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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

87%

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

応援に駆けつけていただきまし
た、日本労働組合総連合会ヨシノ
トモコ会長 △ 少しゆったり

2 できる事があるのに、岸田さんは
やっていません あなた側の話量は36分が適切と判定されました

3 皆様の声をどうか国政に届けさせ
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 シラカワアユミさんの当選を一緒に
なって勝ち取っていただきたい

5 一緒に頑張りましょう、力を貸してく
ださい

6 物価高がやっぱり争点、ぜひその声を

7 1人でも多くの女性を意思決定の場に送り込
みたい

8 立憲民主党シラカワアユミさん、ぜひ国政に
送り込んでください

9 強い野党に力を頂きたいと思うんです

10 どうか皆さん、お力をいただけないでしょう
か

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）

22.6語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 CLOSED え、そこを？

1 CLOSED 代表来られました？

8 CLOSED ジェンダーギャップ指数という言葉を皆さんご存知でしょうか？

10 CLOSED 大丈夫ですか？

14 OPEN じゃ、どっちの立場に立つのか？

16 OPEN そういう時に、政治ってやつは、何をしてるんでしょう？

16 OPEN 岸田さんは、何をしてくれたんでしょう？

18 CLOSED そして皆さんが、お店で買うパンやパスタ、こういうものは小麦からできていますよね？

19 CLOSED 上げて＊、何が食料品対策ですかって思いません、皆さん？

23 CLOSED そうですよね？

25 CLOSED これ以上、皆さん、自民党が増えて、国会が何か変わると思いますか？

25 CLOSED 今の国会が何か活性化しますか？

25 CLOSED どうか皆さん、お力をいただけないでしょうか？

34 CLOSED おかしいと思いませんか？

34 CLOSED
物価高が容認されていると、どこかの日本の金融トップがおっしゃっていましたよね、皆さん容
認しているんでしょうか、＊このまま上がり続けていいんですか？



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　　 9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　9件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　9件

検出なし、良い傾向です 5
応援に駆けつけていただきました、日本労働組合
総連合会ヨシノトモコ会長

10
立憲民主党シラカワアユミさん、ぜひ国政に送り
込んでください

13
シラカワアユミさんの当選を一緒になって勝ち
取っていただきたい

15 物価高がやっぱり争点、ぜひその声を
20 できる事があるのに、岸田さんはやっていません
21 強い野党に力を頂きたいと思うんです
27 一緒に頑張りましょう、力を貸してください
40 皆様の声をどうか国政に届けさせてください

41
タカク＊国政に送っていただきますよう、よろし
くお願いを申し上げます



【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　　 9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
応援に駆けつけていただきました、日本
労働組合総連合会ヨシノトモコ会長

ドウカ＊、戦況は厳しい状況にはありますが、皆様方
の最後の最後までの、それぞれの精一杯のトリヒキミ
＊をいただければ、この戦い勝利を出来ます。 どうか
皆様、最終最後までシラカワアユミにお力を賜ります
ように...

↓

1→ 具体的説明
立憲民主党、長崎県連を代表して、山田
朋子から皆さまに

話者A：【無音00:31まで】はい。  話者A：はい。  話
者A：すみません。  話者A：【喧騒2:08まで】
＊＊＊。  話者A：＊＊＊。  話者A：イヤソレダイ
ジョウブ＊。  話者A：いや、ちょっとまじ怖いとけ
ど、やめてほしい。 マガットク＊やだ。  話者A：マ
ジコワイトケド。  話者A：これは。  話者A：
＊＊＊。  話者A：え、そこを？  話者A：くぐると、
こえると。  話者A：いや、上、上...

2→ 具体的説明
芳野友子会長は、連合で初めての女性の
会長に就任

芳野、芳野友子会長は、連合で初めての女性の会長に
就任をいただき、私たち女性の政治家、そして政治家
候補者、そして全国の多くの女性の夢と希望になりま
した。 明るい未来を感じる、＊。  話者A：そのよう
な、かん、そのような時代を本当に迎えたと思って、
心ハズム＊思いでおります。...

3→ 具体的説明 4人が女性候補という状況

そして私共の候補者であります、シラカワアユミでご
ざいますが、女性の候補であります。 今回のこの選
挙、長崎選挙区より6人の候補者が立候補しておりま
す、実に4人が女性候補という状況にあります。 私が
政治家になりました15年前には、女性候補を擁立しな
ければならないという時代から、時が経ち、女性の政
治参画が大いに進むことは喜ばしきことではあります
が、その女性の中でも、今回の立候補者の中でも、誰
よりも1番で...

4→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

多くの方に、シラカワアユミ全員の輪を
広げていただければ

どうか、この皆様方の、ご観衆の皆様方、え、そして
その皆様方の大切なご家族ご友人、多くの方に、シラ
カワアユミ全員の輪を広げていただければ。  私は、
この長崎の地より、地元のニシオカヒデコ衆議院議員
に続き女性の初の参議院議員として、シラカワアユ
ミ、国政において、この県内各地を3年間お聞きして
回った声をしっかりと、今度こそ国政に届けることが
出来ると思っております。...

- -

10 説明のある話題
立憲民主党シラカワアユミさん、ぜひ国
政に送り込んでください

立憲民主党シラカワアユミさん、ぜひ国政に送り込ん
でください。 皆さんの手で、そして、レンゴウ＊はこ
の選挙、私プラスもう一票を合言葉に、友人、知人、
ご近所の皆さんに名前の徹底をしようということを徹
底をし...

←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

↓

9→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

1人でも多くの女性を意思決定の場に送
り込みたい

話者A：そして、女性の視点で、これからの日本をど
うデザインしていくのか、そのことが今とても重要に
なっています。 意思決定の場への女性の参画、私ども
労働組合も遅れてる分野ではありますが、政治ととも
に、1人でも多くの女性を意思決定の場に送り込みた
いという風に思っています。...

- -

13 説明のある話題
シラカワアユミさんの当選を一緒になっ
て勝ち取っていただきたい

どうもありがとう。 よろしくお願いします。  今日は
私イズミケンタ、今全国を回っていますけども、
えー、この長崎に来て、皆さんにぜひともシラカワア
ユミさんの当選を一緒になって勝ち取っていただきた
い、その...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



11→ 具体的説明
立憲民主党代表でありますイズミケンタ
代表から、皆様にお願い

話者A：それでは、皆様、大変お待たせをいたしまし
た。 立憲民主党代表でありますイズミケンタ代表か
ら、皆様にお願いを申し上げます。  話者A：えー、皆
さん、どうもこんにちは。 ＊いたします、お邪魔いた
します、失礼いたします。 いや、アオキ＊前、この西
浜の皆さん、改めてお伝えいたします。 立憲民主党代
表のイズミケンタです。 どうぞよろしくお願いしま
す。 ありがとうございます。 立憲民主党のイズミケ
ンタ...

