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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

84%

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 タナブマサヨを再び国政へ＊送り

出していただけないでしょうか

△ 少しゆったり
2 しっかりと賑やかにこの選挙戦戦

い抜きたい あなた側の話量は32分が適切と判定されました

3
みなさんの力をお与えいただきま
すことを心から、心からお願いを
申し上げ

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 命を守らねばならないと、その思いを
強くしている

5 連合青森としても応援をしていきたい

6 食料の問題にこれからも是非取り組ませて頂
きたい

7 タナブ候補を是非とも当選をさせたい

8 第一声、この青森でさせていただくことを決
めました

9 国民にとってマイナスになるんだ、この事を
訴えてまいりました

10 バランスのとれた落ち着いた安全保障政策、
立憲民主党はそれを訴えて

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）

26.5語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
8 OPEN 何故か？

12 CLOSED そして、皆さん、物価上がってますよね？

12 CLOSED ほんとに物価上がってませんか、お母さん？

12 CLOSED 下がりましたよね？

12 CLOSED 全く是正する必要はないという考えでしたよね、皆さん？

13 CLOSED 皆さん、そう思いませんか？

14 CLOSED 皆さん変わってきましたよ、変わってきたと思いませんか？

15 CLOSED どうか、そのタナブマサヨを再び国政へ＊送り出していただけないでしょうか？

17 CLOSED どうかどうか一緒に、一緒に歩んでいただけないでしょうか？

19 CLOSED けしからんと思いませんか？

20 CLOSED ほったらかしてていいんですか、こんなものを？

27 CLOSED でも皆さん、食べ物がなくてこの国守れますか？

27 CLOSED 自分たちの国で自給ができない、食料を作ることができない国が独立国と言えますか？

28 CLOSED 4月以降もこの状況が長引く可能性があるのに、きちんと対策しなくていいんですか？

28 CLOSED
そして、昨日でしょうか、関係だいたい、団体呼んで、緊急の物価高騰対策、なに選挙前にそん
なことやってるんですか、選挙対策ですか？

28 CLOSED
生活が追い詰められてる、皆が苦しくなってる、本当にそういう人一人の暮らしが見えてるんで
すか？

30 OPEN いつまで考えるんですか、いつまで検討するんですか？



プレゼンの情報構成と、説明の過不足を確かめよう

【CHECK4】プレゼンの説明構成を確認
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、
論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた割合がどのくらいあるかを示しています。

主にどのような話題が話され、しっかり説明できていない話題は何か確かめましょう。
（説明の少ない話題に　挨拶などが列挙されている場合は気にする必要がありません）
自分の過去のプレゼンや、他の人のプレゼンと比較してすると、あなたのクセ・傾向がわかります。
どの話題にどう説明したかは、次ページのCHECK4で確認できます。

しっかり説明がある　　
話題数　　 10トピック

説明に偏りがありそうです

話題の数　13件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　10件

19
野党が勝って、もっともっと声を上げていきま
しょう

2 しっかりと賑やかにこの選挙戦戦い抜きたい

20
先頭に立って頑張ってまいります、どうか力を貸
してください

4 連合青森としても応援をしていきたい

21
必ず勝たせますよという意味の拍手をもう一度イ
ズミ代表に送って

6 タナブ候補を是非とも当選をさせたい

9
第一声、この青森でさせていただくことを決めま
した

13
国民にとってマイナスになるんだ、この事を訴え
てまいりました

15
タナブマサヨを再び国政へ＊送り出していただけ
ないでしょうか

18
バランスのとれた落ち着いた安全保障政策、立憲
民主党はそれを訴えて

24
命を守らねばならないと、その思いを強くしてい
る

27
食料の問題にこれからも是非取り組ませて頂きた
い



33
みなさんの力をお与えいただきますことを心か
ら、心からお願いを申し上げ



【CHECK5】各話題の説明量・内容
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた箇所を抽出しています。
ただし、掘下げの掘下げ・掘下げの理由付けなど、ストレートではない話題は、
聴衆にも伝わりにくくなる複雑な話題構成のため省略されています。
ここでは、話題に対して　直接補完した話題が何なのかの列挙がされています。
何の話題をしっかり説明できていたかを振り返りましょう。
話順で示されている数字は、CHECK5の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

何らかの掘下げをした話題数　　 10話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

2 説明のある話題
しっかりと賑やかにこの選挙戦戦い抜き
たい

ご紹介をいただきました、タナブマサヨさんの選挙対
策本部長を務めております、ええ、県会議員のタナブ
サダオでございます。 6年前も、この役を仰せつかり
ました。 今、司会の方から、お話ありましたように、
全国...

↓

1→ 具体的説明
タナブマサヨ、第一声の演説会、始めさ
せていただきたい

話者A：【無音1:38まで】。 おはようございます。 
え、お集まりいただいた皆さん、ええ、早朝より、本
当にたくさんの方にお集まりいただきまして、ええ、
こころから、感謝申し上げたいと思います。 ええ、そ
れでは、只今から、ええ、タナブマサヨ、第一声の演
説会、始めさせていただきたいと思います。 いやあ、
今、皆さんの生活、物価高、本当に苦しんでると思い
ます。 ソウッテイウノハ＊、深いものが沢山ありま
す。 ...

- -

4 説明のある話題 連合青森としても応援をしていきたい

皆さんこの間の自民党政治により、我々働く者の労働
者は雇用が失われ賃金も上がらず、貧困格差が拡大を
し、そして、少子化、年金、社会保障の医療など様々
な課題が山積しています。 私たちは今こそ安心して働
き続け...

