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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

77%

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 5人連続いい人に出会う仕組みっ

ていうのは、まず拠点を作って

△ 少し詰め込みがち
2 スイタの皆さんは今回こそ、カミ

ヤソウヘイと書いてください あなた側の話量は125分が適切と判定されました

3 参政党の政策、教育と食と健康、
国守り

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 5議席、ね、取りたいんです

5 伝える仕事がしたいなっていうこと
で、僕は政治家の道を選びました

6 自分の心に嘘ついたらいけない

7 自分たちができること一生懸命やってくれて
る人たちが参政党

8 候補者を立てて、そうやって全面広告が打て
るかも

9 一生懸命私もやりますし、みんなで一緒に
やっていきたい

10 2年前に、急に思い立って参政党を作った訳
ではありません

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）

38.6語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 OPEN スイタ市民の方、どれぐらいいらっしゃいますか？

2 CLOSED カンダイ＊の方もいらっしゃいますか？

2 CLOSED 参政党の本部、どこにあるか知ってますか？

4 CLOSED そんな事が考えれますか？

17 CLOSED はい、こんな候補者いないでしょ？

20 CLOSED
今日は学生さんもいますよね、日本人として、これからの日本をどうしていきたいか、そんな事
を外国人に聞かれて、答えられる人はいますか？

31 CLOSED でもね、日本人でしょ皆さん、日本人が国の未来考えなくて、誰が考えるんですか？

32 CLOSED
日本人が国の事を否定して、日の丸が駄目だ、君が代は駄目だっていって、日本良くなるんです
か？

54 CLOSED
今回も選挙やってるけど、各党が出してるマニフェスト、ざーっと見ましたけど、本質的な事書
いてないでしょ？

54 OPEN どれだけ重なってますか？

55 CLOSED そうでしたでしょ？

55 CLOSED でしょ？

72 OPEN そして、そういう意識が芽生えてきたら、今日本の一番の課題はなんですか？

73 OPEN
日本の経済がダメになって人口が減っている、そこに移民を入れたらどうなるんですか、そこに
外国人参政権を認めたらどうなるんですか？

87 OPEN
えー、その中で、えー、ま、自民党の保守の＊＊＊けれども、えー、その勢力とどのように付き
合っていかれるか、えー、お考え聞かせていただけますでしょうか？

88 CLOSED で、国民の何十パーセントがいきなりこっちを支持しだすと、何が起きるか教えましょうか？

89 CLOSED
えっとですね、あの、東京の選挙区のほうで、日本改革党のクツザワさんって方いらっしゃいま
すね？

89 CLOSED
あの方は、あの、靖国神社を参拝されたんですけど、カミヤさんは靖国神社、参拝する気持ちは
ございますでしょうか？

91 OPEN そうでしょ、だって、ヤスクニ＊にいった、首相、だれですか、直近で？

92 OPEN 子供にできること、なんの、何を目的に？



93 CLOSED
＊＊＊ええ、いっこうに、進展のない、北朝鮮の拉致問題、拉致の、ご家族の方は、高齢が進ん
でますね、一体、本当に、拉致の被害者は、帰ってコレマスデショウカ＊、サンセイ＊、あの、
参政党の、に対する考え、カミヤ＊さんの、考え、お聞かせ願えますでしょうか？

97 CLOSED ＊きたり、ていう可能性は、あるんですかね？

105 CLOSED そしたら参政党応援とかで出てきますかね？

109 CLOSED
ええ、自分は、今日、このあと、ええ、九州の方に向かいます、明日は、ええ、長崎で、ええ、
午後かな、ええ、午後、いち、いちじ、あれ、マツバラ＊さん、明日、午後からですか？



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　　 22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　25件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　22件

80
私利私欲がないのはアブラタニさんだと自信を
持って言えます

9
5人連続いい人に出会う仕組みっていうのは、ま
ず拠点を作って

92
投票すればいいかっていうのを、決めれるだけ
の、素養を身につけて

13 みんなで一緒に作りあげて欲しいです

96 普段からもマスクも一切しません 16
一生懸命私もやりますし、みんなで一緒にやって
いきたい

18
2年前に、急に思い立って参政党を作った訳では
ありません

23
伝える仕事がしたいなっていうことで、僕は政治
家の道を選びました

27 みんなが、政治に参加できないことも知ってます
35 もう一回、日本を御一新しなきゃいけない

38
プロジェクト全国会という会を作って、47都道府
県回った

46 自分の心に嘘ついたらいけない

56
たくさんの、ね、あの、人が僕の話を聞きたいっ
て集まってくれる

65
自分たちができること一生懸命やってくれてる人
たちが参政党



68
皆さんが僕を送り込んでくれたから参政党ができ
た

69 参政党の政策、教育と食と健康、国守り

78
候補者を立てて、そうやって全面広告が打てるか
も

85
スイタの皆さんは今回こそ、カミヤソウヘイと書
いてください

88
参政党と一緒にやろうという状態を作るのが僕達
の戦略

90 国会議員になっても、必ずいきます

93
参政党みたいな党が躍進したということをです
ね、世界に発信しましょうよ

100 5議席、ね、取りたいんです
104 5議席は欲しいんです
107 1、2、参政党

109
午後、1時台ぐらいから、また、始まると思いま
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　　 22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）

9 説明のある話題
5人連続いい人に出会う仕組みっていう
のは、まず拠点を作って

で1人目の時にやっぱり、とんでしまう逃げてしまう
という事が起こるので、それで逃げられたりとばれた
りすると、もう後はどうしようもなくなっちゃうんで
すね。 もう探しても見つからないし携帯も置いていく
ので。...

↓

3→ 具体的説明
なんとか0に戻すような仕組みを作り上
げたい

やっぱり、実際、中で働いてみると、こんなに色んな
世界があるんだなと言うことで、そこで、お仕事して
るときに、ま、その、次から次と本当に日本全国か
ら、家ない、金ない、携帯ない、身分証ないっていう
方が流れ着きまして、で、その時に、私、別でお弁当
屋さんもやってましたので、ええ、ご飯はお弁当食べ
れるよと、で、ちょっと、ぼろいけど、寝泊りすると
ころもありますよと、で、お仕事は、ちょっと、案内
所しかないけど、ま...

7→ 具体的説明
5人連続いい人に出会ったら人は絶対に
更生する

でもそれにはもう、みんなでやるしかなくてですね、
みんなで一緒に、みんなで一緒に作り上げるしかなく
て。 もうそれで僕が1つこう、考えついたの、考えつ
いたというか、ま、もうこれしかないなと思ったの
が、5人連続いい人に出会ったら人は絶対に更生す
る、人は絶対に良くなっていく説っていうのを、もう
これしかないなと思ってかん、考えたっていうか、も
うこれを今からやっていこうと＊思っています。...

8→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

一生懸命どんだけやっても1人目ではな
かなか対応できない

ていうのは、ちょっと簡単に説明させてもらいます
と、やっぱり今まで人に裏切られ1番信用してほしい
身内ですよね、やっぱり虐待とか性虐待とか当たり前
の世界なんです。 そういったこう、1番信用してほ、
欲しい親に裏切られて信用できなくて生きてきてる人
＊たちなんですね。 そうすると例えばこう、流れ着き
ます、辿り着きます。 そして僕が、僕だけじゃなくて
＊の人でもね、結構たくさん＊人助けしてる人たくさ
んいらっしゃ...

10→ 具体的説明
マイナスのじゅ、状況からゼロにまで戻
すような仕組みを作り上げたい

これは、もう参政党のやろうとしてることと全く一緒
で、みんなでやらないと絶対に無理で、参政党も同じ
く、みんなで一緒に政治に参加する政党。 わ、僕がや
ろうしているのも、みんなで1人の少年なのか少女な
のか、もうここはあんまり年齢層問わずと思ってるん
ですけどね。  30代でも40代でも困ってるには変わり
はないので。 みんな困ってる人をなんとかマイナスの
じゅ、状況からゼロにまで戻すような仕組みを作り上
げたい...

- -

13 説明のある話題 みんなで一緒に作りあげて欲しいです

で、候補者が、もう、ただただ、べ、ベラベラベラベ
ラしゃべってやるんじゃなくて、党員が一生懸命やっ
てますと。 党員が一生懸命、熱い気持ちで、熱い行動
して、もちろん本部のね、＊人も本部の人も、みんな
で作り...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

12→ 具体的説明
これが参政党の力ですっていうのだけ僕
はもう強めに言って

実際、取材もたくさん、マスコミの方、受けてるんで
すけども、参政党さんすごいですねと。 どういう仕組
みで、この、ポスターとか、この選挙戦やってはるん
ですかっていう、言うんで、いやいや、もうこれ、み
んな、素人、素人じゃないですね、みんな、べ、しっ
かり勉強はしてるんでね。 ベンケシ＊、みんなで勉強
して、一生懸命やってるんですと。 一生懸命、もう、
投票したいね、党がないから、ゼロから作ったんです
という形で...

- -



16 説明のある話題
一生懸命私もやりますし、みんなで一緒
にやっていきたい

それでまだまだ参政党、これだけたくさん集まってい
ただいてますけども、参政党、全然まだまだ知られて
ません。 是非一度、ユーチューブ見てとか、そんな形
でね、何かこう、参政党調べてみてって形で、一つで
もね、...

←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

↓

15→ 具体的説明
みんなで目覚めて、みんなで発信して
いって欲しい

そういった方実際もうこの数ヶ月だけでも、もうドド
ドッとこの毎日の様に1000人、1500人党員が増えて
るって事は、そういう事だと思うんです。 さっきもテ
ンノウジでも、サカイヒガシでも、もうみんなもう
ワーッとなってるんでね。 すごいこう、みんな熱い気
持ちで、何かこう、こちらから見てるとね、何かこ
う、目覚めてる姿がたくさん見えます。 もうみんなで
目覚めて、みんなで発信していって欲しいと思いま
す。...

17→ 具体的説明 みんなに政治に参加して欲しい

話者A：はい、只今お話いただいたのが、ここ大阪選
挙区の候補者のアブラタニセイイチロウさんでした。 
もう自分の名前、全然言わないですよね。 はい、こん
な候補者いないでしょ？  話者A：＊。  話者A：ね
え、みんなね、自分が選挙に通る事考えてないんです
よ。 とにかく参政党というプラットフォームを大きく
して、みんなに参加してもらおうと、ね、アブラタニ
さん何回もおっしゃってましたけど、そういう政党な
んです...

- -

18 説明のある話題
2年前に、急に思い立って参政党を作っ
た訳ではありません

できたのは、2020年の4月11日、今から2年2ヶ月ぐ
らい前にできた新しい政党です。 しかし、その党を作
ろうと言い出した、わたくしカミヤソウヘイは、別に
2年前に、急に思い立って参政党を作った訳ではあ
り...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

19 → 具体的説明
これからの日本をどういう風にしていき
たいと思ってるんだ

僕が、日本がおかしいなと気付いたのは、20歳の時で
す。 僕は当時、このスイタのカンサイ大学の学生でし
た。 日本の中だけにいても分かんない事があるなと
思って、僕は海外が見たかった、カナダに留学したん
ですね。 すると、そこにアジアの学生たちが結構い
て、僕はそのうちの何人か、優秀そうなのと一緒に勉
強してました。 するとある日、ご飯を食べに行ったら
聞かれるんですよ、君は日本人として、これからの日
本をどうい...

- -

23 説明のある話題
伝える仕事がしたいなっていうことで、
僕は政治家の道を選びました

で、友達がいなくなってしばらく考えたんですけど、
でも、この僕がまずいぞと思ったこの予感はね、別に
誰かに言われたわけではないし、何か宗教の勧誘をし
てるわけでもない、ね。 いろんなものを見て僕直感が
結構良...

←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
一人一人が考えないと、日本は外国に抜
かれちゃう

で、日本っていう国が駄目になったら、僕たちはその
豊かさを失うよって。 だから、自分のことと一緒に、
自分たちがこの暮らす社会ね。 これをどういう風にし
ていけばいいかっていうことを、みんな一人一人が考
えないと、日本は外国に抜かれちゃう。 外国の子はみ
んなそんなこと考えてるわけじゃないですよ。  でも
優秀な奴は考えてるんですよ。 でも、僕の周りの学生
で、それはハンダイとかキョウダイの奴もいましたけ
ど、学...

- -

27 説明のある話題
みんなが、政治に参加できないことも
知ってます

で、皆さんに、政治に参加してほしいって言ってるけ
ど、みんなが、政治に参加できないことも知ってま
す。 生活が苦しい人、病気になっている人、介護に追
われている人、大変な人がいますよ。 そんな時にね、
世の中...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

26→ 具体的説明 ずっと前向きに生きてたわけじゃない

今から思うと僕が悪いんですよ。 結局自分の心弱さ
を、相手に全部ぶつけてた。 き、聞いてほしいと思っ
てね。 だから僕も不安になっちゃったんでしょうね。 
でも、結局僕としたら唯一、腹をうち＊て、ね、腹を
うち＊てた人間がいなくなっちゃったから。 すごい絶
望してですね、生きる気力がなくなっちゃったんです
ね。 あの時はもう本当に、政治のことなんて何も考え
てなかった。 そりゃそうですよ。 住むとこないし、
借金...

- -

35 説明のある話題
もう一回、日本を御一新しなきゃいけな
い

なんで維新にしたか、幾つか理由があります。  ま
ず、僕の名前が新撰組のオキタソウジからとってるん
ですよ。 だから、幕末の志士が僕は凄い好きなんです
ね。 薩長側も＊けど、＊新撰組側にも好きな人がい
る、坂...

←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



↓

34 → 具体的説明
大阪教育維新の会ね、維新ていう名前を
つけたのは僕です

で、これじゃ議員やってる意味がない、だから、吹田
だけじゃ無理なんで、大阪府全体でそういう思いのあ
る議員を集めて、大阪から日本の教育を変える様な事
をやりたい、そんな手紙を書いたんですよ。 便箋15
枚ぐらい一生懸命書きましたよ、下手な字で。 そした
ら、秘書の方から連絡があって、オクシタさんって言
うんですけどね、今、選挙出てますかね、衆議院か何
かで。 彼から連絡があって、で、あいに来いって言わ
れたんで、...

- -

38 説明のある話題
プロジェクト全国会という会を作って、
47都道府県回った

そしたら、潰されたんですよ。  話者A：ははは。  話
者A：でね、吹田でやってもだめだった、大阪でね、
せっかく仲間求めてやろうと思って、結局またそんな
利権のほうにいく。 でも、僕まだ諦めないんです
よ、...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

37→ 具体的説明
教育やりたいって言うんだけども、理念
が全く違う

でも、僕は教育がやりたいんだと。 そんな府庁の移転
とか開発利権じゃなくて、教育がやりたいから、それ
は別にやってくださいという風に丁重にお断りしたん
だけど、マツイイチロウさんとか電話かかってきてで
すね、その、お前、なんでハシモトの言うこと聞かな
いんだと、ね、お前らハシモトの人気で選挙通りたい
だけだろって言うわけですよ。 で、違いますってちゃ
んと否定するんだけど、いや、そんなことないとね、
そんなお前ら...