12→ 具体的説明
皆さんにとっても、大事な大事な意思表
示の機会

でもね、皆さんにとっても、大事な大事な意思表示の
機会です。 やっぱり国政選挙って、意思表示の機会で
す。 どうもこんにちは。 シラカワアユミよろしくお
願いします。...

- -

15 説明のある話題 物価高がやっぱり争点、ぜひその声を

立憲民主党が、そして野党各党が、物価高が今回の参
議院選挙の争点じゃないか。 最初は、岸田総理も日銀
総裁も見向きもしなかったけど、でもやっぱり、立憲
民主党始め、野党各党がそれを言い始めることで、今
この、...

←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 物価高で影響を受けている人達の立場に

今皆さん、これだけ物の値段が上がっていますよね。 
たぶん、物価高の影響を受けていないという人はいな
いです、いないです。 ただ＊、物価高の影響が大した
こともないという人もいるでしょう。 一方で、物価高
がかなり生活にきつくなっているという人もいるで
しょう。 じゃ、どっちの立場に立つのか？ おそら
く。  話者A：岸田総理や、黒田総裁は、あんまり影響
ない人達と＊しています。 私達、立憲民主党、そして
野党各...

- -

20 説明のある話題
できる事があるのに、岸田さんはやって
いません

ちなみに、昨日、消費者物価指数というのが発表され
ました。 2.1ポイント上がりました。 これは、生鮮食
料品を除きますが、野菜だとかを入れると、2.5ポイ
ント上がってます。 電気料金はもっと上がってます...

←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

↓

16→ 具体的説明 岸田さんは、何をしてくれたんでしょう

話者A：私はテヲトッテ＊、話を聞いてきました。 例
えば、介護施設。 介護施設にはですね、もう、とうと
う、食材費が値上がりをして、利用者様に対するお食
事、それを提供する時の値段を、100円上げなきゃい
けない。 でも、本当は利用者様に＊をしたくない。 
介護施設の職員さんは、本当に苦しいながらに語って
くれました。 あるいは、四国にいった時。 香川県
の、あるオリノミヤ＊さんが、6月の1日から50円、
メニュ...

17→ 具体的説明
年金生活者に対して、冷たい岸田政権の
姿勢が明らかになった

話者A：4月からはね、ま、年金は払いましたよね。 
年金は、下がることは元々わかっていた。 物価が上が
ることは明確だ。 なのに、この後に、岸田総理は、補
正予算で全く年金生活者への追加給付を言いませんで
した。 これも、年金生活者に対して、冷たい岸田政権
の姿勢が明らかになったということです。...

18 → 具体的説明
4月に決めた値段は、9月まで据え置か
れて当たり前

そして皆さんが、お店で買うパンやパスタ、こういう
ものは小麦からできていますよね？ 小麦からできてい
る。 岸田総理は、食料品対策といって、こう言ったん
です。 小麦の値段を、9月まで据え置きます、って言
いました。 でも皆さん、実はこれ、何の対策でもない
んです。  話者A：何故か、元々小麦の値段っていうの
は、政府が決められるように＊ですけども、4月と10
月しか価格を変える時期ってないんです。 4月に決
め...

19→ 具体的説明 そして皆さんが苦労をしている

皆さん、この小麦価格、総理は9月まで背負うと言っ
たんですけど、下げて背負うんだったら偉いですよ、
下げて背負うんだったら偉い。 でも、総理は4月に何
やったかっていうと、その、パンとかパスタの値段に
関わってくる小麦の値段を、4月に17パーセント上げ
てるんですよ。 上げて＊、何が食料品対策ですかって
思いません、皆さん？ ＊、違うこと言ってるんです
よ。 こうやって、どんどん岸田＊はマッサラ＊なま
ま、キク＊...

- -

21 説明のある話題 強い野党に力を頂きたいと思うんです

是非、皆さん、なか、お、強い野党に力を頂きたいと
思うんです。 立憲民主党、そして白川鮎美、今、野党
各党もこの白川鮎美さんを応援してくれています。 こ
の長崎から、皆様に声を上げていただきたいと思いま
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

↓



22→ 具体的説明
自民党とやり合うぐらいの論戦力がない
と駄目なんですよ

ちなみに野党というと、色んな野党がありますが、皆
さん、最近ですね、野党第一党を狙っている野党もい
ます。 また、そこはですね、こう言ってるんですね、
自民党をピリッとする。 自民党をピリッと＊、全然駄
目です。 ピリッとぐらいじゃ変わらないんです、皆さ
ん。 ＊組んで、自民党を寄り切るぐらいの気迫とか、
＊組んで、自民党とやり合うぐらいの論戦力がないと
駄目なんですよ。  話者A：そうだ。  話者A：そう
だ。...

- -

27 説明のある話題
一緒に頑張りましょう、力を貸してくだ
さい

今日は本当に多くの皆様がお集まりいただいた。 今こ
そ物価タイサク＊、消費税を引き下げるという真っ当
な経済政策を進めること。 そして、シラカワさんと一
緒に。  話者A：＊の教育の無償化をはじめ、この
ニッ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

25→ 具体的説明
どうか皆さん、お力をいただけないで
しょうか

これ以上、皆さん、自民党が増えて、国会が何か変わ
ると思いますか？ 今の国会が何か活性化しますか？ 
自民党がこれ以上増えても国会は何にも活性化しな
い。 もっと言うと、自民党と似たような政党が増えて
も活性化しません。 だから、私達、ちゃんと＊＊＊を
する、この強い野党を、私は立憲民主党は大きく
＊＊＊と思うんです。 どうか皆さん、お力をいただけ
ないでしょうか？  話者A：＊＊＊。 ＊。  話者A：あ
りがと...

26→ 具体的説明 我々新しい世代へと期待をしてください

立憲民主党も、これからさらに変わっていきたい、
＊＊＊、経済政策、＊＊＊、安全保障政策で、皆様に
安心していただける政党へとさらに成長していきたい
と思います。 ぜひ皆さん、私や、そしてシラカワアユ
ミさんは、次の世代、新しい世代の立憲民主党を担
う、これから、ぜひ政権を担える立憲民主党へとさら
に成長してまいります。  どうか皆さん、我々新しい
世代へと期待をしてください。 そして、どうかこの日
本、与党ばっか...