←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 働く者の代表として応援をしていく

話者A：えー、只今は、え、タナベサダオ選対本部長
からのご挨拶でございました。 えー、申し遅れました
が、司会進行役はマスタセキオであります。 よろしく
お願いします。 ありがとうございます。  さてそれで
は、今本部長からもご案内ありましたが、え、ワガ＊
立憲民主党最大支援であります、連合、連合青森会長
代表シオヤ会長より激励のご挨拶を賜ります。  話者
A：えー、おはようございます。 只今ご紹介いただき
まし...

5→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

必勝に向けて頑張る決意と、皆さんのご
支援をお願い

今政治に求められているのは、一強独占の政治ではな
く、野党としてのチェック機能を果たすこと。 そし
て、自民党の間違いを正すことが、野党に求められて
いるという風に思います。 そのことを行えるのは、実
績と経験のあるタナブマサヨさんしかありません。 連
合青森としても組織の総力をあげ、あげて、タナブマ
サヨさんの必勝に向けて頑張る決意と、皆さんのご支
援をお願いし、連合からの激励の挨拶に変えたいと思
います。...

- -

6 説明のある話題 タナブ候補を是非とも当選をさせたい

選挙戦共に頑張りましょう。  話者A：えー、ただいま
は連合青森シオヤ会長よりの激励のご挨拶でございま
す。 えー、それではですね、社民党青森県代表イマム
ラ代表よ。  話者A：ご挨拶を賜りたいと思います、...

←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

↓

8→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

当選を勝ち取る、そのために我々も全力
をあげて頑張ります

何故か？ それは自民党が進めてきた、新資本主義に基
づく経済政策の結果であります。 青森県は全国で最低
賃金ビリから2番目、県民所得が低い県であります。 
若者は県外で出ていってしまう、こんな状況が青森県
に顕著に表れている結果であります。 そのことを国会
で＊たい、その解決を求め頑張ってきたのは、タナブ
マサヨさんです。 私共はこれからも青森県発展のため
に、是非ともそうした立場で全力をあげ、若者が住め
る町、...

- -



9 説明のある話題
第一声、この青森でさせていただくこと
を決めました

話者A：えー、ありがとうございます。 えー、社民党
青森県代表イマムラ代表より激励のご挨拶をいただき
ました。 たった今、イズミ代表が到着いたしました。 
えー、市民の皆さん、県民の皆さん、今回の参議院選
挙...

←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→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

人を大切にする立憲民主党として、この
青森からスタート

そして、もう1つは、タナブマサヨさんが常に地方の
声を大切にし、人と農業を大切にし、漁業や林業を大
切にし、持続可能で自然豊かな、この日本を作りたい
と、青森から常に訴えているからこそ、地方を大切に
する、人を大切にする立憲民主党として、この青森か
らスタートさせていただきます。 どうぞよろしくお願
い致します。...

- -

13 説明のある話題
国民にとってマイナスになるんだ、この
事を訴えてまいりました

皆さんの生活、皆さんの家計、皆さんの懐があるじゃ
ないですか。 それを無視していいわけがない。 日本
経済をあなたの家計、あなたの貯金を無視して考える
ような、そんな政治じゃいけない。 皆さん、そう思い
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

↓

12→ 具体的説明 それだけで日本経済を見ちゃいけない

ただいま、先に演説をいただきました。 我々立憲民主
党だけではない、青森に集う各党各会派、また、連
合、青森の皆様、本当にご協力いただきまして、良い
戦いの構図、また、陣営を作ってくださいました多く
のタナブを支える、マサヨを愛する皆様も含めて、こ
の体制ができましたことに、心から感謝を申し上げま
す。 そして、皆さん、物価上がってますよね？ ね。 
ほんとに物価上がってませんか、お母さん？ ね。 そ
れに加えて...

- -

15 説明のある話題
タナブマサヨを再び国政へ＊送り出して
いただけないでしょうか

ね、つい前の日銀総裁が言ってたことと、ガラッと変
わってきたじゃないですか。 ついこの前までは、円安
は日本経済にプラスだとしか言ってなかった。 その日
銀が青森支店長をして、円安と物価高を注視すると言
い始...

←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
円安と物価高を注視するというふうにコ
メントを出されました

皆さん変わってきましたよ、変わってきたと思いませ
んか？ この参議院選挙の争点が、物価になってきた
じゃないですか、もっともっと皆さん声を上げましょ
うよ、声を上げていこうじゃありませんか。 今、政府
はとうとう物価高対策の本部を作りました。 これ、お
そらく立憲民主党が言っていなかったら、そこまでの
ことはやっていなかったと思いますよ。 そして皆さ
ん、今日新聞を見たら、日銀の青森支店長が新しく就
任したという...

16 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
論戦のある国会を作らなきゃいけない

そうなんです、タナブマサヨの議席は農家を、青森
を、地方を守るための議席なんです。 総理に何も言え
ない、与党議員の集まりでは何もならない、皆さん、
今必要なのはきん。  話者A：緊張感のある国会、与党
にもの申せるタナブマサヨを先頭とした本当にこの緊
張感のある国会なんです。 論戦のある国会を作らな
きゃいけないんです。...

- -

18 説明のある話題
バランスのとれた落ち着いた安全保障政
策、立憲民主党はそれを訴えて

立憲民主党は安全保障に責任を持ちます。 必要な防衛
力は整備をする、しかし皆さん、防衛費だけ2倍にし
たら国家予算はどうなりますか、農業予算はどうなり
ますか、教育予算は、災害対策は、バランスのとれた
国家予...

←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

↓

17→ 具体的説明
軍備軍備ばっかりに行く政治はやはりお
さえていかなければ

どうか皆さん、私たち立憲民主党、この青森からス
タートできたことを誇りに思います。 私はこの18日
間の選挙戦でもう1回青森に来るのは難しいかもしれ
ない、でも皆様に託したいと思うし、今日皆様の拍手
をいただいて、それが皆様、タナブマサヨと一緒に
戦っていただけるということを確信をいたしました。 
どうかどうか一緒に、一緒に歩んでいただけないで
しょうか？ おかしな政治を変えねばなりません。 ウ
クライナ情勢にか...