- -

46 説明のある話題 自分の心に嘘ついたらいけない

ね、で、自民党の党員だから、選挙とか応援するんだ
けど、候補者がよくない。 ね、全然心に響かない。 
で、こんな人、国会議員になった、まあ分かっちゃう
からあんま言わないけど大阪では。 まあでも大体想像
して...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

45→ 具体的説明
変な地方議員がいて、なんかお金の話
ばっかり

でもね、2012年のヒガシオオサカでの選挙ね、中心
にやってくれたのはみんなスイタの人なんですよ。 ス
イタの講演会の人がわざわざヒガシオオサカに毎日
通って、センタイ＊作って。  話者A：＊タン＊です。  
だから、僕はその後、東大阪にね居座って、次の選挙
出る事もできたけど、僕はどうせラッカサン＊だし、
ね、東大阪、東大阪で、そういうグループや事情があ
るから、そこにね居座ってもしょうがない。 じゃあ、
他の...

49→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

日本の教育を変えたいそのモデルを吹田
から

話者A：だから、その話をするなって言われてたら、
僕に政治的な発言をするなって言うのと一緒だから、
それが言えない自民党だったら居ても意味がないと
思ったわけですよ。 それで僕は2014年の大阪の府議
会議員、いや本当は市長選に出たかったんですけど、
まあ当然どっちにしたって準備してないから間に合わ
ない。 でもね、僕は吹田の講演会の人に、お前は吹田
を捨てたんだって言って、すっごい怒られたんです、
一部の人にね...

- -

56 説明のある話題
たくさんの、ね、あの、人が僕の話を聞
きたいって集まってくれる

話者A：してYouTubeっていう新しいメディアが出来
ていたから、それで毎日毎日番組配信してきました
よ。 10年間です。 もう4000本近い動画が上がってま
すからね。 それ見ていただいたら、僕が昨日今...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

55→ 具体的説明 皆さんに伝える事だけは、やろう

で、何で、そんな仕組みになってしまってるのかって
いう事を、皆さんが分からない限りは、何回選挙やっ
ても、答えは一緒なんです。 何にも変わらないんで
す。 デ＊、変わらないから、皆どんどんどんどん諦め
て、選挙やる度に、投票率が下がっていくんですよ。 
そうでしたでしょ？ ね？ で、さすがに、それは、＊
出来ないからね、僕は、もう政治はやらないけどね、
やらないって決めてたんだけど、でも、そういう事を
皆さんに伝...

- -

65 説明のある話題
自分たちができること一生懸命やってく
れてる人たちが参政党

でも、インターネットでこつこつ、こつこつやってき
た。 それで信じてくれる人がいた。 そういう人たち
中心に、ね、何千人かの人が集まって、参政党作ろ
うって言ってくれて、いっぱいけんかもしたし、仲違
いもした...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



64→ 具体的説明 吹田の人にもこれを分かってもらいたい

で、吹田の人にもこれを分かってもらいたい。 僕は
ね、確かに6年間議員としてお世話になりましたよ。 
＊だけでも6年間だから、6，000万以上、吹田市民の
税金でもらっている、ね。 でも、何も残せなかったで
すよ、ナンバスタジアム＊ぐらいですよ、残せたの
は、ね。 あれもね、最初、他の党が反対するから僕、
一生懸命推進をしてですね、ま、何とかできて、ね、
デモ＊まだ中に入ったことがないんだけど。 はい。 
でも、...

66 → 具体的説明 お願いして、一緒に出てもらった

で、僕はその事務局長、そういう人たちが、言っても
素人だから、選挙のやり方も分かんない、ね、あとお
金の集め方も分かんない。 最初、選挙始めるよって、
去年の12月言ったときに、参政党は1億円しかなかっ
た。 党員も1万人ぐらい。 ね、ソウイウナンデ＊参議
院の選挙ナンカ＊戦えないですよ。 だから、僕は軍師
として、考えるわけ。 どうやってお金集めるか。 
で、あとどうやって票を集めるか。 それには、ね、当
然僕...

- -

68 説明のある話題
皆さんが僕を送り込んでくれたから参政
党ができた

話者A：オオクボサン＊＊エンダイ＊上がった方がい
い。  話者A：ソンナ＊状況は今本当に奇跡的には起き
てはいるんだけど、ちゃんとした積み上げが＊にある
んだっていうことを是非皆さん、全国の皆さんにわ
かって...

←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

↓

67→ 具体的説明
駅前でざっと僕数えましたけど800人は
いる

話者A：＊。 で、今度はどうやってガイトウ＊すれば
いいかとか、どうやって全国を周っていけばいいかと
かそういうのをクム＊のが僕の仕事。 で、これを全国
のそういう＊にお願いして、党員の皆さんが全部設営
してくれるんです。 ダカラ＊僕たちはこうやっていけ
ばちゃんとエンダイ＊が用意されていて、皆さんがこ
うやって＊ていう状態が全国に今できました。  話者
A：スバラシイ＊。  話者A：そして本当に今日は
＊＊＊ず...

- -

69 説明のある話題 参政党の政策、教育と食と健康、国守り

ちゃんと党員が意見を言える党、だから参政党の政
策、教育と食と健康、国守りって3つあげてます。 こ
の後、もし来れる人は電車で新大阪行っていただい
て、新大阪の＊、ホテルでね、話を聞いて下さい。 ま
だ少し席...

←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

↓

71→ 具体的説明
国民に刷り込むためにマスコミが使われ
てる

そう、それも全部情報から始まるんですよ、怒るにも
情報がないと怒れない。 それは本当はマスコミの仕事
です。 政府の問題や課題、ね、政治の失政をついて改
めさせるのが第4の権力といわれたマスコミの仕事な
んだけど、今はマスコミがその仕事ができていない。 
今回のコロナで分かったじゃないですか、むしろ政府
が言うことをどんどんどんどん国民に刷り込むために
マスコミが使われてるようにしか僕には思えないんで
すよ。 こ...

72→ 具体的説明 病気にならない人を作るのが大事

そして、そういう意識が芽生えてきたら、今日本の一
番の課題はなんですか？ 医療費のゾウゲン＊でしょ、
増加でしょ、すごい勢いで金を食ってるでしょ、医療
が。 これを止めるには、やっぱり日本の1次産業、農
業や漁業や、ね、食品産業をきちっと見直して健康的
な食事を取り戻すしかないんですよ。 いい薬とかいい
＊とか買ってもダメ、結局それは病気になった人を治
すんです、違う、病気にならない人を作るのが大事。 
だから食...

74→ 具体的説明
国民が騙されないようにきちんとした情
報提供

話者A：僕たちが言ってる国のぼりってのはここなん
です。 核兵器を持つとか、国防軍を作るとか、そんな
マッチョ＊な議論をする前に、まず、国民が騙されな
いようにきちんとした情報提供をする、政府やマスコ
ミの嘘に騙されない、自分たちで考えて話し合う、そ
しておかしいことはおかしいと言う、そういう民族、
文化を取り戻すことです。...

- -

78 説明のある話題
候補者を立てて、そうやって全面広告が
打てるかも

もうこのチケットもね、5000枚ぐらい今売れてま
す、はい。 だから今回は6500席プラス、大阪と福岡
でサテライト会場作って、8500人がこれ＊です。 
で、これが完売できると、ま、1億6000万ぐらいに...

←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

↓



77→ 具体的説明 第2回目の政治資金パーティーをやる

話者A：お金がなかったから寄付を募りましたよ。 で
もなかなか街頭のの寄付だけじゃそんなに集まらな
い。 そしたらヨシリン、ヨシノ先生がですね、5000
人集めて資金パーティーやろうとかって無茶なこと言
い出すわけですよ。 ね、いやそんなん無理ですよって
僕、言っちゃいましたよ。 いや、けどね、カミヤさん
駄目だと、無理なんか言って駄目だと、やるんだと、
やれると信じるんだとかってなんか熱血＊なこと言う
わけなん...

79→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
私財投げうってやってる

そして、ね、お金もない、＊もうアブラタニさん含め
て今45人、地方に出てますけどね、立候補しますって
自分から手を挙げた人はほとんどいなくて、だいたい
こっちから頼んでるわけですよ、やってくれないか
と。 で、とにかく全国で受け皿がないと、せっかく僕
たちが発信してもね、結局誰に入れたらいいのと、＊
だけだったら盛り上がらないわけですよ。 だから、全
国各地の選挙区に1人出したいんだと、ね、各支部か
ら頼んでくれ...

- -

80
説明の少ない話

題
私利私欲がないのはアブラタニさんだと
自信を持って言えます

本当に普段ね、皆さんができないような活動をしてく
れてる人が、それを政治の力もより大きく広げてくれ
たらいいじゃないですか。 僕はもしアブラタニさん
が、あの、当選してくれたら、本当にそういう制度を
ちゃんと...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

85 説明のある話題
スイタの皆さんは今回こそ、カミヤソウ
ヘイと書いてください

その人たちに、今日はね、さっきも、言ったけど、い
や、あなた方が、ね、作ってくださった軌跡で、僕は
しっかり、勉強もさせてもらって、色んなこと学ん
で、ね、そしてもう一回、ここに立って、スイタの皆
さんは今回...

←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
皆さんには弾飛んでこないんで、そこ
は、安心して頑張って

もう、今が120、150パーセントぐらいですよ。 あん
まり、僕、頑張らせたら死んじゃうから。 違う、僕が
これ以上、頑張るんじゃない、皆さんが頑張るんで
す。 でも、皆さん、頑張っても大丈夫、ね、一所懸命
頑張っても、前に立ってるのは僕たちだから、弾は僕
らにしか当たりません。 ね、だから、マスコミからス
キャンダルを探されたり、ね、失言を叩かれたり、
ね、過去の金遣いがどうだとかチェックされるのは全
部、僕ら...

84→ 具体的説明
いつかもう一回、スイタの人にカミヤソ
ウヘイって書いてもらってね

参議院全国比例区、ね、こうやって出してもらって、
今日ここで、このスイタの町で演説できたことを僕は
一生忘れないと思います。 いつかやりたかったんです
よ。 いつかもう一回、スイタの人にカミヤソウヘイっ
て書いてもらってね。 2007年、今から15年前に、
俺、＊票、無駄になったなと思ってる方、絶対、いる
から。...

- -

88 説明のある話題
参政党と一緒にやろうという状態を作る
のが僕達の戦略

で、国民の何十パーセントがいきなりこっちを支持し
だすと、何が起きるか教えましょうか？ 自民党の保守
系の議員が参政党に入ってきます。 そうならざるを得
ないんですよ。 だって、中で言えないから、言ってて
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

↓

87→ 具体的説明
どれだけの国民が参政党のほうについて
くれるか

で、その際に、ま、自民党とどう組むか、えー、保守
と言いながら、あの、この国難を、えー、グローバル
全体主義を敵やとはっきり言ってるのは、国政政党に
なったら参政党さんだけやと思います。 えー、その中
で、えー、ま、自民党の保守の＊＊＊けれども、
えー、その勢力とどのように付き合っていかれるか、
えー、お考え聞かせていただけますでしょうか？  話
者A：はい。 ありがとうございます。  自民党の保守
勢力とどう付...

- -

90 説明のある話題 国会議員になっても、必ずいきます

でも、今回、6月21日いったときは、やっと、今回、
ね、全国で、全国民を相手にね、こうやって、訴え
を、させてもらえる場ができましたと、だから、我々
の思いが、1人でも多くの、皆さんに届くように、皆
さん、今...

←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

↓



89→ 具体的説明
いっつも靖国神社に行ってね、あの、
謝ってるんです

えっと、じゃ、あの、その車いすのゴーストバスター
ズいきましょう、はい。  話者A：あ、お暑い中お疲れ
様です。  話者A：ありがとうございます。  話者A：
えっとですね、あの、東京の選挙区のほうで、日本改
革党のクツザワさんって方いらっしゃいますね？  話
者A：はいはい。  話者A：あの方は、あの、靖国神社
を参拝されたんですけど、カミヤさんは靖国神社、参
拝する気持ちはございますでしょうか？  話者A：...

91→ 具体的説明
パフォーマンスにしてしまう人もいるか
ら、僕は、それをしたくない

でもね、ヤスクニ＊いくから、保守だとかっていうの
は、だまされないでくださいね、ヤスクニ＊にいって
も、グローバルなやつ、いっぱいいますから。 そうで
しょ、だって、ヤスクニ＊にいった、首相、だれです
か、直近で？  話者A：アイツ＊。  話者A：ジュンイ
チロウ＊でしょ、ねえ、ジュンイチロウ＊さんで
しょ、彼の頃から、おかしくなったんじゃないです
か、日本は。 【拍手】。 だから、もう、ヤスクニ＊
いっている、...

- -

92

説明の少ない話
題

投票すればいいかっていうのを、決めれ
るだけの、素養を身につけて

はい、じゃあ、次、いきましょうか、ええと、じゃ
あ、さっき、手を上げてらっしゃった方が、あ、女性
いきましょうか、ねえ、はい。  話者A：コドモガ＊。  
話者A：はい、むりして、＊寄せなくていいですよ。 
...

←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
参政党みたいな党が躍進したということ
をですね、世界に発信しましょうよ

話者A：じゃあ、そちらの、男性いきましょうか、え
えと、まず、じゃあ、その、水色のシャツの男性か
ら、いきましょう。  話者A：＊＊＊ええ、いっこう
に、進展のない、北朝鮮の拉致問題、拉致の、ご家族
の方は、...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

94

→ 具体的説明
ちゃんと外交ルートを使って、アメリカ
の政治家とも繋がりたい

話者A：でね、参政党は当選して、ちゃんとね、国会
議員の議席を得たら、ちゃんと外交ルートを使って、
アメリカの政治家とも繋がりたいと思っています。 そ
れは、民主党政権ではありません。  話者A：そうだ。 
＊。  話者A：はい。 アメリカの愛国者と関わりたい
と思っています。 アメリカも一枚岩じゃない、本当で
す。 我々日本とちゃんとしたパートナーシップでやろ
うという人達もいるわけですよ。 そういう人達に政...

