任も含めて
私に担わせてくだ
さい

皆さんキシダ総理の聞く力はこの程度です。 私達の物価高に
困っていることだって、この選挙に私達立憲民主党が負けた
ら国民は許容しているということになってしまう。 だから私
達立憲民主党は負けることが出来ない。 特にこの神奈川に於
いて私は2ヶ月全力で走ってまいりました。 野党、立憲民主
党しっかりしてくれというお声をたくさんいただきました。 
私ミズノモトコは、こんなにもたくさんの皆様に支えられな
がら、毎日毎日活動をしてきました。 元々は私がこの政治は
おかしいと思いながら体当たりで、と、飛び込んでいった挑
戦であり、そして皆様と今一緒に全力で走っている挑戦であ
り、そして2ヶ月の間多くの方々の思いを受けた挑戦なんで
す。 どうか皆様、私ミズノモトコ、必ずや子供達の未来を、
まめる、守る政治へと、そして皆様の生活の笑顔を守る政治
へと、そして勿論国際法の専門家として国連の機能の作り直
しを含めて、戦争が起きない社会を未来に繋ぐ、その責任も
含めて私に担わせてください。

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。



38

立憲民主党がしっ
かりしないと、日
本の未来がないか
ら立ち上がってい
ます

ミズノモトコは政治家になりたくて挑戦をしている訳ではな
い。 皆様と同じく日々日々働きながら、どうしてこうなるん
だ、この政治を変えなければ、子供達の未来も日本の産業
も、もう崖っぷちになっていく。 なんとかしなければ、その
為には政治を変えなければならないという、だからこそ厳し
いけど思い切って野党のほうから立憲民主党がしっかりしな
いと、日本の未来がないから立ち上がっています。

[37]「その責任
も含めて私に担
わせてくださ

い」についての
理由・ニーズ

39
ご支援、そして、
どうか輪を広げて
ください

どうか皆様、今日中央林間駅にお集まりの皆様、私ミズノモ
トコ、ミズノモトコはしっかりと当選したあかつきには、皆
様のお期待を元にしっかりと仕事をさせていただきます。 ど
うか私ミズノモトコに今日お会いになった皆様のご支援、そ
して、どうか輪を広げてください。 皆様、今私は2ヶ月の走
り回りながら皆様のお力をいただきながら、今やっと当落線
上に浮上してまいりました。 もう一歩のところであります。  
今日、中央林間駅お会いしていただいた皆様のあと一歩、あ
と一歩のご支援により私を押し上げてください。

[40]「ミズノモ
トコへのご支

持、応援、そし
てご投票、宜し
くお願い致しま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

40

ミズノモトコへの
ご支持、応援、そ
してご投票、宜し
くお願い致します

ミズノモトコは必ずや皆様の思いを未来に繋ぐ政治家になり
ます。 どうぞ皆様、ミズノモトコ、ミズノモトコへのご支
持、応援、そしてご投票、宜しくお願い致します。  
【自分】すいません、ありがとうございます。  
【自分】よーし、よーし。  
【自分】頑張れ。  
【自分】頑張れ。  
【自分】どうか皆さん、ミズノモトコさんへの応援。  
【自分】よろしくお願いをいたします。

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。

41
みなさん、いっ
しょに勝とうじゃ
ありませんか

では、今日、この中央林間駅に応援に駆けつけてくださいま
した、立憲民主党代表泉健太衆議院議員より応援の弁をよろ
しくお願いいたします。  
【自分】はい、え、みなさんどうも、こんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】中央林間駅、ありがとうございます。 本当にたくさ
んのみなさまにお集まりをいただきました。 え、立憲民主党
代表の泉健太です。 改めて、多くのみなさまがこのミズノさ
んの短期間のチャレンジを、今どんどんどんどん広げていた
だいている。 私、今この会場に来てですね、ま、昨年のフト
リマジック、フトリミラクルもすごかったけれども、でも今
その再来を感じています。 みなさん、いっしょに勝とうじゃ
ありませんか、みなさん。 よろしくお願いいたします。 
やっていきましょう。 やれますよ、勝てますよ。 頑張って
いきましょう。