- -

40 説明のある話題
皆様の声をどうか国政に届けさせてくだ
さい

私シラカワアユミ、今回の参議院選挙、皆さんの気持
ちを＊＊＊、何よりも皆様方の長崎で、＊＊＊、豊か
だな、幸せだなと思えるような、そんな長崎を作って
いきたいんです。 前回の選挙負けまして、本当に何も
できな...

←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

↓

32→ 具体的説明
決定をすることができる、そういう＊
を、是非とも応援して

ありがとうございます、本当に今、この平和にも敏感
な、そして物の値段にも敏感な生活感のある女性が
＊＊＊に、どんどんと、入っていくこと、これは政治
＊だけではなく、多くの企業の皆さん達の＊＊＊も、
女性が入っていくことで、もっと男性を、そしてショ
ウガイ＊者の方たちも、多くの高齢者のみなさん達
も、働きやすくなる。 そういうこう細かい、きめ細か
い思いやりがある視点で、物事＊＊＊、決定をするこ
とができる、そうい...

38→ 具体的説明
減税をしたい、シラカワアユミ、どうか
皆さん、力を貸してください

この先3年間、解散がなければ、国政選挙はありませ
ん。 衆議院選挙が解散しなければ、3年間国政選挙が
ない方で、今回のこの消費税の減税、今言うしかない
んですよ、皆さん。 ＊＊＊減税をしたい、シラカワア
ユミ、どうか皆さん、力を貸してください。 ありがと
うございます。 ありがとうございます。...

39→ 具体的説明
流した汗が報われる、そんな社会を一緒
に作っていきましょう

＊長崎県の最低賃金＊＊＊、＊＊＊生きていけない、
本当に月に15万円あったらというような金額、これで
は生きていけない、いけない＊若者達は、この長崎で
は、＊＊＊いけないと＊＊＊思います。 子供達が愛す
る地元を離れなくても済むような、そんな地域の経済
をしっかりと作っていかなければなりません。 それ
は、＊の皆さんにしっかりと＊＊＊、＊＊＊、それを
人件費に回していただく、働いてる人達が流した汗が
報われる、そ...

- -

41 説明のある話題
タカク＊国政に送っていただきますよ
う、よろしくお願いを申し上げます

白川あゆみ、白川あゆみは、お聞きいただいたとおり
に、これからも皆様の生活を守るため働いてまいりま
す。 どうか今回＊のこの思い、白川あゆみをタカク＊
国政に送っていただきますよう、よろしくお願いを申
し上げ...

←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

↓

42→ 具体的説明
お時間の許す方は、ぜひご参加いただき
ますよう、お願い

なお、この後15時30分から長崎駅横の出島メッセに
おきまして、出島メッセ長崎におきまして、白川あゆ
み総決起集会を行います。 引き続き泉健太代表にもお
越しいただきます。 お時間の許す方は、ぜひご参加い
ただきますよう、お願いを申し上げます。 皆様本当
に、ご協力アリ＊。 【無音2:25まで】。...

- -



プレゼン全体を振り返ろう

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

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

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント



1

立憲民主党、長崎
県連を代表して、
山田朋子から皆さ
まに

【自分】【無音00:31まで】はい。  
【自分】はい。  
【自分】すみません。  
【自分】【喧騒2:08まで】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】イヤソレダイジョウブ＊。  
【自分】いや、ちょっとまじ怖いとけど、やめてほしい。 マ
ガットク＊やだ。  
【自分】マジコワイトケド。  
【自分】これは。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】え、そこを？  
【自分】くぐると、こえると。  
【自分】いや、上、上からまたいでよかよ。 上からまたい
で。 ＊＊＊。  
【自分】大変。 ＊＊＊。 すみません＊。 ありがとうござい
ます。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】これは大変ぞ。  
【自分】【喧騒3:18まで】ありがとうございます。 ありがと
うございます。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】代表来られました？  
【自分】はい。 【喧騒4:00まで】。  
【自分】【喧騒00:39まで】バックオーライ。  
【自分】はい。 曲がります。 ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。 ありがとうございま＊。  
【自分】エット＊、えっと、くぐります。  
【自分】くぐります。 はい。  
【自分】足開かないので。  
【自分】＊主人が＊す。  
【自分】はい。 ＊気を付けて。  
【自分】ありがとうございます、すいません。 ご協力＊、ア
＊、すいません。  
【自分】＊、ありがとうございま＊。  
【自分】お手数掛けます。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】良かった＊、＊テイ＊が。  
【自分】ウン＊、＊。  
【自分】楽しめて。 ＊レタカナ＊、はい。  
【自分】＊先生。  
【自分】あ＊、スベテ＊。  
【自分】＊。  
【自分】ヤバイ＊、＊。 はい、＊。  
【自分】ホウ＊、＊。 右側の、あ、ありがとう。  
【自分】＊＊＊ありがとうございます。  
【自分】はい。  
【自分】周辺の皆さま、間もなく参議院議員選挙、白川鮎美
の街頭演説を行います。 お騒がせいたしますが、しばらくの
間、ご協力をお願いいたします。 本日は、立憲民主党、泉健
太代表、連合、芳野友子会長から、皆さまに訴えさせていた
だきます。 それでは、立憲民主党、長崎県連を代表して、山
田朋子から皆さまにごあいさつ申し上げます。  
【自分】＊。  
【自分】＊入ってナ＊。 ＊マイクチェック＊、あ、あ。  
【自分】入って＊。  
【自分】マイクが入ってないです。  
【自分】はい、はい。 アア＊。 はい。  
【自分】マイク入ってないです。  
【自分】あ。  
【自分】アオキ＊＊。 コンニチハ＊。 こちらは立憲民主
党、参議院候補よて、候補の白川鮎美の街頭演説会でござい
ます。 私は立憲＊党、長崎県連代表の＊ダトモコでございま
す。 え、今日は天気も。 泉健太代表にもおいでをいただ
き、白川の激励に駆け付けていただきました。 本当にありが
とうございます。

[5]「応援に駆け
つけていただき
ました、日本労
働組合総連合会
ヨシノトモコ会
長」についての

具体的説明



2
芳野友子会長は、
連合で初めての女
性の会長に就任

芳野、芳野友子会長は、連合で初めての女性の会長に就任を
いただき、私たち女性の政治家、そして政治家候補者、そし
て全国の多くの女性の夢と希望になりました。 明るい未来を
感じる、＊。  
【自分】そのような、かん、そのような時代を本当に迎えた
と思って、心ハズム＊思いでおります。

