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国内ビジコン優勝者との構成類似度 プレゼン内容の構成バランス

80%

聴衆に印象を残せた話題ランキング

【あなたのプレゼンの情報量】
1 皆さんの＊を合わせてほしい

△ 少し詰め込みがち
2 是非ね、情報を選んで参政党に耳

を傾けてください あなた側の話量は125分が適切と判定されました

3 皆さんの携帯電話を使って地上戦
をやってください

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 潰されることも分かって覚悟をして

5
ケーキ屋さんとかパン屋さんのためだ
けにこの発言を抑えろっていうのは僕
いえない

6 食と健康、参政党の

7 書くときに間違えないようにね、お願いしま
す

8 ウォール街の陰謀、すごいですよ

9 今でも間に合わないかもしれないと思ってま
す

10 がんの患者さんなんですね
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）

21.3語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 OPEN 私は誰ですか？

2 CLOSED まあですね、今日、あ、そうだ、こ、今日、おお、新橋、新橋行った人？

2 CLOSED ああ、タケダセンセイキタ＊？

8 OPEN なぜか？

12 CLOSED ＊飲んでて治った？

13 CLOSED 揚げパンなんて、戦前の人が食べてたと思いますか？

13 CLOSED しかもさ、ご丁寧に砂糖まで振ってあるでしょ？

18 OPEN いつからですか？

58 CLOSED ちょっと、気合い入れるためにヒール脱いで良いですか？

59 OPEN ええと、今日、食の話をしようか、医療どっちにしようかなって、どっちが良いですかね？

61 CLOSED ワカッテマス＊、ダイジョウブ＊？

61 OPEN
でも、動物もやっぱりほら、飼ったら無理じゃん、殺すのって話だし、ノリチャン＊と豚、どう
違うんですかね？

61 CLOSED 何で猫と犬食べちゃだめで、豚と牛と猪は食べていいの、おかしくないですか？

61 CLOSED それもすごい不思議に思いません？

64 CLOSED
世の中では、あの、ピザ美味しいねパスタ美味しいねって流れてるけど、ね、本当にそれでいい
のか？

64 OPEN どうなると思います？

65 CLOSED おかしいこと言ってますか？

65 CLOSED 話まとまったんですかね、大丈夫ですか？

73 OPEN どうして変わるのか？

73 CLOSED おかしいでしょう、これ？

74 CLOSED
でね、もうこれ構造を変えようと思ったんですよ、ね、こ、もう、せ、党員が選挙をやって、党
員が政策を考えて、そして党員がこの人だというのを押し上げる、そして押し上げられた人は懸
命に国政に専念するんですよ、そうじゃないですか？

77 OPEN でね、考えないように作られてるわけ、なぜか【＊】？

79 CLOSED 国益に立って物事を考えてる政党が、今、ありますか？



81 CLOSED そうじゃないですか？

81 CLOSED 財務省と議論して勝てますか、彼らが？

89 CLOSED 参政党の街頭演説は、楽しくないですか？

95 CLOSED やってきたこと、何か間違ってたんですかね？

100 CLOSED 自分たちの国嫌いになるじゃ困るでしょ？

100 CLOSED そうでしょ？

101 CLOSED この政策、大事じゃないですか？

102 CLOSED そうでしょ？

103 CLOSED さっきタケダ先生も言ってたでしょ？

111 CLOSED そうでしょ？

116 CLOSED チケットもあるのかな？



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　　 25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　30件
話順 説明の少ない話題　5件 話順 説明のある話題　25件

58
是非ね、皆さん政見放送、私のは見ないでくださ
い

12 輸入したら断れない条約を批准してるんです

66
次は、アカオユミ参議院議員候補からお願いしま
す

15 これ戦争の犠牲者だなと

72
カワニシミオと1枚目の投票用紙にお書きくださ
い

17
ケーキ屋さんとかパン屋さんのためだけにこの発
言を抑えろっていうのは僕いえない

88 参政党入れてね、ばあっと拡散してください 23
食のとこに異常に執着してるかって言ったら、皆
が狂ってる

116
新聞広告に出したいんですね、参政党の全面広告
を

27 農業が復権しなきゃいけない

30 歴史を横につなげてほしい
36 食と健康、参政党の
39 なんで給料が増えなかったと思いますか
49 政治の1番重要なのは、哲学ナンデス＊
50 等しく国が応援する
57 堪えるのはね、やっぱり爺さんのやるべきこと

65
是非ね、情報を選んで参政党に耳を傾けてくださ
い

67 書くときに間違えないようにね、お願いします



75 国民の力でね、初めて日本の民主主義変わる
77 ウォール街の陰謀、すごいですよ
81 参政党、勝てます
87 皆さんの＊を合わせてほしい
93 これから政治の舞台に入ってきてください
96 潰されることも分かって覚悟をして
98 18日後には500万人が参政党いいね

100 参政党の政策は教育です
105 今でも間に合わないかもしれないと思ってます

107
基本的にこの3つをきちっとやれば日本は元気に
なる

112
皆さんの携帯電話を使って地上戦をやってくださ
い

117 午後7時から、ええと、田町駅の方で街頭が



【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　　 25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）

12 説明のある話題
輸入したら断れない条約を批准してるん
です

そうすると、どうしますか、儲けるために。 こういう
理屈になるんですよ。 そうするとね、非常に高学歴で
高偏差値な人たちが、最初は善意で医療をやろうと
思って医者になったのに、いつの間にか悪気もなく、
悪意に...

↓

3→ 具体的説明 がんの患者さんなんですね

では、今からタケダ＊先生の前座を務めさせていただ
きます＊。 ＊ですね、ええ、まあ、ちょっと暗い話に
なっちゃうかもしれませんけども、今日ね、その、ワ
クチンのこととか、コロナのこととか、皆さんがこ
う、キガツイタトカ＊いうのありますよね。 で、それ
で、僕がやっぱり、ほんとに一番心を痛めてるのは、
やっぱり、がんの患者さんなんですね。 で、なぜ、そ
の、がんになったのか。 一般論ですよ。 厚労省の見
解は、遺伝...

- -

15 説明のある話題 これ戦争の犠牲者だなと

話者A：あははは。  話者A：そういうね、海外の保険
会社で、がんになった時にも安全で安心ですよって
ね、保険に入ってもがん治んないんですよ。 人間ドッ
クに受けても、がんの理由は除去できないんですよ、
病気...

←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
今は全部遺伝子組換えになっちゃいまし
た

牛が増えるわけですよ、豚も増えるわけですよ。 その
餌っていうのはトウモロコシの餌で、アメリカが売り
つけてるのは、小麦粉と、それから食用油と、トウモ
ロコシの粉。 これが今は全部遺伝子組換えになっちゃ
いました。 遺伝子組換え、油は、大豆油が1番多いん
で、もうこれだってもう遺伝子組換えですよ。 大豆っ
て我々が納豆食べたり味噌作ったりするのに、味噌が
国産でも、大豆の、大豆そのものは、もう97パーセン
トが輸...

- -

17 説明のある話題

ケーキ屋さんとかパン屋さんのためだけ
にこの発言を抑えろっていうのは僕いえ
ない

話者A：でね、この質問がいつも出ます。 ヨシノ先
生、そんなこといってパン屋さんどうするんですか、
ケーキ屋さんどうするんですか、イタリアンとかフレ
ンチのね、こうお店の人、そういう人たちだって参政
党にね、...

←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

↓

18→ 具体的説明 完璧に辞めた人、当然たくさんいます

そうすると、僕が院長だから持ってくるとどういう食
事してるのかって詳しく聞くのね。 で1番酷い人ね、
一番酷い人の場合は、ご飯、朝ご飯です。 ね、一緒に
味噌汁飲みます。 で、もう朝は煮魚にしています。 
納豆にしてます。  いつからですか？ 今朝からです。 
昨日は、いや、ヨシノ先生のyoutubeみるまでは、も
うパスタ週に5回ぐらい、中華が大好き、お菓子も全
部食べ放題。 もう皆さん、そう、そんなに＊＊＊...

26→ 具体的説明
死んじゃった、とかいう人って、何人
も、何人も見ているんです

話者A：僕だから、本当に、そういう人たちが、病気
になったりとか、病気になっているのに、甘いもの、
やめられなかったりとかね、お菓子、やめられなかっ
たりとかね、それから、せっかく、食事療法でうまく
いったのに、なおったからって、安心して、もう、菓
子パン食べて、もう、＊たった三日ぐらいで、サイト
ウセキ＊して、死んじゃった、とかいう人って、何人
も、何人も見ているんです。 本当に、辛いです。...

- -

23 説明のある話題
食のとこに異常に執着してるかって言っ
たら、皆が狂ってる

で、最後に保険まで抜かれてる。 その保険会社が日本
の保険をすり替えて、ゆうちょとかをつぶされて、何
やってんのって感じなの。 だからね、僕は何でこの食
のとこに異常に執着してるかって言ったら、皆が狂っ
てる...

←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



↓

22→ 具体的説明 基本的には石油化学産業なんですよ

でこういう事例を言うと、偶然だって言うんですよ。 
それから医者は、そんなの習ってないからお前が適当
に言ってるって言ってるんですね。 習ったことないっ
て言うのは、まあマツダ先生的に言うと、バカなんで
すよ。 僕ね、このワクチンの問題が片付くためには、
これもう結局ね、ビッグファーマですよ。 国際金融資
本、あるいはグローバリストって＊、彼らが作ってる
製品なんですよ。 穀物メジャーって言いますよね。 
オイル...

24→ 具体的説明
ここまでほんとに全部言ってる人って僕
しかいない

話者A：コロナで死んだ人はもち＊。 ＊申し上げるけ
ども、がんで死んでるなんて0が三つぐらい違うんで
すよ。 しかもかなり昔から＊れてるんですよ。 これ
ね、もうね、本当にね、あの歴史を皆さん勉強してく
ださい。  あのカミヤさんのCGSでもいいし、手前味
噌ですけども、私が、ええ、カミヤさんの番組の27本
ぐらい、まあBANされたのもあるし、自主的に消した
のもあるんですけど、DVDにしたんです、2万円ぐら
い...

- -

27 説明のある話題 農業が復権しなきゃいけない

で、これは、本当に、薬で治すものじゃない。 たしか
に、遺伝子の検査とかしますよ、私もそうだけど。 
で、どの抗がん剤が、あっているかって、そういう検
査もしますよ。 するんですけれども、その前に、食
事、ち...

←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
漁業だとか、こういうものと考えて、そ
れで、医療のことを考えないと

で、そのためには、ちゃんと、林業をやってないと、
洪水とか起きたらだめだ、コウスルト＊、林業だと
か、農業だとか、漁業だとか、こういうものと考え
て、それで、医療のことを考えないと、意味がない。 
今の、まあ、あえていいますよ。 マツダ＊先生の、せ
いなんだけれど、偏差値ばかが、いるでしょ、高偏差
値ばかが、いっぱい、いるんですよ。 医療しかできな
い、農業しか知らないとか、漁業しか知らないとかと
か、林業しか知...

- -

30 説明のある話題 歴史を横につなげてほしい

僕は、自分で、もう、実践者としてがんの治療もやっ
ているし、私の専門領域だったら、舌がんだとか、
ね、歯肉がん、上顎洞がん、とかっていうのは、僕、
直接やってますよ。 切りとる手術とかもしているし、
やってい...

←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

↓

31 → 具体的説明 医療の話だって、結局、国まもりになる

だから、ね、3つの、基本政策の話をしているでしょ
う。 まず、教育の話、食と健康、国まもりって、いっ
ているけれども、医療の話だって、結局、国まもりに
なるんですよ。 我々のお金が、外国に流れるのを、と
めるのって＊。...

- -

36 説明のある話題 食と健康、参政党の

僕はもうこの話になるとね、もう亡くなった患者さん
達がね、もう目の前に見えてきてね、悔しくて悔しく
てね、もう本当にね、涙が出そうになるんですね。 だ
から、本当に皆さんの考えてもらって、病気になって
から治...

←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

↓

33→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
もう0なんですよ、事実上ほとんど

これがね、の、農業のことを思い出したり、漁業のこ
とを思い出したりね、我々の将来の食、今食料自給率
はカロリーベースで37パーセントぐらいで、これが種
が外国産とかって言っちゃったら、もう0なんです
よ、事実上ほとんど。 ハウス栽培してるビニールっ
て、石油から作ってるんですよ、＊＊＊って、どっか
ら買ってるんですよ。 化学肥料ってどっから買ってる
んですよって言ったら、もうね、実際は壊滅状態で
す。...

35→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
皆さんに目を覚ましてもらいたい

だから皆さんね、知らずに癌になったり、知らずに
リュウマチみたいな自己免疫疾患になったりとか、知
らずにパーキンソンになったりとか、知らずに高血圧
になったりしてるんですよ。 昔こんな病気本当にな
かったんです。 1970年ぐらいなんて言ったら、潰瘍
性大腸炎とか、クローン病とか、強皮症だとか、＊な
んて、なかったんですよ、ほんとに。 花粉症すら
1970年前はなかったんですよ。 花粉症は花粉が原因
じゃないです...

- -

39 説明のある話題 なんで給料が増えなかったと思いますか

じゃあね、そのバブルの崩壊から30年前は、前30年
間はなんで給料が10倍になったけれどもバブルのあと
の30年間はなんで給料が増えなかったと思いますか。 
我々は同じように働いてるんですよ。 同じように働...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



38→ 具体的説明
僕らは同じように頑張って働いてきたん
ですよ

しかし、1990年のバブルが崩壊してからちょうど
今、に、さん、約＊年なんです。 この30年間と前の
30年間と日本国民は前の30年間は働いたけどこの30
年間はサボってたっていうわけじゃないんですよ。 僕
らは同じように頑張って働いてきたんですよ。 頑張っ
て働いてきた僕らの給料が何で決まるかっていった
ら、働くのをサボれば給料がなくなりますけど、一生
懸命働けば給料はきますよ。...

40→ 具体的説明 アメリカは約3倍になってます

必ず世の中は進歩してますから、その進歩の分だけは
必ず増えるんです。 アメリカの例をとるとね、アメリ
カは結構、れ、ロウタイコク＊だけども、この1990
年から今までの30年間、日本の4人家族が460万だっ
た、ずうっと460万だった、しかも消費税が10パーセ
ント増えた。 そういうのに対してアメリカは約3倍に
なってます。...

- -

49 説明のある話題 政治の1番重要なのは、哲学ナンデス＊

この参議院議員選挙から頑張ろうと、ま、カミヤ＊さ
んも登場して、色々、登場して頑張ってるから、今ま
でね、こういう選挙演説なんかするの、いないんです
よ。 なんか、消費税をどうするとか、そういう細かい
ことに...

←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

↓

47→ 具体的説明 それが日本の家庭で日本なんですよ

だから、そして、あの、女性も、奥さんも、旦那にあ
まり恥かかせないようにと思って気を配りね、男は男
で、やっぱり、あの、家内とね、＊、妻と子供が喜ん
だら、それが自分の喜びだ、それが日本の家庭で日本
なんですよ。 日本はね、主語がないけど、何で主語
が、ま、主語はもちろんあるんだけど、あまり使わな
い。 何故かっていったら、俺がこうだ、俺がこうだと
いう主張すんじゃなくて、仲間でやっていこうじゃな
いかと。 だか...

48→ 具体的説明 質素で人生観も違うんですよ

イギリスなんかね、日本と似た島国だけど、日本の
100倍以上、対外戦争やってんですよ。 日本は何で対
外戦争してないか。 織田信長の時なんか、ものすごく
強い。 だけどフィリピンに行ったり、インドネシアに
行ったりしなかった。 それは日本人というものが、
元々、あの、質素で人生観も違うんですよ。 幸福とい
うものは物によって得られるわけじゃない。 皆でニコ
ニコと笑いの絶えない家庭、笑いの絶えないね、仲間
を作る...

- -

50 説明のある話題 等しく国が応援する

話者A：等しく国が応援する。 今40万も差があるんで
すよ。 それから老人もそうです、高齢者ね。 僕、こ
の前誕生日で79歳になりました。  話者A：おめでと
うございます。  話者A：おめでとうございます...

←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

↓

51→ 具体的説明
それぞれの夢を等しく支援するっていう
のが、政治

話者A：僕、＊30代の僕よりか今の方がいいんです
よ。 だからね、人にはそれぞれの事情があり、それぞ
れの夢があるんですよ。 そのそれぞれの夢を等しく支
援するっていうのが、政治のやるべきことで、それを
日本人はどう生きるべきか。...

53→ 具体的説明
理想、それを考えてね、そして、それを
国＊支援して

じゃあ、39万、月39万やるからベッドで寝てりゃあ
いいって、これは日本の今の政策ですよ。 だって、人
間つうのはね、金もらってベッドで寝てるから、動け
なくたから、それで人生が楽しいかって、そんなこと
ありません。 やっぱり、1人1人の人が自分の事情、
自分の理想、それを考えてね、そして、それを国＊支
援してくれる、1人目の赤ちゃんは預けたけど、2人目
の赤ちゃんは自分で育てたいって言ったら、それを
やってくれ...

- -

57 説明のある話題
堪えるのはね、やっぱり爺さんのやるべ
きこと

それで、しかも、しかもね、この前の参議院議員選挙
で、自民党が圧倒的に勝ちましたよ。 だけども、ゆ
う、有権者の、ごに、5.99人分の1、つまり6人に1人
しか自民党に入れてないんだよ。 皆が政治を諦め
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

↓

56 → 具体的説明 これを今、参政党がやろうとしてる

それなのに、ああ、国語の嫌いな子に漢字を教えて、
小学校6年間、ね、お母さんが怒り続けて、平均点を
取るっていうやり方は、＊続けてるから、ばかな子供
は小学校終わる頃にはね、もう勉強が嫌いになっちゃ
うんですよ。 だから、今はね、政治家が上から目線で
お前はこう生きろ、お母さんこう生きろ、老人は動か
ないようにしろ、ね、それで今度は小学校の英語教育
やる。 あれ、物凄いリケン＊ですからね。 だから、
英語＊今頃出...

- -



58
説明の少ない話

題
是非ね、皆さん政見放送、私のは見ない
でください

そして、私が40代代表。 そして、ちょっと、皆さん
の息抜き兼ねて、皆さんにまったりしてもらうため
に、30代代表の河西泉緒、東京選挙区候補者に、次
は、＊をいただきます。  話者A：＊。  話者A：
ちょっ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

65 説明のある話題
是非ね、情報を選んで参政党に耳を傾け
てください

で、やって、こういう良い情報を聞くと、あ、気が付
くんですよ。 おかしいこと言ってますか？ あ、あ、
あ、ありがとうございます。 ＊ても、本当の情報を
ね、発信してくれる参政党にね、出会えたんで、是非
ね、メ...