- -

19
説明の少ない話

題
野党が勝って、もっともっと声を上げて
いきましょう

そしておかしな政治といえば、自民党は2つ大きな誤
りを起こし、そしてまだキシダ総理は決断をしていま
せん。 1つ、文書通信費ですよ。 今国会で結論、けじ
めをつけるはずだった文書通信費、自民党が先送りを
した...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



20
説明の少ない話

題
先頭に立って頑張ってまいります、どう
か力を貸してください

そしてもう1つはあの静岡のパパ活議員ですよ、とん
でもないじゃありませんか、皆さん。 あのパパ活議員
がもし6月までに辞めなかったらボーナス280万以上
夏のボーナスが出るんですよ、キシダ派のホープに。 
ほ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

21
説明の少ない話

題
必ず勝たせますよという意味の拍手をも
う一度イズミ代表に送って

えー、ただ今は立憲民主党代表、イズミ代表からの激
励のご挨拶でございました。 皆さん、イズミ代表が今
演説の中で問いかけました、必ず勝たせてくださいっ
て。 必ず勝たせますよという意味の拍手をもう一度イ
ズミ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

24 説明のある話題
命を守らねばならないと、その思いを強
くしている

最初に選挙にで、立候補したのは、31歳になる年でし
た。 衆議院3期、参議院1期を務めさせていただき、
この間、22年間、政治活動を続けてきました。 たく
さんの出会いがありました。 たくさんの涙を見まし
た...

←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

↓

23→ 具体的説明
思いを託していただきましたことに、感
謝を申し上げます

そして、社民党イマムラ代表、温かい激励の言葉、ま
た、私に思いを託していただきましたことに、感謝を
申し上げます。 しっかりとその思いに応えてまいりた
いと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 
いやー、イズミ代表が真っ先に青森に入って、えー、
くれました。 本当にありがとうございます。 なんと
しても結果を出さねばと、改めて引き締まる思いであ
ります。...

25 → 具体的説明
その思いを私が受け止めなければなりま
せん

常に選択可能な政治の土台を作りたいと訴えてきまし
た。 選択肢のない政治は不幸だと、そう思ってきまし
た。  話者A：＊だ＊。  話者A：権力が暴走するなら
ば、それを止めねばなりません。 一部の利害関係者だ
けがいい思いをするなら、しっかりと1人1人の国民に
豊かさをもたらす政治を作らなければなりません。 資
産倍増、それもいいでしょう。 資産を持っている方は
嬉しいかもしれない。  でも、貯金をする、その余...

- -

27 説明のある話題
食料の問題にこれからも是非取り組ませ
て頂きたい

私は農林水産委員会、農林水産部会長等の部会長を務
めさせて頂いてきました。 ロシア、ウクライナ情勢、
この国の安全保障は大丈夫かという声がたくさん聞こ
えてきます。  先程、イズミ代表がおっしゃった通
り、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

↓

28→ 具体的説明 見えてないですよ、今の政治に

食料問題を叫ぶ議員がこの青森にいてもいいんじゃな
いでしょうか、皆さん、大事なことですよ。 そして、
この物価上昇についてもですね、まあ、燃油価格の高
騰もそうですけれど、テレビをご覧いただいた方もお
られるでしょうか、予算委員会、決算委員会取り上げ
させていただきました。  3月の事件で、総理に対し
て、ガソリン価格高騰してますけれども、本予算に組
み込まな、対策費を組み込まなくていいんですか、そ
のように申し...

- -

33 説明のある話題
みなさんの力をお与えいただきますこと
を心から、心からお願いを申し上げ

どうかみなさん、最後まで田名部匡代を信じてくださ
い。 そして、力を与えてください。 この青森県のた
めに、小さな声を届けるために、そしてこの国の未来
のために、田名部匡代にみなさんの力をお与えいただ
きます...

←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→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

その思いをどうか私に届けさせていただ
きたい

自助だと言われる社会の中で、追い詰められて、自ら
命を絶つ人達がいる。 特にこの間、若い人達や女性の
皆さんが、その尊い命を失っていった。 自助の社会が
大事だと、それが優先だと今の政治が言うならば、控
除やそ。  話者A：そしてキョウジョ＊の中でしっかり
と支え合える社会を作っていくのが私の役目です。  
話者A：そうだ。  話者A：だから、一色に染めること
はできないんです。 一色に染めてはならない圧倒的
な...

32→ 具体的説明
小さな声を拾い上げてこそ、たくさんの
人たちを幸せにする

この青森県では、野党たった1つの議席です。 そして
この青森県では女性の国会議員、たった1人でありま
す。 多様な思いが届いてこそ、多様な人たちを幸せに
することができる。 小さな声を切り捨てることなく、
その思いが政治に届いてこそ、小さな声を拾い上げて
こそ、たくさんの人たちを幸せにすることができる、
笑顔にすることができる。 そう思って、この間ぶれず
に信念を貫いてきました。...



34→ 具体的説明
最後までのご支援、ご協力、よろしくお
願いをいたします

話者A：えー、ただ今は、田名部匡代候補者よりの第
一声のごあいさつでございました。 田名部匡代さんと
いずみ、あららららいっちゃったんですか。 ここでフ
タカタトモ＊いました。 長時間にわたってありがとう
ございます。 今日はまた、ドウシ＊県会議員、市議会
議員、地方の議員もたくさんご参列いただきました。 
改めて、え、シオヤ＊会長そしてイマムラ代表、ほん
とにありがとうございます。 え、最後まで、われわれ
も頑...