[5]「応援に駆け
つけていただき
ました、日本労
働組合総連合会
ヨシノトモコ会
長」についての

具体的説明

3 4人が女性候補と
いう状況

そして私共の候補者であります、シラカワアユミでございま
すが、女性の候補であります。 今回のこの選挙、長崎選挙区
より6人の候補者が立候補しております、実に4人が女性候補
という状況にあります。 私が政治家になりました15年前に
は、女性候補を擁立しなければならないという時代から、時
が経ち、女性の政治参画が大いに進むことは喜ばしきことで
はありますが、その女性の中でも、今回の立候補者の中で
も、誰よりも1番で、この戦いを勝ち抜かサセ＊いかなけれ
ばなりません。

[5]「応援に駆け
つけていただき
ました、日本労
働組合総連合会
ヨシノトモコ会
長」についての

具体的説明

4

多くの方に、シラ
カワアユミ全員の
輪を広げていただ
ければ

どうか、この皆様方の、ご観衆の皆様方、え、そしてその皆
様方の大切なご家族ご友人、多くの方に、シラカワアユミ全
員の輪を広げていただければ。  私は、この長崎の地より、
地元のニシオカヒデコ衆議院議員に続き女性の初の参議院議
員として、シラカワアユミ、国政において、この県内各地を
3年間お聞きして回った声をしっかりと、今度こそ国政に届
けることが出来ると思っております。

[5]「応援に駆け
つけていただき
ました、日本労
働組合総連合会
ヨシノトモコ会
長」についての
理由・ニーズ

5

応援に駆けつけて
いただきました、
日本労働組合総連
合会ヨシノトモコ
会長

ドウカ＊、戦況は厳しい状況にはありますが、皆様方の最後
の最後までの、それぞれの精一杯のトリヒキミ＊をいただけ
れば、この戦い勝利を出来ます。 どうか皆様、最終最後まで
シラカワアユミにお力を賜りますように、心からお願いを申
し上げます。 本日は誠にありがとうございます。  
【自分】続きまして、応援に駆けつけていただきました、日
本労働組合総連合会ヨシノトモコ会長、よろしくお願いいた
します。  
【自分】イイゾ＊。  
【自分】イイゾ＊。  
【自分】お集まりの皆様、こんにちは。 只今ご紹介いただき
ました、連合のヨシノでございます、どうぞよろしくお願い
いたします。  
【自分】カイチョウ＊。

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
安心して働き続け
られる社会には、
平和が必要

【自分】6月22日から参議院議員選挙、いよいよスタートい
たしました。 私は、多くの地方から応援に来てほしいという
依頼をいただきましたが、6月23日は慰霊の日でした。 沖縄
に帰り、そして昨日は戦跡を巡ってまいりました。 私達が安
心して暮らせる社会、そして安心して働き続けられる社会に
は、平和が必要なんです。  
【自分】そうだ。

[7]「政治の場に
もっともっと女
性が必要」につ
いての理由・

ニーズ

7
政治の場にもっと
もっと女性が必要

【自分】私が沖縄で目にしたこと、これはまさしく今ウクラ
イナで起こってることと同じなんです。 そして、多くの女性
や子ども、やはい、やはり弱い立場の人達が犠牲になってい
くということを目の当たりにしてきました。 こうした問題に
ついてもリンセツビ＊がしっかりと守られ、そして何よりも
命が優先をされ、そして人権が尊重されなければなりませ
ん。 その意味では、やはり政治の場にもっともっと女性が必
要だという風に思っています。  
【自分】そうだ。

[9]「1人でも多
くの女性を意思
決定の場に送り
込みたい」につ
いての具体的説

明

8
意思決定の場に女
性が参画をする

【自分】ジェンダーギャップ指数という言葉を皆さんご存知
でしょうか？ 156ヵ国中、日本は120位、先進国の中で1番
低い順位にあります。 そして毎年毎年この順位が下がってき
ています。 この1つの原因には、政治の場に女性が少ないと
いうことなんです。 やはり意思決定の場に女性が参画をす
る。

[9]「1人でも多
くの女性を意思
決定の場に送り
込みたい」につ
いての具体的説

明

9
1人でも多くの女
性を意思決定の場
に送り込みたい

【自分】そして、女性の視点で、これからの日本をどうデザ
インしていくのか、そのことが今とても重要になっていま
す。 意思決定の場への女性の参画、私ども労働組合も遅れて
る分野ではありますが、政治とともに、1人でも多くの女性
を意思決定の場に送り込みたいという風に思っています。

[10]「立憲民主
党シラカワアユ
ミさん、ぜひ国
政に送り込んで
ください」につ
いての理由・

ニーズ



10

立憲民主党シラカ
ワアユミさん、ぜ
ひ国政に送り込ん
でください

立憲民主党シラカワアユミさん、ぜひ国政に送り込んでくだ
さい。 皆さんの手で、そして、レンゴウ＊はこの選挙、私プ
ラスもう一票を合言葉に、友人、知人、ご近所の皆さんに名
前の徹底をしようということを徹底をしています。 シラカワ
アユミさん、どうぞ国政へと押し上げてください。 皆さんの
力がとても必要です。 どうぞよろしくお願いいたします。 
ありがとうございました。 頑張りましょう。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】力強いご支援、お言葉ありがとうございました。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】はい、はいはい。 ＊＊＊。  
【自分】大丈夫ですか？  
【自分】大丈夫です。  
【自分】大丈夫じゃないですね。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】よし。  
【自分】よろしくお願いしまーす。  
【自分】＊。  
【自分】お疲れ様でした。 ありがとうございます。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】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。

11

立憲民主党代表で
ありますイズミケ
ンタ代表から、皆
様にお願い

【自分】それでは、皆様、大変お待たせをいたしました。 立
憲民主党代表でありますイズミケンタ代表から、皆様にお願
いを申し上げます。  
【自分】えー、皆さん、どうもこんにちは。 ＊いたします、
お邪魔いたします、失礼いたします。 いや、アオキ＊前、こ
の西浜の皆さん、改めてお伝えいたします。 立憲民主党代表
のイズミケンタです。 どうぞよろしくお願いします。 あり
がとうございます。 立憲民主党のイズミケンタです。 どう
ぞよろしくお願いします。 ありがとうございます。 いや、
ようやくこのシラカワさんの応援やってくる＊ことができま
した。 これまでも選挙、えー、選挙前の日にですね、えー、
何度か応援にお邪魔させていただきましたけれども、いよい
よ参議院選挙スタートいたしました。 皆さん、この参議院選
挙って、よく争点が分からないとか、どうせ自民党が勝つん
でしょとか、いろんなこと言われますよ。