←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

↓

62→ 具体的説明 誰から情報を聞くかって大事

例えば、あの、今日、あの、政見放送でも話したんで
すけども。 私、あの、ここで立たしていただいてるの
は、4年前に脳梗塞にかかりまして、ヨシノ先生に助
けていただいた、私、患者さんなんですね。 で、そこ
から、ま、3か月に1回とかは必ず病院に行って点滴を
したり、健康診断をしてるんですけども、で、その時
に、こう、ヨシノ先生は、いつもイチ＊患者に色んな
情報を教えてくださりました。 それは、医療を健康の
分野だけ...

64→ 具体的説明 自分で答えを探すぐらいやった方がいい

で、あの、実際ね、あの、うちの女の子で脈が飛ん
じゃう子がいたんですよ、この前も話しましたけど。 
で、大きい大学病院7軒行ったんですよ、ふふん医大
とかね。 で、分かんなくて。 で、みんな先生は心臓
ばっかり診るんですよ。 だけど、もうこれは駄目だと
思ってマシモ＊先生の所行ったら。 メタトロンといっ
て、あの、ね、通す機械で見たら一発で、脳の脳幹っ
ていう所が脳梗塞になってて。 そこが心臓動かす大事
な所なん...

- -

66
説明の少ない話

題
次は、アカオユミ参議院議員候補からお
願いします

次は、アカオユミ参議院議員候補からお願いします。  
話者A：皆さんこんにちは。  話者A：こんにちは。  
話者A：私は参政党のアカオユミです。 こちらはニャ
ンセイトウ＊のマミちゃんです。 よろしくお願...

←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
書くときに間違えないようにね、お願い
します

話者A：ません。 あの、ただね、言いたい事を言って
るだけの参政党です。 あの、今日からですね、こう、
たすきが変わりました。 参政党じゃなくてね、こう、
それぞれね、名前、ありますので、ぜひね、皆さん、
え...

←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

↓

68→ 具体的説明
二項対立に見せられてるところも根は一
緒なんです

当時、戦争中ではですね、戦争中だったんですけれど
も、ちゃんと情報、ぶ、あ、情報分析ができていまし
た。 要するに、今こうやって二項対立に見せられてる
ところも根は一緒なんです。 いわゆるグローバル主義
なんです。 ウチのおじは当時そういう言葉遣いを使い
ませんでしたけれども、まあ、あの、まあ、根は一緒
だと、そういう風に、み、見抜いていたんですね。 
で、戦後はですね、公職追放にあいましたけれども、
愛国党とい...

71→ 具体的説明 すいませんねえ、私右翼じゃなくて

はい、で、ちなみにね、私ね、もう別れちゃった旦那
がですね、あの、ブータンっていうね、外国人の人
だったんですね。 なので、私全然国粋主義者でもなん
でもなくてですね、すいません、あの、2人の、あ
の、子供たちはハーフなんですよ、すいません。 すい
ませんねえ、私右翼じゃなくて、すいませんでし
た。...

- -

72
説明の少ない話

題
カワニシミオと1枚目の投票用紙にお書
きください

ということで、皆さん、東京にお住まいの皆さんはカ
ワニシミオと1枚目の投票用紙にお書きください。 2
枚目の投票用紙にはですね、えー、ゴレンジャーの推
しメンの名前を書いてください。 で、もし推しメンが
2人...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

75 説明のある話題
国民の力でね、初めて日本の民主主義変
わる

話者A：ねえ、だからそういう政党を作ろうと思っ
て、それでカメダ＊さんと出会ったんです、同じ考え
だったんですよ。 それで一緒にケットウ＊をね、メン
バーになりました私も。 そしてね、ようやくね、今日
を迎え...

←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

↓



74→ 具体的説明
使命が果たされたら、さっさと辞める覚
悟がある人じゃないとだめ

話者A：でね、もうこれ構造を変えようと思ったんで
すよ、ね、こ、もう、せ、党員が選挙をやって、党員
が政策を考えて、そして党員がこの人だというのを押
し上げる、そして押し上げられた人は懸命に国政に専
念するんですよ、そうじゃないですか？ で、自分の使
命が果たされたら、さっさと辞める覚悟がある人じゃ
ないとだめですよ、皆そうですよ我々は。  話者A：そ
うだ。...

- -

77 説明のある話題 ウォール街の陰謀、すごいですよ

私もね、官僚で昔やってましたよ、だから私、別に官
僚のね、立場全然ね、擁護してないんですよ。 もうと
んでもない奴らですよ、だって自分が偉くなることし
か考えてないんだから、国益のことなんてなんにも考
えてな...

←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

↓

76→ 具体的説明
世の中馬鹿ばっかり＊しょうがないです
よね

私はね、いろいろ経験してきたんで、先ほどね、あ
の、ヨシノ先生は医学の話をしてくださった、そして
タケダ先生は科学の立場から＊お話をしてくださっ
た。 科学の世界では何が正しいかって一応あるのに、
こんなに正しい知識が普及してない、なんかおかしい
んですよ、これが今回のコロナではっきりしましたよ
ね。 ＊私も見てました、イノウエ先生といっつも議論
＊＊＊、皆馬鹿なんですよ、もう、すいません、馬鹿
ばっかりで、でも...

78→ 具体的説明
自分の国のた、ぶ、立場に立って、もの
を考える

話者A：戦後、GHQによって徹底的にね、脳を改造さ
せられてしまったんですよ。 だから、参政党が今言っ
ているようなことを言うと、右翼政党だっていうんで
すね。 こんなの、国際社会で当たり前。 自分の国を
大切にする、＊、自分の国のた、ぶ、立場に立って、
ものを考える。 今、＊、どうでしょうか。 自分の国
の立場で考え＊、考えてるでしょうか。 ウクライナも
そうですよね。 他の国は全部ね、自分の国の国益を、
した...

80→ 具体的説明
彼らが何か言っても、全部途中でつぶさ
れていく

話者A：国益に立って物事を考えてる政党が、今、あ
りますか？  話者A：ない。  話者A：ない。  話者A：
ない。  話者A：全くないでしょう。 私の昔の仲間、
次世代の党の仲間が自民党に行って、少数派ですよ、
彼らの意見、通んないんですよ、自民党では。 彼らが
何か言っても、全部途中でつぶされていく。 中国の忖
度派か何か知りませんよ。 あるいは、＊、あ、＊じゃ
ない、ダカラ＊、知りませんよ。  話者A：＊...

- -

81 説明のある話題 参政党、勝てます

話者A：でもね、自民党はね、国益を考える国民たち
にとって、期待に、す、沿えない政党になって＊、明
らかなんですよ。  話者A：そうだ。  話者A：そう
じゃないですか？  話者A：そうだ。  話者A：そう...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

83→ 具体的説明 この結果責任を取ってもらう

これ、他の分野も全部そうなんですよ。 構造改革と
いって、政治はね、結果責任ですよ。 30年にわたっ
てね、どの政党も、みんな、改革、改革、改革。 自民
党も改革、改革。 改革っていうのがね、何かね、有権
者を。  話者A：＊と思ったんですよ。 じゃ、何起こ
りました、＊ですか。 何の成果もなかったじゃないで
すか。 他の国に比べて、全然低いですよ、初任給だっ
て全然上がってない。 コロナの間にね、所得が下
がっ...

- -

87

説明のある話題 皆さんの＊を合わせてほしい

話者A：そのときに、私たちが海外の方ばっかり向い
たら、世界の期待にも応えられないんですよ。  話者
A：そうだ。  話者A：そうだ。  話者A：そうじゃない
ですか。  話者A：そうだ。  話者A：そうだ...

←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

↓

86

→ 具体的説明 世界中が日本の真似をする時代が来ます

話者A：ね、タケダ先生が仰ってたじゃないすか、こ
んなにすごい国ないんですよ。 なぜ他の国の真似しな
きゃいけないんですか。  話者A：そうだ。  話者A：
そうだ。  話者A：そうだ。  話者A：なぜ他の国アイ
テトカ＊言われなきゃいけないんですか。  話者A：そ
うだ。  話者A：どの新聞も皆、他の国が正しいみたい
にカイ＊。 ＊じゃない、向こうが変わってるんです
よ。  話者A：そうだ。  話者A：そうだ...

- -

88
説明の少ない話

題
参政党入れてね、ばあっと拡散してくだ
さい

で、一言皆さんにね、あの、えー、え、お知らせがあ
ります。 で、何かって言いますとね、さっきもちょっ
と質問があったんですけども、公職選挙法変わりまし
て、SNS、Twitter、Facebook、YouT...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



93

説明のある話題
これから政治の舞台に入ってきてくださ
い

そして、ね、私なんてって思ってた人たちが、これか
ら政治の舞台に入ってきてください。 今まで組織を
作ってた人、今まで、ね、そういった権力にあぐらを
かいていた人、今までの政党の中でやってた人たち
じゃない人...

←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

↓

92

→ 具体的説明 参政党の理念が分かってる

だから、知名度があるとかタレントだとか、ね、そん
なんじゃなくて、ほんとに参政党の理念が分かって
る、医療でいえばヨシノ＊さんと対等に話ができる。 
ね、経済だったら、マツダプラン＊がちゃんと説明で
きる。 ね、産業育成であれば、アカオ＊さんのような
中小企業の社長と、ちゃんと話ができる。 教育であれ
ば僕のような人、ッテカ＊、タケダ先生、我々とちゃ
んと話ができる。 そういう人に参政党に入ってもらい
たい。 だ...

- -

96

説明のある話題 潰されることも分かって覚悟をして

話者A：もちろんグローバル勢力からはバンバン叩か
れるし、マスコミにも攻撃を受けるでしょう。 だか
ら、もう早速明日ね、ブンシュン＊さん、僕もちらっ
と記事読みましたよ、事前にいただいたやつね。 まあ
ね、印...

←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

↓

95

→ 具体的説明 参政党似てるんですよ

でもトランプさんがやったこと、参政党似てるんです
よ。 草の根運動で全国で、講演会をこつこつこつこつ
とやって。 そしてお金も自分で稼いだオカネ＊をもと
にして。 そして、あと、寄付も集めて。 そして、彼
は大統領になったの。 彼がやろうとしたこと、WHO
抜けますとかね、はい、それからもう外国人のフロウ
ロウシャ＊入れません、ですよ。 不法労働者ね。 
やってきたこと、何か間違ってたんですかね？ 僕はト
ランプ...

97

→ 具体的説明 覚悟のある政治っていうのは

話者A：この覚悟のある政治、これをね、僕たちがみ
んなでチーム作ってますから、今回のまず参議院選挙
ゴジュウ＊人で皆さんに覚悟のある政治っていうのは
こういうもんだというのをしっかりと見せたい。 そし
て、よしと、お前ら信用できるぞと思った人は、是非
この運動に参加してください。...

- -

98

説明のある話題 18日後には500万人が参政党いいね

参加のしかたを教えましょう。 明日から、いや、今日
から携帯の電話を見てアドレスを見て、毎日5人に電
話するんです。 参政党って知ってるかと。 知らな
い。 じゃ、今の日本の政治どうだと、今度選挙行くか
と、...

←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

↓

99

→ 具体的説明
今まで選挙に行ったことのないっていう
人に

話者A：特に、今まで選挙に行ったことのないってい
う人に声をかけてください。 いつも行ってる人は、す
でに推してる政党がある可能性が多い。 だから、なる
べく皆さんの時間を有効に使うためには、今まで選挙
なんか行ったことがないとか、高校生で今回初めて選
挙に行くとか、あと、主婦の方で、ね、難しいから政
治わかんないとか言ってる人がねらい目です。 はい。 
だって、僕たちはそういう人たちに参加して欲しくて
参政党を...

- -

100

説明のある話題 参政党の政策は教育です

参政党の政策は教育です。 一番、教育。 こんなの
ね、教育、一番に掲げる政党なんかないんですよ。 
い、だいたい最後、しかも最後の方にあって、だいた
い何々補助を出すか、無料化するって書いてあるんで
す。 も...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

101

→ 具体的説明 食が悪いから、みんなコマッテ＊る

二つ目が食。 も、食の話はヨシコさんが全部してくれ
た。 結局、食が悪いから、みんなコマッテ＊るんで
す。 心を病んで、体を病んでる。 そして、食を大事
にしないから一次産業がぼろぼろになって、地方にお
金が回らない。 いいものをしっかり日本で作って、み
んなで消費すれば、一次産業は復活し、そしてみんな
が元気になり、イリョウヒ＊が外国に抜かれなくな
る。 この政策、大事じゃないですか？  話者A：＊。  
話者...

- -

105

説明のある話題
今でも間に合わないかもしれないと思っ
てます

中国がいます、ロシアももう今回の事で敵に回し
ちゃった。 アメリカも全然どこまで、ね、アテになる
か分からない。 ＊が1、2、3、情報セン＊、経済セン
＊、この軍事の、この3つをすごいスピードでやらな
いとい...

←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

↓



104

→ 具体的説明 確かに今、目の前の危機は迫ってます

話者A：できない、できないって言い訳やめましょ
う。 参政党をゼロからここまでする事思えば、国民の
所得3倍にする事の方が簡単だ。  話者A：そうだ。  
話者A：できないって言ってたら何もできない。 ほん
とにやるの。 そういう事をみんなできるんだと信じる
んです。 だって他の国やってるんだから。 誰もやっ
てない事やろうって言ってんじゃない。 既に他の国が
やってきた事を遅ればせながら＊も追いついてやれば
い...

106

→ 具体的説明 私たちは人の意識を教育で変えて

だから私たちは人の意識を教育で変えて、食でみんな
の体を心を元気にして、そして日本を守る。 日本を守
るんですよ、皆さん。  話者A：そうだ。  話者A：そ
うだ。...

- -

107

説明のある話題
基本的にこの3つをきちっとやれば日本
は元気になる

話者A：この3つの政策を皆さんはマイニチ＊5人の人
に教えてあげてください。 今、日本に何が必要か、国
民の意識改革、国民の健康改革、そして国を守るとい
う事。 これだけきちっとやれば＊で日本はかなり元気
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

↓

108

→ 具体的説明
この3つをきちっとやれば必ず日本は強
くなる

話者A：私たちは3つしか重点政策挙げてないと、この
3つをきちっとやっていけば、その3つを＊にいっぱい
やる事があるから。 この3つをきちっとやれば必ず日
本は強くなる。...

- -

112

説明のある話題
皆さんの携帯電話を使って地上戦をやっ
てください

今ね、ネットではだいぶ盛り上がってきた。 ネットで
は多分参政党はトップランナーじゃないかと思う。 け
どネットは、票には直接はなかなか繋がらないんで
す。 だからこれからは皆さんが地域、地域で、＊皆さ
んの...

←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

↓

110

→ 具体的説明 自分達で票を取ったとは絶対思わない

話者A：だから我々は全国回って話すけど、自分達で
票を取ったとは絶対思わない。 皆さんが集めてくれた
と思う。 だから皆さんが集めてくれた力をどうやって
上手に使って皆さんの生活を良くするか、皆さんに満
足してもらうか、皆さんに効果を感じてもらうか、そ
ういう役割分担でやりましょうよ。  話者A：そう
だ。...

113

→ 具体的説明
これ以上日本を好き勝手させないぞとい
う、我々の意思表示をする

話者A：みんなの戦いなんです。 これを参政党の選挙
にしては。  話者A：いけない、国民の今までやられて
きたことに関して、ノーという声を突きつけて、グ
ローバリスト、つまり金を持ってる連中の好き勝手に
は、もうこれ以上日本を好き勝手させないぞという、
我々の意思表示をするんです。 そういう選挙なんだと
いう事を、皆さんしっかりとね、胸に焼き付けて今日
帰ってください。...

114

→ 具体的説明 一人一人の国民運動を起こしていって

あと残り17日です、あと17日、もうこの期間しかで
きない。 この選挙が終わったら、こんな事言ったら、
公職選挙法違反になっちゃう。 だから思いっきり言え
るのは、あと17日しかないから、この17日間を精一
杯使って、一人一人の国民運動を起こしていってくだ
さい、よろしくお願いします。 はい、それでは長い時
間ですけれども、皆さんどうもありがとうございまし
た。...