- -



プレゼン全体を振り返ろう

【CHECK6】プレゼン全体の流れ・説明内容
話された順に話題のトピックが表示されています。
・話順は、各CHECKで表現されている数値です。
・トピックサマリーは、実際に話された内容のうち　重要と思われる用語です。
・チェックポイントでは一般的なプレゼンと乖離の大きい箇所にアラートが出ています。

「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示
されています。その場合でもこのAI分析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありませ
ん。 -

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1

タナブマサヨ、第
一声の演説会、始
めさせていただき
たい

【自分】【無音1:38まで】。 おはようございます。 え、お
集まりいただいた皆さん、ええ、早朝より、本当にたくさん
の方にお集まりいただきまして、ええ、こころから、感謝申
し上げたいと思います。 ええ、それでは、只今から、ええ、
タナブマサヨ、第一声の演説会、始めさせていただきたいと
思います。 いやあ、今、皆さんの生活、物価高、本当に苦し
んでると思います。 ソウッテイウノハ＊、深いものが沢山あ
ります。 唯一の野党議席、そして、今日はまた、イズミ代表
がこの選挙のなかで、日本国内で第一声がこの、青森という
ことでありますので、青森の戦いは実は日本の戦いでもあ
る、こういう位置づけの参議院選挙であります。 ええ、それ
では、早速に、始めさせていただきたいと思います。 ええ、
まず最初にこの度の選挙対策本部長であられます、タナブサ
ダオ本部長より、皆様方にお願いのご挨拶をさせていただき
ます。 ええ、あらかじめ、ご了承ください。 ご挨拶をする
方、こ、野外でもありまして、距離もありますから、マスク
を取ってのご挨拶にご理解をください。 ええ、それでは、ど
うぞ、よろしくお願いします。 え、皆さん、おはようござい
ます。

[2]「しっかりと
賑やかにこの選
挙戦戦い抜きた
い」についての

具体的説明

2
しっかりと賑やか
にこの選挙戦戦い
抜きたい

ご紹介をいただきました、タナブマサヨさんの選挙対策本部
長を務めております、ええ、県会議員のタナブサダオでござ
います。 6年前も、この役を仰せつかりました。 今、司会の
方から、お話ありましたように、全国における、最重点地区
として、タナブマサヨさん、この選挙区にイズミ代表がおい
でになります。 本当にこの、期待に応えるように、我々、選
対本部としても、日々、7月10日を目指して、精一杯努力を
して参ります。 今日は我々、最大の。  
【自分】理解者であります連合青森のシオヤ会長、そして支
持を頂いております社民党代表イマムラ様においでいただき
ました。 この事をしっかりと我々胸に刻んで、この選挙戦戦
い抜きます。 どうも見ておりますと、シラーっとして静かす
ぎます。 これが一番気になるところではありますが、しっか
りと賑やかにこの選挙戦戦い抜きたいと思います。 どうぞ皆
様の一層のご支援ご協力を心からお願いを申し上げまして、
選対本部長としてのご挨拶をさせていただきます。 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。

3
働く者の代表とし
て応援をしていく

【自分】えー、只今は、え、タナベサダオ選対本部長からの
ご挨拶でございました。 えー、申し遅れましたが、司会進行
役はマスタセキオであります。 よろしくお願いします。 あ
りがとうございます。  さてそれでは、今本部長からもご案
内ありましたが、え、ワガ＊立憲民主党最大支援でありま
す、連合、連合青森会長代表シオヤ会長より激励のご挨拶を
賜ります。  
【自分】えー、おはようございます。 只今ご紹介いただきま
した連合青森会長のシオヤでございます。 連合青森は今回の
参議院選挙比例代表には、構成組織を代表する9名の立候補
者を擁立をし、そして青森選挙区においては、このタナブマ
サヨさんを組織推薦候補として決定をし、働く者の代表とし
て応援をしていくことを決定をしました。

[4]「連合青森と
しても応援をし
ていきたい」に
ついての具体的

説明



4
連合青森としても
応援をしていきた
い

皆さんこの間の自民党政治により、我々働く者の労働者は雇
用が失われ賃金も上がらず、貧困格差が拡大をし、そして、
少子化、年金、社会保障の医療など様々な課題が山積してい
ます。 私たちは今こそ安心して働き続けられる環境を目指す
ため、今のこれまでの自民党政治をストップをさせて、安心
安定となる労働＊野党としてのチェック機能を果たすこと
が、今回の参議院選求められていると判断をしています。 そ
のためには、何としても青森選挙区においてタナブマサヨさ
んを当選をさせなくてはなりません。 県内において唯一の野
党候補者であり、何としても自民党の独占を阻止し、そし
て、私たちの政策を実現するために、連合青森としても応援
をしていきたいという風に思います。

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。

5
必勝に向けて頑張
る決意と、皆さん
のご支援をお願い

今政治に求められているのは、一強独占の政治ではなく、野
党としてのチェック機能を果たすこと。 そして、自民党の間
違いを正すことが、野党に求められているという風に思いま
す。 そのことを行えるのは、実績と経験のあるタナブマサヨ
さんしかありません。 連合青森としても組織の総力をあげ、
あげて、タナブマサヨさんの必勝に向けて頑張る決意と、皆
さんのご支援をお願いし、連合からの激励の挨拶に変えたい
と思います。

[4]「連合青森と
しても応援をし
ていきたい」に
ついての理由・

ニーズ

6
タナブ候補を是非
とも当選をさせた
い

選挙戦共に頑張りましょう。  
【自分】えー、ただいまは連合青森シオヤ会長よりの激励の
ご挨拶でございます。 えー、それではですね、社民党青森県
代表イマムラ代表よ。  
【自分】ご挨拶を賜りたいと思います、どうぞよろしくお願
いします。  
【自分】ご紹介をいただきました、社民党青森県連合のイマ
ムラであります。 第一声にあたり私共は、タナブ候補を是非
とも当選をさせたい、こんな気持ちでいっぱいであります。 
青森県の唯一の野党候補、そして全国の一人区でタナブさん
が当選することが、一人区でそれぞれ勝ち抜いていく唯一の
方法だと思っています。