[13]「シラカワ
アユミさんの当
選を一緒になっ
て勝ち取ってい
ただきたい」に
ついての具体的

説明

12
皆さんにとって
も、大事な大事な
意思表示の機会

でもね、皆さんにとっても、大事な大事な意思表示の機会で
す。 やっぱり国政選挙って、意思表示の機会です。 どうも
こんにちは。 シラカワアユミよろしくお願いします。

[13]「シラカワ
アユミさんの当
選を一緒になっ
て勝ち取ってい
ただきたい」に
ついての具体的

説明

13

シラカワアユミさ
んの当選を一緒に
なって勝ち取って
いただきたい

どうもありがとう。 よろしくお願いします。  今日は私イズ
ミケンタ、今全国を回っていますけども、えー、この長崎に
来て、皆さんにぜひともシラカワアユミさんの当選を一緒に
なって勝ち取っていただきたい、その思いでやってまいりま
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
物価高で影響を受
けている人達の立
場に

今皆さん、これだけ物の値段が上がっていますよね。 たぶ
ん、物価高の影響を受けていないという人はいないです、い
ないです。 ただ＊、物価高の影響が大したこともないという
人もいるでしょう。 一方で、物価高がかなり生活にきつく
なっているという人もいるでしょう。 じゃ、どっちの立場に
立つのか？ おそらく。  
【自分】岸田総理や、黒田総裁は、あんまり影響ない人達と
＊しています。 私達、立憲民主党、そして野党各党は、やっ
ぱりこの、物価高で影響を受けている人達の立場に立ってい
ます。 やっぱり、立ち位置が違うんです。  
【自分】そうだ。  
【自分】ありがとうございます。 その時に皆さん、国会中が
ですよ、国会中が物価高なんか大したことない。 現に黒田総
裁、こう言いましたよね。 円安は日本経済プラスだ。 円安
は日本経済プラスだということは、プラスだからほっときゃ
いいっていう考え方じゃないですか。 でもその、円安を放置
していたら、皆さんの、日頃買う食料品や、生活用品の値段
が上がっていることも放置することになるんです。 やっぱり
この、物価高を放置する政権と、いや、そうじゃないんだと
いう野党の戦いが。 ぜひ、皆さん、今、ありがとう。

[15]「物価高が
やっぱり争点、
ぜひその声を」
についての具体

的説明

15
物価高がやっぱり
争点、ぜひその声
を

立憲民主党が、そして野党各党が、物価高が今回の参議院選
挙の争点じゃないか。 最初は、岸田総理も日銀総裁も見向き
もしなかったけど、でもやっぱり、立憲民主党始め、野党各
党がそれを言い始めることで、今この、物価高が大きな選挙
の争点になってきた、なってきたんですよ。 ケットウミナサ
ン＊、この物価高がやっぱり争点、ぜひその声を、もっと
もっと皆さん、上げていこうじゃありませんか。  
【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。

16
岸田さんは、何を
してくれたんで
しょう

【自分】私はテヲトッテ＊、話を聞いてきました。 例えば、
介護施設。 介護施設にはですね、もう、とうとう、食材費が
値上がりをして、利用者様に対するお食事、それを提供する
時の値段を、100円上げなきゃいけない。 でも、本当は利用
者様に＊をしたくない。 介護施設の職員さんは、本当に苦し
いながらに語ってくれました。 あるいは、四国にいった時。 
香川県の、あるオリノミヤ＊さんが、6月の1日から50円、メ
ニューの値段を上げたと言っていました。 これも、小麦の価
格が値上がりしているんだ。 でもみんな、介護施設も、そし
て食堂も、本当は価格変化なんかしたくない。 でも、ヤッテ
カナ＊、やってかなきゃいけない。 価格変化しないと、やれ
ない。 そんな苦しさを抱えて、お店を経営しています。 そ
ういう時に、政治ってやつは、何をしてるんでしょう？ 岸田
さんは、何をしてくれたんでしょう？  
【自分】全然、何もしてません。

[20]「できる事
があるのに、岸
田さんはやって
いません」につ
いての具体的説

明

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

17

年金生活者に対し
て、冷たい岸田政
権の姿勢が明らか
になった

【自分】4月からはね、ま、年金は払いましたよね。 年金
は、下がることは元々わかっていた。 物価が上がることは明
確だ。 なのに、この後に、岸田総理は、補正予算で全く年金
生活者への追加給付を言いませんでした。 これも、年金生活
者に対して、冷たい岸田政権の姿勢が明らかになったという
ことです。

[20]「できる事
があるのに、岸
田さんはやって
いません」につ
いての具体的説

明

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

18
4月に決めた値段
は、9月まで据え
置かれて当たり前

そして皆さんが、お店で買うパンやパスタ、こういうものは
小麦からできていますよね？ 小麦からできている。 岸田総
理は、食料品対策といって、こう言ったんです。 小麦の値段
を、9月まで据え置きます、って言いました。 でも皆さん、
実はこれ、何の対策でもないんです。  
【自分】何故か、元々小麦の値段っていうのは、政府が決め
られるように＊ですけども、4月と10月しか価格を変える時
期ってないんです。 4月に決めた値段は、9月まで据え置か
れて当たり前なんです、総理が何もしなくても。 なのに、そ
れを、あたかも対策かのように、まあ、総理っていうのは、
私は、ものすごい誤魔化しをしていると。 そして、もっと酷
いのは、じゃあ、4月に、ありがとう、＊ありがとうござい
ます、＊します。 ＊、今、＊＊＊。 ありがとうございま
す。 ＊＊＊と思うと、嬉しいもんです。 皆さん、ありがと
うございます。

[20]「できる事
があるのに、岸
田さんはやって
いません」につ
いての具体的説

明

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



19 そして皆さんが苦
労をしている

皆さん、この小麦価格、総理は9月まで背負うと言ったんで
すけど、下げて背負うんだったら偉いですよ、下げて背負う
んだったら偉い。 でも、総理は4月に何やったかっていう
と、その、パンとかパスタの値段に関わってくる小麦の値段
を、4月に17パーセント上げてるんですよ。 上げて＊、何が
食料品対策ですかって思いません、皆さん？ ＊、違うこと
言ってるんですよ。 こうやって、どんどん岸田＊はマッサラ
＊なまま、キク＊力はどんどん失われる。 そして皆さんが苦
労をしている。