- -

96

説明の少ない話
題 普段からもマスクも一切しません

あの、えっと、お疲れ様です。 えっとですね、あの、
ま、2年ほど前から、あの、コロナっていうの流行っ
て＊、本当に皆さん、あの、非常に苦し＊。 で、あ
の、僕個人的には、全くコロナっていうの信用してな
くて、...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

100

説明のある話題 5議席、ね、取りたいんです

でも、参政党が、今回、何議席かな。 ま、5議席、
ね、取りたいんです。 取れて、ゴレンジャーが、今僕
はゴレンジャーって言ってるんですけど、いけば、か
なりのストッパーになりますよ。 はい。 なんで5人必
要...

←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
パンデミックは起きる可能性は、大いに
あります

だから僕よく鬼滅の刃の話をしてるんですよ。 ね、や
るべきことは、心を燃やすことで、ね、上に立つ人間
ていうのはですね、それだけの力を持ったっていうこ
とでしょ。  力を持った人は、その力を自分のために
使ってはいけないんですよ。 力を持った人は、それを
世のため人のため、弱い人のために使わないといけな
いんですよ。 それが、レンゴクさんのお母さんが、レ
ンゴクさんに伝えたことですよね。 だからレンゴクさ
んは、...

101

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
2年間のような同じ二の舞にはさせない

話者A：今回コロナでね、720人も国会議員がいて、
誰も国会で、ねえ、セイ＊おかしいんじゃないんです
かみたいなのありましたけど、全然ガンガン言わない
わけ。 ね、ほんとに、ねえ、それをね、国会＊議員が
何人かいてくれれば、状況はこんな風にならんかった
んじゃないかなと思いますよ。 はい。  だから今回、
ね、次のが来る前に、まあこの参議院選挙があるか
ら、ここでやっぱり我々がですね、ちゃんと国民のソ
ノ＊おかし...

- -

104

説明のある話題 5議席は欲しいんです

そして今回の選挙、参政党はまだまだいっても弱小で
すよ。 今、予想だったら1議席とか2議席っていわれ
てます。 でもそれじゃあ十分に力が発揮できない。 5
議席は欲しいんです。 何だったら＊＊＊欲しいんで
す...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう



↓

103

→ 具体的説明
参政党というコート＊ができた時に、皆
さんの思いを

ほんとに僕は今日ここで演説した事を忘れません。 エ
＊、そして、スイタ＊の皆さん、スイタ＊市民の皆さ
んナンジュウニンカ＊いらっしゃいますよね。 ずっと
応援してくださってる皆さんの思いをほんとにちゃん
と国会に届けるし、僕が当選しようがしまいが、僕は
参政党の事務局長ですから、参政党というコート＊が
できた時に、皆さんの思いをきちっと届けるという約
束を改めてここでさしていただきます。 それを今日皆
さん覚えて...

- -

107

説明のある話題 1、2、参政党

話者A：我々がちゃんとした、そういう土俵に上がれ
るようになったら、そっから次の飛躍が始まりますか
ら。 その最初の第1歩を作るのが、今回の選挙です。 
そして、我々が頑張るんじゃなくて、頑張っていただ
きた...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

106

→ 具体的説明
参政党は今の10倍の勢力になってます
よ

やっぱりね、選挙に応援する、しないっていうのは、
その人の意思にゆだねた方がいい。 だから要は参政
党っていう選択肢を今日は皆さんに伝えて欲しいんで
すよ。 んで、あるって知ってもらえば、かなりの方が
今は参政党に応援をしてくれるようになっています。 
だって他の政党と全く違う事言ってるからです。 本
来、僕らがテレビの党首討論とかにきちんと出れてい
たら、日曜討論に出れていたら参政党は今の10倍の勢
力になって...

- -

109

説明のある話題
午後、1時台ぐらいから、また、始まる
と思います

ええ、自分は、今日、このあと、ええ、九州の方に向
かいます、明日は、ええ、長崎で、ええ、午後かな、
ええ、午後、いち、いちじ、あれ、マツバラ＊さん、
明日、午後からですか？  話者A：＊ゴゴ＊。  話者
A：...

←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
本当に拡散活動、一緒に、していただき
たい

話者A：【無音03:45まで】。 あ、はい、どうも。 え
え、良かったです。 また、ええ、ミナサン＊来てくだ
さい。 はい、＊関西のほう。 はい、はい、はい。  話
者A：＊コウホシャノ＊、力になるんで、本当ありが
とうございます。 本当に、ありがとうね、＊＊＊。  
話者A：マツバラ＊、さん、今日は、カミヤ＊さん
に、＊＊＊ねえ、マツバラ＊さん、いま、6000人
が、目の前にいます。  話者A：すみません、お...

- -



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
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話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1
スイタで選挙活動
するのは8年ぶり
なんです

【自分】【無音00:54まで】。 はい、皆さん、こんにちは。 
ええ、只今から、この、JRスイタ駅、一度、オカリ＊いたし
まして、参政党の街頭演説を始めたいと思います。 参政党事
務局長で参議院全国＊候補者のカミヤソウヘイです。 よろし
くお願いします。 ありがとうございます。 そして、お隣
は、ここ、大阪選挙区の候補者アブラタニセイイチロウで
す。 はい、ありがとうございます。 非常に、もう、いっぱ
い、ありがとうございます。 いやあ、スイタで選挙活動する
のは8年ぶりなんです、はい。 スイタ市民の方、どれぐらい
いらっしゃいますか？ あ、結構、いらっしゃいますね。 あ
あ、ありがとうございます。 顔見知った方も、どうもありが
とうございます。

[2]「アンダーグ
ラウンドな世界
は、まあ、そ
ん、馴染みが

あったというか
ね」についての

具体的説明

2

アンダーグラウン
ドな世界は、ま
あ、そん、馴染み
があったというか
ね

カンダイ＊の方もいらっしゃいますか？ はい、何人かいらっ
しゃいますね、はい。 参政党の本部、どこにあるか知ってま
すか？ スイタ市です。 はい、参政党は東京ではないんです
よ。 スイタ市に登記のある、全国政党です。 はい。 はい、
僕話すと長いんで、先に、アブラタニさんの方から、メッ
セージ送っていただきます。 よろしくお願いします。 皆さ
ん、こんにちは。 参政党大阪選挙区公認候補のアブラタニセ
イイチロウです。 よろしくお願いします。 ありがとうござ
います。  私はですね、大阪ナンバのセンニチマエで生まれ
育ちました。 ええ、3姉妹の父の現在、48歳です。 ええ、前
職でね、大阪ミナミのソウエモンチョウで無料案内所という
ところで、お仕事しておりまして、その時にですね、繁華街
に様々な人が次から次へと流れつくというような、ええ、現
実を、僕もね、そこまで、地元でしたけども、そんなに、知
らなかったというか、まあ、まあ、そういうことはあるんだ
ろうなと、で、僕もあんな町で育ってるんで、アンダーグラ
ウンドな世界は、まあ、そん、馴染みがあったというかね、
そんなに抵抗は無かったんですけども。

[3]「なんとか0
に戻すような仕
組みを作り上げ
たい」について
の具体的説明

3
なんとか0に戻す
ような仕組みを作
り上げたい

やっぱり、実際、中で働いてみると、こんなに色んな世界が
あるんだなと言うことで、そこで、お仕事してるときに、
ま、その、次から次と本当に日本全国から、家ない、金な
い、携帯ない、身分証ないっていう方が流れ着きまして、
で、その時に、私、別でお弁当屋さんもやってましたので、
ええ、ご飯はお弁当食べれるよと、で、ちょっと、ぼろいけ
ど、寝泊りするところもありますよと、で、お仕事は、
ちょっと、案内所しかないけど、ま、これでどうですかと。 
ええ、やっぱり、こう、流れ着いたときっていうのは、も
う、本当に、ええ、イマイウ＊、家ない、金ない、携帯ない
何もない、もう、一番、今までで流れ着いた何百人のなか
で、600円ぐらいが持ってたんが、一番最高ぐらいでしたか
ね。  だいたい、何十円、で、2、3日、飯食うてません、
ずっと、外で寝てました。 そう言った方がいっぱい居る、そ
う言った現実、やっぱり。  
【自分】直面して目の当たりにしてこれは一体どういう事な
んだろうなと、こういうこの現実っていうのは何なんだろ
う、現実をもっとこう、し、知って、知らないといけない。 
しら、調べるというかね、もっともっとこう、こういうのは
もっと訴えかけていかないといけないというのを何となく感
じて。 で、マイナスな状況の人をですね、なんとか0に戻す
ような仕組みを作り上げたいなと思って、今回ここに立たせ
て頂いております。

[9]「5人連続い
い人に出会う仕
組みっていうの
は、まず拠点を
作って」につい
ての具体的説明



4
その時間がごっそ
り無い人がたくさ
んいてる

それでですね、ま、こういう、どういった人ガコウ＊、流れ
着いてきてるのかなっていうノヲ＊1例を挙げさせてもらい
ますと、ま、本当にいろんな1人1人ドラマになるような、1
人1人本当にもう、ほんまですかみたいなね、壮絶なこう、
人生、壮絶な生い立ちずっと過ごしてきてはるような、もう
ちょっと我々とは想像できない。 本当にこの日本で我々が普
通に育ってきた幼稚園、小学校、中学校、高校っていうこの
大切な時間、普通に我々が、そ、過ごしてきたその時間が
ごっそり無い人がたくさんいてるんですね。 本当に字が書け
ないっていうコモ＊何人かいました。 そんな事が考えれます
か？ 考えれないと思うんです。 そういった現実があるって
いうのをもっと知って頂きたい。

[5]「次の日に
なったらもうい
てないとか、そ
んな事はしょっ
ちゅう」につい
ての具体的説明

5

次の日になったら
もういてないと
か、そんな事は
しょっちゅう

そんな中でそうですね、例えばですね、えー、ま、その、
ま、ま、刑務所あがりとか少年あがりとかいろんなパターン
の子がいましたけど。 ま、まず流れ着いてきて、ま、お仕事
して、ま、大体最初来た時はすぐに、何も手、手元何も持っ
てないんでね、テニモツハ＊なんにもないので一緒にまず百
均に行くんです。 で、歯ブラシとかタオルとか身の回りの物
ですね、大体2、3000円ぐらい買って、で、一緒に帰る。 
で、明日、明日からお仕事しようねっていう形で、じゃあ明
日2時ねって言ってバイバイっておやすみっていうと、次の
日になったらもういてないとか、そんな事はしょっちゅうあ
りまして。

[6]「もっとそう
いう数字をね、
上げていきた

い」についての
具体的説明

6
もっとそういう数
字をね、上げてい
きたい

でも、ま、やっぱり一生懸命働く子は一生懸命働く子でエラ
イモンデ＊やっぱこう、1か月2か月働くとその後続いてい
くっていう感じでね、なんかこう、やっぱり安定して働くま
でにはちょっと時間がかかるというような感じで今までたく
さん見てきましたけども、10人のうち2人3人ぐらいですか
ね。 3人も3割もイナカッタ＊と思います。 す、スウジ＊的
に言うとほんと2割ぐらいですね。 2割ぐらい何とかできた
かなというぐらいで、もっとそういう数字をね、上げていき
たい。

[7]「5人連続い
い人に出会った
ら人は絶対に更
生する」につい
ての具体的説明

7
5人連続いい人に
出会ったら人は絶
対に更生する

でもそれにはもう、みんなでやるしかなくてですね、みんな
で一緒に、みんなで一緒に作り上げるしかなくて。 もうそれ
で僕が1つこう、考えついたの、考えついたというか、ま、
もうこれしかないなと思ったのが、5人連続いい人に出会っ
たら人は絶対に更生する、人は絶対に良くなっていく説って
いうのを、もうこれしかないなと思ってかん、考えたってい
うか、もうこれを今からやっていこうと＊思っています。

[9]「5人連続い
い人に出会う仕
組みっていうの
は、まず拠点を
作って」につい
ての具体的説明

8

一生懸命どんだけ
やっても1人目で
はなかなか対応で
きない

ていうのは、ちょっと簡単に説明させてもらいますと、やっ
ぱり今まで人に裏切られ1番信用してほしい身内ですよね、
やっぱり虐待とか性虐待とか当たり前の世界なんです。 そう
いったこう、1番信用してほ、欲しい親に裏切られて信用で
きなくて生きてきてる人＊たちなんですね。 そうすると例え
ばこう、流れ着きます、辿り着きます。 そして僕が、僕だけ
じゃなくて＊の人でもね、結構たくさん＊人助けしてる人た
くさんいらっしゃるんです。 そうした人が1人目で一生懸命
いい事言うんです。 普通の事言うんです。 こうやったラ＊
方がいいよって、これが正しい道だよって一生懸命話すんや
けど、そもそも人を信用する機能が備わっていないので、こ
いつ何言ってんねんと、どうせお前も裏切るんやろっていう
感じでまず見ています。 ＊まずそういうかたちで見ているの
で、一生懸命どんだけやっても1人目ではなかなか対応でき
ないんです。

[9]「5人連続い
い人に出会う仕
組みっていうの
は、まず拠点を
作って」につい
ての理由・ニー

ズ



9

5人連続いい人に
出会う仕組みって
いうのは、まず拠
点を作って

で1人目の時にやっぱり、とんでしまう逃げてしまうという
事が起こるので、それで逃げられたりとばれたりすると、も
う後はどうしようもなくなっちゃうんですね。 もう探しても
見つからないし携帯も置いていくので。 ＊それ、そうじゃな
くて5人連続いい人に出会う仕組みっていうのは、まず拠点
を作ってベースを作ってまず1人目んとこ行く。 で、駄目な
時はソコ＊。  
【自分】＊あずけた社長さんにも、本人にも、ちょっとでも
嫌やったら帰ってきてねと。 帰ってきてっていうように仕組
みを作っておいて、で、やっぱり嫌ですってなったら、いっ
たん戻ってくる。  だ、次にディー＊さんのとこに行っても
らう。 同じくビーさんの社長さんにも、いや、ちょっとだめ
だなとか、本人にも嫌だなと思ったら帰ってきてねっていう
の、これをAさん、Bさん、Cさんていうのをやっていって、
やっぱりこう、5人連続ね、よ、3人、4人、5人連続いい人が
出会うと、あ、世の中も捨てたもんじゃないなって、世の中
もいい人いてるんだなって。 すて、捨てたもんじゃないない
なって、いい人いてるなって思ってきて、だんだんだんだん
変わってくるっていうのを、やっぱりそういう姿をたくさん
見てきたので、そういう仕組みを作り上げたいんです。