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。

7
平和に徹して世界
の物事をかく、解
決していく

皆さん、今日本の国が求められているもの、世界情勢が大変
な状況の中で、平和国日本がその役割を世界で果たすことが
できるのかどうかが問われている。 世界の中で日本が果たす
べき役割、それは平和に徹して世界の物事をかく、解決して
いく、外交力を一層強める、その路線だと思っています。  
もう一つ、今青森県はこの30年の間に人口が30万人減りまし
た。 20年の間に県と青森市の人口は、4万も減ってしまった
のであります。

[8]「当選を勝ち
取る、そのため
に我々も全力を
あげて頑張りま
す」についての

具体的説明

8

当選を勝ち取る、
そのために我々も
全力をあげて頑張
ります

何故か？ それは自民党が進めてきた、新資本主義に基づく経
済政策の結果であります。 青森県は全国で最低賃金ビリから
2番目、県民所得が低い県であります。 若者は県外で出て
いってしまう、こんな状況が青森県に顕著に表れている結果
であります。 そのことを国会で＊たい、その解決を求め頑
張ってきたのは、タナブマサヨさんです。 私共はこれからも
青森県発展のために、是非ともそうした立場で全力をあげ、
若者が住める町、子どもたちが楽しく住める町、老後を安心
して生活のできる青森県、是非ともつくっていて、いただく
ために、タナブマサヨさん全力で戦い抜いて、是非とも当選
を勝ち取る、そのために我々も全力をあげて頑張ります。 よ
ろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶といたします。 あり
がとうございました。  
【自分】どうもありがとうございました。

[6]「タナブ候補
を是非とも当選
をさせたい」に
ついての理由・

ニーズ

9
第一声、この青森
でさせていただく
ことを決めました

【自分】えー、ありがとうございます。 えー、社民党青森県
代表イマムラ代表より激励のご挨拶をいただきました。 たっ
た今、イズミ代表が到着いたしました。 えー、市民の皆さ
ん、県民の皆さん、今回の参議院選挙で日本、北海道から沖
縄までの中で、第一声イズミ代表この青森です。 この戦いい
かに重要か、青森県内の今後の野党の展望と同時に、日本の
野党ダイイットウ＊の展望がかかる戦いであります。 それで
は、イズミ立憲民主党代表より皆様方にお願いのご挨拶をさ
せていただきます。  
【自分】お願いします。  
【自分】えー、皆さんおはようございます。  
【自分】たくさんの皆様にお集りをいただきました。 この青
森市内、私も参議院選挙、第一声、この青森でさせていただ
くことを決めました。

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
男性も女性も生き
やすい世の中を
作っていきたい

私達立憲民主党は、今回、参議院選挙の候補者の半分以上を
女性候補者、新しい時代を始めたい。 もっともっと女性の声
を国会の中で反映させることによって、男性も女性も生きや
すい世の中を作っていきたい。 生活課題をもっと政治の中で
改善をしていきたい。 その思いで国会で先頭に立つ、タナブ
マサヨさん、応援に駆けつけて、駆け付けさせていただきま
した。 どうぞよろしくお願い致します。

[11]「人を大切
にする立憲民主
党として、この
青森からスター
ト」についての

具体的説明

11

人を大切にする立
憲民主党として、
この青森からス
タート

そして、もう1つは、タナブマサヨさんが常に地方の声を大
切にし、人と農業を大切にし、漁業や林業を大切にし、持続
可能で自然豊かな、この日本を作りたいと、青森から常に訴
えているからこそ、地方を大切にする、人を大切にする立憲
民主党として、この青森からスタートさせていただきます。 
どうぞよろしくお願い致します。

[9]「第一声、こ
の青森でさせて
いただくことを
決めました」に
ついての理由・

ニーズ

12
それだけで日本経
済を見ちゃいけな
い

ただいま、先に演説をいただきました。 我々立憲民主党だけ
ではない、青森に集う各党各会派、また、連合、青森の皆
様、本当にご協力いただきまして、良い戦いの構図、また、
陣営を作ってくださいました多くのタナブを支える、マサヨ
を愛する皆様も含めて、この体制ができましたことに、心か
ら感謝を申し上げます。 そして、皆さん、物価上がってます
よね？ ね。 ほんとに物価上がってませんか、お母さん？ 
ね。 それに加えて、年金ですよね。 下がりましたよね？ 本
当に生活大変です。  ただね、皆さん、まだ先月ぐらいの
時、国会で物価高のことを真剣に扱ってる政党がなかったん
です、なかった。 政権だって、あまり関心を示していなかっ
た。 その証拠がニチ銀クロダ総裁。 円安は日本経済にプラ
スである。 全く是正する必要はないという考えでしたよね、
皆さん？ でも、我々立憲民主党は、そうじゃないと思った。 
そんなはずはないと思った。 だって、日本経済、それは儲け
る輸出産業もあるかもしれないけれども、それだけで日本経
済を見ちゃいけない。

[13]「国民に
とってマイナス
になるんだ、こ
の事を訴えてま
いりました」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

13

国民にとってマイ
ナスになるんだ、
この事を訴えてま
いりました

皆さんの生活、皆さんの家計、皆さんの懐があるじゃないで
すか。 それを無視していいわけがない。 日本経済をあなた
の家計、あなたの貯金を無視して考えるような、そんな政治
じゃいけない。 皆さん、そう思いませんか？  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】だから、私たちは、立憲民主。  
【自分】＊は、物価が戦うと言い続けてきた、そして岸田イ
ンフレだと言ったんです。 それぐらいにもっともっと皆さん
に強い言葉で訴えていかないと、政府が変わらない、日銀が
変わらない、そう思ったから、我々は繰り返し繰り返し、こ
の物価高が多くの国民にとってマイナスになるんだ、この事
を訴えてまいりました。