[20]「できる事
があるのに、岸
田さんはやって
いません」につ
いての具体的説

明

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

20
できる事があるの
に、岸田さんは
やっていません

ちなみに、昨日、消費者物価指数というのが発表されまし
た。 2.1ポイント上がりました。 これは、生鮮食料品を除き
ますが、野菜だとかを入れると、2.5ポイント上がってます。 
電気料金はもっと上がってます。 15パーセント以上上がっ
ている、こういう中で、じゃあ、皆さんのお給料って2.1ポイ
ント上がるんでしょうか。 最低賃金は2.1ポイント上がるん
でしょうか。 上がらないですよ、上がらない。 だから、
今、日本に起きている現象っていうのは、物価は上がるけ
ど、皆さんが貰うお給料は上がっていない。 物価は上がるけ
ど、ネンキン＊は上がっていないという現象なんです。 その
ときに、政治ができる事ってあるんですよ。 給付、給付とか
減税、そして＊をもっと進める。 こうやって、政治ができる
事があるのに、岸田さんはやっていません。

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。

21
強い野党に力を頂
きたいと思うんで
す

是非、皆さん、なか、お、強い野党に力を頂きたいと思うん
です。 立憲民主党、そして白川鮎美、今、野党各党もこの白
川鮎美さんを応援してくれています。 この長崎から、皆様に
声を上げ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。

22

自民党とやり合う
ぐらいの論戦力が
ないと駄目なんで
すよ

ちなみに野党というと、色んな野党がありますが、皆さん、
最近ですね、野党第一党を狙っている野党もいます。 また、
そこはですね、こう言ってるんですね、自民党をピリッとす
る。 自民党をピリッと＊、全然駄目です。 ピリッとぐらい
じゃ変わらないんです、皆さん。 ＊組んで、自民党を寄り切
るぐらいの気迫とか、＊組んで、自民党とやり合うぐらいの
論戦力がないと駄目なんですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうですよね、皆さん。  
【自分】そうだ。  
【自分】ピリッとじゃ駄目なんですよ、ピリッとじゃ。 ＊や
らないと、＊。 是非、皆さん、この長崎は＊、その野党第一
党を狙っている政党はなんて言ってますか、核共有じゃない
ですか。 核共有、とんでもない。 被爆国としてもとんでも
ないと思うけど、皆さん、これ、政策として、大間違い。

[21]「強い野党
に力を頂きたい
と思うんです」
についての具体

的説明

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

23
核兵器を配備した
ら、真っ先にその
配備先が狙われる

【自分】ここね、理解をしておいてください。 政策として
＊、なんでか、核兵器を持ったから強くなる＊、核兵器を
持ったから強くなるっていうのは、そもそも大間違いなんで
すね。 実際に、核共有を自民党のほうでも議論していたら、
とんだ結果が出ました。 核兵器は、核兵器を＊には、必ず相
手国から他国より報復を受けると、まずこれが1つ。 そし
て、もう1つ、核兵器を配備したら、真っ先にその配備先が
狙われる、よって、実益が全くないことがはっきりした、自
民党の＊ですら、もうこういう政策、結論が出てるんです。 
仮にですが、維新の言う核共有をもし日本政府が採用した時
に、長崎に核兵器を日本が置いたら、1番危険に晒されるの
はここになるっていうことなんです。 そんなもんは考えれば
当たり前。 核共有なんてのは愚策っていう、愚策だっていう
ことなんですよ、皆さん。 そうですよね？ 大間違いじゃな
いですか。 まー、強い兵器を持ったら強くなる＊っていう、
なん＊＊＊。 そんなところが野党の＊＊＊。

[25]「どうか皆
さん、お力をい
ただけないで

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。

24

おかしいことをお
かしいと言える、
皆さん、それが
我々立憲民主党で
野党

最後に、今の日本の政治には緊張感がありません。 自民党の
政治は緊張感が足りないです。 みなさん＊、ついこの前だっ
て、たった2年前ぐらいですよ、自民党の農林水産大臣が大
臣室で業者から500万もらって逮捕されてるんですよ。 未だ
です＊、未だにそんな政治が続いているんですよ。 そんな政
治が続いている時に、おかしいことをおかしいと言える、皆
さん、それが我々立憲民主党で野党なんですよ。 ぜひ＊の力
を貸していただきたい。 ＊＊＊なのは、自民党を増やすこと
じゃありません。

[25]「どうか皆
さん、お力をい
ただけないで

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。



25
どうか皆さん、お
力をいただけない
でしょうか

これ以上、皆さん、自民党が増えて、国会が何か変わると思
いますか？ 今の国会が何か活性化しますか？ 自民党がこれ
以上増えても国会は何にも活性化しない。 もっと言うと、自
民党と似たような政党が増えても活性化しません。 だから、
私達、ちゃんと＊＊＊をする、この強い野党を、私は立憲民
主党は大きく＊＊＊と思うんです。 どうか皆さん、お力をい
ただけないでしょうか？  
【自分】＊＊＊。 ＊。  
【自分】ありがとうございます。

[27]「一緒に頑
張りましょう、
力を貸してくだ
さい」について
の具体的説明

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

26
我々新しい世代へ
と期待をしてくだ
さい

立憲民主党も、これからさらに変わっていきたい、＊＊＊、
経済政策、＊＊＊、安全保障政策で、皆様に安心していただ
ける政党へとさらに成長していきたいと思います。 ぜひ皆さ
ん、私や、そしてシラカワアユミさんは、次の世代、新しい
世代の立憲民主党を担う、これから、ぜひ政権を担える立憲
民主党へとさらに成長してまいります。  どうか皆さん、
我々新しい世代へと期待をしてください。 そして、どうかこ
の日本、与党ばっかりが好き勝手する政治を大きく変えてい
こう＊、いこうではありませんか、皆さん。 ありがとうござ
います。