- -

116
説明の少ない話

題
新聞広告に出したいんですね、参政党の
全面広告を

話者A：はい、あとですね、寄付を承ってます。 チ
ケットもあるのかな？  話者A：あります、あります。  
話者A：はい、えっと、8月27日にですね、え、＊会
があります、ヨシノパーティーがありますので、是...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

117

説明のある話題
午後7時から、ええと、田町駅の方で街
頭が

話者A：はい、それでは、あの、この後7時から、え、
午後7時から、ええと、田町駅の方で街頭があります
ので、そちらの方に移動したいと思います。 それで
は、すいません、ありがとうございました、失礼しま
す。 ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

115

→ 具体的説明 毎回違うお話をしてますので

え、この思いをですね、みんなで声を出して、＊＊＊
いきたいと思います、よろしいですね、私が、せえ
の、1、2、参政党と言いますので、せえのから入って
ください、よろしいですね。 せえの、1、2、参政
党。  話者A：の、1、2、参政党。  話者A：どうもあ
りがとうございました、以上になります。 この後、7
時から＊で、引き続き街頭演説をします、また来れる
人は、是非来てください。 毎回違うお話をしてますの
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
街頭演説を行わせ
ていただきます

【自分】すいません、ここ通し＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊、何があるかわからない＊。  
【自分】イキマショウ＊。 ＊＊＊。 【無音01:26まで】。  
【自分】はい、皆さんこんにちは。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】マタマタ＊やってまいりました、新宿西口。 今日も
すいません、オダキュウ＊さん、よろしくお願いします。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】はい、改めて、ええ、＊＊＊ハイリマシタ＊、え
え、今日もサンセイトウ＊、ゴレンジャー＊、ああ、揃いま
して、ええ、ここで、ええ、街頭演説を行わせていただきま
す。 え、サンセイトウ＊事務局長で参議院議員候補の、カミ
ヤソウヘイ＊です、よろしくお願いします。 ＊＊＊タケダ＊
先生とすれ違いだったんですが、タケダ＊先生もこの新宿西
口には来られてますので、あとでご登壇いただきます。 で
は、まずトップバッターは、＊＊＊こと、ヨシノトシアキ＊
候補にお願いします。 よろしくお願いします。  
【自分】はい、皆さんこんにちは。  
【自分】コンニチハ＊。  
【自分】元気がない。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】皆さん、こんにちは。  
【自分】コンニチハ＊。  
【自分】私は誰ですか？  
【自分】ヨッシー。  
【自分】ありがとうございます。

[2]「身内で盛り
上がるの気持ち
良いですよね」
についての具体

的説明

2
身内で盛り上がる
の気持ち良いです
よね

それでは今日も、＊、ホリ＊ちゃんとやらせていただきと思
います。 まあですね、今日、あ、そうだ、こ、今日、おお、
新橋、新橋行った人？ ああ。 ＊＊＊。 ああ＊、好きなんで
すね。  
【自分】はははは。  
【自分】はははは。  
【自分】アンタモスキネ＊。  
【自分】私も好きですよ。 皆さん愛してます。 ただね、ミ
ウチノ＊ばっかり盛り上がってると良くないんですけども。 
でもやっぱり、身内で盛り上がるの気持ち良いですよね。  
【自分】はははは。  
【自分】はははは。 ぜひ皆さんにも、カクサンヲ＊してもら
いたいと＊＊＊。 ああ、タケダセンセイキタ＊？ ああ、タ
ケダ＊先生です。

[3]「がんの患者
さんなんです

ね」についての
具体的説明



3
がんの患者さんな
んですね

では、今からタケダ＊先生の前座を務めさせていただきます
＊。 ＊ですね、ええ、まあ、ちょっと暗い話になっちゃうか
もしれませんけども、今日ね、その、ワクチンのこととか、
コロナのこととか、皆さんがこう、キガツイタトカ＊いうの
ありますよね。 で、それで、僕がやっぱり、ほんとに一番心
を痛めてるのは、やっぱり、がんの患者さんなんですね。 
で、なぜ、その、がんになったのか。 一般論ですよ。 厚労
省の見解は、遺伝子なんですよ。 遺伝子疾患で偶然なる病気
＊。 なので厚労省のホームページにも、いつ誰がなるかわか
らない、あなたが明日なるかもしれないし、ね、男性でも女
性でも年齢に関係なくなる病気なんですよ、って書いてあり
ます。 で、昭和36年に国立がんセンターっていうのができ
て、昭和50、54年でしたかね、確か。 に、ええ、がん
＊＊＊。  
【自分】＊年計画っていうのを始めて、で、10年やって、20
年やって、30年やって、40年ってやってって、全然減ってな
い。

[12]「輸入した
ら断れない条約
を批准してるん
です」について
の具体的説明

4 まず死んでる人数
がとんでもない

交通事故は1番多い時、ピークは年間約2万人ぐらい亡くなっ
ていました。 で、交通事故死っていうのは、えー、事故を起
こしてから24時間以内だったかな、たしか、てなってるの
で、翌日亡くなった方とかってのはカウントしてないので、
その当時言われてたのは、年間3万人から4万人ぐらい実際は
亡くなってると。 なので、交通戦争って言われてたんです
ね。 要するに、戦争中に死んでるのと同じぐらいの人が死ん
でいたっていうことですよ、年間3万人から4万人はね。 が
んは38万人ですよ。 38万人てすごい数でしょ。 でもね、こ
れ皆さん本当に、参政党の応援して、してくださったりと
か、ワクチンの害が分かってる方だったら、もう本当に気が
付いてほしいんですけども、まず死んでる人数がとんでもな
いでしょ。

[3]「がんの患者
さんなんです

ね」についての
具体的説明

5
食源病です、はっ
きり言いますと

それから、これ遺伝子の病気じゃないです。 遺伝子と病気っ
てやっとかないと都合がつかないんですよ。 食源病です、
はっきり言いますと。  これは、海外の研究見るのと、食品
添加物の摂取量、これ見ると完全に比例してるんですよ。 加
工食品、英語でいうとスーパープロセスドプ、フードって書
いてあるんですけども、あの、カップラーメンとか、えー、
レトルト食品とか、あと、コンビニなんかのお弁当とかね、
スーパーのお惣菜とか、ああいうの皆そうですよ。 それで、
ちゃんと勉強してきたら分かると思うんですが、後ろ、後ろ
を見てね、何々が入ってるっていうので、出てこないものが
たくさんあるんです。 で、たしかこれね、4平方センチ以下
は表示義務が消えてしまうんですよ。 だから、ちっちゃいや
つって言ったらもう何が入ってるか分からないんですから。 
で、そうすると、たくさん毒を食べてるんです。 で、この毒
作ってるってどこですかって言ったら、これ製薬会社なんで
すよ、基本的には、やく、薬品なんでね。 で、その製薬会社
さん＊が食べて病気になる。 あるいは小麦もそうなんです。

[3]「がんの患者
さんなんです

ね」についての
具体的説明

6 がんを作ってしま
うんです

よくね、質問受けるんですけども、国産の小麦だったらいい
んですか、無農薬だったらいいんですか、ね、それから、皮
切りを使ってなかったらいいんですか、答えは違います。 残
念ながら、小麦の中のグルテンタンパクっていうのが免疫撹
乱物質で、自己免疫疾患とか、アレルギーとか、がんを作っ
てしまうんです。 でね、私がなぜ心をすごく痛めてるかって
いうと、がんで亡くなってる方っていうのは、本当一切食事
の話なんかしません。 何もしないです。 何食べてるかなん
て言わない。 どんな治療があるかとか、どんな、こ、抗がん
剤があるかっていう説明から入るわけです。 で、なったの
で、こういう風にしなければ、あなたは死にますよっていう
ように脅迫が行われるんですね。

[3]「がんの患者
さんなんです

ね」についての
具体的説明



7
抗がん剤の確率っ
て本当に低いんで
す

で、そこで治療を受けて、ほとんど良くならない、で、特に
化学療法、血液系のがんを除く固形がんというんですけど
も、普通の胃がんだとか、十二指腸がんだとか、乳がんだと
かっていうのは、抗がん剤の確率って本当に低いんです。 
で、最初は必ず小さくなります。 ところが、がんが、がん体
制っていうのを＊＊＊がん幹細胞っていうのが、本当遺伝子
変えるんです。 そうすると、もうその抗がん剤も効かなくな
るから、また違う抗がん剤使うと、またがんが変化して、ま
た違う抗がん剤使って、もう効かなくなって、で、爆発的に
増殖するのが始まって、それで亡くなってしまう。 で、でき
る限りのことをしましょうとか、新薬なんですけど、ま、ま
だ承認取れてないんですけど、もしかしたら一部の望みがあ
るかもしれない。 うちにもね、その、がんの研究機関で働い
てたナースの人もいますけども、これ新薬の治験やって、1
回でも効いたことありますかって言ったら、ない＊、ないで
す＊。

[6]「がんを作っ
てしまうんで

す」についての
具体的説明

8
だんだん効かなく
なってくる

最初は効くんです。 ところが、だんだんだんだん効かなく
なってくる。 で、これが莫大な医療費なんです。 あのね、
私が歯科医師だから言うわけじゃないけども、あまりにもバ
クバクバクバク食べてて、歯も全く磨かないで、虫歯になっ
て歯がしみて痛いですと。 金歯がいいんですか、銀歯がいい
んですか、＊がいいですか、言わないでしょ。 どんなに＊。  
【自分】町中の歯医者さんでも、歯を磨けって話は絶対しま
すよ。 なぜか？ 原因は虫歯の細菌が酸を出すからです。 虫
歯のばい菌のエサって、なんですか＊、砂糖です。 砂糖を食
べて、ミュータンス菌が増殖するわけですよ。 だから、どう
やって治療するのか＊ったら、まず砂糖をやめて、歯ブラシ
で虫歯菌を物理的にとるんでしょ。 そしたら、それ以上進行
しなかったら、別に治さなくたっていいんですよ、本当に。 
病気がとまって＊、痛くもなければ、痒くもなければ、死に
もしなければ。 それを、ガンだけは何が原因、原因であるか
も一切言わないで、治療法だけ説明して、絶対、治療が高額
になります。 3万円で終わるとかって、絶対ないです。 絶
対、最低でも150万とか200万ぐらい、かかります。

[7]「抗がん剤の
確率って本当に
低いんです」に
ついての具体的

説明

9 税で負担するんで
す

そうすると、高額療養費制度っていうの使って、1千万円ど
ころか、1億円治療とか2億円治療が始まってるんですよ。 
その、1億円とか2億円、出せるわけないです。 だから、高
額療養費制度っていうのがあって、税で負担するんです。 国
庫支出金から、使うわけです。 この金額たるや、とてつもな
い金額なんです。

[8]「だんだん効
かなくなってく
る」についての

具体的説明

10 税金で出すわけで
す

あの、オプジーボ、オプジーボは国産ですけどね、ノーベル
賞とったホンジョウ先生がとったのね。 あれ、1アンプル
が、3千万するんですよ、3千万円ですよ。 1回、打ってお終
いじゃないんです。 3回、4回、5回って、やるんですよ。 
あっという間に、1億円とか、2億円とかになっちゃうんで
す。 で＊、支払いはせいぜい数百万円です、高いけどね。 
でも、残りの9億9千何百万円っていうのは、税金で出すわけ
です。

[9]「税で負担す
るんです」につ
いての具体的説

明

11
売り上げがめちゃ
くちゃ上がります

うちにね、東京のね、あるケイ＊の、その、受付担当の方が
患者さんでいるわけですよ。 そうすると、書類＊ってくると
＊、仮に、仮にですよ、仮に中国とします、本当は違うの
よ。 中国の方が持ってきてやると、はい、また、1億5千
万っていったら、えってなるわけじゃないですか。 一旦は区
で、それ引き受けるわけです。 で、そこから申請して、税か
ら補填するやり方をやるわけです。  だから、患者さんは別
に、そんなにあの、被害はないです。 病院側も、全く被害は
ないです。 でも、売り上げがめちゃくちゃ上がります。 そ
れが、ドクターの給与にもなります。

[10]「税金で出
すわけです」に
ついての具体的

説明



12
輸入したら断れな
い条約を批准して
るんです

そうすると、どうしますか、儲けるために。 こういう理屈に
なるんですよ。 そうするとね、非常に高学歴で高偏差値な人
たちが、最初は善意で医療をやろうと思って医者になったの
に、いつの間にか悪気もなく、悪意に加担しているんです。 
これ、ワクチンが全く同じ構造なんです。 医者に、なぜ病気
になったのかっていうの、教育しないんです、この国は。 だ
から、血圧が高い人、この中で降圧剤とか高コレステロ＊薬
とか、痛風の治療薬だとか、糖尿病の治療薬だとか飲んでる
方、これだけいるんだから、多分50人、100人ぐらいいると
思いますよ。 ＊飲んでて治った？ 治ってないでしょ。 死ぬ
まで飲み続けるんでしょ。 ＊それ、ガンじゃなければ、それ
でもいいですよ。 それだって、莫大な医療費ですよ。 高血
圧ごときだって、45歳ぐらいから飲んで、亡くなるまで80歳
までやるっていったら、もう2千万ぐらいですよ、保険とい
えども。 それを、40年ローンで払ってて、毎月12で、12か
月で割って。 で、それがまた3割負担になってるとかって
言ってるから、1回のね、治療＊、あの、診察料が薬が、5、
6千円で、ぐらいだと思うんですけど。 それでも、とてつも
ない金額なんですよ。 それを、1億2千万人分の疾病でって
やってるから、こういうことになっちゃってるの。 で、日本
がその、ガンになるための食材っていうのがあって、これが
小麦とそれから、揚げ油ね、トランス脂肪酸ですよ。 料理用
の油ね、それから、あと、その２つですよ。 食品添加物入れ
る薬剤ね、この3つね。 これは、多くは、ほとんどはアメリ
カから輸入してるんですよ、で、輸入したら断れない条約を
批准してるんです。 で、余ったものは捨てちゃだめなの。 
何がなんでも胃袋にぶちこむようになってるんですよ。 そん
な理不尽な、って思うけど。

起点となる話題 ✔

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

13
法律というか、条
約があるんです

【自分】そういうね、法律があるんです、法律というか、条
約があるんです。 あの、スマホがある人は、PL480条と調べ
てください、出てきます。 そのために、戦前は普通に皆お米
食べてたのに、小麦を無理矢理給食で食べさせられたわけ。 
なので、そのパンを揚げたりするわけですよ。  揚げパンな
んて、戦前の人が食べてたと思いますか？ しかもさ、ご丁寧
に砂糖まで振ってあるでしょ？ これが全部、がんになるため
には1番いいやつが入ってるのを、給食として僕らは食べさ
せられてたわけですよ。 それから、牛乳もそう。 戦前はそ
んなに牛乳を飲むなんていうカルチャーはほとんどなかっ
た、ないわけじゃないけど。 でも、それを給食という名で、
脱脂粉乳で全員飲まさせられた。 僕は戦後生まれですけど、
戦前生まれの人がね、皆給食の脱脂粉乳不味かった不味かっ
たって言うけど、不味くて当然なの。 あれね、アメリカで賞
味期限が切れてるやつを、食の援助って言って出したから。 
腐りかけのやつを皆飲まされてた。 で、そうすると、絶対に
酪農が必要になるわけですよ。

[14]「今は全部
遺伝子組換えに
なっちゃいまし
た」についての

具体的説明

14
今は全部遺伝子組
換えになっちゃい
ました

牛が増えるわけですよ、豚も増えるわけですよ。 その餌って
いうのはトウモロコシの餌で、アメリカが売りつけてるの
は、小麦粉と、それから食用油と、トウモロコシの粉。 これ
が今は全部遺伝子組換えになっちゃいました。 遺伝子組換
え、油は、大豆油が1番多いんで、もうこれだってもう遺伝
子組換えですよ。 大豆って我々が納豆食べたり味噌作ったり
するのに、味噌が国産でも、大豆の、大豆そのものは、もう
97パーセントが輸入品なんですよ。 そうすると、作ってる
味噌は、こ、ね、その、国内の業者で、味噌＊＊＊国産とし
て売ってても、大豆がもう外国から買ってきて、種まで買っ
てきてる。 一体我々が食べてるのは、これ何なんですかって
話ですよね。 遺伝子組換えのほうが危険ですよね、当たり前
ですよね。 その遺伝子組換えでできてる小麦を食べ、ね、油
を使って、そして、やぶ、薬物を盛られてね、それで病気に
なってね、最終的にがんになって、それを治す抗がん剤も輸
入して、それで、治すのに外資の保険とか入るわけですよ。 
これね、もう選挙中の演説だから言えないですけど。  
【自分】アフラック。

[15]「これ戦争
の犠牲者だな

と」についての
具体的説明



15
これ戦争の犠牲者
だなと

【自分】あははは。  
【自分】そういうね、海外の保険会社で、がんになった時に
も安全で安心ですよってね、保険に入ってもがん治んないん
ですよ。 人間ドックに受けても、がんの理由は除去できない
んですよ、病気を見つけてるビジネスですよ、人間ドックっ
ていうのは。 なので、ゆ、病気の発見する率は上がるかもし
れないけども、がんの予防効果とかっていうの調べても、人
間ドック受けてても受けてなくても変わらないんです、統計
学的には。 そうすると、僕ががんの患者さんが来た時に、あ
るいはそれで亡くなった時に思うことは、これ戦争の犠牲者
だなと。 原爆で死んでるのと同じだなっていう景色にしか、
僕には見えない。 それがね、原爆なんて2回ですよ。 それで
ね、13万5000人と、8、8万人ね、広島と長崎、合わせて20
万ちょっとぐらいでしょ。 それより多い人数が、38万人も
の人が何十年にもわたって亡くなってるんですよ。 なんで怒
らないんですかとすごく思う。

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。

16 小麦が好きなんで
すよ

で、しかも、医者がマスクしろだとか、医者がワクチンし
ろって＊、関係ないって言うんですよ。 でもね、特に消化器
系の人、がんの人ね、胃がんとか、大腸がんとか、十二指腸
がんの人とか、ま、小腸がんって日本人は少ないけど、小腸
がんの人もそうですよ。 もうね、ほとんどっていうか100
パーセントですよ、もう断言してもいいぐらい、小麦、小麦
が好きなんですよ。 パンが好き、次多いのはパスタかな、パ
スタが好き、ピザが好き、イタリアンが好きとか。

[14]「今は全部
遺伝子組換えに
なっちゃいまし
た」についての

具体的説明

17

ケーキ屋さんとか
パン屋さんのため
だけにこの発言を
抑えろっていうの
は僕いえない

【自分】でね、この質問がいつも出ます。 ヨシノ先生、そん
なこといってパン屋さんどうするんですか、ケーキ屋さんど
うするんですか、イタリアンとかフレンチのね、こうお店の
人、そういう人たちだって参政党にね、投票したいと思って
るかもしれないけども、その人たちのことどうも思わないの
か。 答えからいいます。 それはいうのは苦しいけど、目の
前で死んでる人を何人もみてたら、その、こん、ケーキ屋さ
んとかパン屋さんのためだけにこの発言を抑えろっていうの
は僕いえない。 分かってください。 だって、人が死んでる
んだもん。 ものすごく嫌ですよ。 なので、もうこの話を
ね、する時にいつもそうなんです。 亡くなっちゃったとき
に、悲しんでるだけで怒りがないのよ。 何で病気になったの
か知らないし、私のところに来れば、癌の専門医の先生が2
人いて、内科系の先生も6人もいるから私がこういう話をし
てるから当然問診して下さります。

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。

18
完璧に辞めた人、
当然たくさんいま
す

そうすると、僕が院長だから持ってくるとどういう食事して
るのかって詳しく聞くのね。 で1番酷い人ね、一番酷い人の
場合は、ご飯、朝ご飯です。 ね、一緒に味噌汁飲みます。 
で、もう朝は煮魚にしています。 納豆にしてます。  いつか
らですか？ 今朝からです。 昨日は、いや、ヨシノ先生の
youtubeみるまでは、もうパスタ週に5回ぐらい、中華が大好
き、お菓子も全部食べ放題。 もう皆さん、そう、そんなに
＊＊＊ませんっていうんです。 それでね、本当に完璧に辞め
た人、当然たくさんいます。