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。

10

マイナスのじゅ、
状況からゼロにま
で戻すような仕組
みを作り上げたい

これは、もう参政党のやろうとしてることと全く一緒で、み
んなでやらないと絶対に無理で、参政党も同じく、みんなで
一緒に政治に参加する政党。 わ、僕がやろうしているのも、
みんなで1人の少年なのか少女なのか、もうここはあんまり
年齢層問わずと思ってるんですけどね。  30代でも40代でも
困ってるには変わりはないので。 みんな困ってる人をなんと
かマイナスのじゅ、状況からゼロにまで戻すような仕組みを
作り上げたいと思っているので、これをみんなでやってい
く。 それを僕この2年間ほん、ずっと2、3年ずっといろんな
社長さんとかいろんな仲間たち＊、この話ずっとしたら、
やっぱりみんな、日本てあたたかい国で、あ、一緒にやる
よ、一緒に協力するよって言ってくださって。 ま、なんかほ
んとにこういう感じで、日本ってあったかいなっていうのを
感じた、この感じをですね、僕が感じたこの感じを、そうい
う困った人たちに感じてもらいたいなと。 ていう仕組みを
作っていきたいと思ってます。 今言うように、参政党もこ
の、この理念といいますかね、こういう感じで一緒にみんな
で政治に参加しく政党、本気で政治に参加していく政党なん
で、それをみんなで作っていきたいなと思ってます。

[9]「5人連続い
い人に出会う仕
組みっていうの
は、まず拠点を
作って」につい
ての具体的説明

11
一生懸命みんなで
協力し合ってやっ
ている

で、今回ですね、この、今回、選挙始まって、22日、23日で
大阪中ポスターいっぱいあるんですけども、このポスターも
1万2901か所、ほんとにこの2日間で、党員みんなで貼り終
えました。 ありがとうございます。 これ、本当に党員の力
なんです。 ほんとにこれ、すごいことで、これで僕も、い、
2カ月前ぐらいからここ中に入らせてもらって一緒に動かせ
てもらってますけども、ほんとに勉強になりますし、ほんと
にみんなで一緒に動いて、勉強して行動している。 中の人、
ほんとに普通の人ばっかりです。 主婦だったりとか普通にお
仕事してるばっかり、いや、いや、お仕事してる人ばっか
り。 で、2時間とか3時間とか空いたお時間で、一生懸命み
んなで協力し合ってやっている。 こんなすごいことないと思
うんです。

[12]「これが参
政党の力ですっ
ていうのだけ僕
はもう強めに

言って」につい
ての具体的説明

12

これが参政党の力
ですっていうのだ
け僕はもう強めに
言って

実際、取材もたくさん、マスコミの方、受けてるんですけど
も、参政党さんすごいですねと。 どういう仕組みで、この、
ポスターとか、この選挙戦やってはるんですかっていう、言
うんで、いやいや、もうこれ、みんな、素人、素人じゃない
ですね、みんな、べ、しっかり勉強はしてるんでね。 ベンケ
シ＊、みんなで勉強して、一生懸命やってるんですと。 一生
懸命、もう、投票したいね、党がないから、ゼロから作った
んですという形で、みんなでいち、ゼロから作って、みんな
で勉強して、一生懸命やりましたって言うと、もう、ほん、
ただただ驚かれるだけでね。 いやこれが参政党の力ですって
いうのだけ僕はもう強めに言って、一生懸命やってますと。

[13]「みんなで
一緒に作りあげ
て欲しいです」
についての具体

的説明



13
みんなで一緒に作
りあげて欲しいで
す

で、候補者が、もう、ただただ、べ、ベラベラベラベラしゃ
べってやるんじゃなくて、党員が一生懸命やってますと。 党
員が一生懸命、熱い気持ちで、熱い行動して、もちろん本部
のね、＊人も本部の人も、みんなで作り上げてる党なんです
と。 じゃ、これを今回で終わらせるんじゃなくて、今回がス
タートで、今回でまずベースが出来上がって、さらにここか
ら、もうここからたぶんね、もっともっと党員さんが増えて
来るので。 今度はね、もう組織作りをしっかりしていかない
といけないので、それはもうほんとに、ここにいらっしゃる
みなさんで、一緒に作り上げていかないといけないと思いま
す。 み。  
【自分】みんなで一緒に作りあげて欲しいです。 是非よろし
くお願いします。 オネガイシマス＊。 ありがとうございま
す。

起点となる話題 ✔

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

14 一人一人が何かこ
う、目覚めていく

参政党ね、本当にあなたの気付きが日本を救う、それが参政
党の合言葉なんです。 あなたの気付きが日本を救う、一人一
人が気付いて、一人一人が勉強して、一人一人が何かこう、
目覚めていくっていう形、感じですね。

[15]「みんなで
目覚めて、みん
なで発信して

いって欲しい」
についての具体

的説明

15
みんなで目覚め
て、みんなで発信
していって欲しい

そういった方実際もうこの数ヶ月だけでも、もうドドドッと
この毎日の様に1000人、1500人党員が増えてるって事は、
そういう事だと思うんです。 さっきもテンノウジでも、サカ
イヒガシでも、もうみんなもうワーッとなってるんでね。 す
ごいこう、みんな熱い気持ちで、何かこう、こちらから見て
るとね、何かこう、目覚めてる姿がたくさん見えます。 もう
みんなで目覚めて、みんなで発信していって欲しいと思いま
す。

[16]「一生懸命
私もやります

し、みんなで一
緒にやっていき
たい」について
の具体的説明

16

一生懸命私もやり
ますし、みんなで
一緒にやっていき
たい

それでまだまだ参政党、これだけたくさん集まっていただい
てますけども、参政党、全然まだまだ知られてません。 是非
一度、ユーチューブ見てとか、そんな形でね、何かこう、参
政党調べてみてって形で、一つでもね、一個でもユーチュー
ブ、動画見ていただいたら、き、絶対に魂に揺さぶられた
り、心がグッと動いたり、間違いなくすると思うんです。 そ
ういったその作業を、みんなでやっていかないと、もっと
もっと風を起こしていかないと、もっともっとこの大きい
ムーブメントにしていかないと、世の中変わっていかないと
思うので、世の中を変えるという意識で、一生懸命私もやり
ますし、みんなで一緒にやっていきたいと思います。 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。

17 みんなに政治に参
加して欲しい

【自分】はい、只今お話いただいたのが、ここ大阪選挙区の
候補者のアブラタニセイイチロウさんでした。 もう自分の名
前、全然言わないですよね。 はい、こんな候補者いないで
しょ？  
【自分】＊。  
【自分】ねえ、みんなね、自分が選挙に通る事考えてないん
ですよ。 とにかく参政党というプラットフォームを大きくし
て、みんなに参加してもらおうと、ね、アブラタニさん何回
もおっしゃってましたけど、そういう政党なんです。 他のと
ころと違うのは、自分達が議員になりたいじゃなくて、みん
なに政治に参加して欲しい、で、我々立ってる人間は、その
受け皿になりますよというのが参政党です。 名前もその通り
ですよね、皆さんに政治に参加してもらう、参加できる政治
を作る党、そういう意味で参政党と名付けています。

[16]「一生懸命
私もやります

し、みんなで一
緒にやっていき
たい」について
の具体的説明

18

2年前に、急に思
い立って参政党を
作った訳ではあり
ません

できたのは、2020年の4月11日、今から2年2ヶ月ぐらい前
にできた新しい政党です。 しかし、その党を作ろうと言い出
した、わたくしカミヤソウヘイは、別に2年前に、急に思い
立って参政党を作った訳ではありません。 私が何でこんなと
こに立ってるか、その原点から改めてお話しますね。

起点となる話題 ✔

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

19

これからの日本を
どういう風にして
いきたいと思って
るんだ

僕が、日本がおかしいなと気付いたのは、20歳の時です。 
僕は当時、このスイタのカンサイ大学の学生でした。 日本の
中だけにいても分かんない事があるなと思って、僕は海外が
見たかった、カナダに留学したんですね。 すると、そこにア
ジアの学生たちが結構いて、僕はそのうちの何人か、優秀そ
うなのと一緒に勉強してました。 するとある日、ご飯を食べ
に行ったら聞かれるんですよ、君は日本人として、これから
の日本をどういう風にしていきたいと思ってるんだっていう
風に聞いてきます。

[18]「2年前
に、急に思い

立って参政党を
作った訳ではあ
りません」につ
いての具体的説

明



20

中国人や韓国人が
いたんですけど
ね、3時間ぐらい
話すんですよ

今日は学生さんもいますよね、日本人として、これからの日
本をどうしていきたいか、そんな事を外国人に聞かれて、答
えられる人はいますか？ 僕は、答えられなかった。 考えた
事がなかったからです。 テストの勉強とか、歴史とか、その
程度の事はやってたけど、日本のこれからなんていう事を考
えなさいって言われた事がなかったから、全く考えてない。 
答えられないから、逆に聞き返してみると、そこにいた学生
2人、中国人や韓国人がいたんですけどね、3時間ぐらい話す
んですよ、2人で。 自分たちの国の歴史、今の現状、で、今
の課題、で、それをどういう風に。

[19]「これから
の日本をどうい
う風にしていき
たいと思ってる
んだ」について
の具体的説明

21 若者が自分のこと
しか考えてない

【自分】ていきたいか、そしてそのために自分達は何をする
のかということをすごいぶつけてくるんですよ、思いとし
て。 で、当時25年前だから日本は中国よりも圧倒的に経済
力があり、韓国なんかよりも強かったわけですよ。 だから僕
たちはちょっと怒ってました、日本人として。 日本人である
というだけでね、経済力があるから。  けど、あの3時間の話
を聞いて僕はわかったんですよ。 日本はこのままだと中国や
韓国に抜かれるって。 なぜか、僕たち当時の若者の心が精神
がついていってないんですよ。 そのことに気付いて、僕はも
う英語の勉強をするのはほどほどにして、バックパックを
買って世界18カ国ぐらいを回りました。 アメリカ、メキシ
コ、で、カナダ。  で、ヨーロッパ行ってイギリスからずっ
と北の方を回って南の方に行って、最後はスペインからシタ
＊へアフリカに渡り、アフリカ＊横断して、で、最後ギリ
シャから日本に帰ってきたんですね。 だけど旅してたのは
8ヶ月ぐらいです。 そして日本に帰ってきて、日本のカンサ
イ大学に戻ってね、みんなに聞かれるから、それで見たこと
感じたこと話したわけですよ。 とにかく日本はいい国だよ
と。 ね、治安もいいし、まずみんなが優しい。 ね、窃盗と
かも少ないですよ。 だから本当にいい国、で、経済的にも豊
か。 でも課題があると。 それは僕たち若者が自分のことし
か考えてないことだと。 もちろん自分の就職とかね、お金の
こと恋愛のこと、そういう自分のことは考えればいいです
よ。 けど、それと同時に僕たちは日本にいるから日本人だか
ら、この生活ができるわけですよ。

[22]「一人一人
が考えないと、
日本は外国に抜
かれちゃう」に
ついての具体的

説明

22
一人一人が考えな
いと、日本は外国
に抜かれちゃう

で、日本っていう国が駄目になったら、僕たちはその豊かさ
を失うよって。 だから、自分のことと一緒に、自分たちがこ
の暮らす社会ね。 これをどういう風にしていけばいいかって
いうことを、みんな一人一人が考えないと、日本は外国に抜
かれちゃう。 外国の子はみんなそんなこと考えてるわけじゃ
ないですよ。  でも優秀な奴は考えてるんですよ。 でも、僕
の周りの学生で、それはハンダイとかキョウダイの奴もいま
したけど、学歴が高くてもそんなこと考えてないわけ、僕も
考えてなかった。 ハンダイの子も考えてない。 だから、僕
たちはこれだとまずいということを問題提起していたら、友
達から変な宗教に入ったって言われるようになったんです。

[23]「伝える仕
事がしたいなっ
ていうことで、
僕は政治家の道
を選びました」
についての具体

的説明

23

伝える仕事がした
いなっていうこと
で、僕は政治家の
道を選びました

で、友達がいなくなってしばらく考えたんですけど、でも、
この僕がまずいぞと思ったこの予感はね、別に誰かに言われ
たわけではないし、何か宗教の勧誘をしてるわけでもない、
ね。 いろんなものを見て僕直感が結構良いから、分かるんで
すよ、分析するとこうなっちゃうよっていうことが。 ＊その
予見は消せないから、自分の心の中から。 だから、それをみ
んなに伝える仕事がしたいなっていうことで、僕は政治家の
道を選びました。 23歳の時です。 でもまさか、その時は政
治家で＊なんて思っていない。 まずお金も経歴も何もないか
らね、まず、え、勉強して、僕は弁護士になろうと思った。

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。

24 急に婚約破棄だっ
て言われた

で、司法試験の勉強をしていると、父親の会社福井にあった
んですけど、それが潰れそうだということを言われて手伝い
に帰ったけど、でも結局潰れちゃって、住むとこもなくなっ
て借金だけが残ると。 で、それの処理をしてる最中に、ま
あ、あんまり言いたくないんだけど、当時婚約してた子がい
たんですよ、イバラギ＊の女の子、イバラギ＊市、トナリ＊
でしょ。 ＊ちょっとノウカ＊の人、分るこの人は。 その子
と婚約してたのに急に婚約破棄だって言われたんですよ。 
で、僕お金がないからだと思ったんです。

[25]「恨みが
募ってたから、
そういう不満を
ぶつけちゃって
た」についての
理由・ニーズ



25

恨みが募ってたか
ら、そういう不満
をぶつけちゃって
た

だから、そ、嘘でもそう言ってくれれば良かったんだけど、
理由が別の男性との間に子供ができたって言われたんです
よ。 それがね、やっぱり僕一番つらかった、あの時。 お金
がなくなるのは、ま、ある程度わかってたし、家が取られて
ね、で、みんなから本当、まあ、この表現悪いんですけど、
ま、白い目で見られてるんですよ。 別に悪いことしたわけ
じゃないんだけどね。 犯罪を犯したわけじゃないんだけど、
家が倒産したり。  
【自分】するとそういう目で見られ、で、すごい心細かった
し、世の中に対して恨みが募ってたから、そういう不満をぶ
つけちゃってたんですよね。

[26]「ずっと前
向きに生きてた
わけじゃない」
についての具体

的説明

26
ずっと前向きに生
きてたわけじゃな
い

今から思うと僕が悪いんですよ。 結局自分の心弱さを、相手
に全部ぶつけてた。 き、聞いてほしいと思ってね。 だから
僕も不安になっちゃったんでしょうね。 でも、結局僕とした
ら唯一、腹をうち＊て、ね、腹をうち＊てた人間がいなく
なっちゃったから。 すごい絶望してですね、生きる気力がな
くなっちゃったんですね。 あの時はもう本当に、政治のこと
なんて何も考えてなかった。 そりゃそうですよ。 住むとこ
ないし、借金あるし、信じてた人間に裏切られて、僕はね、
すごい世の中恨んでましたよ。 なんで自分ばっかりこんな目
に遭うんだと。 だから僕、今ね、こうやって威勢のいいこと
やって、こうやって皆さんに何百人も集まっていただいて、
こういう場に立たせてもらっている、本当にまあ、いい環境
作っていただいたなと思って感謝してますけど、でもね、
ずっと前向きに生きてたわけじゃないです。