[27]「一緒に頑
張りましょう、
力を貸してくだ
さい」について
の具体的説明

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

27
一緒に頑張りま
しょう、力を貸し
てください

今日は本当に多くの皆様がお集まりいただいた。 今こそ物価
タイサク＊、消費税を引き下げるという真っ当な経済政策を
進めること。 そして、シラカワさんと一緒に。  
【自分】＊の教育の無償化をはじめ、このニッポンの未来に
子供たちが暮らしやすい世の中を作っていくということ、そ
して防衛費だけ2倍＊いうような、無茶苦茶な国家予算を許
せないこと、あくまで＊＊＊ということ、こういうことを
しっかりお約束をして、我々、立憲民主党、そしてシラカワ
アユミ、歩んでまいります、どうぞ皆さん、一緒に頑張りま
しょう、力を貸してください、よろしくお願いします、あり
がとうございます。 ＊と良い未来のために頑張っていきま
しょう、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。

28
心から感謝を申し
上げます、ありが
とうございます

【自分】ありがとうございました、立憲民主党、イズミケン
タ代表から皆様方にご挨拶を述べていただきました。 さあ、
それでは皆様、お待たせいたしました。 参議院選挙、ナガサ
キ県選挙区から立候補いたしております、シラカワアユミ、
シラカワアユミが皆様方に、国政に向けた決意を述べさせて
いただきます。  
【自分】頑張れ、＊。  
【自分】スターバックス前にお集まりの皆様、そしてこちら
は＊にお集まりの皆様、すみません、お尻を向けてしまっ
て、本当に多くの皆様が＊まして心から、心から感謝を申し
上げます、ありがとうございます、ありがとうございます。

[32]「決定をす
ることができ

る、そういう＊
を、是非とも応
援して」につい
ての具体的説明

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

29

責任の重さと、ま
た期待の大きさを
重々と感じており
ます

参議院選挙、スタートをいたしました、今日でヨッカメ＊と
なります。 選挙戦序盤のこのタイミングに、党代表イズミケ
ンタ代表に応援に駆けつけていただきました、本当にありが
とうございます。 そして、連合本部からトモノ会長にも、お
越しをいただきました、本当にありがとうございます。 本当
にこのお二人に、応援に駆けつけていただいた意味、私、改
めてこの責任の重さと、また期待の大きさを重々と感じてお
ります。

[28]「心から感
謝を申し上げま
す、ありがとう
ございます」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。

30
女性の元首が増え
れば世界が平和に
なる

本当にこの今、連合会長からもお話がありました、この女性
がもっと社会で意思決定＊＊＊そういった＊＊＊思っていま
す。 それがこの、ウクライナ戦争、目の前で起きている戦争
の光景、多くの被害にあっておられる方たちは、何の罪もな
い子供たち、そして女性たち、そういった方たちの本当に残
酷な戦争のシーン＊が、この私たち女性は、もしニホンが同
じように、ナ＊立場になったら、愛する子供の、そして愛す
る夫＊＊＊いけない＊＊＊、そういった愛がやっぱり女性に
は大きい、そういった意味でも、女性の元首が増えれば世界
が平和になる、戦争なんて起こらない、私は本気でそのよう
に思っております。

[28]「心から感
謝を申し上げま
す、ありがとう
ございます」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。



31
女性の元首が誕生
することを、私は
心から願って

ありがとうございます、ニホンも是非、女性の国会議員が増
え、そして女性の元首が誕生することを、私は心から願って
おります。 そういった意味でも、今、街頭をまわれば、女性
の皆様からの応援がとても、とても大きくなっている、その
ようにかん。  
【自分】＊ます、女性だけではなく、男性の皆さんからも、
女性が＊＊＊応援しているという声をたくさん頂いておりま
す。 本当にこのことは、世の中に女性がモトメラレ＊てい
る、また、＊性が求められてる、そういうトコロ＊ではない
でしょうか。

[32]「決定をす
ることができ

る、そういう＊
を、是非とも応
援して」につい
ての具体的説明

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

32

決定をすることが
できる、そういう
＊を、是非とも応
援して

ありがとうございます、本当に今、この平和にも敏感な、そ
して物の値段にも敏感な生活感のある女性が＊＊＊に、どん
どんと、入っていくこと、これは政治＊だけではなく、多く
の企業の皆さん達の＊＊＊も、女性が入っていくことで、
もっと男性を、そしてショウガイ＊者の方たちも、多くの高
齢者のみなさん達も、働きやすくなる。 そういうこう細か
い、きめ細かい思いやりがある視点で、物事＊＊＊、決定を
することができる、そういう＊を、是非とも応援していただ
きたい。 ＊＊＊あなたと共に歩みたい、県民の皆様おひと
り、おひとりと共に歩むシラカワアユミ＊、＊＊＊代表とし
て、今回の参議院選挙、＊＊＊ますように、心からお願いを
申し上げます。 ありがとうございます、ありがとうございま
す。

[40]「皆様の声
をどうか国政に
届けさせてくだ
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。

33

税の仕組みがある
のにも関わらず、
今の政府はそれを
＊しない

先ほどから、＊＊＊上がっております、物価高、非常に私た
ちの生活の＊＊＊だと思います。 ＊＊＊の皆さん、本当にガ
ソリン代が高いですよね、それを＊においても、今178円、
そういった状況が続いております。 この長崎県は、西の果て
にあるので、輸送費が掛かり、＊が他の県よりもガソリン代
が高い、今はもっと高い。 そして離島を抱えるこの長崎県、
島はもっと高いんです。 ＊島で、193円を、先日私は見てき
ました。 でもですね、島の人は仕方がないとおっしゃってい
て、そこでガソリンを入れるしかないから、そこにしかスタ
ンドがないから、仕方がないとおっしゃる。 これは本当に＊
に住んでるだけで、生活コストは皆さんよりも掛かる、この
ことは私は＊だと思います。 この長崎＊＊＊と言われます、
長崎はガソリン代高いんだよねと。 それをですね、仕方がな
いと諦めなくていいんです。 この＊＊＊の船が、＊＊＊私た
ちのガソリン代も安く買うことができるんです。 こんな税の
仕組みがあるのにも関わらず、今の政府はそれを＊しない。

[34]「もっと
怒って欲しい、
＊苦しいんだ

と、もっとガソ
リン代下げて欲
しい」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。

34

もっと怒って欲し
い、＊苦しいんだ
と、もっとガソリ
ン代下げて欲しい

おかしいと思いませんか？ 物価高が容認されていると、どこ
かの日本の金融トップがおっしゃっていましたよね、皆さん
容認しているんでしょうか、＊このまま上がり続けていいん
ですか？ まだ序章ですよ、これからもっともっとウクライナ
＊＊＊なっていきます。 そんな中に、ガソリン代＊＊＊一刻
も早く＊じゃありませんか。 ＊＊＊の皆さん、もっと怒って
欲しい、＊苦しいんだと、もっとガソリン代下げて欲しい。  
【自分】＊＊＊一緒に挙げてほしいんです。 ありがとうござ
います。