[44]「ぜひとも
改めて、ミズノ
モトコ、お力を
いただきたい」
についての理由

・ニーズ

42
でも、やっぱりみ
なさんのうねりで
すよ

改めて、まず昨年、フトリさん、もう全国で注目をされまし
たね。 これみなさんのパワーですよ。 さっきフトリさん、
自分でおっしゃったけど、勝てるわけない、そんなところか
らのスタート。 これ、残念ながら当時は党本部もそう思って
た。 でもね、でも、それはフトリくんも頑張った。  
【自分】そうだ。  
【自分】でも、やっぱりみなさんのうねりですよ。

[41]「みなさ
ん、いっしょに
勝とうじゃあり
ませんか」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

43
こんな政治が、
ルールを守れてる
政治とは思えない

だって、ねえ、この令和に入って、もういい加減あの時代劇
のような、越後屋政治はないと思っていたけども、みなさ
ん、あの、だいじ、安部政権以降ですよ、大臣、副大臣、政
務官、有罪になって、ま、逮捕されて有罪になった人間でも
5人もいるんですよ。 まだまだわれわれ、もうこの今の時代
はさすがに法律も厳しくなって、クリーンな時代になってる
だろうと思っているのに、裏では、見えないところでは、い
わゆる口利き政治が行われている。 みなさん、そう思いませ
んか？  
【自分】そうだ。  
【自分】現に、数年前ですよ、たった数年前、あの農林水産
大臣室で、鶏業者から500万もらった大臣がいましたよね。  
【自分】＊。  
【自分】逮捕、あ、そうです、名前が出てしまいました。 逮
捕、有罪になりましたよね。 ちょっと数年前ですよ、広島で
ある夫妻がね、党本部から1億5000ももらって、100人にも
わたる自治体議員にお金を配った。 みなさん、こんな政治が
フェアな政治だと思いますか、みなさん？  
【自分】とんでもない。  
【自分】こんな政治が、ルールを守れてる政治とは思えない
わけです。  
【自分】そうだ。

[44]「ぜひとも
改めて、ミズノ
モトコ、お力を
いただきたい」
についての理由

・ニーズ



44
ぜひとも改めて、
ミズノモトコ、お
力をいただきたい

【自分】アベトモコさんも、そしてワセダさんも、私も当然
ですが、このマキヤマさんもゴトウさんもね、われわれみん
な法律のルールに従って同じスタートラインから公平公正な
社会の象徴である選挙をたたかおうとしてるんです。 そのと
きに裏で悪いことをしている人たちが、今、与党の中にいる
わけですよ。 こんな政治、みなさん認めていいわけないじゃ
ないですか。  
【自分】そうだ。  
【自分】ぜひ、このフトリミラクルを起こした、悪い者は退
場させて、クリーンな政治を実現しようと、この中央林間駅
に集まっていただいたみなさんに、ぜひとも改めて、ミズノ
モトコ、お力をいただきたい。 どうぞよろしくお願いいたし
ます。  
【自分】＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】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。

45

毀誉褒貶というか
ですね、いろんな
人によって変わっ
てくる

【自分】まあ、先ほどから、え、物価のお話などありまし
た。 え、みなさん、改めてですね、私は、ああやっぱり日本
には自民党もあるし立憲民主党もあるんだなあとつくづく思
うわけです。 どういうことか。 ああ、自民党ってのは、
やっぱりここまで上から目線、さっきフトリさんがおっ
しゃった国家目線、ね、確かにみなさん。  
【自分】円安や円高っていうのは、常に誰かにとってはマイ
ナスであるし、誰かにとってはプラスであることは間違いあ
りません。 それは毀誉褒貶というかですね、いろんな人に
よって変わってくるものがある。

[46]「この物価
高を放置してい
るに等しいと皆
さん思いません
か」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