起点となる話題 ✔

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

14

円安と物価高を注
視するというふう
にコメントを出さ
れました

皆さん変わってきましたよ、変わってきたと思いませんか？ 
この参議院選挙の争点が、物価になってきたじゃないです
か、もっともっと皆さん声を上げましょうよ、声を上げてい
こうじゃありませんか。 今、政府はとうとう物価高対策の本
部を作りました。 これ、おそらく立憲民主党が言っていな
かったら、そこまでのことはやっていなかったと思います
よ。 そして皆さん、今日新聞を見たら、日銀の青森支店長が
新しく就任したという記事が載っていました。 その支店長
は、円安と物価高を注視するというふうにコメントを出され
ました。

[15]「タナブマ
サヨを再び国政
へ＊送り出して
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。



15

タナブマサヨを再
び国政へ＊送り出
していただけない
でしょうか

ね、つい前の日銀総裁が言ってたことと、ガラッと変わって
きたじゃないですか。 ついこの前までは、円安は日本経済に
プラスだとしか言ってなかった。 その日銀が青森支店長をし
て、円安と物価高を注視すると言い始めた。 野党が声を上げ
れば変わるんですよ、皆さん、もっともっとこの選挙でタナ
ブマサヨさんを応援して、声を出そうじゃありませんか、そ
の戦いなんです。 農家の皆さんも大変じゃないですか、マサ
ヨさんと私は、この青森県内を一緒に視察をしました。 農家
の方からは、燃料代が上がって大変、そんなお話も伺いまし
た。 肥料、飼料も上がって大変、そして野辺地の漁協に行け
ば、ホタテがどんどん生産が落ちてきて大変、これは地球温
暖化の影響だそうですね、生態系が変わってきている、そん
なお話も伺いました。 そういう中で皆さん、政府は大間違い
をやりましたよね。 水田活用の直接支払い交付金、この政策
を急にガラッと変えて、農家の皆さんがその＊交付金がある
と思っていたのに、急に取りやめるなんて言い始めた。 とん
でもないと思えませんか皆さん、この怒りは青森だけじゃな
い、東北各地から、どんどんどんどん今湧き上がってます
よ。 何が聞く力ですか、全然聞いてくれてません。 是非皆
さん、この水田活用の直接支払交付金タナブマサヨさんが
ね、予算委員会で取り上げたじゃないですか、法律も出した
じゃないですか、その法律の通りに進めていけば、多くの農
家が救われるんです。 どうか、そのタナブマサヨを再び国政
へ＊送り出していただけないでしょうか？ 皆さん。 嬉しい
嬉しい拍手、本当に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。

16
論戦のある国会を
作らなきゃいけな
い

そうなんです、タナブマサヨの議席は農家を、青森を、地方
を守るための議席なんです。 総理に何も言えない、与党議員
の集まりでは何もならない、皆さん、今必要なのはきん。  
【自分】緊張感のある国会、与党にもの申せるタナブマサヨ
を先頭とした本当にこの緊張感のある国会なんです。 論戦の
ある国会を作らなきゃいけないんです。

[15]「タナブマ
サヨを再び国政
へ＊送り出して
いただけないで
しょうか」につ
いての理由・

ニーズ

17

軍備軍備ばっかり
に行く政治はやは
りおさえていかな
ければ

どうか皆さん、私たち立憲民主党、この青森からスタートで
きたことを誇りに思います。 私はこの18日間の選挙戦でも
う1回青森に来るのは難しいかもしれない、でも皆様に託し
たいと思うし、今日皆様の拍手をいただいて、それが皆様、
タナブマサヨと一緒に戦っていただけるということを確信を
いたしました。 どうかどうか一緒に、一緒に歩んでいただけ
ないでしょうか？ おかしな政治を変えねばなりません。 ウ
クライナ情勢にかこつけてどんどんどんどん軍備軍備ばっか
りに行く政治はやはりおさえていかなければいけません。

[18]「バランス
のとれた落ち着
いた安全保障政
策、立憲民主党
はそれを訴え

て」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

18

バランスのとれた
落ち着いた安全保
障政策、立憲民主
党はそれを訴えて

立憲民主党は安全保障に責任を持ちます。 必要な防衛力は整
備をする、しかし皆さん、防衛費だけ2倍にしたら国家予算
はどうなりますか、農業予算はどうなりますか、教育予算
は、災害対策は、バランスのとれた国家予算が必要じゃない
ですか。 安全保障は大事、我々も真剣に取り組むし私もこの
参議院選挙が終わったら三沢の基地も訪問したいと思いま
す。 真剣にこの国の防衛政策は担っていきたい。 しかし、
防衛費だけ2倍にするなんていうのはやっぱりあり得ないん
ですよ、皆さん。 あくまでバランスのとれた落ち着いた安全
保障政策、立憲民主党はそれを訴えています。 どうか託して
いただきたいと思います。

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。

19

野党が勝って、
もっともっと声を
上げていきましょ
う

そしておかしな政治といえば、自民党は2つ大きな誤りを起
こし、そしてまだキシダ総理は決断をしていません。 1つ、
文書通信費ですよ。 今国会で結論、けじめをつけるはずだっ
た文書通信費、自民党が先送りをしたんですよ、皆さん。 け
しからんと思いませんか？ ぜひこのこと、野党が勝って、
もっともっと声を上げていきましょう。

起点となる話題 ✔

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

20

先頭に立って頑
張ってまいりま
す、どうか力を貸
してください

そしてもう1つはあの静岡のパパ活議員ですよ、とんでもな
いじゃありませんか、皆さん。 あのパパ活議員がもし6月ま
でに辞めなかったらボーナス280万以上夏のボーナスが出る
んですよ、キシダ派のホープに。 ほったらかしてていいんで
すか、こんなものを？ どうか皆さん怒って下さい、まだまだ
変えなきゃいけないことがある、タナブマサヨにその声を集
めて下さい。 私たち立憲民主党も皆様の先頭に立って頑張っ
てまいります、どうか力を貸してください、よろしくお願い
いたします。 頑張りましょう、皆さん、頑張りましょう。  
【自分】えー、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。