[27]「みんな
が、政治に参加
できないことも
知ってます」に
ついての具体的

説明

27
みんなが、政治に
参加できないこと
も知ってます

で、皆さんに、政治に参加してほしいって言ってるけど、み
んなが、政治に参加できないことも知ってます。 生活が苦し
い人、病気になっている人、介護に追われている人、大変な
人がいますよ。 そんな時にね、世の中のこと考えてくれって
無理。 それよりむしろ、政治が俺たちをちょっと助けてくれ
よと思っちゃいますよね。 僕もそう思ってました。 なんで
自分だけこんな酷い目に遭わないといけないのって思ってま
したもん。 そういう時ってね、人を恨むし、悪い人に誘われ
たらね、悪い方に落ちていくんだと思います。

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。

28
市議会議員の仕
事って素晴らしい
なと思った

でも僕は田舎にいたし、たまたま周りの人も親戚もさ、支え
てくれてね、お金とか貸してくれたんで、なんとか、悪い方
向には行かず、一年ぐらいは、もうちょっと人と会うのがし
んどかったり、仕事もろくにできなかったけど、でもなんと
か復活して、この吹田の街に戻ってきたんですよ。 27歳の
時です。 そして、カンダイの法科大学院ってとこに入って、
3年間法律の勉強しました。 弁護士からもう一回、国会議員
になろうと思ってたからです。 でも、法律の勉強してても、
政治のことわかんないんですよね。 だから僕は隣の摂津市、
摂津の市議会議員さんのところに行って、議員サホさせても
らった。 歳はね、僕より4つか5つ上の方なんです。 今でも
現役されてますけど。 その方のところで色々教えてもらって
ね。 市議会議員の仕事って素晴らしいなと思ったんですよ。

[29]「なんとか
通りました」に
ついての具体的

説明

29 なんとか通りまし
た

なぜか、国会議員って、国民から遠いじゃないですか。 でも
市議会議員って、やっぱりね、近いんですよね、国民と距離
が。 で、実際に、市民のとことか行って、市民相談とか受け
てるの見てね、感動したんですよ。 あ、こうやって政治家に
なれば、人の役に立てるなと。 ＊自分も、いきなり高いとこ
目指すんじゃなくて、まずこの一番ね、国民に近いところか
ら、議員やった方がいいんじゃないかなっていう風に思っ
て、で、どんどん歳も取って、29になって卒業したんですけ
ど、その時にたまたま2007年ですよ、4月に選挙があるって
わかったので、僕は、勢い余って、この吹田の街で、選挙に
出てしまったんですね。 本当にしまったって感じですよ。 
何にもわからない。 ね、だから今サンセイトウのみなさんが
ね、手探りで、選挙やってて、何もわからない、公職選挙法
わかんない、ね、どうやったらいいかわかんない。 警察で許
可取らないといけないかどうかわかんない。 みんなわかんな
い、わかんないって言ってる気持ちよくわかりますよ。 僕も
本当に何もわかんなかった。 だからわかんないからいじめら
れるんですよね。 他党の人から。 どこの党なんて言えませ
んけどね、はい。  共産党とか公明党から。 知らないから、
こんなの違反だとか言ってくるんですよ。 自分達はやってる
のに。 でも、なんとか通りました。 2663票。 ね、吹田市民
の皆さん、その当時、僕に1票入れてくれた人いるはずで
す、この中に。 ありがとうございます。

[30]「日本の若
者の意識を変え
ないといけな

い」についての
具体的説明



30
日本の若者の意識
を変えないといけ
ない

僕は、本当に何年か前まで死にたいと思ってたのに、29歳
で、議員にならせてもらったんですよ。 そして、政治的な議
会とかってものに上がって、発言する機会をいただいたか
ら、僕は、今話した話を一生懸命しましたよ。 とにかく、日
本の若者の意識を変えないといけないってことです。 どう変
えないといけないか。 もちろん自分のこと一生懸命やること
大事。 勉強することも大。  
【自分】事だけど、同時に、国や社会の在り方をみんなで考
えないといけないんです、若者が。 なぜか、若者が未来を作
るからですよ。 若者が社会の未来を考えない国は、必ず駄目
になる。 でも、僕もそういう教育を受けてない、周りの大人
も受けてない、だから、誰も社会の未来を考えてないんです
よ、日本は。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】そう、教えてへんからです。 勉強だけしかしてない
から、それが問題だというんですね。

[31]「日本人が
国の未来考えな
くて、誰が考え
るんですか」に
ついての具体的

説明

31
日本人が国の未来
考えなくて、誰が
考えるんですか

で、そうすると、くに、国が駄目になるじゃないですか、で
もね、吹田って＊さんご存じの様に、共産党が強いんです
よ。 当時の共産党第一党、今はどうかな、たぶん、共産党か
公明党でしょ、第一党は。 維新が多いのかな、今、ごめんな
さい、最新情報、僕は頭入ってません。 で、国の為とかって
いうと、右翼だって言うんですよ、彼らは。 でもね、日本人
でしょ皆さん、日本人が国の未来考えなくて、誰が考えるん
ですか？  
【自分】そうだ。

[33]「知事だっ
たハシモトトオ
ルさんに手紙を
書いた」につい
ての具体的説明

32
つばはくような事
をして、良くなる
わけない

【自分】日本人が国の事を否定して、日の丸が駄目だ、君が
代は駄目だっていって、日本良くなるんですか？ ね、そんな
事で国が良くなるんだったら、批判すれば良いですよ、け
ど、みんなのもんなんです、国家っていうのは、家でしょ、
国家って、自分達の事ですよ、でもそれにつばはくような事
をして、良くなるわけないんです。  
【自分】そうだ。  
【自分】そして大人や政治家や先生がそんな事言ってたら、
子供たちが日本嫌いになっちゃうじゃないですか。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。

[31]「日本人が
国の未来考えな
くて、誰が考え
るんですか」に
ついての理由・

ニーズ

33
知事だったハシモ
トトオルさんに手
紙を書いた

【自分】そこに僕は憤りを感じたわけ、でも、吹田の議会で
それ言っても、全然共感を呼ばないの、周りの議員さんに。 
36人いて、唯一イシカワマサルさん、今でも吹田の議員です
よ、僕の同期のね仲間です。 彼ぐらいが、唯一分かってくれ
る、でも、他全然響かないから。 で、僕はしょうがないん
で、当時、知事だったハシモトトオルさんに手紙を書いたわ
けですよ。 僕、こうこうこういう思いで、議員になって、議
員になりさえすればね、そういう事がみんなに分かってもら
えるかなと思ったけど、全然駄目だと。

[34]「大阪教育
維新の会ね、維
新ていう名前を
つけたのは僕で
す」についての

具体的説明

34

大阪教育維新の会
ね、維新ていう名
前をつけたのは僕
です

で、これじゃ議員やってる意味がない、だから、吹田だけ
じゃ無理なんで、大阪府全体でそういう思いのある議員を集
めて、大阪から日本の教育を変える様な事をやりたい、そん
な手紙を書いたんですよ。 便箋15枚ぐらい一生懸命書きま
したよ、下手な字で。 そしたら、秘書の方から連絡があっ
て、オクシタさんって言うんですけどね、今、選挙出てます
かね、衆議院か何かで。 彼から連絡があって、で、あいに来
いって言われたんで、府庁に行きました。 したら、面白い
と、ていうふうに言ってもらって、会を作る事になったんで
す、2009年から。 その会の名前が、大阪教育維新の会ね、
維新ていう名前をつけたのは僕です。

[35]「もう一
回、日本を御一
新しなきゃいけ
ない」について
の具体的説明



35
もう一回、日本を
御一新しなきゃい
けない

なんで維新にしたか、幾つか理由があります。  まず、僕の
名前が新撰組のオキタソウジからとってるんですよ。 だか
ら、幕末の志士が僕は凄い好きなんですね。 薩長側も＊け
ど、＊新撰組側にも好きな人がいる、坂本龍馬とかも好きで
す。 とにかくね、しゅぎしちょう色々ある、あ、坂本龍馬が
グラバーの手先だとかいう話は、もうちょっと置いといてく
ださいね。  それは、ちょ、その話にいくと、ややこしく
なっちゃうから、ま、一般的な幕末の志士というイメージ
で、考えて頂きたいんだけど、彼らが僕素晴らしいなと思う
のは、国の未来を考えたわけですよ、20そこそこで。 で、
命かけて刀持って戦ったわけでしょ。  あれって、人殺した
くて切ってるわけじゃなくて、日本の未来をこうしないとい
けないと、で、ほっとくと、植民地になっちゃうから、それ
は絶対嫌だと、だから、命をかけてみんな政治やったわけ
じゃないですか。 そういう姿に僕は、すぐ共感を持ってたわ
けですね。 で、今の日本って、当時も思ってましたけど、こ
のままじゃ絶対に駄目になるから、本当にもう一回、日本を
御一新しなきゃいけない、大きく変えなきゃいけない、そう
いう事を訴えたか。

起点となる話題 ✔

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

36 新しい政治勢力を
作る

【自分】たんですよ。 で、そのモデルを大阪から作ろうと。 
で、ハシモトさんは、テレビをね、僕は見てて、この人日本
のこと考えてくれてるなと思ってたんですよ、勘違いでした
けど。  
【自分】あはははは。  
【自分】でも、テレビっていうのはそう思うじゃないです
か。 だから、会を作って一緒にやった。 でも、やってるう
ちに、だんだんだんだん思いが違うんだなっていうことが分
かってきてね。 で、彼らは、その、府庁の移転をしたいんだ
と、ベイエリアにと、そんな話で。 でも、自民党と公明党が
乗ってくれないから、新しい政治勢力を作ると、ていう、そ
ういう相談が来たわけですね。

[37]「教育やり
たいって言うん
だけども、理念
が全く違う」に
ついての具体的

説明

37
教育やりたいって
言うんだけども、
理念が全く違う

でも、僕は教育がやりたいんだと。 そんな府庁の移転とか開
発利権じゃなくて、教育がやりたいから、それは別にやって
くださいという風に丁重にお断りしたんだけど、マツイイチ
ロウさんとか電話かかってきてですね、その、お前、なんで
ハシモトの言うこと聞かないんだと、ね、お前らハシモトの
人気で選挙通りたいだけだろって言うわけですよ。 で、違い
ますってちゃんと否定するんだけど、いや、そんなことない
とね、そんなお前らのね、ハシモトをお前らだけに利用させ
るわけにはいかないということを言うわけですよ。 だから、
違うって言うんだけど、彼らは利用したいわけね。  で、僕
らはそ、そうじゃなくて教育やりたいって言うんだけども、
理念が全く違うわけ。 で、結局物別れで終わって、で、僕も
うんって言わないもんだから、頑固で。 そしたら＊、なんか
潰すぞみたいなこと言われるから、潰せるもんなら潰してみ
ろみたいなこと言っちゃったわけです、こっちも。

[38]「プロジェ
クト全国会とい
う会を作って、
47都道府県回っ
た」についての

具体的説明

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

38

プロジェクト全国
会という会を作っ
て、47都道府県
回った

そしたら、潰されたんですよ。  
【自分】ははは。  
【自分】でね、吹田でやってもだめだった、大阪でね、せっ
かく仲間求めてやろうと思って、結局またそんな利権のほう
にいく。 でも、僕まだ諦めないんですよ、まだそこで諦めな
いんです。 今度は何やったかって言うと、じゃ、吹田がだめ
で、大阪だめだったら、日本全国回るしかないと思ったわけ
です。 そして、本当に2010年に＊プロジェクト全国会とい
う会を作って、47都道府県回ったんですよ、僕本当に、市議
会議員の歳費で。 当然足りませんよ、そんなの、月40万ぐ
らいしか給料ないんだから、交通費も足りない。 だからね、
もう無茶苦茶やりました。 無茶苦茶っていうか、考えました
よ。 カミヤソウヘイを応援する100人の会とか作ってです
ね、月々皆から3000円いただいて、その3000円で30万じゃ
ないですか。 それで、ま、全国回ったわけです。 すると、
やっぱり全国に、このままじゃいけないなと思ってる政治家
がパラパラいるということは分かりました、パラパラです
よ。

起点となる話題 ✔

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



39
旗頭がいると思っ
て、いろんな人に
会いに行きました

でもね、当時よかったのは、民主党政権で、自民党のね、＊
した人達とかが結構ね、どうしようどうしようってよ、動揺
してたんですね。 だから、そういう人達は、＊プロジェクト
に入ってくれました。  けど、やっぱり若い議員だけで、全
然上手く政党なんか作れない。 だから、やっぱり旗頭がいる
と思って、いろんな人に会いに行きました。 あじょも＊、
あーっと、アベシンゾウさんだったり、ヒラヌマタケオさん
だったり、オザワイチロウさんにも会いましたよ、カメイシ
ズカさんにも会ったし、あの、ハトヤマさんとかにも会いま
した。 とにかくね、総理経験者とか、日本の名だたる政治家
には一通り会いに行ったんです。 そういう新しいね、動きを
起こして、本当に、本当に今参政党でやってるようなことを
やる人はいないのかと思ったけど、唯一面白いねって言って
くれたの誰か言いましょうか、ヒラヌマタケオさんです。 彼
だけは、僕が言ってることを聞いてくれた。

[40]「もう我々
完敗する」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。

40 もう我々完敗する

でも、なんかやろうとした矢先に、イシハラシンタロウさん
がいきなりハシモトトオルさんと合併するって言い出したん
ですよ。 イシハラさんは、ある意味ヒラヌマさんと同じグ
ループ。 だから、僕達がやろうとしてたのも、結局全部維新
のほうに持ってかれてしまって、僕らの目論見は潰れる。 
で、しょうがないから、僕は政党作るの諦めて、吹田の市長
選でイシカワさんっていう人を立てて、維新と戦うことにな
る。 最初は別に維新と戦うつもりはなかった。 でも、僕達
が候補者が出すと決めたら、維新もイノウエテツヤさんって
いうの出してきたわけですよ、元社会党、それから自民党に
移って維新に行って、要は選挙で勝てそうなところに移る人
ですよ。 ね、で、その人が維新の看板持って来る。 で、吹
田市民は維新好きなんですよ。 ね、中身知らないから。 
で、もう維新が全盛だから。 で、もう我々完敗する。

[43]「本当にイ
シンを考えてる
のは僕たち」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
メディアはイシン
ばっかりを取り上
げる