46

この物価高を放置
しているに等しい
と皆さん思いませ
んか

しかしですよ皆さん、岸田、黒田は今タッグですよね、岸田
総理、黒田総裁このタッグでね、日本の金融政策、経済政
策、財政政策を担っている、その片割れの黒田氏が何と言っ
たか、円安は日本経済にプラスであると言いましたよね。 こ
の目線、この認識がある限り、円安は放置されると思いませ
んか？  
【自分】そうだ。  
【自分】で円安が今急速に進んでいて、その円安が放置され
た結果、昨年よりも、かなり深刻な物価高が生じています。 
で、この物価高を放置しているに等しいと皆さん思いません
か？  
【自分】そうだ。

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
品目別にみると、
かなり率は上がっ
ている

【自分】消費者物価指数が2.1ポイントだった今月も、これ
2ヶ月連続というような2008年以来になります。 それだけで
も、これまでにはないほどの物価高が続いている。 これ、あ
の、消費者物価指数2.1と言いますけども、野菜だとかを外し
た数値なんですね。 やすいだ、野菜だとかってこう、生鮮食
料品を入れると、2.5という数字が出て参ります。  そっから
更に言えば、皆さん、え、先日ですね、あるエコノミストの
方が、より生活実感にあった数字を出してくださった、朝食
価格指数っていうのを出したんですね。 朝ごはんの10品目
に例えてみたら、昨年に比べて物価がどれくらい上がってる
だろう、5.2パーセントになるんです。 なんとですね、コー
ヒー、コーヒー、コーヒーは12パーセントも上がってる、
マーガリンは8パーセントも上がってる、パンは6パーセント
も上がってる。 こうやって品目別にみると、かなり率は上
がっている。

[46]「この物価
高を放置してい
るに等しいと皆
さん思いません
か」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



48

利用料もどんと上
がって、じゃあ皆
さん、岸田さんは
何かやってますか

そして私は、先日、ある介護施設お邪魔をしましたけれど
も、本当に介護施設の職員さんがもう苦しい顔をして、手を
上げてですね、対話集会で、イズミさんと、実は利用者様、
入居者様に、もう食材の仕入れが高くて高くて、もうお昼ご
飯のお値段を上げる、こういうことを言わなきゃいけない、
通知をしなきゃいけないんだ、1食100円上げなきゃいけな
い、1か月で3，000円ですよ、年間36，000円、介護施設の
利用者の皆さんにとって、これは決して軽い負担じゃない。 
しかも、その方は国民年金で生活をされているとおっしゃっ
てた。 年金が下がって、物価が上がって、介護施設の利用料
もどんと上がって、じゃあ皆さん、岸田さんは何かやってま
すか？  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】決断と実行というポスター、なんであんなポスター
にしたんですか、皆さん？  
【自分】そうだ。  
【自分】思いませんか？  
【自分】そう。

[46]「この物価
高を放置してい
るに等しいと皆
さん思いません
か」についての
理由・ニーズ

49
上げた料金を据え
置いて、何が食料
品対策ですか

【自分】ま、アベトモコさん、今皮肉だとおっしゃった、本
当その通りだと思う。 できないことを、おそらく書いたポス
ターなんだろうなと、そう思わざるを得ない。 この5月に、
4月から年金が下がってですよ、4月から年金が下がって、補
正予算が5月にあったのに、年金対策はゼロね。 そして4月
に政府、総理は小麦の値段を上げています。 なのに、岸田総
理、何と言ったか、皆さん、食料品対策をやってますと言っ
た後に、小麦の値段は9月まで据え置きますって言ったんで
すよ。 これね、上げた料金を据え置いて、何が食料品対策で
すかって、皆さん思いませんか？  
【自分】そうだ。  
【自分】ふざけるなと。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。