[17]「ケーキ屋
さんとかパン屋
さんのためだけ
にこの発言を抑
えろっていうの
は僕いえない」
についての具体

的説明

19
食事だけだったら
100点満点で
＊＊＊ですね

ね、え、例えばね、具体的にちょっと難しいんですけども、
ある北陸地方から来てる、え、40代前半の、え、肺がんの患
者さん、もう全身転移です。 肝臓が1番酷いんです。 もう肝
臓だけの画像でも、もうパチンコ玉みたいなのが50個ぐらい
癌があるんですよ。 で骨も転移して、転移のことメタってい
うんですけど、骨メタを起こしててこれでもうどうしようも
ない状態、何の治療もできないからもう緩和ケアにいくしか
ない。  あとは、モルヒネ打つ。 で胸水も溜まっていて、
SpO2って酸素を交換する率がもう87パーセントぐらいで、
ひーひーいってるんですよ。 普通は99から100です。 だか
ら13パーセントも酸素が少ない状態、苦しい、黙っておとな
しくして＊もうこう立ち上がって来るだけでも、ううって
なったぐらい。 でもうそこからここに来るまで北陸新幹線で
来るんですけども、そのお金がもうぎりぎりいっぱいで、も
う全然貧乏だから治せない、いうので、ま、この食事の話を
うんと詳しくいって、メタトロンっていう機械があるからそ
れでその癌を惹起するようなを周波数を持ってる食品という
のももうこれは普通は減らしてくださいなんだけども、もう
全くもう食事だけだったら100点満点で＊＊＊ですね。

[18]「完璧に辞
めた人、当然た
くさんいます」
についての具体

的説明



20

止まったからね
が、安心してチョ
コレート1日1個ず
つ食べる

そしたらどうなったか、それみたのは6月だった。 半年後に
なったら癌の転移は全く変わってない。 でも、胸水は全く、
全部治っていて、呼吸ができるようになって楽になって。 
PET検査しても転移は全然進んでない。 日常生活に何も困ら
ない。 凄く元気です。 やったことは、私がいったことを100
満点にやっただけです。 ああ、よかった。 これで美しい話
で終わるんですよ。 その3ヶ月後に来たら、また胸水が溜
まって苦しいっていって。 治ったから、あなた止まったから
ねが、安心してチョコレート1日1個ずつ食べるようになっ
た。 こういうのをみてると、こんなの1人や2人じゃないん
ですよ。 50人、100人じゃないんですよ。 いっぱいみて
る。

[19]「食事だけ
だったら100点
満点で＊＊＊で
すね」について
の具体的説明

21

出産したら何とか
なるだろうってい
う＊切り替えるこ
とに成功

そうするとね、でもチョコレート美味しいですよねって、タ
ケダ先生がチョコレート食べてるのみてると苦しいですよ、
やっぱり。 タケダ先生はここまで＊からもう多分そのまま
いっちゃうと思うんですけど。 だけど、ついこの間もそうで
す。 この＊患者さんのプライバシーがあるからすごくぼやか
していますけども、関西地方から来た20代中盤。  
【自分】＊女性が乳がんで妊娠6か月だったんです。 ＊その
人もケーキとかお菓子とかチョコレートとかね、こんなのだ
けで生きてるぐらいだったの。 それで、がんが毎月毎月1セ
ンチずつおっきくなって、赤ちゃんいるから化学療法絶対で
きないです。 放射線も絶対できないです。 オペも全身麻酔
するから、か、あか、お腹の赤ちゃんだって、ま、麻酔入る
んですよ。 死んじゃうからできない。 何にもできない。 
で、それで同じ話しました。  そしたらたった1か月食事を完
璧にやっただけで、がんが大きくナル＊のが止まったんで
す。 翌月も止まったんです。 これだったらがんが大きくな
らないんだったら、出産したら何とかなるだろうっていう＊
切り替えることに成功してるんです。

[20]「止まった
からねが、安心
してチョコレー
ト1日1個ずつ食
べる」について
の具体的説明

22 基本的には石油化
学産業なんですよ

でこういう事例を言うと、偶然だって言うんですよ。 それか
ら医者は、そんなの習ってないからお前が適当に言ってるっ
て言ってるんですね。 習ったことないって言うのは、まあマ
ツダ先生的に言うと、バカなんですよ。 僕ね、このワクチン
の問題が片付くためには、これもう結局ね、ビッグファーマ
ですよ。 国際金融資本、あるいはグローバリストって＊、彼
らが作ってる製品なんですよ。 穀物メジャーって言いますよ
ね。 オイルメジャーって言いますよね。 基本的には石油化
学産業なんですよ。 で彼らがそれを使って穀物の全部いじっ
て、化学肥料とかそういうの使って農薬を使って、食料品も
そういうものにしてるんです。 で、こことの関係をきちんと
しない限り、この問題は終わらないんです。 この＊で一番お
金がかかってるのは何ですかっていったら、国防費じゃない
ですよ。 建設費でもないですよ。 ＊教育費でもないです
よ。 国債でお金を返すためのお金でもないですよ。 このお
金が一番かかってるんでしょ。 で、これがお金かけてて予防
になってて、平均寿命が延びてて、ほんとに病気も減って
て、産業が潤って、国産の製薬会社でお金がぐるぐる回って
て、その製薬会社の株を日本の銀行とか保険会社の金融機関
が持ってるんだったら、それならね、ちょっとおかしいなと
思うけどいいけども。 もう毒は盛ってるわね、病気になって
るわね、殺されてるわね、その殺されてる薬もね、＊され
て。

[23]「食のとこ
に異常に執着し
てるかって言っ
たら、皆が狂っ
てる」について
の具体的説明

23

食のとこに異常に
執着してるかって
言ったら、皆が
狂ってる

で、最後に保険まで抜かれてる。 その保険会社が日本の保険
をすり替えて、ゆうちょとかをつぶされて、何やってんのっ
て感じなの。 だからね、僕は何でこの食のとこに異常に執着
してるかって言ったら、皆が狂ってるからなんです。 これは
ね、ワクチンで目が覚めた人、コロナで目が覚めた＊。 ＊な
いです。  
【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。



24
ここまでほんとに
全部言ってる人っ
て僕しかいない

【自分】コロナで死んだ人はもち＊。 ＊申し上げるけども、
がんで死んでるなんて0が三つぐらい違うんですよ。 しかも
かなり昔から＊れてるんですよ。 これね、もうね、本当に
ね、あの歴史を皆さん勉強してください。  あのカミヤさん
のCGSでもいいし、手前味噌ですけども、私が、ええ、カミ
ヤさんの番組の27本ぐらい、まあBANされたのもあるし、自
主的に消したのもあるんですけど、DVDにしたんです、2万
円ぐらいで。 28本ぐらい番組入ってるですけど、そこで
ね、ほんとにね、ズバズバズバズバ＊。 ＊さんが最初ね、
あった時に、ここまでほんとにほんとのこと全部言う人いる
のかなって言ったんですけど。 この人です。 もうね、多分
ここまでほんとに全部言ってる人って僕しかいないと思う。

[23]「食のとこ
に異常に執着し
てるかって言っ
たら、皆が狂っ
てる」について
の具体的説明

25
チョコレート食べ
ながらその話し
ちゃダメ

あのね、にわかウィルス学者とかね、あのにわかワクチン反
対派とかっていう人はいるんですよ。 全然こういうこと言っ
てこなかったのに、それもブームみたいに言ってる人だっ
た。 が、医者とか＊、ど、ドクターとかじゃなくても、その
ワクチン反対って＊キョウ＊。 もうものすごい言ってるの
ね。 ＊気持ちは分かるけども、あなたチョコレート食べなが
らその話しちゃダメよって話なんです。

[24]「ここまで
ほんとに全部

言ってる人って
僕しかいない」
についての具体

的説明

26

死んじゃった、と
かいう人って、何
人も、何人も見て
いるんです

【自分】僕だから、本当に、そういう人たちが、病気になっ
たりとか、病気になっているのに、甘いもの、やめられな
かったりとかね、お菓子、やめられなかったりとかね、それ
から、せっかく、食事療法でうまくいったのに、なおったか
らって、安心して、もう、菓子パン食べて、もう、＊たった
三日ぐらいで、サイトウセキ＊して、死んじゃった、とかい
う人って、何人も、何人も見ているんです。 本当に、辛いで
す。

[17]「ケーキ屋
さんとかパン屋
さんのためだけ
にこの発言を抑
えろっていうの
は僕いえない」
についての具体

的説明

27 農業が復権しな
きゃいけない

で、これは、本当に、薬で治すものじゃない。 たしかに、遺
伝子の検査とかしますよ、私もそうだけど。 で、どの抗がん
剤が、あっているかって、そういう検査もしますよ。 するん
ですけれども、その前に、食事、ちゃんとやってないと、そ
の検査、お金がかかるだけ、遺伝子の検査なんで、自由診療
でやったら、200万ぐらいするんですよ。 だから、やりたけ
れば、やっていいっていっているし、それも、ちゃんと、食
事療法してて、その、抗がん剤を使って、その、抗がん剤の
副作用を、また、漢方薬でヘラス＊とかっていうこと、でき
るんだけど、お金かければ。 だけと、本当に、お金かけない
んだったら、食をちゃんとすると。 結論から言ったらね、と
にかく、米食うんですよ。 もう、そうなってもらいたいの。  
玄米は、中に入っている成分に、抗がん成分が入っているん
です。 でも、小麦は、逆なの、がんになる成分が入ってい
る。 だから、まず、米を食うの、米を食うためには、米をた
くさん作らなきゃいけない。 米をたくさん作るっていうこと
は、どういうことなんですかっていったら、農業が復権しな
きゃいけないの。 農家の数が増えなきゃいけない、そして、
我々が、それを、ちゃんと、食べる。

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

漁業だとか、こう
いうものと考え
て、それで、医療
のことを考えない
と

で、そのためには、ちゃんと、林業をやってないと、洪水と
か起きたらだめだ、コウスルト＊、林業だとか、農業だと
か、漁業だとか、こういうものと考えて、それで、医療のこ
とを考えないと、意味がない。 今の、まあ、あえていいます
よ。 マツダ＊先生の、せいなんだけれど、偏差値ばかが、い
るでしょ、高偏差値ばかが、いっぱい、いるんですよ。 医療
しかできない、農業しか知らないとか、漁業しか知らないと
かとか、林業しか知らないとか、食のことだけしか、知らな
いとかね。 で、食のこと、詳しくてもいい、もちろん、いい
んですよ。

[27]「農業が復
権しなきゃいけ
ない」について
の具体的説明

29 なにか、変えな
きゃいけない

いいんだけれども、それでね、たとえば、それが、食品添加
物が、わるい、わるい、わるいって、言っても、食品添加
物、減らないんですよ。 これね、その、マツダマナブ＊先生
が、財務省、＊、大蔵省でも、財務省マデイテ＊、何もか
も、知っているから、先生じゃなきゃ、変えられないって、
言っているのと、同じで、いっくら、食品添加物のものを、
詳しくても、いっくら、農業の問題が悲惨だっていっても、
どこを、どういじったらいいのか、分かんないと、ただ、ヒ
ステリックにね、叫んでるだけなんですよ。 叫んでも、だ
め。 そうでしょう。 だって、馬鹿な人に、馬鹿って、100万
回言ったって、なおらないでしょ。 そうなんですよ。 馬鹿
に馬鹿っていっても、無駄なの、なにか、変えなきゃいけな
い。

[28]「漁業だと
か、こういうも
のと考えて、そ
れで、医療のこ
とを考えない

と」についての
具体的説明



30 歴史を横につなげ
てほしい

僕は、自分で、もう、実践者としてがんの治療もやっている
し、私の専門領域だったら、舌がんだとか、ね、歯肉がん、
上顎洞がん、とかっていうのは、僕、直接やってますよ。 切
りとる手術とかもしているし、やっているんだけれども、だ
けどね、すごくね、なんていうのかな、悲しいですよ。 無力
感を感じるんです。 それ、切り取るものじゃないんですよ。 
だけども、食事を、きちんとやってからだったら、切り取っ
たアトデ＊、なおるのも、すごくはやいし。 なので、ぜひ、
皆さんにね、医療の歴史とか、薬の歴史だとかね、そういう
ことを知って、そうして、かみ、ああ、カミヤ＊さんの、
CGSで、日本の歴史もいっぱいあるから、そうしたら、今度
は、その、歴史を横につなげてほしいんです、皆さんに。  
縦で学ぶと、国語、算数、理科、社会になっちゃって、医療
もね、内科学、外科学、がん科学、耳鼻科学、脳神経科学と
かね、消化器内科だ、消化器外科だとかね、ソウイウコトニ
＊なっちゃう。 で、分かれていれば、分かれているほど、高
偏差の、馬鹿な人は、自分の権威が上がるんですよ。 だか
ら、降りてきて、横につなげる。 参政党は、こういうこと
を、ずっと言っているんです。

起点となる話題 ✔

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

31
医療の話だって、
結局、国まもりに
なる

だから、ね、3つの、基本政策の話をしているでしょう。 ま
ず、教育の話、食と健康、国まもりって、いっているけれど
も、医療の話だって、結局、国まもりになるんですよ。 我々
のお金が、外国に流れるのを、とめるのって＊。

[30]「歴史を横
につなげてほし
い」についての

具体的説明

32
本当に大和魂って
のいうのを、思い
出して

【自分】国防でしょ。 外資が入ってきて、外国の保険会社が
入ってきて、我々のお金抜いてるんですよ。 抜かれないよう
に＊ためにはどうすればいいんですかって＊、健康であれば
いいんだから。 ＊、この3つを本当にね、皆さんに考えても
らいたいんです。 なので、何か目の前に、美味しいものとか
ね、甘いものとか、そういうね、え、異常に食欲をそそるも
のね、ケーキがあるとか、ジュースがあるとか、コーラがあ
るとか、お菓子があると＊時に、今一度本当に大和魂思い出
してもらいたい。 これを食べると、自分が癌になるならいい
です、その人の責任だから。 だったら、自分で治療費払って
くださいって言ったら、日本の医療費できないんですよ。 3
億円払えますか、本当にそんな数平気でかかっちゃうんです
ね。 それを未来の我々の子供達にツケを回してるんですよ、
皆さん、分かりますよね、はい、ここ拍手するとこなんです
よ。 だから、食べる時も、本当に大和魂ってのいうのを、思
い出してもらいたいです。

[42]「日本人の
懐から出ていっ
たわけですよ」
についての具体

的説明

33
もう0なんです
よ、事実上ほとん
ど

これがね、の、農業のことを思い出したり、漁業のことを思
い出したりね、我々の将来の食、今食料自給率はカロリー
ベースで37パーセントぐらいで、これが種が外国産とかって
言っちゃったら、もう0なんですよ、事実上ほとんど。 ハウ
ス栽培してるビニールって、石油から作ってるんですよ、
＊＊＊って、どっから買ってるんですよ。 化学肥料ってどっ
から買ってるんですよって言ったら、もうね、実際は壊滅状
態です。

[36]「食と健
康、参政党の」
についての理由

・ニーズ

34
何故そうなったの
かっていうのを言
わない

でこれで、更に今戦争やってるじゃないですか、小麦の値段
が上がってるんでしょ、それで小麦だけじゃないですよ、全
ての値段が上がって＊、石油も上がってるし、給料は下がっ
てるんですよ、苦しいんですよ。 でも報道は、石油の値段が
上がってるとか、ガソリンの値段が上がってるとか、野菜の
値段が上がってるとか、そういうタテ＊でしか言わない、何
故そうなったのかっていうのを言わない。 参政党は、そうな
る為に、皆さんに毎日＊メンバー＊っての流して勉強してい
ただいてるんです。 で勉強するって言うとね、ちょっと上か
ら目線なんだけど、情報をね、正しい情報を提言しないと、
分からないことだらけなんです。

[33]「もう0な
んですよ、事実
上ほとんど」に
ついての具体的

説明



35
皆さんに目を覚ま
してもらいたい

だから皆さんね、知らずに癌になったり、知らずにリュウマ
チみたいな自己免疫疾患になったりとか、知らずにパーキン
ソンになったりとか、知らずに高血圧になったりしてるんで
すよ。 昔こんな病気本当になかったんです。 1970年ぐらい
なんて言ったら、潰瘍性大腸炎とか、クローン病とか、強皮
症だとか、＊なんて、なかったんですよ、ほんとに。 花粉症
すら1970年前はなかったんですよ。 花粉症は花粉が原因
じゃないです、ハウスダストだけじゃないです、猫の＊が原
因じゃないです、何を食ってるかです。  
【自分】そうだ。  
【自分】ね、だからこれで本当に、皆さんに目を覚ましても
らいたい。 皆さんはもう覚醒してる人たちです。 こういう
話も一生懸命周りの人に伝えてもらいたい。 で、それが出来
るのが参政党なんですよ、皆さん。

[36]「食と健
康、参政党の」
についての理由

・ニーズ

36 食と健康、参政党
の

僕はもうこの話になるとね、もう亡くなった患者さん達が
ね、もう目の前に見えてきてね、悔しくて悔しくてね、もう
本当にね、涙が出そうになるんですね。 だから、本当に皆さ
んの考えてもらって、病気になってから治すの大変、でもな
らないようにするの、も、すごく簡単なんですよ。 だから
ね、僕はね、このことが、もし私がですよ、議員になれるん
だったら、一番最初にやりたい事だと思ってるぐらいです。 
なので、是非ね、皆さんね、2番目ですよ、食と健康、参政
党の。 それ以外のことは、＊神谷さんとか言ってくださると
思うから、僕はこの点を自分が専門家だから、強調したい、
以上でございます。  
【自分】はい、吉野さん、ありがとうございました。 1時間
半で6人だから、1人15分の予定だったんですけど、吉野さん
は1人で33分しゃべりました。 武田先生、今日初合流なの
で、武田先生もたっぷりしゃべってください。 はい、じゃ
あ、参政党の大将でございます、武田邦彦が＊＊＊、よろし
くお願いします。  
【自分】参政党の武田邦彦です。 ええと、今日は、まあ、＊
の初めてなんで、これは初めてのスピ。

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。

37
バブルっちゅうの
が崩壊したんです
よ

【自分】なんですが、私が言いたいのはですね、1990年、今
から30年前にバブルっちゅうのが崩壊したんですよ。 バブ
ルが崩壊する30年前まで、バブルよりか30年前まで、ね、皆
さんが、僕らも一生懸命働いて、その間日本人の平均給与は
10倍になったんです。 もちろんお金が幸福を呼ぶわけじゃ
ないけど、僕の初任給なんか2万円でしたから7000円の石油
ストーブなんか買えない。 それが、バブルがちょうど崩壊し
た頃は給料が40万ぐらいになって、それで、あ、文化的な、
冷蔵庫も買える、洗濯機も買える、そういう時代になった、
そこまでは良かったんですよ。