【自分】ハンパイ＊しただけならいいけどね、もう誹謗中傷
がすごい。 僕はね、自分が負けるって分かってたら自分が出
れば良かった。 でも自分が出ずに仲間をタテテ＊しまったか
ら、カミヤは仲間を売って自分だけ通ってね、今と一緒です
よ。 裏では＊とつながってるんだと。  今僕はね、裏でジミ
ントウとつながってるって言われてるんですよ。 全部嘘です
けどね。 ね、あいつはイシカワを売って自分だけポジション
を得たんだとか言われたわけ。 僕、フクギチョウ＊なりまし
たから。 もうね、早く市議会議員を辞めたかった、その時
に。 市議会議員になりたかったわけじゃない。 ね、とにか
くどっかの街で教育のモデルを作りたかったんですよ。 こう
いうふうにやれば日本の子供がちゃんと育つと、日本の子供
が日本が好きになって日本の社会をこう変えたい、こんな日
本にしたい、そういうふうに言ってくれる子がたくさん育つ
教育の仕組みをどっかで作りたかったわけ。 けどことごとく
やられる。 でもね、相手が立派で選挙に負けるんだったら納
得いくじゃないですか。 こっちが未熟なだけだから。 でも
ベツニ＊相手が立派じゃないわけですよ。 考えてること大し
たことないわけ。 でもメディアはイシンばっかりを取り上げ
る。 僕たちの主張は一切取り上げてくれない。 ちょこっと
新聞に書いてくれた、＊アサヒとかサンケイトカ＊書いてく
れたけど、扱いが全然違う。 テレビの取材なんか来ない。 
そんなのね、テレビが映さなかったら僕らがやってる活動は
なかったことになるんです。

[42]「日本の選
挙はこれまでマ
スコミ選挙」に
ついての理由・

ニーズ

42 日本の選挙はこれ
までマスコミ選挙

日本の選挙はこれまでマスコミ選挙なんですよ。 マスコミが
争点は作ってマスコミが撮りたいところを撮って、そこが国
民の目に触れて国民の選択肢はそこしかないの。 そう悲しい
けどそれが現実、お父さんの言う通り、お父さん僕覚えてる
よ、ちゃんと、はい。 それでね、もう嫌になったわけです
よ。

[43]「本当にイ
シンを考えてる
のは僕たち」に
ついての具体的

説明

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



43 本当にイシンを考
えてるのは僕たち

ただいきなりね、辞職するってわけにはいかないから、もう
こうなったら僕もね、もうイシカワさんも落選しちゃった
し、僕だけ１人市議会議員続けてる意味もないからね、最後
衆議院の選挙に出て言いたいことイシンに言ってね、それで
最後もう政治を一区切りしようと思って2012年の衆議院選挙
にスイタから出ようとしてたわけです。 その時にね、僕が街
中に貼ってたポスターのキャッチコピーまことのイシンです
よ。 本当のイシンは僕達だっていう。 つまり僕の言いた
かったことは大阪イシンは偽のイシンで、本当にイシンを考
えてるのは僕たちだっていうことが言いたかったわけ。 スイ
タの人もいっぱい応援してもらいましたけど、やっぱり無所
属で衆議院の選挙戦うのは無謀、僕もわかってます。

[44]「アベシン
ゾウさんからお
電話もらって

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。

44
アベシンゾウさん
からお電話もらっ
てね

そしたら選挙が近くなってきて急にね、ヒガシオオサカでジ
ミントウのニシノさんていう人が引退しちゃって選挙の直前
に、で、息子さんがいきなりイシンから出るってなったわけ
ですよ。 したらジミントウ側からは候補者を立てられないか
らね、ジミントウの支部長が空いたと、だからカミヤ衆議院
出ること決めてるんだったらそっちに行けというふうにジミ
ントウの友達が誘ってくれるわけ。 でも僕もやっぱり踏ん切
りつかないわけですよ、そんなの。  確かにジミントウから
出たほうが勝ち目はできるけど、選挙区変えるって凄いこと
なんですよ。 だって講演会の人から応援してくれてた人みん
なスイタの人なんだから。 それを捨てて向こうに行ったら叩
かれるのわかってるじゃないですか。 ていうか寂しいじゃな
いですか、自分が。 でもうギリギリまで悩んでたところにア
ベシンゾウさんからお電話もらってね、覚えててくれたんで
すね、僕のこと。 で、今面白いからやるんならもうジミント
ウでやれと、せっかくだからもうジミントウで頑張ってね、
1回上がってこいよとてなこと言っていただいたんで、その
電話で支部長をお受けしてヒガシオオサカで出ました。

[45]「変な地方
議員がいて、な
んかお金の話

ばっかり」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
変な地方議員がい
て、なんかお金の
話ばっかり

でもね、2012年のヒガシオオサカでの選挙ね、中心にやって
くれたのはみんなスイタの人なんですよ。 スイタの講演会の
人がわざわざヒガシオオサカに毎日通って、センタイ＊作っ
て。  
【自分】＊タン＊です。  だから、僕はその後、東大阪にね
居座って、次の選挙出る事もできたけど、僕はどうせラッカ
サン＊だし、ね、東大阪、東大阪で、そういうグループや事
情があるから、そこにね居座ってもしょうがない。 じゃあ、
他の選挙区行ったらどうだって言って、紹介されたけど、そ
こ行ったらね、変な地方議員がいて、なんかお金の話ばっか
りするわけですよ。

[46]「自分の心
に嘘ついたらい
けない」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。

46 自分の心に嘘つい
たらいけない

ね、で、自民党の党員だから、選挙とか応援するんだけど、
候補者がよくない。 ね、全然心に響かない。 で、こんな
人、国会議員になった、まあ分かっちゃうからあんま言わな
いけど大阪では。 まあでも大体想像してください誰か、ね
え、＊アノヘンヤナ＊っと思うけど。 毎日応援するでしょ、
したらね、帯状疱疹が出てきたんですよ。 やっぱりね、自分
の心に嘘ついたらいけない。 だってそうでしょ、本当にいい
と思う人は応援できるけど、こんな人駄目だよと思ってる人
応援してたら、それ自分の心に嘘つく事だから、こんな事
やってたらね、本当病気になったんですよ。 で、もう僕は、
その病気になった時に、あ、もう自民党辞めようというふう
に思いました。 そんなね、自分の心に嘘ついてまで、衆議院
なったってしょうがないじゃないですか。

起点となる話題 ✔

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



47 日本の今の教育
は、GHQが作った

また、自民党で選挙に通った先輩からはね、僕すぐGHQの話
とかするでしょ、日本の教育を語る時にGHQとか占領支配っ
て、絶対避けて通れないから、いっつもそういう話をする
し、自分の本にもそういう事書いてるわけブログにも、＊そ
ういうの消せって言うんですよ。 そういう事言ってると、お
前公認もらえないぞとかって言われてですね。  
【自分】それは＊ジャナイ＊。  
【自分】そう、でもね、本当の事なんです、GHQに占領され
たのは。  
【自分】そうだ。  
【自分】日本の今の教育は、GHQが作ったんですよ、ちゃん
と。  
【自分】その通り。  
【自分】日本人が二度とアメリカとか、戦争に勝った国々に
逆らってこないようにするっていうのは、占領目的、その占
領目的のもとに今の教育作ってるんですよ。 だから、日教組
とかね、教育委員会とかがあって、で、日教組＊特に反日の
歴史教育とかするでしょ、日本人が悪かったって言うんです
よ。  
【自分】＊。  
【自分】ねえ、ソレガゴト＊教えてたらね、子供に、確かに
日本が悪かった部分はありますよ、全て日本がよかったなん
て言わない。 ねえ、そんなんじゃない。

[48]「自分が生
まれた国は、素
晴らしい国なん
だ」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
自分が生まれた国
は、素晴らしい国
なんだ

でも、日本人には日本人の正義があるわけですよ、いつの時
代も。 まず子供に教えるのは、日本人の正義じゃないです
か。  
【自分】そうだ、そうだ。  
【自分】別にこれは右翼でも何でもないです。 ね、まず小さ
い子供には、自分達の国の栄光とか、ね、偉人の事を教える
んですよ。 そして、自分が生まれた国は、素晴らしい国なん
だっていう所からスタートするの。 で、大きくなって、いや
こういうマイナス面もあったんだよって教えるのはいいけ
ど、小さい子供に自分の国のね、暗黒の歴史を教えて、国を
嫌いにしてどうするんですか。 そんな事やってるから子供が
死んでいくんでしょ、自殺して。  
【自分】そうだ、そうだ。  
【自分】＊。

[49]「日本の教
育を変えたいそ
のモデルを吹田
から」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
日本の教育を変え
たいそのモデルを
吹田から

【自分】だから、その話をするなって言われてたら、僕に政
治的な発言をするなって言うのと一緒だから、それが言えな
い自民党だったら居ても意味がないと思ったわけですよ。 そ
れで僕は2014年の大阪の府議会議員、いや本当は市長選に出
たかったんですけど、まあ当然どっちにしたって準備してな
いから間に合わない。 でもね、僕は吹田の講演会の人に、お
前は吹田を捨てたんだって言って、すっごい怒られたんで
す、一部の人にね。 それがすごいやっぱり悔しくて、悲しく
て。 いや捨てたんじゃないんだよと、ね、僕はとにかく吹田
でも大阪でも全部日本でしょ、日本の教育を変えたいそのモ
デルを吹田から作りたい、大阪から作りたいっていうのが、
僕の大きな軸だから。 吹田で選挙に勝てばいいとか、吹田だ
けがよくなればいいとか思ってないし。 で、そもそも吹田っ
て街はいい街なんですよ、最初っから、ゼイシュウ＊もいい
し、人口も増えてるし。 僕は地方のカゾ＊のね。

[46]「自分の心
に嘘ついたらい
けない」につい
ての理由・ニー

ズ

50

小さな講演会で
は、12000票ぐら
いしか取れなく
て、負ける

【自分】もちろん、ソリャ＊、死んだから、地方がどれだけ
衰退していってるか、知ってるわけ。 でも、ここは、オオサ
カ市のベッドタウンだし、ね、高収入の方も沢山住まれて
る。 教育レベルも、は、高い。 交通アクセスも良い。 ね、
困ってないんですよ、そんなに。 だから、スイタ＊だけが良
くなれば良いんじゃなくて、やっぱり、今、日本の事を考え
ないと駄目なんですって言うんだけど、分かってもらえな
い。 でも、その人達も、ね、お前の選挙応援出来なかった、
出来なかったって言うから、じゃあ、やりましょうよって＊
選挙に出た。 でも、やっぱりね、小さな講演会では、12000
票ぐらいしか取れなくて、負けるんですね。 で、皆さんに、
これが僕の実力ですと。

[51]「本格的に
始めたのがユー
チューブの配

信」についての
具体的説明

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

51
本格的に始めたの
がユーチューブの
配信

ね、だから、スイタ＊でも1人じゃ勝てないから、だから、
僕、あの時ね、自民党の力を借りたんですよと言って、分
かっていただいて、それで、もう政治はやめてました。 
2014年の4月の選挙です。 で、僕は、もうそっから、選挙に
出ることやめて、本格的に始めたのがユーチューブの配信。

[52]「GHQは何
をやったのか、
日本の歴史の話
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。



52
GHQは何をやった
のか、日本の歴史
の話です

で、ユーチューブで言ってる事は、さっき言った教育の話で
すよ。 ね、GHQは何をやったのか、日本の歴史の話です。 6
年8ヶ月占領されてます。 ね、今の日本の問題、憲法、教
育、福祉、農業、ホクボウ＊、全てベースを作ったのは、こ
の占領期です。  
【自分】誰も言ってくれなかった。 ＊なかった。 ちゃんと
＊かった。  
【自分】ふふふ。  
【自分】ありがとう。  
【自分】はははは。  
【自分】僕がいっつもね、あんな感じで入れてくれるんです
よ、前から、はい。  
【自分】はははは。  
【自分】ありがとうございます。 掛け合いしながら、やりま
すね。  
【自分】ふふふふふ。

[54]「各党のマ
ニフェストなん
か見てたって、
何にも政治変わ
んない」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。

53
そういった事を、
まず、皆が知らな
いと駄目

【自分】そういった事を、まず、皆が知らないと駄目。 そし
てね、今日、テレビの取材も来てるけど、ここは、テレビ＊
カットしてるんだ、結構。 マスコミ嘘つくんですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】報道出来ない事がいっぱいあるの。 だからね、今
日、もう多分良いとこだけ切って、使ってもらうのは、それ
で良いんだけど、まあ、もうライブはね、ユーチューブの人
は、全部見てるから。 こういったGHQの事とか、そういっ
た利権構造とかね、多国籍グローバル企業が、どうやって、
日本の政治に圧力かけてるかとか、そういった構造的な話を
しないわけですよ。 でも、政治は、そうやって動いてるんで
すよ。 ね。  
【自分】＊。  
【自分】そう。

[54]「各党のマ
ニフェストなん
か見てたって、
何にも政治変わ
んない」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。

54

各党のマニフェス
トなんか見てたっ
て、何にも政治変
わんない

そういった事を、きちっと、まず、皆が理解しない事には、
表面的な政治だけなんです。 今回も選挙やってるけど、各党
が出してるマニフェスト、ざーっと見ましたけど、本質的な
事書いてないでしょ？ ね。 自民党のマニフェストなんて、
各省庁が出してね、こんな事出来ます、あんな事出来ますっ
ていう中で、国民が喜びそうなとこだけ、ぱっと並べて作っ
たのが、自民党のマニフェストですよ。 確かに、全部網羅さ
れてますけど、そんなの自分達で考えてないですよ。 で、岸
田さん、総裁選の時に、公約してましたよね、自分が総理に
なったらと。 あの公約と、今回の自民党の公約、比べてみて
ください。 どれだけ重なってますか？  
【自分】わあ。  
【自分】全然重なってないんですよ。  
【自分】＊。  
【自分】だからね、そんな各党のマニフェストなんか見て
たって、何にも政治変わんないんですよ。  
【自分】＊。  
【自分】そう。

[55]「皆さんに
伝える事だけ

は、やろう」に
ついての理由・

ニーズ

55
皆さんに伝える事
だけは、やろう

で、何で、そんな仕組みになってしまってるのかっていう事
を、皆さんが分からない限りは、何回選挙やっても、答えは
一緒なんです。 何にも変わらないんです。 デ＊、変わらな
いから、皆どんどんどんどん諦めて、選挙やる度に、投票率
が下がっていくんですよ。 そうでしたでしょ？ ね？ で、さ
すがに、それは、＊出来ないからね、僕は、もう政治はやら
ないけどね、やらないって決めてたんだけど、でも、そうい
う事を皆さんに伝える事だけは、やろうと。 ね、一応、中身
も、政治の中身も、＊人を沢山入れてるし、＊も知ってるか
ら、ある程度、本当の事聞いてる。 ね、で、テレビがそれ触
れないのも、分かってる。 ね、だって、マスコミの人だっ
て、皆サラリーマンなんだから、会社の方針とか、上の命令
には逆らえないじゃないですか。 でも、僕は、別に誰が上司
＊居るわけでもない。 そ。