[48]「利用料も
どんと上がっ

て、じゃあ皆さ
ん、岸田さんは
何かやってます
か」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

50 間違いなく政策転
換の力になります

【自分】しかもちなみに、この上げた小麦の17パーセントっ
ていうのは、政府にお金が入ります。 こんな時に政府が儲け
て、どうするんですか、皆さん。  
【自分】そうだ。  
【自分】本当に何も。  
【自分】やってない。 驚くほどキシダさんは、決断も実行も
していない。 だからこそ皆さん、我々立憲民主党は、最初は
これ、物価ってのは争点になっていなかった。 でもね、今、
どんどんどんどんこの問題を取り上げることによって、争点
化してきました。 そして、これをなんとか、政府の方針を変
えく。 確かに我々すぐに政権は取れないけれども、でも今回
立憲民主党と神奈川でミズノモトコと書いていただくその声
が、大きければ大きいほど、間違いなく政策転換の力になり
ます。

[51]「皆さん力
を貸していただ
けませんか」に
ついての理由・

ニーズ

51 皆さん力を貸して
いただけませんか

皆さん力を貸していただけませんか？ どうかお願いをした
い。 どうかお願いをしたいと思います。 こうやって政治は
変わっていくんです。

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。

52 外にいい顔すると

皆さん、先ほど平和の問題お話がありました。 これだけ物価
対策で、予算が必要な局面ですよ。 これだけ物価対策で予算
が必要な局面の時に、キシダ総理が上げるっていう予算はな
んですか？ なんですか、ねえ。 どこ向いて政治をやってる
んですかと。 しかも、なんか海外に行って、アメリカやヨー
ロッパと協力して、あの、そのODAだなんだで9兆円出すっ
て言ってるわけですよね。 世界に。 そりゃ、国際協力も必
要ですけど、国内の国民をほったらかしにして、防衛費だ
と。 外にいい顔すると。

[53]「30年間自
民党政権によっ
て衰退をした」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



53
30年間自民党政権
によって衰退をし
た

これ皆さん、ほんとおかしいと思いませんか？ 今ちなみに、
日本の国家予算、教育予算はまだまだ足りないと思います
よ、我々。 だって先ほどミズノさんが言っていただいた、日
本はこの30年間自民党政権によって衰退をしたんですよね、
皆さん。 私の地元だってね、マツシタとミツビシ、ま、パナ
ソニックとミツビシの大きな工場があった。 最盛期6000人
が働いていましたよ。 今これね、2つの大きな工場合わせて
も2000人を切りましたよ。 業態も中身もどんどん変わっ
た。 半導体市場も失った。 それだけじゃない。

[54]「バランス
の悪い国家予算
を組む政党に、
国の運営は任せ
られない」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

54

バランスの悪い国
家予算を組む政党
に、国の運営は任
せられない

私の地元にはキョウセラという大きな会社もありますが、こ
こはソーラーパネルを作っていた。 ソーラーパネルの市場も
失った。 そして、風力発電の市場も失った。 結局時代の先
を見え、見ることができずに、自民党は既得権ばっかりを
守って、そして技術者を粗末にすることで、日本の競争力を
落としてきたんです。 だからこそ今、改めてデジタル人材を
育てる。 若い人たちに投資をすることが必要な時代ですよ。 
なのに、日本の教育予算5兆3000億円。 防衛費も同じ位で
す。 5.3兆円。 なのに、この予算を防衛費だけ倍にするんで
すよ、皆さん。 むちゃくちゃバランス悪い国家予算ですよ
ね？ こんなバランスの悪い国家予算を組む政党に、国の運営
は任せられないんじゃないですか、皆さん。

起点となる話題 ✔

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

55

NATOは2014年
の時点に、2パー
セントにすること
を決めてる

立憲民主党の方が100倍、着実で落ち着いていますよ。 冷静
ですよ。 国の将来を考えていますよ。  だから私たち立憲民
主党は今回、この生活安全保障という言葉の中で、防衛政策
については着実な安全保障と書いたんです。 これはですね、
やっぱり皆さん、ウクライナ情勢があるからって強い兵器を
導入すれば強くなるわけじゃないんです。 大間違い。 ほん
とに大間違い。 NATOが2パーだからうちも2パー、何の根拠
でもありませんよ、皆さん。 そもそも皆さん、NATOは
2014年の時点に、2パーセントにすることを決めてるんで
す。 これはNATOルールです。 何もウクライナが起こったか
らじゃない。