[38]「僕らは同
じように頑張っ
て働いてきたん
ですよ」につい
ての具体的説明

38
僕らは同じように
頑張って働いてき
たんですよ

しかし、1990年のバブルが崩壊してからちょうど今、に、さ
ん、約＊年なんです。 この30年間と前の30年間と日本国民
は前の30年間は働いたけどこの30年間はサボってたっていう
わけじゃないんですよ。 僕らは同じように頑張って働いてき
たんですよ。 頑張って働いてきた僕らの給料が何で決まる
かっていったら、働くのをサボれば給料がなくなりますけ
ど、一生懸命働けば給料はきますよ。

[39]「なんで給
料が増えなかっ
たと思います

か」についての
具体的説明

39
なんで給料が増え
なかったと思いま
すか

じゃあね、そのバブルの崩壊から30年前は、前30年間はなん
で給料が10倍になったけれどもバブルのあとの30年間はなん
で給料が増えなかったと思いますか。 我々は同じように働い
てるんですよ。 同じように働いたら同じようにやっぱり進歩
するはずなんです。

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。

40 アメリカは約3倍
になってます

必ず世の中は進歩してますから、その進歩の分だけは必ず増
えるんです。 アメリカの例をとるとね、アメリカは結構、
れ、ロウタイコク＊だけども、この1990年から今までの30
年間、日本の4人家族が460万だった、ずうっと460万だっ
た、しかも消費税が10パーセント増えた。 そういうのに対
してアメリカは約3倍になってます。

[39]「なんで給
料が増えなかっ
たと思います

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。



41
アメリカと同じよ
うに3倍になって
るはずだ

もしも、日本政府が間違わず、日本の企業がちゃんと日本国
民のことを考えれば、日本人は同じように働いてるんですか
ら、少なくともアメリカと同じように3倍になってるはず
だ。 ということは、我々の給料は今は年俸で1300万ぐらい
になってるはずなんですよ。 それがなんでならなかったの
か、理由は簡単だっていうんですよ。 僕らが同じように働い
たわけですよ。 世の中のシステムがそんなに急に悪くなった
わけじゃない。 だけどなんで我々の懐に来ないのか、それは
今、1つ、あの、お話してくださったのはヨシノ先生の、た
とえば医療にかかる、病気にする、たとえば血圧なんかもそ
うですね、基準をどんどん下げて、一番最初、1兆、さん、
あ、1兆じゃない、3000億円だった血圧降下剤の市場は、病
気が増えたんじゃないんですよ、厚生労働省の役人がたんま
りお金もらって、まあ、それは僕お金をもらった現場に警察
だから居たわけじゃないけどね、ここはちょっとはっきり分
からないんだけど。

[42]「日本人の
懐から出ていっ
たわけですよ」
についての具体

的説明

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

42
日本人の懐から出
ていったわけです
よ

まあ、何かのことがあって血圧基準を10ずつ下げるじゃない
ですか。 10ずつ下げるごとに3000億円の金が日本人の懐か
ら出ていったわけですよ。 今は1兆5000億円ですよ。 全部
外資に行くんですよ、そういうことです。 今、日本の、も
う、や、薬品会社って無いみたいなもんですよ。 多分タケダ
製薬の半分以上は外資だよね。 だから、日本のね、トップの
会社がもう半分以上外資っていう時代になった。 だから我々
が働くと、まず、あの、この30年間我々が働くと、まずね、
我々の働き分はまず外資に行く。 さらに、今東京証券取引所
のシステムを変えて1部2部っていうのをプレミアとスタン
ダードに変えて、さらに外資を導入しようとしてる。 外資を
導入するっつうのは、我々が働いたものが外の国に行くって
ことですよ。

[40]「アメリカ
は約3倍になって
ます」について
の理由・ニーズ

43 企業の体質が変わ
りましたよ

もう1つは、企業の体質が変わりましたよ。 昔ね、僕が初め
て会社に勤めた頃は、やっぱり従業員が一番重要だった。 だ
から従業員のことを社員と呼んだんですよ。 今は社員と呼ぶ
のは株主ですからね。 僕なんか。  
【自分】＊ちゃうわけですよ。 いや、会社は従業員なんだ。 
従業員がいなかったらね、お金なんかあったって、全然動か
ないじゃないですか。 だけども株主のもんだってんで、株主
に配当が行く。 しかも会社ん中に留保する。 今、会社ん中
に、僕らが稼いだもの、従業員が稼いだものが、日本の会社
に貯まってるやつが、40兆円にもなったんですよ。 だか
ら、ま、昔はこれを、労働分配率とか言いましたけどね、な
にしろ昔は、日本の文化だった。 日本の文化ってのは、どう
いう文化かったら、金がある人が偉い。 ね、力がある人が偉
い。 頭がいい人が偉い、ていうのは、これは日本じゃないん
です。 これは、中国とかヨーロッパとか、アメリカがそうな
んです。 日本はそうじゃないんです。 日本はかけがえのな
い人、その人がいなかったら困る人が偉いんですよ。 今ね、
学校でもそういう教育してないんですよ。 成績がいいとか、
なんとかはできるっていうコ＊が、取り柄っていうんです
よ。 こんなのは、日本では取り柄じゃないんです。

[44]「本当に内
面的に、人間と
しての立派な

人」についての
具体的説明

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



44
本当に内面的に、
人間としての立派
な人

昔から日本人の取り柄、日本人が尊敬する人は、二宮尊徳と
か、良寛さんとか、そういう人なん＊。 本当に内面的に、人
間としての立派な人。 それが、あの、日本人の尊敬する人で
あって、力があるとか、金があるなんて冗談じゃないっちゅ
うわけですよ。 だからもちろん、世界で日本だけが、神様の
トップが、ね、女性の天照大神なんですよ。 こんなのは、日
本しかないんです。 なぜかったら、それはね、男性と女性と
比べたら、力は女性の方が弱いですよ。 だけど人間の本質
は、その人がなくてはならない人が1番偉い。 これがね、日
本の素晴らしい文化なんだ。 だから、西暦1000年、西暦
1000年、今から1100年前ですよ。 平安時代。 あんな昔は
ね、日本以外に諸外国は、もうね、女性はね、奴隷以下なん
ですよ。 絶対毎日洗濯した＊なんか＊、米でも炊いてりゃい
い。 その時代に、日本の紫式部が、せ、あの、源氏物語を書
いたじゃないですか。 あれは、もちろん日本だけですよ。 
あんな時代にね、女性が筆を取れるなんて、考えられない時
代です。 日本だけです。 だから、アフラベーンの後に、え
と、じょ、女流の作家ってのは、生きてた方、700年後に、
アフラベーンていう、フランスの、あの、じょ、女流作家が
出たんですよ。 日本は、ヨーロッパに対して、ロ＊、700年
も進んでるんです、男女関係は。 それを現在ね、あんな女性
が外に働くことを、何か外国から習ったようにやってるんで
すよ。 冗談じゃないんですよ。 そしたら女性はもう、忙し
くて、家庭のことやんなきゃナイ＊、仕事もしなきゃナイ
＊。 そして、まああの、また帰ってきて、子供を迎え＊いろ
いろやる。 しかも、それは政府の狙いだから、そらそうなん
だけど、男性の全平均と、それから女性の全平均の賃金は、
時間あたり、ちょうど女性は、ニョ＊、あの、男性の2分の1
なんですよ。 だからそれを誤魔化すために、輝く女性ってい
う名前を付けてるんですよ。 輝く女性は誰かったら、それは
お母さんに決まってるじゃないですか。 お母さん、そう。

[47]「それが日
本の家庭で日本
なんですよ」に
ついての具体的

説明

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

45
合計7カ国しかな
いんです

多分ね、あの、ここにいる人もね、多分全員がお母さんから
生まれてんじゃないかと思うんですよ。 お母さんから生まれ
タ＊ないっていう人は、手を上げてくださいよ。 絶対ないん
だ。 しかも、お母さんは1日でもいなかったら、子供が困る
んですよ。 ね、僕なんかね、全然いなくてもいいんだ。 僕
はね、銀行振込みたいなもんでね、あの、お金が入りゃいい
んですよ。 だからそれはね、お母さんがかけがえのない人、
それを皆が尊重してきた。 だから、戸籍というのを作ったん
ですよ。 日本は、戸籍っつうのがあるんだけど、これは、世
界で戸籍があるのはね、日本の影響、日本と日本ヲ＊、の影
響を受けた6カ国。 合計7カ国しかないんです。 なぜ、なぜ
戸籍を作ったか。 それは日本はね、ひとりひとりが生きるん
じゃない。 皆で生きるんだ。 皆で生きるんだから、結婚し
たら、戸籍というものでまとまるんだ。 そんなね、名前。  
【自分】＊ね、あ、別姓＊、夫婦別姓とかね、まだお前は結
婚したのに、まだバラバラのつもりか、ね。 マ＊、結婚した
ら姓はどっちだって良いんです。 そんなケチなこと言ってん
じゃないんだ、日本は。 一緒にしてやると。

[44]「本当に内
面的に、人間と
しての立派な

人」についての
具体的説明

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

46
日本の男っていう
のは実に偉いんで
すよ

ソイデ＊、日本の男っていうのは実に偉いんですよ。 僕だっ
てね、53年間、結婚生活、全部、家内にね、あの、はいは
いっつってね、家内は＊、はいって取りますよ。  それから
ね、僕ガ＊、金、無くなってね、お小遣いちょうだいって言
うとね、女性だから、すぐ口は達者だからね、またとか、も
うとか言うんですよ、どこで使ったのとかね。 だってさ、＊
そこのところが何も文句言わないのが日本男児なんだ。 日本
男児って偉いんだね、そう、＊。 会社でね、会社で450円の
弁当食って疲れ果てて帰ってくると、妻が元気で玄関に来
て、あら、私、今日ね、美味しいの、美味しいお寿司、食べ
たわよ、＊だって安かったわよ。 ここでね、怒らないのが日
本男児＊。 ＊ケチじゃないっつってんだよ、全然ね。

[47]「それが日
本の家庭で日本
なんですよ」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。

47
それが日本の家庭
で日本なんですよ

だから、そして、あの、女性も、奥さんも、旦那にあまり恥
かかせないようにと思って気を配りね、男は男で、やっぱ
り、あの、家内とね、＊、妻と子供が喜んだら、それが自分
の喜びだ、それが日本の家庭で日本なんですよ。 日本はね、
主語がないけど、何で主語が、ま、主語はもちろんあるんだ
けど、あまり使わない。 何故かっていったら、俺がこうだ、
俺がこうだという主張すんじゃなくて、仲間でやっていこう
じゃないかと。 だから日本には奴隷もいないし、皆ね、あ
の、この頃、左翼のね、宣伝＊とか、学校の＊間違ってるか
ら、皆、影響受けてマシタ＊。 日本はね、世界で唯一、対外
戦争がものすごい少ないんです、6回しかやってない。

[49]「政治の1
番重要なのは、
哲学ナンデス

＊」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。



48 質素で人生観も違
うんですよ

イギリスなんかね、日本と似た島国だけど、日本の100倍以
上、対外戦争やってんですよ。 日本は何で対外戦争してない
か。 織田信長の時なんか、ものすごく強い。 だけどフィリ
ピンに行ったり、インドネシアに行ったりしなかった。 それ
は日本人というものが、元々、あの、質素で人生観も違うん
ですよ。 幸福というものは物によって得られるわけじゃな
い。 皆でニコニコと笑いの絶えない家庭、笑いの絶えない
ね、仲間を作ることが日本人の1番大切にしたことなんです
よ。 それが守られてきたから、日本は、本当にね、あの、
えっと、江戸、江戸幕府の末期にね、国がカイホウサレ＊、
あの、鎖国が無くなって、ヨーロッパの大使とか来るで
しょ。 日本の農村とか漁村に行くんですよ。 ＊、何て言っ
てるか。 日本にヨーロッパの文化をもたらすことは、この人
達の幸福にならないっつってんデス＊。 日本の方が幸福だっ
つって。 ＊、それハネ＊、それを崩してきた。 今は、あの
ね、大体ね、1番、今ね、あの、この前テレビでね、もう間
に合わないんじゃないかと誰か言われたから、僕、間に合う
と。 日本でも、今、崩れてて、昔、あの、諸外国のように5
パーセント、あの、コダイギリシア＊がね、5パーセント、
ソクラテスとかプラトンとか、あんなのが5パーセント市民
ですよ、90パーセントが奴隷なの。 そういう社会の方にい
こうとしてるのは誰かっつったら、東大出て官僚になって、
なんか、祝ってる連中だけですよ。 金持ちの変なのが、た
だ、ありゃあ人間じゃないよ、僕に言わせりゃね。 だけど
も、多くの日本人、1億人の日本人は、絶対にごまかサ＊な
いし、真面目に働いてるしね、ちゃんとしてるんですよ。 だ
から今で間に合うっつってるワケ＊。

[49]「政治の1
番重要なのは、
哲学ナンデス

＊」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。

49
政治の1番重要な
のは、哲学ナンデ
ス＊

この参議院議員選挙から頑張ろうと、ま、カミヤ＊さんも登
場して、色々、登場して頑張ってるから、今までね、こうい
う選挙演説なんかするの、いないんですよ。 なんか、消費税
をどうするとか、そういう細かいことに問題があるわけじゃ
ないんだ。 政治の1番重要なのは、哲学ナンデス＊。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】＊、国民が、どういうような生活をして人生を送る
か。 女性が、お母さんとして子供を産みたい女性も、それか
ら勤めたい女性モ＊。

起点となる話題 ✔

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

50 等しく国が応援す
る

【自分】等しく国が応援する。 今40万も差があるんです
よ。 それから老人もそうです、高齢者ね。 僕、この前誕生
日で79歳になりました。  
【自分】おめでとうございます。  
【自分】おめでとうございます。

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。

51
それぞれの夢を等
しく支援するって
いうのが、政治

【自分】僕、＊30代の僕よりか今の方がいいんですよ。 だ
からね、人にはそれぞれの事情があり、それぞれの夢がある
んですよ。 そのそれぞれの夢を等しく支援するっていうの
が、政治のやるべきことで、それを日本人はどう生きるべき
か。

[50]「等しく国
が応援する」に
ついての具体的

説明
✔

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

52 将来に希望がない
んですよ

1人1人、今ね、高齢者でもね、今も、ああ、僕の同じような
歳の人がいますけど、将来に希望がないんですよ。 どうやっ
たらいいかわからないですよ。 で、もう定年が早いし、働く
こともできない、年金制度はすぐ変わってしまう。 ね、そう
いうナカ＊で安心して人生を送れるわけじゃない。

[53]「理想、そ
れを考えてね、
そして、それを
国＊支援して」
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。

53
理想、それを考え
てね、そして、そ
れを国＊支援して

じゃあ、39万、月39万やるからベッドで寝てりゃあいいっ
て、これは日本の今の政策ですよ。 だって、人間つうのは
ね、金もらってベッドで寝てるから、動けなくたから、それ
で人生が楽しいかって、そんなことありません。 やっぱり、
1人1人の人が自分の事情、自分の理想、それを考えてね、そ
して、それを国＊支援してくれる、1人目の赤ちゃんは預け
たけど、2人目の赤ちゃんは自分で育てたいって言ったら、
それをやってくれると、なきゃいけない。

[50]「等しく国
が応援する」に
ついての具体的

説明
✔

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

54
子供はねもしそう
なったら本当に、
僕幸福だと思う

今、40万下がっちゃうから、やっぱりできないんですよ。 
子供もそうなんです、これ＊さんが一生懸命言っておられる
けど、ね、国語、算数、理科、社会と教えて、平均取る、こ
んなのは明治時代の強い兵隊を作るためのシステムであっ
て、今は全然違う。 それで、色々あの教育関係では研究して
て、今ね、いや、これ実にね、子供はねもしそうなったら本
当に、僕幸福だと思うんですけどね。

[56]「これを
今、参政党がや
ろうとしてる」
についての具体

的説明

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



55 十分にやっていけ
る

今、ちゃんと計算されてるんですよ。 算数の好きな子に算
数、国語の好きな子に国語、芸術の好きな子は芸術やらせた
ら、どのような日本の構造に、社会構造になるかってもう出
てるんです。 十分にやっていけるんです。

[54]「子供はね
もしそうなった
ら本当に、僕幸
福だと思う」に
ついての具体的

説明

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

56
これを今、参政党
がやろうとしてる

それなのに、ああ、国語の嫌いな子に漢字を教えて、小学校
6年間、ね、お母さんが怒り続けて、平均点を取るっていう
やり方は、＊続けてるから、ばかな子供は小学校終わる頃に
はね、もう勉強が嫌いになっちゃうんですよ。 だから、今は
ね、政治家が上から目線でお前はこう生きろ、お母さんこう
生きろ、老人は動かないようにしろ、ね、それで今度は小学
校の英語教育やる。 あれ、物凄いリケン＊ですからね。 だ
から、英語＊今頃出てくるん＊。 そういうことが、もしな
かったらね、子供は明るく勉強ができ、あの本当に勉強が楽
しく、中学校、高等学校過ごし、ね、若者も希望をもってで
き、お母さんも自分の理想の道を選べ、老人になっても50歳
以上になっても楽しい人生を送れると、こうなる。 これを
今、参政党がやろうとしてる。 これはもう既存政党＊絶対だ
めなんです。 うん。

[57]「堪えるの
はね、やっぱり
爺さんのやるべ
きこと」につい
ての具体的説明

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

57
堪えるのはね、
やっぱり爺さんの
やるべきこと

それで、しかも、しかもね、この前の参議院議員選挙で、自
民党が圧倒的に勝ちましたよ。 だけども、ゆう、有権者の、
ごに、5.99人分の1、つまり6人に1人しか自民党に入れてな
いんだよ。 皆が政治を諦めて、もうだめだと言って諦めた。 
だけども、政治はやっぱり諦めちゃだめだ。 僕なんかまあ政
治なんかあんまりあの向いてないし、ええと、老人、あ、老
骨に鞭打ってんだけど。 だけど、今度僕はね、出ようと思っ
たのは、やっぱりここで挫けたら僕らの子供とか、僕らの孫
は悲惨な目にあいますよ。 だから、それをね、堪えるのは
ね、やっぱり爺さんのやるべきことだと思って僕はあの今度
立候補したわけです。 よろしくお願いします。  
【自分】はい、ありがとうございました。 79歳、泣く子も
黙る79歳、タケダクニヒコ先生でした。  
【自分】＊です。 参政党、ここに立ってるメンバー見てくだ
さい。 70代、80代代表は武田邦彦です。 はい。 60代代表
は松田学。 はい。 そして、え、50代代表が赤尾由美と吉野
敏明です。 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。