21

必ず勝たせますよ
という意味の拍手
をもう一度イズミ
代表に送って

えー、ただ今は立憲民主党代表、イズミ代表からの激励のご
挨拶でございました。 皆さん、イズミ代表が今演説の中で問
いかけました、必ず勝たせてくださいって。 必ず勝たせます
よという意味の拍手をもう一度イズミ代表に送っていただけ
れば。 ありがとうございます、ありがとうございます、この
力強い拍手をいただきながら、候補者でありますタナブマサ
ヨより皆様方にお願いのご挨拶です。 大丈夫です。

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。

22

体制を整えていた
だきましたこと
に、改めて感謝を
申し上げます

【自分】はい＊。  
【自分】皆さん、おはようございます。  
【自分】おはようございます。  
【自分】おはようございます。  
【自分】踏み台からは落っこちても、選挙で落っこちるわけ
にはいきません。 皆さん、本当に今日はお忙しい中お集まり
いただいて、ありがとうございます。 あの、本当にですね、
まずは、連合青森シオヤ会長、この間、連合青森、いー、参
加する皆さんにですね、本当に、えー、ご苦労いただきまし
た。 えー、そして、力を結集して、ご支援いただく体制を整
えていただきましたことに、改めて感謝を申し上げます。 大
変心強いです。 ありがとうございます。

[23]「思いを託
していただきま
したことに、感
謝を申し上げま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

23

思いを託していた
だきましたこと
に、感謝を申し上
げます

そして、社民党イマムラ代表、温かい激励の言葉、また、私
に思いを託していただきましたことに、感謝を申し上げま
す。 しっかりとその思いに応えてまいりたいと思います。 
どうぞよろしくお願いいたします。 いやー、イズミ代表が
真っ先に青森に入って、えー、くれました。 本当にありがと
うございます。 なんとしても結果を出さねばと、改めて引き
締まる思いであります。

[24]「命を守ら
ねばならない

と、その思いを
強くしている」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

24
命を守らねばなら
ないと、その思い
を強くしている

最初に選挙にで、立候補したのは、31歳になる年でした。 
衆議院3期、参議院1期を務めさせていただき、この間、22年
間、政治活動を続けてきました。 たくさんの出会いがありま
した。 たくさんの涙を見ました。 タナベさん助けてほし
い、タナベさんを信じてる、この思いを届けてほしい、1つ1
つの、そして、お一人お一人との出会いが、今も胸に刻まれ
ています。 そして、それは今も変わりません。 物価が上が
り、生活が苦しくなった、生産資材が高騰し、このままでは
農業を続けていけない、こうした声を受け止めるために、な
んとしても暮らしを守らねばならない、地方を守らねばなら
ない、そして、命を守らねばならないと、その思いを強くし
ているところであります。

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。

25
その思いを私が受
け止めなければな
りません

常に選択可能な政治の土台を作りたいと訴えてきました。 選
択肢のない政治は不幸だと、そう思ってきました。  
【自分】＊だ＊。  
【自分】権力が暴走するならば、それを止めねばなりませ
ん。 一部の利害関係者だけがいい思いをするなら、しっかり
と1人1人の国民に豊かさをもたらす政治を作らなければなり
ません。 資産倍増、それもいいでしょう。 資産を持ってい
る方は嬉しいかもしれない。  でも、貯金をする、その余力
がない、日々の生活費を切り詰めて、必死で生きている人が
いるならば、その思いを私が受け止めなければなりません。

[24]「命を守ら
ねばならない

と、その思いを
強くしている」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

26
その思いをどうか
私に届けさせてい
ただきたい

自助だと言われる社会の中で、追い詰められて、自ら命を絶
つ人達がいる。 特にこの間、若い人達や女性の皆さんが、そ
の尊い命を失っていった。 自助の社会が大事だと、それが優
先だと今の政治が言うならば、控除やそ。  
【自分】そしてキョウジョ＊の中でしっかりと支え合える社
会を作っていくのが私の役目です。  
【自分】そうだ。  
【自分】だから、一色に染めることはできないんです。 一色
に染めてはならない圧倒的な権力の元で届かぬ声がある、そ
の思いをどうか私に届けさせていただきたい。 そのための闘
いだと、そう思っています。

[33]「みなさん
の力をお与えい
ただきますこと
を心から、心か
らお願いを申し
上げ」について
の理由・ニーズ



27
食料の問題にこれ
からも是非取り組
ませて頂きたい

私は農林水産委員会、農林水産部会長等の部会長を務めさせ
て頂いてきました。 ロシア、ウクライナ情勢、この国の安全
保障は大丈夫かという声がたくさん聞こえてきます。  先
程、イズミ代表がおっしゃった通り、しっかりと私たちも着
実なこの国の安全保障を作り上げていかなければならない。 
でも皆さん、食べ物がなくてこの国守れますか？  
【自分】そうだ。  
【自分】自分たちの国で自給ができない、食料を作ることが
できない国が独立国と言えますか？ 自給率は37パーセン
ト、今や農業従事者、漁業従事者は60代70代、ギリギリのと
ころで食料供給していただいているわけです。 しかし、これ
までの自民党農政は、効率化だ、競争だ、大規模化だ、偏っ
た農業政策を進めてきました。 私達はこれまでも常に、小規
模家族経営をしっかりと大事にすることが、地域の環境を守
ることであり、防災機能を維持することであり、まさにそれ
が多面的機能の維持なんだ。  自給率を高め、自給率をたか
う、自給力を高め、そしてこの国の食料安全保障をしっかり
と確立していく事、このことが大事だと訴えてきました。 そ
の食料の問題にこれからも是非取り組ませて頂きたい。