[54]「バランス
の悪い国家予算
を組む政党に、
国の運営は任せ
られない」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

56

立憲民主党は、も
う核共有について
は愚策だと明確に
言っています

【自分】ないんですよ。 かこつけるのも、こじつけるのもい
い加減にしろと。 本当に我々は、もう今の自民党政権の悪ノ
リ、もう1つ言うと、維新の悪ノリ、これもけしからんです
よね？ 皆さん。  
【自分】けしからん＊。  
【自分】そうだ。  
【自分】立憲民主党は、もう核共有については愚策だと明確
に言っています。 冷静に防衛論と考えたとしても愚策なんで
す。  
【自分】そうだ。

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
核共有などは実益
が全くないことが
はっきりした

【自分】党内でもヒアリングを繰り返しやってきた、その中
で防衛安全保障の専門家が何と言ってきたか、結局のとこ
ろ、核を保有したとしても、配備した場所が日本の中で最も
狙われる危険な場所になる、これがまず1つでした。 そし
て、もう1つは、核を仮にどこかの国に日本が打ったとして
も、必ず核による報復を受ける、よって、核共有などは実益
が全くないことがはっきりしたと、これがもう安全保障の専
門家の中でも言われてることなんです。

[56]「立憲民主
党は、もう核共
有については愚
策だと明確に

言っています」
についての客観
根拠・データ

58

未だに核共有の旗
を下ろしてない、
けしからんと思い
ませんか

なのに、皆さん、自民党のアベ元総理、まだ核共有言ってま
すよね。 それに加えて、維新の会ですよ、野党第一党を狙
う、その政党が未だに核共有の旗を下ろしてない、けしから
んと思いませんか？ 皆さん。  
【自分】そうだ。 とんでもない。

[56]「立憲民主
党は、もう核共
有については愚
策だと明確に

言っています」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

59
彼らが、アベ政権
に対して何を言っ
たんですか

【自分】もう1つ、維新のことで言うと、自民党をピリッと
させる、ピリッとする、そんな弱い野党でどうすんですか？ 
皆さん。  
【自分】そうだ。  
【自分】ピリッとさせるぐらいで、いろんな汚職、不祥事、
収まりますか。 じゃ、彼らが、アベ政権に対して何を言った
んですか。 彼らが不祥事に対して声を上げましたか。

[60]「政府の法
案に対しても、1
個1個吟味をし
て、85パーセン
トの法案には賛
成」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



60

政府の法案に対し
ても、1個1個吟味
をして、85パーセ
ントの法案には賛
成

立憲民主党は、是々非々の政党です、何でも反対ばかりでは
ありません。 今国会も、法案賛成率、政府の法案に対して
も、1個1個吟味をして、85パーセントの法案には賛成をして
いる。 でも、国民のためにならない法案や、皆様の権利を縛
る法案、無駄遣いをするような法案には反対をする、だか
ら、85パーセントなんです。

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。

61

論戦力で戦って、
初めて、皆さんの
生活に近い政治が
できる

にも関わらず、維新はそれを反対ばかりだ、批判ばかりだ
と、全くフェイクな情報で批判をする、これだけでもけしか
らんと思うけれども、そうして我々が反対をして、正々
堂々、与党と戦おうとしてる時に、ピリッとさせるような、
そんなピリッとぐらいの政党には、皆さん、任せられないと
思いませんか？  
【自分】そうだ。  
【自分】やっぱり、ガップリオツ＊ですよ、与党を寄り切る
ぐらいの気迫、論戦力で戦って、初めて、皆さんの生活に近
い政治ができるんじゃないですか？ 皆さん。  
【自分】そうだ。  
【自分】頑張りましょう。 頑張りましょうよ。