58
是非ね、皆さん政
見放送、私のは見
ないでください

そして、私が40代代表。 そして、ちょっと、皆さんの息抜
き兼ねて、皆さんにまったりしてもらうために、30代代表の
河西泉緒、東京選挙区候補者に、次は、＊をいただきます。  
【自分】＊。  
【自分】ちょっと、気合い入れるためにヒール脱いで良いで
すか？ ちょ、痛くてですね。  
【自分】大丈夫です。  
【自分】あ、あし、ちょっと、もう、明日からスニーカーに
しようかななんて思ってるんですけども。 皆さん、こんにち
は。  
【自分】こんにちは。  
【自分】なんか、すごい、2人のお話が壮絶過ぎて、＊今
日、実は、あの、政見放送の収録がありました。 ね。 オレ
ンジャー＊さんは、全員でね、行ったみたいなんですけど、
私は今日1人でやってきたんですね。 もう、ほんとに緊張し
て、もう、ボスがですね、紙を見ちゃダメだって言うんです
よ。 NHKの方、あ、全然見て良いですよって言うんですけ
ど、や、参政党は絶対見ちゃダメっていう風になってるか
らって言われていて、あの、丸暗記したんですけど、全部飛
びました。 ホントニ＊。 あの、言い訳じゃないです。 も
う、それが私の、あの、今の実力だし、でも、すごい良い経
験さしていただいて、あの、是非ね、皆さん政見放送、私の
は見ないでください。 はい。  
【自分】面白い。  
【自分】＊。

起点となる話題 ✔

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



59 精進料理を勉強

【自分】ええと、ゴメンナサイ＊、ほんとのこと言ってま
す。 ええと、今日、食の話をしようか、医療どっちにしよう
かなって、どっちが良いですかね？ あとは、食ね、はい。 
え、じゃあ、私は今日は食の話をさせていただきます。 は
い、ありがとうございます。  ええと、私が23歳の時に、あ
の、精進料理を勉強しに、えー、京都のオウバクサンマンプ
ク寺というお寺で、あの、普茶料理、普茶というのは、
えー、お茶を置いて、あの、みんなでアマニニテ＊食べる、
生ものを殺生しない、生きたものを食べない料理っていう＊
らしいんですけど、精進料理の原型ですね。 中国から来てい
て、普茶料理、精進料理、日本料理みたいな感じで、こう、
中国から来てる感じですよ。 で、それを勉強して来ました。

[60]「精進料理
を学んだ時は、
一切の動物性の
もの食べません
でした」につい
ての具体的説明

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

60

精進料理を学んだ
時は、一切の動物
性のもの食べませ
んでした

その当時に、ま、菜食だとか、色々勉強してきたんですけど
も、なんとですね、皆さん、聞いてください、ええと、世界
中の超一流トップ、えー、ピタゴラス、ガンジー、マイケル
ジャクソン、えー、エジソン、マドンナ、えー、カールルイ
スと＊とかね、そういう、各業界のトップの方は、みんな、
ま、菜食主義だったり、ま、マクロビオティックスといっ
て、ま、ちょっとだけ魚を食べたりするんですけれども、そ
ういった和食の原点みたいなものを食べてるんですね。 で、
こういった、私たちは素晴らしい食文化を預かってるのに、
なぜかパスタとか、ピザとか、パンとか、小麦もそうです
し、あと、にしょく、肉食ですよね、をすることによって、
こう、先生からもお話ありましたけども、がんになってし
まったり、生活習慣病になったり、それどころか、精神病に
までなってしまうんですよ。 食べ物って人の性格変えるんで
すね。 で、あの、私すごく変わってる人なんで、すごく追及
したい人なんです。 なんで、お寺で精進料理を学んだ時は、
一切の動物性のもの食べませんでした。 ね、丸1年、ちょう
ど。 11月1日から翌年の10月31まで食べなかったです。 け
ん。

[61]「世の中の
常識を、疑って
かかった方がい
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。

61
世の中の常識を、
疑ってかかった方
がいい

【自分】＊ノタメニ＊、それどういうことが起こったかって
いうと、ま、ものすごい直感も良くなったし、あ、発明家に
なれるかもって、私、思いました。 閃き、アイデア、あとは
性格が穏やかになりました、怒らなくなった。 多分、化学薬
品とか農薬とかも食べてない＊だと思うんですけど、肉も食
べてないかなと思うんですよね。 ＊ブンケン＊を見ていた
ら、肉食を始めてから戦争が起こるようになったらしいんで
すよ。 ワカッテマス＊、ダイジョウブ＊？ うん、何でかっ
ていうと、これ私の見解ですね。 動物、＊デモ＊殺すじゃな
いですか。 いや、家畜だからいいんだよとかね。 でも、動
物もやっぱりほら、飼ったら無理じゃん、殺すのって話だ
し、ノリチャン＊と豚、どう違うんですかね？ ね、豚も飼え
るでしょ、イノブタとかいったりとかして、懐くんですよ。 
ウン＊、だから、少しずつ少しずつ洗脳されてるって、私は
その時思いましたね。 何で猫と犬食べちゃだめで、豚と牛と
猪は食べていいの、おかしくないですか？ で、肉を食べるこ
とを私は止めてないです。 もし頂くなら絶対残しちゃいけな
いし、ね、ということなんですけど、やっぱりそうやって少
しずつ肉ガ＊食べて大丈夫な時代になっちゃったわけです
よ。 それもすごい不思議に思いません？ 私だけですかね、
ふふ、ねえ、ふふふ、うん、って思うんですよ。 だから、そ
のぐらい当たり前の世の中の常識を、疑ってかかった方がい
いと思います。 それはメディアです。

[62]「誰から情
報を聞くかって
大事」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。



62
誰から情報を聞く
かって大事

例えば、あの、今日、あの、政見放送でも話したんですけど
も。 私、あの、ここで立たしていただいてるのは、4年前に
脳梗塞にかかりまして、ヨシノ先生に助けていただいた、
私、患者さんなんですね。 で、そこから、ま、3か月に1回
とかは必ず病院に行って点滴をしたり、健康診断をしてるん
ですけども、で、その時に、こう、ヨシノ先生は、いつもイ
チ＊患者に色んな情報を教えてくださりました。 それは、医
療を健康の分野だけではなく、ありとあらゆる分野のコトニ
ツイテ＊教えていただけました。 それは、世の中で言う常識
とは全く違うものだったんですね。 へえ、変わったことを言
う先生だなと思ったんですけど、あの、私、銀座でクラブを
経営しておりますから、アル＊、あらゆる業界の、＊、方が
飲みに来ます。 で、その、決してね、メディアに出ないよう
な情報もたくさんね、繰り広げられてるわけですよ。 で、そ
の情報と、うちの先生が言ってる情報、全く一致することが
多々あったんですね。 で、その時に、はっ、メディアは本当
のこと言ってないなとか、うん、やっぱり誰から情報を聞く
かって大事だなって、誰でも先生とツイタラ＊、あの、ケン
イ＊ある先生だから何でも信じちゃだめなんですよ、本当
に、本当に。 ソウダンゴト＊もそうです、誰に相談するかで
人生変わっちゃうんですよ。 そうですよね、うん。

[65]「是非ね、
情報を選んで参
政党に耳を傾け
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。

63 強い怒りもありま
す

だから私、その時、ああ、やっぱりメディアも選ばなきゃい
けないし、相談する相手も選ばなきゃいけないし、誰から情
報を得るかも考えなきゃいけないなって。 ＊じゃないです
か、＊＊＊に行った人、ね、＊シショウ＊ですよ、シショウ
＊、誰から情報を得たら本当のこと、自分が正しい道に導い
てもらえるのか探さなきゃいけないの。 でも、皆さん良かっ
たですね、参政党にはこんなメンバー＊ばっかりですね。  
【自分】ヨッ＊、そうだ。  
【自分】良かった、良かったね。 本当にリスクを持って真実
を伝えてるんですよ、すごくないですか、それ。 志でしかな
いでしょう、それ。  
【自分】そうですよね。 むしろお客さんが行っちゃいます
よ。 でもね、そういうことじゃなくてやっぱり、あの、私が
ね、立ち上がらなければ誰がやるんだろうっていう、ま、怒
りですね。 強い怒りもあります。

[64]「自分で答
えを探すぐらい
やった方がい

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。

64
自分で答えを探す
ぐらいやった方が
いい

で、あの、実際ね、あの、うちの女の子で脈が飛んじゃう子
がいたんですよ、この前も話しましたけど。 で、大きい大学
病院7軒行ったんですよ、ふふん医大とかね。 で、分かんな
くて。 で、みんな先生は心臓ばっかり診るんですよ。 だけ
ど、もうこれは駄目だと思ってマシモ＊先生の所行ったら。 
メタトロンといって、あの、ね、通す機械で見たら一発で、
脳の脳幹っていう所が脳梗塞になってて。 そこが心臓動かす
大事な所なんですよ、そこがぶっつり血が行ってないから脈
が飛んじゃうことが分かったんですよ。 いやいや、事実、事
実。 だから、何が言いたいかっていうと、私がたまたま、
あ、ま、患者として関わってそういう先生見つけられたから
いいけれど、そういう感じでなんていうんですかね、見つけ
られない人が多い。 で、食に関してもそうっていうことを言
いたくて。 世の中では、あの、ピザ美味しいねパスタ美味し
いねって流れてるけど、ね、本当にそれでいいのか？ イロイ
ロ＊、＊＊＊。 私は菜食もやったし、一ヶ月。 あと断食を
一ヶ月やったんですよ、丸一ヶ月。 どうなると思います？ 
もうね、全然動けなくなるの。 だけどね、すごい発明家にな
れるんですよ。 ものを書いたりとかアイディアに関しては、
もの食べない方がいいね。 だから、これは正しさじゃなくて
楽しさなんだって気が付いて。 いいですか皆さん、正しさ
じゃないですよ、楽しさですよ。 ケースバイケース。 オリ
ンピック選手は菜食主義をしちゃ駄目、お肉しっかり食べ
る、ね。 だけど、思考、頭をよく使う人で体力使わない人は
食べない、もしくは菜食をした方がいいカタ＊もしれないっ
て私の中では答えがおりました。 でも、それって皆さんそれ
ぞれの、た、体質とかによっても違うから自分で答えを探す
ぐらいやった方がいいですよ本当に。

[65]「是非ね、
情報を選んで参
政党に耳を傾け
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。



65
是非ね、情報を選
んで参政党に耳を
傾けてください

で、やって、こういう良い情報を聞くと、あ、気が付くんで
すよ。 おかしいこと言ってますか？ あ、あ、あ、ありがと
うございます。 ＊ても、本当の情報をね、発信してくれる参
政党にね、出会えたんで、是非ね、メディアではなくどこか
ら情報を得るのかを気をつけて。 食に関してもそう、ね。 
医療に関してもそう。 教育に関してもそう、ね。 あとは政
治に関してもそうですけど、是非ね、情報を選んで参政党に
耳を傾けてください。 話まとまったんですかね、大丈夫です
か？ ありがとうございます。  
【自分】はい。 カワニシさんありがとうございました。 ヨ
シノさんタケダ先生とね、かなりハイスピードでガンガン
いってくれたので今ちょっとブレーキを踏みました。 はい。 
もう1回加速していきます。

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
次は、アカオユミ
参議院議員候補か
らお願いします

次は、アカオユミ参議院議員候補からお願いします。  
【自分】皆さんこんにちは。  
【自分】こんにちは。  
【自分】私は参政党のアカオユミです。 こちらはニャンセイ
トウ＊のマミちゃんです。 よろしくお願いします。 あの、
某YouTuberの方から、これは洗脳の道具だっていう風に言
われましたけれども。 決してそんなつもりはございません。 
私ね、猫が大好きなんで、ただ、あの、これ持ってるだけな
んですね。 で、あとですね、明日なんか文春で私たち叩かれ
るようなんですけれども。 え、私たちですね、え、決してそ
んな、え、キューナ、キューアノンみたいな陰謀論者でもご
ざい。

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。

67
書くときに間違え
ないようにね、お
願いします

【自分】ません。 あの、ただね、言いたい事を言ってるだけ
の参政党です。 あの、今日からですね、こう、たすきが変わ
りました。 参政党じゃなくてね、こう、それぞれね、名前、
ありますので、ぜひね、皆さん、えー、間違えないように
ね、書くときに間違えないようにね、お願いしますね。 で、
ええとですね、あと、えー、まあ、あんまりね、人の批判を
気にしている、うー、あんまり気にしてないんですけど、
私、ただですね、私のせいでちょっと参政党が右翼政党だっ
ていう風に言われるときがありまして、それはさすがにね、
ちょっとね、私が居るからかしらということで、ちょっとこ
れだけ言い訳させてください。  えー、私のおじね、たしか
に、えー、アカオビンというね、世間からは右翼と言われた
人です。 ただですね、戦争中は衆議院議員だったんです、ね
え、ありがとうございます。 しかもですね、翼賛会に入って
ないで無所属で当時もですね、このように民衆にね、訴えた
ら、翼賛会に入っていないのに、みな、国民の同情が集まっ
て、それで、あの、衆議院議員になったんですね。 そしてト
ウジョウヒデキに対して、ね、この戦争は間違ってるという
風にはっきり言った人です。  また、会議録に残ってるんで
すけれどもね、えー、米英の自由主義も、ね、ちゅ、えー、
ソ連の共産主義も根は一緒じゃないかと。 当時、ね、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。

68
二項対立に見せら
れてるところも根
は一緒なんです

当時、戦争中ではですね、戦争中だったんですけれども、
ちゃんと情報、ぶ、あ、情報分析ができていました。 要する
に、今こうやって二項対立に見せられてるところも根は一緒
なんです。 いわゆるグローバル主義なんです。 ウチのおじ
は当時そういう言葉遣いを使いませんでしたけれども、ま
あ、あの、まあ、根は一緒だと、そういう風に、み、見抜い
ていたんですね。 で、戦後はですね、公職追放にあいました
けれども、愛国党という党を立ち上げて、まあ、いろいろ活
動をしていたんです。 まあ、ちょっと、こう、見た目がです
ね、あの、ちょっとパンチの効いた党員とかが居たので、あ
の、ちょっとね、怖がられて、あー、部分もありますし。

[67]「書くとき
に間違えないよ
うにね、お願い
します」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。

69
天皇陛下を中心に
してみんな仲良く
暮らそう

あと、党をやめた人がですね、ちょっとテロ事件を起こした
りとかしてですね、愛国党は、あの、うよ、右翼政党だと
か、あるいは、なんですか、テロリスト集団だという風に、
あの、言われましたけれども、おじが訴えていたのはです
ね、もうシンプルなんです。 日本人なら、ね、天皇陛下を中
心にしてみんな仲良く暮らそう、日本人らしく暮らそう、も
う参政党とは全く同じことを言ってただけなんですよ。 あり
がとうございます。

[68]「二項対立
に見せられてる
ところも根は一
緒なんです」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。



70
親戚に誰が居よう
と関係無い

あの、詳しくは私の愛の右翼アカオビンという本をご覧くだ
さい。 で、あとですね、じゃあ100歩譲って、もしね、おじ
が右翼だとしても、めいである私が、ね、なんか関係あるん
ですかと。 なんか、人権無視ですよ、そんなの、ねえ。 ね
え、共産党の人、守ってください、私人権無視されてます、
はい。 親戚に誰が居ようと関係無いですよ、そんなの、ね
え。

[69]「天皇陛下
を中心にしてみ
んな仲良く暮ら
そう」について
の具体的説明

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

71 すいませんねえ、
私右翼じゃなくて

はい、で、ちなみにね、私ね、もう別れちゃった旦那がです
ね、あの、ブータンっていうね、外国人の人だったんです
ね。 なので、私全然国粋主義者でもなんでもなくてですね、
すいません、あの、2人の、あの、子供たちはハーフなんで
すよ、すいません。 すいませんねえ、私右翼じゃなくて、す
いませんでした。

[67]「書くとき
に間違えないよ
うにね、お願い
します」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。

72
カワニシミオと1
枚目の投票用紙に
お書きください

ということで、皆さん、東京にお住まいの皆さんはカワニシ
ミオと1枚目の投票用紙にお書きください。 2枚目の投票用
紙にはですね、えー、ゴレンジャーの推しメンの名前を書い
てください。 で、もし推しメンが2人以上居る方は参政党と
お書きください、以上です、ありがとうございました。  
【自分】はい、アカオさんありがとうございました。 まあ、
アカオさんが話してくれるとね、一気に雰囲気が明るくなる
ということで、はい。 えー、後半に、終盤に入ってまいりま
したけれども、はい、では参政党の知恵袋、参政党の政策担
当の。  
【自分】マツダマナブ候補者から、えー、＊いただきたいと
思います、よろしくお願いします。  
【自分】はい皆さんこんにちは、どうも。 えー、ようやく
ね、マツダマナブと名乗れるようになりました、こないだま
ではマナピーとかね、マナピーって書かないでね、あのね、
マツダマナブ＊っていってね、MMピー＊ならぬMMピー＊だ
とか言ってですね、で、そうやって言ってたんだけど、＊正
式にね、候補者になれました、よかった、マツダマナブで
す、ありがとうございます。 で、マナピー＊＊＊戦ってるん
ですけど、＊さんがマナピーのことをとっても可愛がってく
れるんです、ありがとうございます。 で、それでね、今回
ね、皆さんね、あや、あつ、集まっていただいてありがとう
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。

73
今回の選挙は日本
の民主主義が変わ
る選挙なんですよ

いよいよ今日からなんですけども、今回の選挙は日本の民主
主義が変わる選挙なんですよ、もうこれはね、何回強調して
もシタリ＊ない。 どうして変わるのか？ 今まではヨシノ先
生＊＊＊、馬鹿が国会議員を選ぶためのね、選挙だった、
ね、皆嫌になったでしょう、もう、ね。 アンナヒトタチ＊何
で自分たちの代表なんだと、イナカッタ＊でしょう、
＊＊＊、ねえ、国会議員＊なってほしい人なんて。 ＊だった
ら、皆ね、次の選挙のことしか考えてないんですよ、私も昔
やってたから、よく知ってますよ、ね。 でも私はね、国政の
こと一生懸命やったんですよ、そしたら落選したんですよ。 
おかしいでしょう、これ？  
【自分】そうだ。