[56]「たくさん
の、ね、あの、
人が僕の話を聞
きたいって集

まってくれる」
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。



56

たくさんの、ね、
あの、人が僕の話
を聞きたいって集
まってくれる

【自分】してYouTubeっていう新しいメディアが出来ていた
から、それで毎日毎日番組配信してきましたよ。 10年間で
す。 もう4000本近い動画が上がってますからね。 それ見て
いただいたら、僕が昨日今日こんなこと言い始めたんじゃな
いってことがわかるわけです。 で、少しずつ、その配信を広
げていくと、たくさんの、ね、あの、人が僕の話を聞きた
いって集まってくれるようになりました。 講演会をしてまし
た。 すると、講演会で毎回同じ質問が出る。 カミヤさんの
番組見て、日本のことがよくわかりました、と。 ＊的な問題
わかりました。

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。

57

受けた人達が社会
から孤立してし
まったら意味がな
い

でも、って言うんですよ。 でも、カミヤさんの番組であった
ことを家族とか職場で言うと、お前変な宗教に入ったのかっ
て言われる、って言うんですよ。 そういう質問がいっぱいく
るわけ。 でしょ？ だから僕ね、ちょっと申し訳ない気持ち
になったんですよ。 僕は良かれと思って発信してたんだけ
ど、結局それを受けた人達が社会から孤立してしまったら意
味がないでしょ。 ＊どうしようかなと思った時に、あ、そう
か、と。 一人だから孤独なんだな、と。 僕も孤独でしたか
らね。

[58]「そういう
人ばっかり集め
て、大人の塾を
作る」について
の理由・ニーズ

58
そういう人ばっか
り集めて、大人の
塾を作る

＊仲間がいればいいんだと思ったんで、そういう人ばっかり
集めて、大人の塾を作ることにしたんです。  インターネッ
トと、リアルで。 今は名前がナニカニ＊変わってるんだけ
ど、イシキカイカクダイガクって言っています。 それを途中
から始めたんですよ。 したら、そこにね、もう今延べ、3、
4000人の人たちが参加して、お金も払って受講してくれるん
です。 僕が何で、ね、この選挙に出れて、今仕事してないで
すよね、毎日選挙やってるから。 何でご飯が食べれるんです
かっていったら、そういう会社を運営して、そういう数千人
の人たちが僕の情報を有料とかで買ってくれてるからです
よ。 そのお金で僕は今こうやって活動しています。

[59]「もう一回
やるかなと思っ
て作ったのが、
参政党」につい
ての具体的説明

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

59
もう一回やるかな
と思って作ったの
が、参政党

で、勉強していくでしょ。 仲間ができるじゃないですか。 
そしたら、2017年ぐらいにやっとそのうちの何人かが、僕に
もう一回政治をやってくれって言い出すわけですよ。 ね、カ
ミヤさん、言ってるだけじゃだめだと。 ね、あなた、言って
るじゃないですかと。 ね、行動こそ本音、とかって僕言うか
らね。 これあの、僕の師匠のハヤシヒデオミさんって人から
教えてもらった言葉で好きなんで、行動が本音だと。 ね、だ
から口で言ってるだけじゃだめで、思ったなら行動しないと
駄目だと。 ね、やっぱり行動が伴った＊じゃないとそれは無
責任になるから、やっぱりみんなね、行動しましょう、とか
言ってたわけ。 あなたが一番行動しなきゃダメだって、突き
上げられるわけですよ。 ね、自分で自分の首を絞めた形に
なっちゃってですね、それでもう一回やるかなと思って作っ
たのが、参政党ですよ。

[60]「党員を集
めて、党員の皆
さんと勉強する
事が大事」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。

60
党員を集めて、党
員の皆さんと勉強
する事が大事

参政党のね、仕組みはこういった僕の紆余曲折を経て作られ
ているんです。 まず、マスコミ民主主義にしちゃダメなんで
す。 ね、その時の風でみんながバタバタバタバタ右に行き左
に行きみたいな、そんな政党はすぐなくなるの。 続かない。 
だから、まず党員を集めて、党員の皆さんと勉強する事が大
事。 ぶれな、ぶれない理念とか、情報の共有がないと、ね、
風で集めたりすると、もう今はいいけど、次の選挙でみんな
離れちゃうわけですよ。 うん。 だから、そういった、う
ん、一過性のものにしちゃいけないっていうこと。 だから、
早めに作って、選挙、参政党だから、この2022年の選挙やる
つもりで作ってるんだけど、2年前から準備してるわけ。 い
や、もっと言えば、準備の準備があるから、始めたのは2019
年からなんですよね。

[61]「積み上げ
がちゃんとあ

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。

61
積み上げがちゃん
とある

今もう実は3年目以上経ってるんですよ。 だから、積み上げ
がちゃんとあるわけですね。 そういった人たちがコアにな
る。 だから、このマツバラさんとかね、だから、この帽子か
ぶってるおじさんいるんだけど。 こういう人はすごい人で、
全国ほぼ全ての街宣活動についてきてるんですよ。 デモ＊こ
の人が、この人＊、マツバラさんがやっぱりチャーターメン
バー、ん、立ち上げの時からずっといるんです。 ね、だから
僕わかってる、僕のいいところ、悪いところも。 参政党の魅
力も欠点もよくわかってる。 でも、やっぱり、自分たちが作
んなきゃいけないと思ってやってくれてるわけですよ。

[62]「こういう
人たちが参政党
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。



62 こういう人たちが
参政党なんですよ

【自分】こういう人たちが参政党なんですよ。 マツバラさん
みたいな人が、参政党のコア＊に何百人かいます。 で、支部
長とかやってくれてます。  その支部長たちが、今、今回
ね、ばーっと勢い、すごい勢いで増えてくる党員の人たち
に、参政党ってこういう党なんだよというのを説明しなが
ら、選挙のそのポスターのハリ＊、どこに誰が貼ってとかっ
ていう指示を全部してくれてるわけよ、ボランティアで。 1
円もお金なんかもらってないですよ。 僕ら全く強制してない
ですよ。 ただ、2日、僕が出した、ま、強制かもしんないけ
ど、僕が出したオーダーは、全国のポスターを2日間で貼る
と、そのミッションを達成してください、っていうお願いを
しただけです。 でもすごいんですよ、参政党員は。 ほんと
に2日間で北海道から沖縄まで全部貼っちゃったんだから、
ほとんど。 ほんとに。

[64]「吹田の人
にもこれを分

かってもらいた
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
勉強会に参加し
て、合宿して、
作ってきた

でも何でこれができたかっていうと、昨日今日作ったんじゃ
ないからです。 ね、風で集めたんじゃないからです。 利権
で集まってるわけでもないからです。 ちゃんとみんな、勉強
したんです。  そして、こういう組織をきちっと作って、
ね、底辺から積み上げていかないと、一過性の人気取りの政
治、選挙のときだけ何かおいしい人参っていうか、マニフェ
ストぶらさげて、あれやりますよ、これやりますよ、10万円
あげますよと、何とか無償化しますよ、とか。 そんなね、国
民をバカにしたような政治は、何も次を生まないっていうこ
とが分かってるから。 だから、こつこつこつこつみんなで、
お金出しながらですよ、時間かけて勉強会に参加して、合宿
して、作ってきたから、今、6万7，000人がこうやって集ま
れてるの。 そこを、ぜひ、皆さんに分かってもらいたい。

[62]「こういう
人たちが参政党
なんですよ」に
ついての理由・

ニーズ

64
吹田の人にもこれ
を分かってもらい
たい

で、吹田の人にもこれを分かってもらいたい。 僕はね、確か
に6年間議員としてお世話になりましたよ。 ＊だけでも6年
間だから、6，000万以上、吹田市民の税金でもらっている、
ね。 でも、何も残せなかったですよ、ナンバスタジアム＊ぐ
らいですよ、残せたのは、ね。 あれもね、最初、他の党が反
対するから僕、一生懸命推進をしてですね、ま、何とかでき
て、ね、デモ＊まだ中に入ったことがないんだけど。 はい。 
でも、できてあれは良かったと思ってます。 デモネ＊それぐ
らい、何か自分があのとき頑張って良かったな、ああ、ほん
とに申し訳ない気持ちがありました。 で、でも、もう選挙マ
ケチャッテ＊、負けちゃって僕自身も、ね、自信を喪失し
て、ま、どうせもう駄目なんだよ、と。 どうせ1人の声なん
か伝わらないし、結局全部マスコミが決めるんでしょ、お金
で動くんでしょ、どうせね、僕らの思いなんかね、伝わらな
いんですよ、って僕もひねてましたよ。

[65]「自分たち
ができること一
生懸命やってく
れてる人たちが
参政党」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

自分たちができる
こと一生懸命やっ
てくれてる人たち
が参政党

でも、インターネットでこつこつ、こつこつやってきた。 そ
れで信じてくれる人がいた。 そういう人たち中心に、ね、何
千人かの人が集まって、参政党作ろうって言ってくれて、
いっぱいけんかもしたし、仲違いもしたけど、でも、今、そ
の人たちが全国で党を運営してくれてるんです。 だから、参
政党は一過性のブームではありません。 ね、ね、何かバック
がいるとかありません。 そんなの党員に失礼です、そんな
バックがいるとか言ったら。 みんな自由意志でね、みんな自
由意志で、自分の意思で、そしてこのままじゃ日本がやばい
と思っ、まずいと思って、ね、自分たちができること一生懸
命やってくれてる人たちが参政党なんですよ。

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 お願いして、一緒
に出てもらった

で、僕はその事務局長、そういう人たちが、言っても素人だ
から、選挙のやり方も分かんない、ね、あとお金の集め方も
分かんない。 最初、選挙始めるよって、去年の12月言った
ときに、参政党は1億円しかなかった。 党員も1万人ぐら
い。 ね、ソウイウナンデ＊参議院の選挙ナンカ＊戦えないで
すよ。 だから、僕は軍師として、考えるわけ。 どうやって
お金集めるか。 で、あとどうやって票を集めるか。 それに
は、ね、当然僕だけじゃ知名度がない。 僕とマツダさん、マ
ツダさんには知恵があるけど、やっぱり知名度がない。 タラ
＊タケダ先生やヨシノさんや、アガオ＊さんといった人たち
を、集めてくるのが僕の仕事ね、お願いして、一緒に出ても
らったワケ＊。

[65]「自分たち
ができること一
生懸命やってく
れてる人たちが
参政党」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。



67
駅前でざっと僕数
えましたけど800
人はいる

【自分】＊。 で、今度はどうやってガイトウ＊すればいいか
とか、どうやって全国を周っていけばいいかとかそういうの
をクム＊のが僕の仕事。 で、これを全国のそういう＊にお願
いして、党員の皆さんが全部設営してくれるんです。 ダカラ
＊僕たちはこうやっていけばちゃんとエンダイ＊が用意され
ていて、皆さんがこうやって＊ていう状態が全国に今できま
した。  
【自分】スバラシイ＊。  
【自分】そして本当に今日は＊＊＊ずっと言ってきたんだけ
ど、このスイタ＊の街でまたこうやって選挙ができるとボク
＊思っていなかったから本当にありがたいんです。 ありがと
うございます。  しかもこんなスイタ＊の駅前でざっと僕数
えましたけど800人はいるんですよ、これ。 こんなのね、も
う他のとこで見たことない。 公明党でも自民党でも維新でも
＊時じゃないとこれぐらい集まらないんじゃないですか、
ね。  
【自分】＊だから。  
【自分】ありがとうございます。

[68]「皆さんが
僕を送り込んで
くれたから参政
党ができた」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。

68
皆さんが僕を送り
込んでくれたから
参政党ができた

【自分】オオクボサン＊＊エンダイ＊上がった方がいい。  
【自分】ソンナ＊状況は今本当に奇跡的には起きてはいるん
だけど、ちゃんとした積み上げが＊にあるんだっていうこと
を是非皆さん、全国の皆さんにわかってもらいたい、ね。  
ソシテネ＊、2007年のスイタシギカイ＊の選挙で僕に投票し
てくれた2663人の皆さん、皆さんが僕を送り込んでくれたか
ら参政党ができたんですよ。 だから皆さんが投じてくれた票
は無駄にはなっていなかった。 僕は＊失敗もしたし挫折もし
たけど、でもまだ諦めていないから皆さんが投じた1票は今
ここにちゃんと生きてますから。 だからね、こういった1人
の思いから色んなことが始まるんですよ。 もちろん参政党は
＊で頑張ってはいるけど、でも実際はもう党員の皆さんの党
です。  ね、だから、党員のみんながですね、あの、＊＊＊
決めたこと＊ひっくり返さなクテデスネ＊、で、さすがに党
員から直接ボードメンバー＊イラナイカラ＊カミヤさんが
言ってくれとか色んなこと言うんですよ。 あ、お母さん＊で
くださいね、ごめんなさい。 だからそれをね、僕はす、ま、
困るけど、うん、ボードメンバー＊色々お願いするのは僕も
困るんだけど、でもいい党ができたなと思ってます。

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。

69
参政党の政策、教
育と食と健康、国
守り

ちゃんと党員が意見を言える党、だから参政党の政策、教育
と食と健康、国守りって3つあげてます。 この後、もし来れ
る人は電車で新大阪行っていただいて、新大阪の＊、ホテル
でね、話を聞いて下さい。 まだ少し席があるそうだから、う
ん。  そこできっちり政策については話しますね、どういう
事やりたいか。 ＊簡単に言うと、もう今日言った話はサッキ
シタデショ＊。 とにかく日本人は明治維新の時1回、日本の
教育ガラッと変えさせられてハイゼン＊で教育ボロボロに
なってます。 ＊今の教育のままでは日本のリーダーは巣立ち
ません。 実際にもう今日本にリーダーがいないでしょ、いい
リーダーが。  
【自分】そうだ。  
【自分】＊。  
【自分】いないんですよ。 だから今ね、例えば＊政治家を
トッテ＊みてもどういうリーダーが欲しいかっていうと、
プーチンとか＊とかバイデン、トランプ、こういった人達と
ゴブニワタリアエル＊政治家が欲しいんですよ、本当は。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】でもそんなハナ＊のある政治家いない。 いないで
す。 コンナ＊教養もないし、根性もないし、勇気もないから
です。 でもね、そういう風にしてしまったのは我々国民なん
ですよ。 いい政治家を選んでこなかった。 で、そういう風
にね、日本の本当の問題を訴えるような政治家が出てくると
潰すんですよ、みんなで。 マスク＊＊アオラレテ＊。 ね、
だからこれから我々はですね、大人も一緒に学んで子供も勉
強して、まず。  
【自分】日本の国益を守る強いリーダーを育成しないといけ
ません。 これが日本の喫緊の課題です、ね。