[59]「彼らが、
アベ政権に対し
て何を言ったん
ですか」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

62

生活が第一の立憲
民主党を、大きく
大きく伸ばしてい
きたい

私は、エダノ代表から、2代目のこの立憲民主党代表を引き
継ぎました。 しかし、この立憲民主党、次の世代も、もっと
もっと成長しなければいけないと思っています。 アベトモコ
さんやエダノさんが、真っ当な政治、そして、支え合いの政
治ということをここまで築き上げてきた、私はここで立憲民
主党を腐らせるわけにはいかないと思っています。 次世代が
もっともっと、その良さ、立憲民主党の素晴らしさを受け継
いで、さらに皆様に優しい、皆様が主体の、生活が第一の立
憲民主党を、大きく大きく伸ばしていきたいと思っていま
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。

63

将来的に盛況にな
る勢力として、ど
うかどうかお育て
をいただけないで
しょうか

どうか皆さん、やっぱりこの立憲民主党、今の政権に対抗す
る最大の勢力として、そして、将来的に盛況になる勢力とし
て、どうかどうかお育てをいただけないでしょうか？ 皆さ
ん。  
【自分】そうだ＊。

[62]「生活が第
一の立憲民主党
を、大きく大き
く伸ばしていき
たい」について
の理由・ニーズ

64
大事な選挙が、即
戦力ミズノモトコ
さんです

【自分】そのための大事な選挙が、即戦力ミズノモトコさん
です。 今や、デジタル、衛生技術は、本当に我が国の。  
【自分】の将来においても重要です。 デジタル人材も少ない
といわれてる、また、ウクライナ戦争を見ても分かる通り、
ウクライナはロシアから初動で攻撃を受けたときにイーロン
マスクさんに要請をして、多くの衛星を使った通信の代替設
備を手に入れました。 やっぱりこれからは民政にも軍事にも
ある意味使われていく、だからこそわれわれはしっかりルー
ルを定めて平和な環境を守りながらこういった技術を高めて
いかなければいけません。 だからこその即戦力です。 素晴
らしい人物です。

[63]「将来的に
盛況になる勢力
として、どうか
どうかお育てを
いただけないで
しょうか」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

65
一緒になって勝利
を勝ち取っていき
ましょう

どうか皆さん、残り期間、今日この中央林間の、この皆さま
の盛り上がりで一緒になって、一緒になって勝利を勝ち取っ
ていきましょう、よろしくお願いいたします。 ありがとうご
ざいます、イズミケンタでした。 ミズノモトコさん、よろし
くお願いいたします。  
【自分】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。

66
どうか皆さん、激
励と力をお与えく
ださい

【自分】大変に力強いご講演をいただきました。 皆さん共
に、まあ、戦って参りましょう。 ただいまより、イミズ代表
とミズノモトコ候補者、皆さまのところにあいさつ回りをさ
せていただきます。 どうか皆さん、激励と力をお与えくださ
い。  
【自分】ジャ＊、待って、待って、はい。  
【自分】今日はこの場所に。  
【自分】はい、どうぞ、お願いします。

[67]「ゼロ金利
やめれば、円安
止まります、物
価高止まりま

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



67

ゼロ金利やめれ
ば、円安止まりま
す、物価高止まり
ます

【自分】お隣、16区からもゴトウ衆議院議員、応援に駆けつ
けてくださいました、ごと、ゴトウ衆議院議員にも一言、応
援をよろしくお願いをいたします。 すいません、＊。  
【自分】ちょっと遅くなって、すいませんでした。 カミツル
マ中学校ってこっから歩いてすぐのとこに、いい、通ってお
りました、もう、すぐ近くが地元でございました、16区衆議
院議員のゴトウユウイチと申します。 もう既に、お話かなり
出たかもしれませんが、われわれがこの物価高、キシダイン
フレって言ってるの三つ理由あるんですね。 一つは、お話し
してた円安は止められるということなんです。 確かに、原油
高止めるの難しいです。 ですが、円安はウクライナと関係あ
りませんからね。 ゼロ金利やめれば、円安止まります、物価
高止まります、これやんないのキシダインフレなんですね。