[74]「使命が果
たされたら、

さっさと辞める
覚悟がある人
じゃないとだ

め」についての
理由・ニーズ

74

使命が果たされた
ら、さっさと辞め
る覚悟がある人
じゃないとだめ

【自分】でね、もうこれ構造を変えようと思ったんですよ、
ね、こ、もう、せ、党員が選挙をやって、党員が政策を考え
て、そして党員がこの人だというのを押し上げる、そして押
し上げられた人は懸命に国政に専念するんですよ、そうじゃ
ないですか？ で、自分の使命が果たされたら、さっさと辞め
る覚悟がある人じゃないとだめですよ、皆そうですよ我々
は。  
【自分】そうだ。

[75]「国民の力
でね、初めて日
本の民主主義変
わる」について
の具体的説明

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

75
国民の力でね、初
めて日本の民主主
義変わる

【自分】ねえ、だからそういう政党を作ろうと思って、それ
でカメダ＊さんと出会ったんです、同じ考えだったんです
よ。 それで一緒にケットウ＊をね、メンバーになりました私
も。 そしてね、ようやくね、今日を迎えましてね、初めて国
政に挑戦する政党が＊出るって、これ前代未聞なんですよ、
ねえ。 ＊多くの国民からの＊＊＊、なんのバックもない、な
んのケンゲン＊もない、＊国民の力でね、初めて日本の民主
主義変わるんですよ、その瞬間が迫ってるんです。

起点となる話題 ✔

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



76
世の中馬鹿ばっか
り＊しょうがない
ですよね

私はね、いろいろ経験してきたんで、先ほどね、あの、ヨシ
ノ先生は医学の話をしてくださった、そしてタケダ先生は科
学の立場から＊お話をしてくださった。 科学の世界では何が
正しいかって一応あるのに、こんなに正しい知識が普及して
ない、なんかおかしいんですよ、これが今回のコロナではっ
きりしましたよね。 ＊私も見てました、イノウエ先生といっ
つも議論＊＊＊、皆馬鹿なんですよ、もう、すいません、馬
鹿ばっかりで、でも世の中馬鹿ばっかり＊しょうがないです
よね、ほんとそうですよね、自分のことしか考えてないんで
すよ。 で、私のね、まわりに賢い医者いましたよ、でもね立
場があるから言えないって言うんですよ、でもね自分の使命
を忘れたら、もう存在価値ないじゃないですか、そんな奴
ばっかりなんですよ、あきれました。

[77]「ウォール
街の陰謀、すご
いですよ」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。

77
ウォール街の陰
謀、すごいですよ

私もね、官僚で昔やってましたよ、だから私、別に官僚の
ね、立場全然ね、擁護してないんですよ。 もうとんでもない
奴らですよ、だって自分が偉くなることしか考えてないんだ
から、国益のことなんてなんにも考えてないんですよ。 で
ね、考えないように作られてるわけ、なぜか？  
【自分】あるんですね、やっぱり、グローバルな力が、これ
がありましたよ。 だから、私がね、明日、文春に何かQアノ
ンだか何だか書かれるけれども、そんな陰謀論とね、全然違
う、本当の陰謀を知ってるんですよ、私は。 あるんですよ、
ほんとに。 ウォール街の陰謀、すごいですよ。 大体が、皆
さん、こんなことね、アマリ＊議論しないけども、1400年続
いた大蔵省って名前、なくなったでしょう。 あれってね、す
ごい事件なんですよ。 何か、財務省、アメリカの財務省の
＊、ワレワレ＊＊意識を失ってたからじゃないですか。  
【自分】そうだ、そうだ。  
【自分】ソウダ＊。  
【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。

78
自分の国のた、
ぶ、立場に立っ
て、ものを考える

【自分】戦後、GHQによって徹底的にね、脳を改造させられ
てしまったんですよ。 だから、参政党が今言っているような
ことを言うと、右翼政党だっていうんですね。 こんなの、国
際社会で当たり前。 自分の国を大切にする、＊、自分の国の
た、ぶ、立場に立って、ものを考える。 今、＊、どうでしょ
うか。 自分の国の立場で考え＊、考えてるでしょうか。 ウ
クライナもそうですよね。 他の国は全部ね、自分の国の国益
を、したたかに考えてますよ。

[77]「ウォール
街の陰謀、すご
いですよ」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。

79
政治が、国益に
立って物事を考え
ていない

もうね、あの、ヨーロッパなんて、どんどんどんどんロシア
に、カラ＊輸入して、ロシアにボンと戦費を上回るお金、渡
してますよ。 アメリカはインドを通じて石油買ってますよ。 
経済制裁って一生懸命やってるの、日本だけになってんです
よ。 はしご外されつつあるんですよ、日本は。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】いつもいつもね、はしごを外されてるのは、日本。 
なぜか。 わ、この、せ、政治が、国益に立って物事を考えて
いないからです。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。

[78]「自分の国
のた、ぶ、立場
に立って、もの
を考える」につ
いての理由・

ニーズ

80
彼らが何か言って
も、全部途中でつ
ぶされていく

【自分】国益に立って物事を考えてる政党が、今、あります
か？  
【自分】ない。  
【自分】ない。  
【自分】ない。  
【自分】全くないでしょう。 私の昔の仲間、次世代の党の仲
間が自民党に行って、少数派ですよ、彼らの意見、通んない
んですよ、自民党では。 彼らが何か言っても、全部途中でつ
ぶされていく。 中国の忖度派か何か知りませんよ。 あるい
は、＊、あ、＊じゃない、ダカラ＊、知りませんよ。  
【自分】＊。

[77]「ウォール
街の陰謀、すご
いですよ」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。



81 参政党、勝てます

【自分】でもね、自民党はね、国益を考える国民たちにとっ
て、期待に、す、沿えない政党になって＊、明らかなんです
よ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうじゃないですか？  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】他の野党、どうですか。 今までの政治は、とにかく
野党がね、消費税撤廃とか、こう、ニンジンぶら下げて、
ね、そんなこと、ほんとにどうでもいいんです。 だってね、
なぜどうでもいいかっていうと、野党にはできないからで
す。 できません。 彼らにそんな能力、ありません。  
【自分】そうだ、そうだ。  
【自分】＊。  
【自分】財務省と議論して勝てますか、彼らが？  
【自分】＊。  
【自分】＊。  
【自分】勝てるわけないじゃないですか。  
【自分】そうだ。  
【自分】勝てる人がいるんです、ここに。  
【自分】＊。  
【自分】参政党、勝てます。

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。

82

参政党を国政でた
くさん出せば出す
ほど、積極財政が
現実になります

ワア＊、だって、私、彼らがね、何、喜ぶが知ってるから。 
彼らが喜ぶように、ソシ＊＊、いつの間にか積極財政になっ
てるっていうね、こういうプラン考えたんですよ。 マツダプ
ラン、ね。 デモネ＊、これね、あれなんですよ。 絶対に他
にパクられません。 みんな理解できないから。 ね。 だか
ら、他の政党には取られないから大丈夫です。 心配しないで
ください。 とにかくね、参政党を国政でたくさん出せば出す
ほど、積極財政が現実になります。 積極財政しないと、日本
は沈みますよ、本当に。 何でね、賃金上がんないのか、お金
が回ってないでしょ。 お金＊、海外で回ってんですよ。 国
内に戻しましょう、お金の流れを。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】ね。 それだけでね。  
【自分】モドセ＊。  
【自分】国のお守り、できるんですよ。  
【自分】その、健康の話、先ほどね、ヨシノ先生、しました
よね。 私たちの健康を害して、そしてお金が海外に流れて
る。

[83]「この結果
責任を取っても
らう」について
の理由・ニーズ

83
この結果責任を
取ってもらう

これ、他の分野も全部そうなんですよ。 構造改革といって、
政治はね、結果責任ですよ。 30年にわたってね、どの政党
も、みんな、改革、改革、改革。 自民党も改革、改革。 改
革っていうのがね、何かね、有権者を。  
【自分】＊と思ったんですよ。 じゃ、何起こりました、＊で
すか。 何の成果もなかったじゃないですか。 他の国に比べ
て、全然低いですよ、初任給だって全然上がってない。 コロ
ナの間にね、所得が下がったの日本だけなんですよ。 この結
果責任を取ってもらう。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ、＊。

[81]「参政党、
勝てます」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。

84
民主主義の仕組み
を変える、財政の
仕組みを変える

【自分】ね、1人でも多くの、今度の参議院＊では、＊のサ
ンギイン＊で辞めてもらいましょうよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】ヒトリジャナイカラ＊、それができるのはね、我々
50人が皆当選シチャエバネ＊、50人辞めさせられますから
ね。 ね、これぐらいのことやんないとね、変わんないっす
よ、日本は。 ＊、仕組みを変えないとね、駄目なんす。 ま
ず民主主義の仕組みを変える、財政の仕組みを変える、でき
ないできないって皆言ってタ＊、細かいね、消費税がどうダ
トカ＊、そんな話じゃないんですよ。 だって仕組みが変わっ
たらできるんだから、いろんなことが。  
【自分】＊だ。  
【自分】＊。

[83]「この結果
責任を取っても
らう」について
の具体的説明

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



85
自分たちで考える
んですよ、日本が
何をするか

【自分】そうじゃないっすか、今までは、もうとにかくね、
次の選挙に勝ちたいから、そしてね、皆さんノネ＊政党に対
する考え方、ここにいらっしゃる方は違うと思いますが、政
党に何をしてくれるかってことを皆言うんですよ。 ね、や
れ、ね、ま、消費税もあれば年金もある、いろいろあります
よ。 だけどこれはね、さっきのお話の中にあったチョコレー
ト、ギブミーチョコレート民主主義なんですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】GHQにね、ギブミーチョコレートってイッテル＊よ
うなもんじゃないですか。 ＊くれ、あれやってくれって頼ま
なきゃいけ＊、いけないんですか。  
【自分】＊。  
【自分】私たちが考えレバ＊良いじゃないですか、そんな
の。  
【自分】＊。  
【自分】そうだ。  
【自分】自分たちで考えるんですよ、日本が何をするか、答
えは自ずから明らかです。 グローバリズムと関係ない、日本
が世界で一番文明の進んだ国なんだから。  
【自分】そうだ。  
【自分】イイゾ＊。

[86]「世界中が
日本の真似をす
る時代が来ま

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。

86
世界中が日本の真
似をする時代が来
ます

【自分】ね、タケダ先生が仰ってたじゃないすか、こんなに
すごい国ないんですよ。 なぜ他の国の真似しなきゃいけない
んですか。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】なぜ他の国アイテトカ＊言われなきゃいけないんで
すか。  
【自分】そうだ。  
【自分】どの新聞も皆、他の国が正しいみたいにカイ＊。 ＊
じゃない、向こうが変わってるんですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうじゃないですか。 イマネ＊、大きく地球の文明
が変わろうとしてるんですよ。 そのときにね、世界中が日本
を注目するようになるんです。 な、必ずなります。  今まで
一生懸命ね、お、ね、個人がキョウソウスレバネ＊、ゼッタ
イ＊豊かになると思ってやってきたら、こんなに行き詰まっ
ちゃったんですよ。 これをアラワシテルノガネ、コロナであ
り、ウクライナであり、いろんな事件が起こってきました
よ。 もう文明がケンカ＊しつつあるんですよ。 世界中が日
本の真似をする時代が来ます、間違いなく来ます。  
【自分】そうだ。

[87]「皆さんの
＊を合わせてほ
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。

87 皆さんの＊を合わ
せてほしい

【自分】そのときに、私たちが海外の方ばっかり向いたら、
世界の期待にも応えられないんですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうじゃないですか。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そういう、こ、国を作るために、まず政治が変わん
なきゃいけない。  
【自分】そうだ。  
【自分】そのために皆さんの＊を合わせてほしい、これが私
からのお願いです。

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。



88
参政党入れてね、
ばあっと拡散して
ください

で、一言皆さんにね、あの、えー、え、お知らせがありま
す。 で、何かって言いますとね、さっきもちょっと質問が
あったんですけども、公職選挙法変わりまして、SNS、
Twitter、Facebook、YouTube、どんどん拡散して良いんで
す。  
【自分】ふうん。  
【自分】＊、こんなこと言ってた、参政党入れてね、ばあっ
と拡散してください。 これOKですから、OKなんです。 で、
この参政党は、このネット選挙を本格的にやってる、せん、
初めての政党かもしれません。 これがね、成功するかどう
か、これガアノ＊、馬鹿なメディアにね、対抗するためには
ね、ネット選挙で勝ち抜きましょう、皆さんで。  
【自分】ふう。  
【自分】＊。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ヤッタア＊。  
【自分】マツダさん、ありがとうございました。 僕はいつも
鬼滅の刃の無限列車の話をしますが、もうマツダさんが暴走
機関車に見えます。 すごい勢いです。

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。

89
しっかり確認して
おかないと、こう
いう現場に来て

【自分】いやでも、このぐらいの勢いでね、全国でやってイ
タダ＊＊思います。 我々、今日は全員集合してますが、明日
から全国に散っていきます。 僕は明日千葉、明後日は沖縄、
それから九州回って、関西、北陸ね、だから東京にはもう今
日と最終日しか僕はいないので、はい。 東京の皆さんにはで
すね、ぜひたくさん聞いていただきたいなと思います。 参政
党、こういうメンバーでとにかく皆さんに情報を伝えたい。 
参政党の街頭演説は、楽しくないですか？  
【自分】楽しい。  
【自分】楽しい。  
【自分】＊。  
【自分】ありがとうございます。 新宿に来たら、吉本ルミネ
か参政党かみたいになってますよね、今。  
【自分】あはは、＊。  
【自分】はい。 しかもこっちは無料です。 こんなにね、街
頭演説で人集まる政党ないですから、自民党でも無理です。 
この事をね、YouTube観てる政治家の皆さんもしっかり確認
しておかないと、こういう現場に来て。  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。

[90]「駄目で
す、はっきり
言っておきま

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。



90 駄目です、はっき
り言っておきます

【自分】国民は、本当の事知りたいんですよ。 そういう事伝
えてくれる政党が欲しいと思ってたんです。 私は本当にそう
思ってたから、それをつくろうと思って、10年以上時間を掛
けて参政党を結党する事ができました。 正直、中で3年間く
じけていた時期もあります。 だって辛いんですよ、政治や
るって。 ね、皆、バカバカって言ってますけど、バカなんで
す本当に。  
【自分】あはははは。  
【自分】政治をやってる人がお利口でありません、ポンスケ
です。 大体ね、皆さん、政治家なんかなりたくないんです
よ。 政治家なりたい＊変わってるんですよ。 もう＊たらあ
んまりなりたくないです。 まあマツダさん、自分でなってた
からちょっと変わってるんですよね、もろ変わってるんです
よ、なってたから。 大体政治家ナンテ＊変わってるんです
よ、ね、特徴は男性だったら大体ね、背が低い、女にもてな
い、昔いじめられていた、はい、こういう人達が多いんで
す。  
【自分】言っちゃった。  
【自分】あ、言っちゃった。 なぜか、＊＊＊ないからです、
ずっと、力が欲しいんです。 そういうのがいっぱい来ます。 
そういう人達は、どういう習性があるか、力のある所になび
く。 とにかくどうやれば選挙に通れるかをずっと考えて、勢
いがある所にグウって寄って＊、勢いが＊サーっと引いて、
風見鶏なんです。 参政党、今はほぼ議員は誰も見向きしてい
ません。 が、しかしこうやって、ネットでドンドンドンドン
大きくなって45人、50人の立候補者を出すと。 最近やたら
政治家から僕に電話掛かってくる、応援してるよと。 遅い
よ。 候補者が決まる前にね、キテ＊くださいという事ですよ
ね。 で、もうそんな感じなんです。 だから、参政党が国政
政党になったら、本当に有象無象がやってきますね。 その時
に、事務局長としての僕の役割が、一番発揮される時だと思
います。 いい事言って寄ってくる、金払うから公認してくれ
と言ってくる、駄目です、はっきり言っておきます。

[91]「一緒に
やってきてくれ
た党員」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。

91
一緒にやってきて
くれた党員

僕は今を見ています、一番僕は感謝してるのは、立ち上げ当
初から一緒にやってきてくれた党員。 このね、橙のねTシャ
ツを着た皆さんに、ぜひ皆さん拍手をしてあげてください。  
【自分】＊。  
【自分】この人達が偉いの、本当そうなんですよ。 だって彼
らお金払って、一生懸命こうやって働いて、＊勉強しようっ
て言ってまたお金払わされて、で、ミスがあったら僕に怒ら
れてるんですよ。 ずごいエゴで、すごい人達です。 でも
ね、本当にこういう人達に支えられて、今この選挙があるん
です。 そして、マツダさんもさっき言ってくれたけど、50
人も立候補出され、出せたっていう事は皆さんがお金出して
くれたからですよ。 僕達のお金じゃないですもん。  
【自分】＊ございます。  
【自分】僕達。  
【自分】＊が、出してきたのは交通費とか宿泊費とかね、食
費は全部自分たちで出してますよ。 それは党のお金ではいた
だいてない。 寄付金はそんなことに使えない。 ね、だか
ら、それはもうみんな自分たちで出そうというふうに、候補
者にも言っています。 でもう、そうやって支えてくれる活動
してくれる党員がいて、お金を出してくださる皆さんがい
て、そしてこの場ができてるんですよ。 ね、僕はそれをちゃ
んと見てきたし、誰が頑張ってやってきたか見てきたから。 
これから参政党で活躍してもらうのは、そういう人たちで
す。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】参政党に勢いがついたからいって、後からふらふら
ふらふらやってきた人は、まさに雑巾がけからやっていただ
きましょう。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうですよ。

[92]「参政党の
理念が分かって
る」についての

具体的説明
✔

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



92
参政党の理念が分
かってる

だから、知名度があるとかタレントだとか、ね、そんなん
じゃなくて、ほんとに参政党の理念が分かってる、医療でい
えばヨシノ＊さんと対等に話ができる。 ね、経済だったら、
マツダプラン＊がちゃんと説明できる。 ね、産業育成であれ
ば、アカオ＊さんのような中小企業の社長と、ちゃんと話が
できる。 教育であれば僕のような人、ッテカ＊、タケダ先
生、我々とちゃんと話ができる。 そういう人に参政党に入っ
てもらいたい。 だから皆さん、ぜひこの選挙を通じて一緒に
学びましょうよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】一緒に考えましょうよ。