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
見えてないです
よ、今の政治に

食料問題を叫ぶ議員がこの青森にいてもいいんじゃないで
しょうか、皆さん、大事なことですよ。 そして、この物価上
昇についてもですね、まあ、燃油価格の高騰もそうですけれ
ど、テレビをご覧いただいた方もおられるでしょうか、予算
委員会、決算委員会取り上げさせていただきました。  3月の
事件で、総理に対して、ガソリン価格高騰してますけれど
も、本予算に組み込まな、対策費を組み込まなくていいんで
すか、そのように申し上げました。 4月以降もこの状況が長
引く可能性があるのに、きちんと対策しなくていいんです
か？ 総理は、一般予備費補、ゴセンオク＊がある、決して少
ない金額ではないと言って対策を打ちませんでした。 財務大
臣もケイサン＊大臣も4月以降のことはわからないと仰って
何もしなかった。 対策が遅いんですよ。 そして、昨日で
しょうか、関係だいたい、団体呼んで、緊急の物価高騰対
策、なに選挙前にそんなことやってるんですか、選挙対策で
すか？  
【自分】そうだ。  
【自分】生活が追い詰められてる、皆が苦しくなってる、本
当にそういう人一人の暮らしが見えてるんですか？ 見えてな
いですよ、今の政治に。  
【自分】そうだ。

[27]「食料の問
題にこれからも
是非取り組ませ
て頂きたい」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

29
本気で暮らしを守
ろうなんて思って
ない

【自分】皆さん、こんなでたらめないい加減なことを許して
はなりません。 選挙の前にいくらいいこと言った。  
【自分】＊本気で暮らしを守ろうなんて思ってないですよ。 
思ってたらちゃんと対策すべきだったじゃないですか。

[28]「見えてな
いですよ、今の
政治に」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

30

物価高騰対策、全
力を挙げてみんな
で取り組んでいき
たい

私たち立憲民主党は、これまでも緊急経済対策、具体的な項
目を盛り込んで政府に対して提案をしてきました。 聞く力の
ある総理には、まったく聞いていただいてない。 聞くだけ
じゃだめなんですよ。 しかも、聞いた後の答弁はなんです
か。 検討、検討、検討。 検討なんていうのは私にとっては
何の答えでもない。 いつまで考えるんですか、いつまで検討
するんですか？ そうやって時間がたつ度に、人々の暮らしが
苦しくなっているということ。 しっかりとこの現実を受け止
めて、私たち立憲民主党、これからも命と暮らしを守る、こ
の物価高騰対策、全力を挙げてみんなで取り組んでいきたい
とそのように思っています。

[29]「本気で暮
らしを守ろうな
んて思ってな

い」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

31 みなさんの願いが
見えるから

選挙の初日というのは、みなさん、こんなに声を張り上げて
おりますけれども、緊張しているんですよ。 なぜ緊張する
か。 みなさんの願いが見えるからです。  みなさんが私を見
つめる目に、田名部頑張れと、この青森を、農業を、そして
暮らしを守ってくれというそのみなさんの思いが見えてくる
からです。

[32]「小さな声
を拾い上げてこ
そ、たくさんの
人たちを幸せに
する」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

32

小さな声を拾い上
げてこそ、たくさ
んの人たちを幸せ
にする

この青森県では、野党たった1つの議席です。 そしてこの青
森県では女性の国会議員、たった1人であります。 多様な思
いが届いてこそ、多様な人たちを幸せにすることができる。 
小さな声を切り捨てることなく、その思いが政治に届いてこ
そ、小さな声を拾い上げてこそ、たくさんの人たちを幸せに
することができる、笑顔にすることができる。 そう思って、
この間ぶれずに信念を貫いてきました。

[33]「みなさん
の力をお与えい
ただきますこと
を心から、心か
らお願いを申し
上げ」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



33

みなさんの力をお
与えいただきます
ことを心から、心
からお願いを申し
上げ

どうかみなさん、最後まで田名部匡代を信じてください。 そ
して、力を与えてください。 この青森県のために、小さな声
を届けるために、そしてこの国の未来のために、田名部匡代
にみなさんの力をお与えいただきますことを心から、心から
お願いを申し上げ、この場所での第一声終わらせていただき
たいと思います。 最後まで元気いっぱい、笑顔いっぱい頑
張っていきます。 よろしくお願いします。 どうもありがと
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。

34

最後までのご支
援、ご協力、よろ
しくお願いをいた
します

【自分】えー、ただ今は、田名部匡代候補者よりの第一声の
ごあいさつでございました。 田名部匡代さんといずみ、あら
らららいっちゃったんですか。 ここでフタカタトモ＊いまし
た。 長時間にわたってありがとうございます。 今日はま
た、ドウシ＊県会議員、市議会議員、地方の議員もたくさん
ご参列いただきました。 改めて、え、シオヤ＊会長そしてイ
マムラ代表、ほんとにありがとうございます。 え、最後ま
で、われわれも頑張っていきたいと思いますが、なんたっ
て、今日お集まりのみなさま方の一声一声が、勝利に結びつ
いていきますので、今日から投票日まで田名部匡代、田名部
匡代、よろしくお願いを申し上げて、第一声の演説会を閉じ
たいと思います。 え、どうか、最後までのご支援、ご協力、
よろしくお願いをいたします。 ありがとうございました。 
え、今ね、候補者と代表、みなさんのほうにごあいさつに
行っていますから、お時間のある方はお付き合いをいただけ
れば。 【無音04:35まで】。

[33]「みなさん
の力をお与えい
ただきますこと
を心から、心か
らお願いを申し
上げ」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。