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。

68

キシダ政権が、
あ、4月に17パー
セント、政府のも
うけ分として上げ
ちゃったんだから

それと、さっき代表からも話のあった麦、17パーセント、
さっき代表が上げちゃったっていうこの17パーセント政府丸
もうけ分です、もうけ分なんです。 もうけ分諦めれば、麦の
値段、4月に上げなくて済んだ。 そうすれば、今度7月1日に
カルビーのスナック菓子は1割から2割上がる。 かっぱえび
せん、6月中に買っといてくださいね。 ええ、パンとかお菓
子とか、軒並み上がるんですよ。 で、これは、まさにキシダ
政権が、あ、4月に17パーセント、政府のもうけ分として上
げちゃったんだから。 これやめることできたんです。

[67]「ゼロ金利
やめれば、円安
止まります、物
価高止まりま

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

69

物価高なのに、
ね、年金カット、
これじゃやってら
れない

確かに麦はウクライナとかロシアでたくさんできてるから、
ああ、世界のぶ、あの、相場上がってるのは事実なんですけ
ども、上げないことができたんですよ、キシダ政権。 にも関
わらず麦の値段を上げたのは、これキシダインフレなんで
す。 え、一つ目が円安は止められた、麦、麦の、おお、値上
げは止められた、三つ目は年金上乗せはできたでしょってこ
となんです。  
【自分】そうだ。  
【自分】物価高なのに、ね、年金カット、これじゃやってら
れないじゃないですか。  
【自分】そうだ。  
【自分】5月に補正予算があった、何で年金上乗せしないん
ですかと。  
【自分】そうだ。

[67]「ゼロ金利
やめれば、円安
止まります、物
価高止まりま

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

70
この三つがね、キ
シダインフレなん
ですよ

【自分】この三つがね、キシダインフレなんですよ。 これは
ロシアのせいにしちゃいけない。 キシダさんのせいなんで
す。  
【自分】そうだ。

[67]「ゼロ金利
やめれば、円安
止まります、物
価高止まりま

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

71

できたのにやらな
かった怒りの1票
を、ぜひ立憲民主
党へ

【自分】ぜひ、7月10日の参議院選挙の投票日、おかしいよ
ねと、これ物価高対策できたよねと、できたのにやらなかっ
た怒りの1票を、ぜひ立憲民主党へ、ミズノモトコへお願い
申し上げまして、16区から応援に参りました、ゴトウユウイ
チからのミズノモトコへの応援演説といたします。 ぜひ、皆
さん最後まで、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。

72

ただ今のは、16区
代表、ゴトウユウ
イチ衆議院議員で
した

【自分】え、ただ今のは、16区代表、ゴトウユウイチ衆議院
議員でした、ありがとうございます。 本日、この場所にヤマ
サキ、サイキ横浜市議、そしてフジサキ横浜市議も応援に駆
けつけてくださいましたこと、皆さまにご紹介をいたしま
す。

[71]「できたの
にやらなかった
怒りの1票を、ぜ

ひ立憲民主党
へ」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

73

午後5時から海老
名駅前におきまし
て、ミズノモトコ
街頭演説会開催い
たしますので、ど
うぞご参集いただ
けたら

本日、この後、大和駅オークシティ、そして綾瀬市役所前、
そして16時からは海老名駅前におきまして、ミズノモトコ、
皆さまとの街頭演説会、そしてごあいさつをさせていただき
ます。 お時間ございます方は、午後6時より海老名駅前にお
きまして。  
【自分】17、海老名。  
【自分】17？  
【自分】17。  
【自分】じゅ。  
【自分】5時から？  
【自分】午後5時から海老名駅前におきまして、ミズノモト
コ街頭演説会開催いたしますので、どうぞご参集いただけた
らと思います。 それでは、この場所におきましての街頭演説
会、以上で閉じさせていただきます。 ご静聴、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。