[35]「どうか皆
さん、一緒に手
を挙げてくださ
い」についての

具体的説明

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

35
どうか皆さん、一
緒に手を挙げてく
ださい

沈黙は容認、沈黙は容認と言われるけども、黙っていたら好
きなようにされてしまうんです。 ＊＊＊に、上の方が変わっ
てしまうんです。 どうか皆さん、一緒に手を挙げてくださ
い。 シラカワアユミとともに、＊＊＊、そして、はははは、
ありがとうございます＊。 ＊いただきまして＊＊＊。

[38]「減税をし
たい、シラカワ
アユミ、どうか
皆さん、力を貸
してください」
についての具体

的説明

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

36

消費税、今5パー
セントに減税して
もいいんじゃない
でしょうか

そして、消費税、消費税は下げていきたい、これは多くの県
民の皆さんからの声です。 お買い物が思うようにできない、
スーパーの店長さん達からもお話をたくさんいただきまし
た。 今客単価がものすごく下がっているそうです。 1人1人
のお買い物の金額が少なくなっている、これは皆さんが
＊＊＊ている。 また、＊ビールも持って帰りたいですね、＊
したいですよね。 でも、1本＊＊＊かな、＊にしちゃおうか
なと、そういう風に節約をされているご家庭がたくさんある
という声も聞いております。 そういった中で、皆さんが少し
でも安心してお買い物ができるように、皆さんが等しく支払
われているこの消費税、今5パーセントに減税してもいいん
じゃないでしょうか。 ありがとうございます。 いやいや、
消費税＊＊＊、ありがとうございます。 若い力いただきまし
た。 投票に行ってくださいね。 よろしくお願い申し上げま
す。 ありがとうございます。

[37]「国政に届
けることができ
る唯一のチャン
ス」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
国政に届けること
ができる唯一の
チャンス

本当に、あの、消費税高くてもいいから福祉も充実してくれ
という声もいただきます。 それは、正直、えー、そういっ
た、先程イズミケンタさんがおっしゃいました＊が違うとい
う話です。  でも、これからもっともっと物価高が続いた
ら、あの時消費税下げとけばよかったなという機会がきっと
出てくると思うんです。 なので、今回の参議院選挙、皆さん
の声を1つにして、国政に届けることができる唯一のチャン
スなんです。

[38]「減税をし
たい、シラカワ
アユミ、どうか
皆さん、力を貸
してください」
についての具体

的説明

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

38

減税をしたい、シ
ラカワアユミ、ど
うか皆さん、力を
貸してください

この先3年間、解散がなければ、国政選挙はありません。 衆
議院選挙が解散しなければ、3年間国政選挙がない方で、今
回のこの消費税の減税、今言うしかないんですよ、皆さん。 
＊＊＊減税をしたい、シラカワアユミ、どうか皆さん、力を
貸してください。 ありがとうございます。 ありがとうござ
います。

[40]「皆様の声
をどうか国政に
届けさせてくだ
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。

39

流した汗が報われ
る、そんな社会を
一緒に作っていき
ましょう

＊長崎県の最低賃金＊＊＊、＊＊＊生きていけない、本当に
月に15万円あったらというような金額、これでは生きていけ
ない、いけない＊若者達は、この長崎では、＊＊＊いけない
と＊＊＊思います。 子供達が愛する地元を離れなくても済む
ような、そんな地域の経済をしっかりと作っていかなければ
なりません。 それは、＊の皆さんにしっかりと＊＊＊、
＊＊＊、それを人件費に回していただく、働いてる人達が流
した汗が報われる、そんな社会を一緒に作っていきましょ
う。

[40]「皆様の声
をどうか国政に
届けさせてくだ
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。

40
皆様の声をどうか
国政に届けさせて
ください

私シラカワアユミ、今回の参議院選挙、皆さんの気持ちを
＊＊＊、何よりも皆様方の長崎で、＊＊＊、豊かだな、幸せ
だなと思えるような、そんな長崎を作っていきたいんです。 
前回の選挙負けまして、本当に何もできなくて悔しくて、皆
さんの声を3年間、き、聞き続けてまいりました。 本当に＊
ではなく、解決する立場に立ちたいんです。 皆さんの苦しみ
を、皆さんの不満を、＊＊＊安心に変えていきたい、シラカ
ワアユミを。  
【自分】ガトウゴザイマス＊。 ＊、どうか皆様今回の参議院
選挙は、白川あゆみに、白川あゆみにと、ドウゾ＊、今回こ
そは負けられない。 皆さんのために勝たなければならない戦
いなんです。 この庶民の視点を持った白川あゆみ、働く女性
の一人として、子育て世代の代表として、皆様の声をどうか
国政に届けさせてください。 本当に、皆さんの期待、裏切る
ことはありません。 絶対に皆さんの声を国政に届け、この長
崎に住む人たちの、長崎の働く人たちの＊＊＊、白川あゆみ
にどうか皆様サイシュウサイゴ＊まで、サイシュウサイゴ＊
までお付き合いを、どうかよろしくお願い申し上げます。 こ
の長崎の＊＊＊心から願う県民の皆さんと、皆さんの＊＊＊
は全力で守っていきます。 どうぞよろしくお願い申し上げま
す。 ありがとうございました。  
【自分】ご清聴いただきました皆様、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。

41

タカク＊国政に
送っていただきま
すよう、よろしく
お願いを申し上げ
ます

白川あゆみ、白川あゆみは、お聞きいただいたとおりに、こ
れからも皆様の生活を守るため働いてまいります。 どうか今
回＊のこの思い、白川あゆみをタカク＊国政に送っていただ
きますよう、よろしくお願いを申し上げます。 本当に皆様、
ありがとうございました。 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。

42

お時間の許す方
は、ぜひご参加い
ただきますよう、
お願い

なお、この後15時30分から長崎駅横の出島メッセにおきまし
て、出島メッセ長崎におきまして、白川あゆみ総決起集会を
行います。 引き続き泉健太代表にもお越しいただきます。 
お時間の許す方は、ぜひご参加いただきますよう、お願いを
申し上げます。 皆様本当に、ご協力アリ＊。 【無音2:25ま
で】。

[41]「タカク＊
国政に送ってい
ただきますよ

う、よろしくお
願いを申し上げ
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。