[93]「これから
政治の舞台に

入ってきてくだ
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。

93
これから政治の舞
台に入ってきてく
ださい

そして、ね、私なんてって思ってた人たちが、これから政治
の舞台に入ってきてください。 今まで組織を作ってた人、今
まで、ね、そういった権力にあぐらをかいていた人、今まで
の政党の中でやってた人たちじゃない人たちが入る、政治の
世界に入ってくる、入り口が参政党です。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】その変わり言っときますよ、特定の宗教持った人が
いっぱい入ってきたら、それは断ります。 いいですか。 
どっかの宗教にカタイレ＊されたらもう困るし、乗っ取られ
ても困る。 政党の中でネットワークビジネスとかしたら駄
目。 ビジネスをやるところではないんですよ、参政党は。 
それもはっきり言っときます。 誰でも入れるけど、そういっ
た特定の＊を持った人はいれません。 ソレ＊申し訳ないけ
ど、外国籍の人も入れません。  
【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。

94
日本人のための政
治をやる政党です

【自分】参政党の候補者50人集まったときに聞きました。 
皆さんは二世さかのぼっても、おじいちゃんの代までさかの
ぼっても、日本人でしょうか、と。 そしたら、もう、みんな
を信用してるから、書類までは取ってないけど、でも皆さ
ん、問題なく日本人だとおっしゃってくださいました。 参政
党は日本人の、日本人による、日本人のための政治をやる政
党です。  
【自分】そうだ。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】これは右翼でも、国粋主義でもありません。 当たり
前のことです。 アメリカだってそういう人たちが立ち上がっ
て、トランプ大統領を誕生させたじゃないですか。 メディア
がさんざんたたいた。 ね。

[95]「参政党似
てるんですよ」
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。

95 参政党似てるんで
すよ

でもトランプさんがやったこと、参政党似てるんですよ。 草
の根運動で全国で、講演会をこつこつこつこつとやって。 そ
してお金も自分で稼いだオカネ＊をもとにして。 そして、あ
と、寄付も集めて。 そして、彼は大統領になったの。 彼が
やろうとしたこと、WHO抜けますとかね、はい、それからも
う外国人のフロウロウシャ＊入れません、ですよ。 不法労働
者ね。 やってきたこと、何か間違ってたんですかね？ 僕は
トランプ大統領の政策、すごくいいものがたくさんあったと
思いますよ。 ね。 いろんな規制だって緩和してね、規制1個
作るんだったら、2個ハイジョ＊しようと。 2個、ね、削除
しなさいと、イウコトデ＊やってきたじゃないですか。 ああ
いったことを、日本でもヤリマショウヨ＊。  
【自分】やろう。  
【自分】やろう。  
【自分】＊＊＊。

[96]「潰される
ことも分かって
覚悟をして」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。



96
潰されることも分
かって覚悟をして

【自分】もちろんグローバル勢力からはバンバン叩かれる
し、マスコミにも攻撃を受けるでしょう。 だから、もう早速
明日ね、ブンシュン＊さん、僕もちらっと記事読みました
よ、事前にいただいたやつね。 まあね、印象操作です。 な
んか、参政党はやばい集団、はい。 こっちだってね、カウン
ターしますからね。 ま、まずは週刊誌からですよ。 そして
新聞に書かれて、そしてテレビで、で、そのうちヨシノ先生
の愛人がばれるんです。 で。  
【自分】＊。  
【自分】大丈夫です。 スーパークリーンな男ですから、は
い。 でもそうやって攻撃が来る、でもね、このプロセスを皆
さん一緒に突き進んでいきましょうよ。 だから、にわか党員
じゃ困るんです。 なんか風で参政党人気、あ、まあ、いいで
すよ。 それでも選挙で一票入れてくださればありがたい。 
ね、是非参政党いいなと思って＊ありがたい。 でも、そこで
終わらせちゃダメなんです。 ちゃんと参政党が何を訴えてる
党なのか、何を変えていきたいのか、そういうことをしっか
りと皆さんに分っていただいて、で、それをやると必ず妨害
が来ます。 攻撃が来ます。 もう今回ヨシノさん辺り、ま
あ、もう最近はマツダ＊さんもやばいです。 ＊こんなにね、
大騒ぎしてたら。 はい。 やればやるほど危なくなるんで
す。 でも、それを見といてください、皆さん。 これをやれ
ばこうなるんだと、カク＊すればです。 かくなるものと知り
ながら、止むに止まれぬ大和魂です。  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。  
【自分】僕がすることを過激だとか馬鹿だとか陰謀論者だと
言う人がいますよ。 でもね、そんなこと言われることは分
かってやってるんだ、馬鹿じゃないんですよ、こっちは。 全
部織り込み済み。 潰されることも分かって覚悟をしてやって
るんです。  
【自分】そうだ。  
【自分】目立ちたいとか国会議員になりたいとかお金が欲し
いとか女にモテたいとか、そんなね、しょうもない動機で
やってないんだ、僕らは。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。

起点となる話題 ✔

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

97 覚悟のある政治っ
ていうのは

【自分】この覚悟のある政治、これをね、僕たちがみんなで
チーム作ってますから、今回のまず参議院選挙ゴジュウ＊人
で皆さんに覚悟のある政治っていうのはこういうもんだとい
うのをしっかりと見せたい。 そして、よしと、お前ら信用で
きるぞと思った人は、是非この運動に参加してください。

[96]「潰される
ことも分かって
覚悟をして」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。

98 18日後には500万
人が参政党いいね

参加のしかたを教えましょう。 明日から、いや、今日から携帯の電話
を見てアドレスを見て、毎日5人に電話するんです。 参政党って知っ
てるかと。 知らない。 じゃ、今の日本の政治どうだと、今度選挙行
くかと、いや、まだ決めてない。 参政党って面白い＊みろと。 あと
で、カミヤかマツダかヨシノかアカオかタケダのね、誰かの皆さんお
気に入りのでいいですよ、推しメンでいいです。 動画YouTube送るか
ら、それ見てくれと。 こういう勧誘活動、まさに選挙活動を皆さん一
人一人やってください。 これが参加する方法、今日も、ありがとうご
ざいます。 そんなに難しいことではないです。 6万2千人です、今日
党員が。 党員サポーター6万2千。 この6万2千人をテコ＊にして、
500万人の心を動かしたい、それが今回の選挙の大目標です。 6万2千
人をテコ＊にして、500万人を動かしたいとなると、一人大体90人な
んですよ、ちょっと余裕を見てね、90人。 そして選挙期間が今回は1
日長くて18日間あるんです。 90人を18で割ればいいから、1日5人。  
【自分】小学生でもわかる計算です。 皆さんがひとり1日5人に声を
かけて、参政党いいねというふうに思わせてもらえば、18日後には
500万人が参政党いいねってなってるんです。  
【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。

99
今まで選挙に行っ
たことのないって
いう人に

【自分】特に、今まで選挙に行ったことのないっていう人に声をかけ
てください。 いつも行ってる人は、すでに推してる政党がある可能性
が多い。 だから、なるべく皆さんの時間を有効に使うためには、今ま
で選挙なんか行ったことがないとか、高校生で今回初めて選挙に行く
とか、あと、主婦の方で、ね、難しいから政治わかんないとか言って
る人がねらい目です。 はい。 だって、僕たちはそういう人たちに参
加して欲しくて参政党を設計してるし、そういう人たちがどういう事
を知りたいかっていうことを考えて、今回の訴えとか政策を作ってる
からです。

[98]「18日後に
は500万人が参
政党いいね」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。



100
参政党の政策は教
育です

参政党の政策は教育です。 一番、教育。 こんなのね、教育、一番に
掲げる政党なんかないんですよ。 い、だいたい最後、しかも最後の方
にあって、だいたい何々補助を出すか、無料化するって書いてあるん
です。 もうね、にんじんぶら下げるだけ。 違う。 結局、タケダ先生
がおっしゃったように、教育で哲学が身につかなかったら、国は良く
ならない。 だからみんなで哲学を持つんです。 日本の正しい歴史を
知って、＊＊＊く姿を考えるんです。 これが一番重要な政策ね。 こ
れはお年寄りにも＊し、当然若いお母さんたちも＊ますよ。 だって、
子供が日本好きになって欲しいじゃないですか。 自分たちの国嫌いに
なるじゃ困るでしょ？ 子供が日本嫌いになったら日本から出ていきま
すよ、将来。 田舎の自分の県が、都道府県が嫌いになったら、田舎か
ら出ていきますよ。 そうでしょ？ そうやってきて、地域を愛さない
子どもを育てた結果、地方が今大変なことになってるわけですよ。 地
方創生の根幹も教育にありです。  
【自分】そうだ。  
【自分】それをぜひみなさん訴えてください。

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。

101
食が悪いから、み
んなコマッテ＊る

二つ目が食。 も、食の話はヨシコさんが全部してくれた。 結局、食
が悪いから、みんなコマッテ＊るんです。 心を病んで、体を病んで
る。 そして、食を大事にしないから一次産業がぼろぼろになって、地
方にお金が回らない。 いいものをしっかり日本で作って、みんなで消
費すれば、一次産業は復活し、そしてみんなが元気になり、イリョウ
ヒ＊が外国に抜かれなくなる。 この政策、大事じゃないですか？  
【自分】＊。  
【自分】大事。

[100]「参政党
の政策は教育で
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。

102
この情報戦を国内
でしっかりやる

【自分】教育で心や精神を作り、食で身体を作り、そして3つめが国
まもりです。 これがネ＊、1と2ができて、初めて3が生きるの。 3っ
ていうのは、まず情報戦。 いかに我々がマスコミや政府に騙されてき
たか。 ね、アメリカにコントロールされてきたか。 そういったこと
をしっかりと理解する。 この情報戦にまず勝たないことには、強いミ
サイルや軍隊持っても意味がない。 結局彼らに、軍隊とかミサイルが
利用されちゃうから。 そうでしょ？ しっかり我々のために国の力を
使ってもらう。 そのための世論形成。 国民がかしこくなって、あん
ぽんたんな総理にミサイルのスイッチ渡しちゃだめなんです。  
【自分】そうだ。  
【自分】まずこの情報戦を国内でしっかりやる。

[101]「食が悪
いから、みんな
コマッテ＊る」
についての具体

的説明

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

103
使えるお金を3倍
に増やしましょう

そして次は経済戦。 皆さんが使えるお金を3倍に増やしましょう。 所
得倍増じゃない、3倍増です。 3倍増は決して難しいことではない。 
さっきタケダ先生も言ってたでしょ？ アメリカは3倍になってるんで
す。 スイス人の3分の1の給料で、日本の若者は働かされているんで
す。 だから日本が3倍になったってまだスイスに届かない。 スイスな
んてたったね、800万ぐらいの国ですよ。 そんな国に1億2000万人の
日本人が負けるわけがない。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】私たちが稼いだ、私たちが一生懸命働いたその賃金をちゃん
と国民に還元してくれればすぐに3倍になりますよ。 その仕組みを作
るの。

[102]「この情
報戦を国内で

しっかりやる」
についての具体

的説明

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

104
確かに今、目の前
の危機は迫ってま
す

【自分】できない、できないって言い訳やめましょう。 参政党をゼロ
からここまでする事思えば、国民の所得3倍にする事の方が簡単だ。  
【自分】そうだ。  
【自分】できないって言ってたら何もできない。 ほんとにやるの。 
そういう事をみんなできるんだと信じるんです。 だって他の国やって
るんだから。 誰もやってない事やろうって言ってんじゃない。 既に
他の国がやってきた事を遅ればせながら＊も追いついてやればいいだ
け。 情報セン＊になって経済セン＊があって、そしてお金がちゃんと
回るようになったら、そこで初めてグン＊の話とか、ミサイルの話を
すればいい。 ね、でも確かに今、目の前の危機は迫ってますよ。

[105]「今でも
間に合わないか
もしれないと

思ってます」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。

105
今でも間に合わな
いかもしれないと
思ってます

中国がいます、ロシアももう今回の事で敵に回しちゃった。 アメリカ
も全然どこまで、ね、アテになるか分からない。 ＊が1、2、3、情報
セン＊、経済セン＊、この軍事の、この3つをすごいスピードでやら
ないといけないんです、3年ぐらいで。 3年でも間に合わないかもし
れない。 だから、ほんとに我々は急がないといけないんです。 もう
それを今スタートしなければ、3年後に取り組むなんてもう絶対間に
合わない。 今でも間に合わないかもしれないと思ってます。

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。

106 私たちは人の意識
を教育で変えて

だから私たちは人の意識を教育で変えて、食でみんなの体を心を元気
にして、そして日本を守る。 日本を守るんですよ、皆さん。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。

[105]「今でも
間に合わないか
もしれないと

思ってます」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。



107
基本的にこの3つ
をきちっとやれば
日本は元気になる

【自分】この3つの政策を皆さんはマイニチ＊5人の人に教えてあげて
ください。 今、日本に何が必要か、国民の意識改革、国民の健康改
革、そして国を守るという事。 これだけきちっとやれば＊で日本はか
なり元気になる。 だからごちゃごちゃごちゃごちゃナンジュウモ＊マ
ニフェストを＊必要はない。 政策マワル＊必要はない。 基本的にこ
の3つをきちっとやれば日本は元気になるんです。 参政党に政策がな
いなんて言ってる連中は何も聞いてない＊僕たちの話を。 どうでもい
い政策ばっかり並べて自分達で喜んでるだけ。 選挙が終わったらあん
なもん守りません。 守られたためしないじゃないですか。  
【自分】そうだ。  
【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。

108
この3つをきちっ
とやれば必ず日本
は強くなる

【自分】私たちは3つしか重点政策挙げてないと、この3つをきちっと
やっていけば、その3つを＊にいっぱいやる事があるから。 この3つ
をきちっとやれば必ず日本は強くなる。

[107]「基本的
にこの3つをき
ちっとやれば日
本は元気にな

る」についての
具体的説明

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

109 国民の意識改革を
選挙を通じてやる

これを今回の参議院選挙を中心に、まず国民の意識改革を選挙を通じ
てやるんですよ。 我々が議席を取るのはその皆さんの運動の結果でし
かない。 僕たちが票を取るんじゃない。 票を集めるのは国民の皆さ
ん1人1人です。  
【自分】そうだ。

[110]「自分達
で票を取ったと
は絶対思わな

い」についての
具体的説明

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

110
自分達で票を取っ
たとは絶対思わな
い

【自分】だから我々は全国回って話すけど、自分達で票を取ったとは
絶対思わない。 皆さんが集めてくれたと思う。 だから皆さんが集め
てくれた力をどうやって上手に使って皆さんの生活を良くするか、皆
さんに満足してもらうか、皆さんに効果を感じてもらうか、そういう
役割分担でやりましょうよ。  
【自分】そうだ。

[112]「皆さん
の携帯電話を

使って地上戦を
やってくださ

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。

111
皆さんが徹底的に
参政党を売り込ん
でください

【自分】そうでしょ？ 国会議員が自分達で他の＊票集めてるわけ。 
自分達で集めた票だから選挙通ったら自分達の為にやるんでしょ。 
我々はそれやらない。 票を集めるのは僕たちじゃない、皆さんが集め
てください。 皆さんが徹底的に参政党を売り込んでください。 そし
てオマエラ＊押し上げたんだから頼むぞと、しっかり僕たちに思いを
投げてください。 僕たちはその思いをしっかり受け止めます。 受け
止められるメンバーです。 そういう人しか集めてないから。 ね。

[110]「自分達
で票を取ったと
は絶対思わな

い」についての
具体的説明

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

112
皆さんの携帯電話
を使って地上戦を
やってください

今ね、ネットではだいぶ盛り上がってきた。 ネットでは多分参政党は
トップランナーじゃないかと思う。 けどネットは、票には直接はなか
なか繋がらないんです。 だからこれからは皆さんが地域、地域で、＊
皆さんの携帯電話を使って地上戦をやってください。 僕たちは引き続
きインターネット、ユーチューバーの皆さんと空中戦をやっていきま
す。 だから地上戦をやるのはここにいらっしゃる皆さん、ユーチュー
ブを見ている皆さん1人1人です。  
【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。

113

これ以上日本を好
き勝手させないぞ
という、我々の意
思表示をする

【自分】みんなの戦いなんです。 これを参政党の選挙にしては。  
【自分】いけない、国民の今までやられてきたことに関して、ノーと
いう声を突きつけて、グローバリスト、つまり金を持ってる連中の好
き勝手には、もうこれ以上日本を好き勝手させないぞという、我々の
意思表示をするんです。 そういう選挙なんだという事を、皆さんしっ
かりとね、胸に焼き付けて今日帰ってください。

[112]「皆さん
の携帯電話を

使って地上戦を
やってくださ

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。

114
一人一人の国民運
動を起こしていっ
て

あと残り17日です、あと17日、もうこの期間しかできない。 この選
挙が終わったら、こんな事言ったら、公職選挙法違反になっちゃう。 
だから思いっきり言えるのは、あと17日しかないから、この17日間
を精一杯使って、一人一人の国民運動を起こしていってください、よ
ろしくお願いします。 はい、それでは長い時間ですけれども、皆さん
どうもありがとうございました。

[112]「皆さん
の携帯電話を

使って地上戦を
やってくださ

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。

115 毎回違うお話をし
てますので

え、この思いをですね、みんなで声を出して、＊＊＊いきたいと思い
ます、よろしいですね、私が、せえの、1、2、参政党と言いますの
で、せえのから入ってください、よろしいですね。 せえの、1、2、
参政党。  
【自分】の、1、2、参政党。  
【自分】どうもありがとうございました、以上になります。 この後、
7時から＊で、引き続き街頭演説をします、また来れる人は、是非来
てください。 毎回違うお話をしてますので、皆さん、是非よろしくお
願いします、以上です。  
【自分】ありがとうございます。

[117]「午後7時
から、ええと、
田町駅の方で街
頭が」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。



116
新聞広告に出した
いんですね、参政
党の全面広告を

【自分】はい、あとですね、寄付を承ってます。 チケットもあるのか
な？  
【自分】あります、あります。  
【自分】はい、えっと、8月27日にですね、え、＊会があります、ヨ
シノパーティーがありますので、是非皆さんこちらも、あの、参加し
てください。 恥ずかしいですけど、参政党に今ないものは、勇気もあ
る、気合いもある、見識もある、お金がないんです。 ぜひお金の協力
をして下さい、そして新聞広告に出したいんですね、参政党の全面広
告を。 そのための資金が必要ですので、ぜひ皆さん協力よろしくお願
いします。

起点となる話題 ✔

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

117
午後7時から、え
えと、田町駅の方
で街頭が

【自分】はい、それでは、あの、この後7時から、え、午後7時から、
ええと、田町駅の方で街頭がありますので、そちらの方に移動したい
と思います。 それでは、すいません、ありがとうございました、失礼
します。  
【自分】長時間に渡り、え、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。