起点となる話題 ✔

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



70
自分が矢面に立っ
てやるぞという人
がリーダーに

1億人居ても、1億2000万人居ても、やっぱりそれを引っ張
るリーダーが、ね、人の言うことしか聞かない人だと国はい
い方向に行かないんですよ。 今日本は危機だから強いリー
ダーシップを求めています、ね。 本当に私利私欲を捨てて、
ね、自分が矢面に立ってやるぞという人がリーダーになって
くれないと、今のこの窮状は回復しません。 回復しないと国
民がどんどん貧しくなる、人口が減っていく、実際に貧しく
なってるでしょ、人口減ってるでしょ、その責任を自民党や
公明党はとってるんですか、謝ってますか、この何十年間日
本を衰退させて申し訳ないと。  だから気持ちを改めて今回
の選挙ではこういう新しい事をやりましたというような、そ
んな政策じゃなくて、ね、悪くなったのは自分たちのせい
じゃないと、しかたがない、しかたがない、しかたがない、
しかたがない、そう言われて国民を我慢させて、どんどんと
疲弊させているんじゃないんですか。 もういい加減ね、みん
なも、皆さんも気づいて怒った方がいい。

[71]「国民に刷
り込むためにマ
スコミが使われ
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。

71
国民に刷り込むた
めにマスコミが使
われてる

そう、それも全部情報から始まるんですよ、怒るにも情報が
ないと怒れない。 それは本当はマスコミの仕事です。 政府
の問題や課題、ね、政治の失政をついて改めさせるのが第4
の権力といわれたマスコミの仕事なんだけど、今はマスコミ
がその仕事ができていない。 今回のコロナで分かったじゃな
いですか、むしろ政府が言うことをどんどんどんどん国民に
刷り込むためにマスコミが使われてるようにしか僕には思え
ないんですよ。 これをおかしいと言えることを育てるのも、
これ全部教育なんです。

[69]「参政党の
政策、教育と食
と健康、国守

り」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
病気にならない人
を作るのが大事

そして、そういう意識が芽生えてきたら、今日本の一番の課
題はなんですか？ 医療費のゾウゲン＊でしょ、増加でしょ、
すごい勢いで金を食ってるでしょ、医療が。 これを止めるに
は、やっぱり日本の1次産業、農業や漁業や、ね、食品産業
をきちっと見直して健康的な食事を取り戻すしかないんです
よ。 いい薬とかいい＊とか買ってもダメ、結局それは病気に
なった人を治すんです、違う、病気にならない人を作るのが
大事。 だから食と健康を2番目にあげてるわけです。 そう
やってね、食と健康をきちっと整えれば無駄な支出が減るわ
け。 だって医療費なんて全然日本人のためになってないじゃ
ないですか、40兆も払って。 40兆をね、払って国民が豊か
になってるんだったら、それで経済が回って、払えばいいで
すけど、払ったお金がどんどんどんどん外に漏れてるわけで
しょ。 今回のワクチンだって、コロナ対策だ。 ＊てない
じゃないですか、その税金が。 政治家の一番の仕事は、国民
から預かった税金を適正に使い国民の生活を豊かにし、安心
安全を作っていくことですよ、それできてるんですか、自民
党と公明党は。 できてない。

[69]「参政党の
政策、教育と食
と健康、国守

り」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。

73

半自立国家なの
に、さらに自主権
を失ってしまいま
す

さらに、野党もそこをつかない。 このままでは本当に国民が
三流国の極貧の民族になっちゃう。 その、そのタイミングを
もう見計らったかのように円安が始まり物価高になり外資が
また入ってくるんですよ。 日本の経済がダメになって人口が
減っている、そこに移民を入れたらどうなるんですか、そこ
に外国人参政権を認めたらどうなるんですか？ 数。  
【自分】十年で、もう日本は自立国家じゃなくなっちゃいま
すよ。 今でももう半自立国家なのに、さらに自主権を失って
しまいますよ。  
【自分】そうだ。

[74]「国民が騙
されないように
きちんとした情
報提供」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。

74
国民が騙されない
ようにきちんとし
た情報提供

【自分】僕たちが言ってる国のぼりってのはここなんです。 
核兵器を持つとか、国防軍を作るとか、そんなマッチョ＊な
議論をする前に、まず、国民が騙されないようにきちんとし
た情報提供をする、政府やマスコミの嘘に騙されない、自分
たちで考えて話し合う、そしておかしいことはおかしいと言
う、そういう民族、文化を取り戻すことです。

[69]「参政党の
政策、教育と食
と健康、国守

り」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
世界で一番薬や化
学薬品を摂らされ
てる民族は日本人

そして、我々が薬漬けにされているんです、農薬漬けにされ
ているんです。 世界で一番薬や化学薬品を摂らされてる民族
は日本人。 アメリカやヨーロッパでは使わないようなものを
全部日本にまわしてきて、日本人が残飯処理させられてるん
ですよ。  
【自分】そうそう。  
【自分】だからこんなに病気が増えてるんですよ。 先進国で
癌が増えてるのは日本だけ、こんなに医療費払わされてるの
日本だけ、みんなで癌になってがん保険いっぱい払わされて
るの日本だけです。  
【自分】そうだー。  
【自分】そういったおかしいことをちゃんと変えていかない
と、我々はどんどんお金を失い、健康を失う。 そして、若者
たちは国への誇りと希望を失ってるんですよ。 もう、今フラ
フラなんです、ね。

[72]「病気にな
らない人を作る
のが大事」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。

76
みんなで築いて力
を集めて立ち上が
ろう

更にコロナでやられて、もうね、次に何か大きいパンチ、ボ
ンとくらったら、ノックアウトされる寸前＊まで来てるんで
すよ。 だから、僕達は今この参政党っていうのを作って、も
う1回、みんなで築いて力を集めて立ち上がろうじゃないで
すかって言ってるんです。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだー。

[75]「世界で一
番薬や化学薬品
を摂らされてる
民族は日本人」
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。

77
第2回目の政治資
金パーティーをや
る

【自分】お金がなかったから寄付を募りましたよ。 でもなか
なか街頭のの寄付だけじゃそんなに集まらない。 そしたらヨ
シリン、ヨシノ先生がですね、5000人集めて資金パーティー
やろうとかって無茶なこと言い出すわけですよ。 ね、いやそ
んなん無理ですよって僕、言っちゃいましたよ。 いや、けど
ね、カミヤさん駄目だと、無理なんか言って駄目だと、やる
んだと、やれると信じるんだとかってなんか熱血＊なこと言
うわけなんですよ、彼は。 だから僕もね、そういうの嫌い
じゃないから、そうっすよねみたいな、太陽に向かって走れ
みたいな話ですよ。 でも本当に太陽に向かって走ってたら、
5000人集まったんです、このあいだ。 すごくないですか、2
万円のチケット5000人が買ってくれたんですよ。 それで1億
2千万ぐらい集まったんです。 なんかSS席とかつくってね、
1席10万とかっていうちょっとふざけた、ふざけてないけ
ど、それを販売したら、なんとその10万の席が一番最初に売
り切れるんですよ、いつも、本当に。 そう、それでやったら
大盛況で、で、お金がバンっと集まって目標金額達成、で、
30人立候補立てますって言っていたら、いや、俺も俺もって
全国各地の人たちがですね、みんな全国から出したい出した
いと、で、うちも支部作るから候補者出したいんだ出したい
んだと言ってくれるわけですよ、ね。  そしたらせっかく30
人出す予算が集まったのに、またお金が足りなくなっちゃっ
て、で、なんと今度8月21日、第2回目の政治資金パーティー
をやるんです。  
【自分】＊。  
【自分】ありがとうございます。

[78]「候補者を
立てて、そう

やって全面広告
が打てるかも」
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。



78
候補者を立てて、
そうやって全面広
告が打てるかも

もうこのチケットもね、5000枚ぐらい今売れてます、はい。 
だから今回は6500席プラス、大阪と福岡でサテライト会場
作って、8500人がこれ＊です。 で、これが完売できると、
ま、1億6000万ぐらいになりますよね、そしたら僕らね。  
【自分】天下のヨミウリ新聞、日本で一番発行部数が多いん
ですけど、そこに全面広告打とうと思ってます。 もう今回の
選挙が全てだから、そこに全力かけますよ。 皆さんさんから
預かったお金は全部使います、ね。 でもね、全面広告、読売
新聞、実はね、9600万かかるんですよ。 えーでしょ。 マス
コミはすごいんですよ、ね。 本当に、ヨミウリ新聞早く＊記
事を書いてくれれば載せます。 でもお金が集まなかったら
ニッケイ新聞にしようかなと思うんですね、はい。 今、いろ
んな新聞社から、すごいんですよ、新聞社って、記事は書い
てくれないけど営業には来るんですよ。 広告出してくれって
いってですね、すごい来ます、広告は。 いやあね、いやだか
ら記事書いてくれりゃ考えるんだけど、記事はあんまり書か
ない、記事は全然書かない、マイニチ新聞しかまだ書いてく
れてないんですけど、ね。 ああでもね、毎日の読者じゃ、参
政党響かないかなっていうね、そこなんですよね。 まあ、そ
ういうのは置いといて、まあ何が言いたかったというと、本
当にお金がなかったんです。 でも、いろいろ知恵を絞って
やったら、皆さんがお金を出してくださったから、50人の候
補者を立てて、そうやって全面広告が打てるかもしれないっ
ていうとこまで今来てるわけです。

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。

79
私財投げうって
やってる

そして、ね、お金もない、＊もうアブラタニさん含めて今45
人、地方に出てますけどね、立候補しますって自分から手を
挙げた人はほとんどいなくて、だいたいこっちから頼んでる
わけですよ、やってくれないかと。 で、とにかく全国で受け
皿がないと、せっかく僕たちが発信してもね、結局誰に入れ
たらいいのと、＊だけだったら盛り上がらないわけですよ。 
だから、全国各地の選挙区に1人出したいんだと、ね、各支
部から頼んでくれっていうことで頼んで出てもらってます。 
でも、大阪支部は結局見つからなくて、で、僕が友達のアブ
ラタニ＊さんのとこ行ってね、ご飯食べたいっていって呼び
出して、で、無理やり口説いたわけですよ。 彼の活動は本当
にすばらしいんです。 私利私欲が本当に全くない。 うん。 
だって、そんなね、お金に困った人助けて、お金なんかもら
えないでしょ、だから私財投げうってやってるわけですよ。 
いや、こういう人が政治家やるべきなんです。 本当に、僕本
当に思いますよ。 お世辞じゃない。 お世辞じゃないから立
候補してもらってんだから。 そう、そうなんですよ。

[78]「候補者を
立てて、そう

やって全面広告
が打てるかも」
についての理由

・ニーズ

80

私利私欲がないの
はアブラタニさん
だと自信を持って
言えます

本当に普段ね、皆さんができないような活動をしてくれてる
人が、それを政治の力もより大きく広げてくれたらいいじゃ
ないですか。 僕はもしアブラタニさんが、あの、当選してく
れたら、本当にそういう制度をちゃんと国会で作って、ね、
本当に社会のセーフティーネットから漏れてる若者がいっぱ
いいます。 で、そういう人たちは、行政に頼れないから、ミ
ナミの町とか、東京の歌舞伎町とかに流れていくんですよ、
ね。 そういう人たちがちゃんとまた社会の中に入ってこれる
ような仕組みを参政党で作ってもらいたい。 それをやっても
らいたくて、で、当選しなくても、今度は僕らやヨシノさん
やマツダさんや誰かが当選すれば、ね、それを僕たちが聞い
てやればいいから。 だから。 すいません、ちょっと弱気の
発言を指摘されてしまいました。 申し訳ないです。 皆さん
のほうが熱い。 申し訳ない。 アブラタニも必ず国会に行っ
ていただいて、そういったことを＊してもらわないといけな
いわけです。 大阪ね、今回全ての候補者をチェック、僕、し
てないですけど、いっぱい出てるでしょ。 いっぱい出てるけ
ど、僕は間違いなく今回の候補者で一番私利私欲がないのは
アブラタニさんだと自信を持って言えます。

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。



81
よそ者なんだけ
ど、関係ないのそ
んなのは

【自分】だって嘘じゃないもん、ずっと、彼、何年もやって
るんだから、で、僕だって、何年もやってるんですよ。 だか
ら、ぽっとでで何かを始めてるんじゃないんです。 やっぱ
り、色んな積み上げの上に、僕たちは信頼関係があって、こ
の人だったら、ちゃんとやってくれるっていう人をお願いし
て＊、まわってますよ。 コウホシャ＊がいないとろころと
か。 だから、ヒロシマ＊もそう、愛知もそう、全部、僕の親
友。 僕がこの人たちなら、私利私欲なくやってくれるってい
う人を、各支部の人に紹介して、この人だったらって言っ
て、皆でかついで選挙やってるんです。 よそ者ですよ。 ア
ブラタニさんはちょうど大阪の人だから、いいけど、よそ者
なんだけど、関係ないのそんなのは。

[82]「一緒に頑
張りましょうな
んですよ、参政
党の掛け声は」
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。

82

一緒に頑張りま
しょうなんです
よ、参政党の掛け
声は

もうね、地域エゴなんか捨てて、みんなで日本を何とかしな
いといけないんですって。 これはね、僕の応援するとかって
話じゃないの。 ほんとに。 応援してますって言わないでく
ださい。 一緒に頑張りましょうなんですよ、参政党の掛け声
は。 だって、これ以上、頑張ってって言われても、僕、頑張
れないからもう、これ以上。

[83]「皆さんに
は弾飛んでこな
いんで、そこ

は、安心して頑
張って」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。

83

皆さんには弾飛ん
でこないんで、そ
こは、安心して頑
張って

もう、今が120、150パーセントぐらいですよ。 あんまり、
僕、頑張らせたら死んじゃうから。 違う、僕がこれ以上、頑
張るんじゃない、皆さんが頑張るんです。 でも、皆さん、頑
張っても大丈夫、ね、一所懸命頑張っても、前に立ってるの
は僕たちだから、弾は僕らにしか当たりません。 ね、だか
ら、マスコミからスキャンダルを探されたり、ね、失言を叩
かれたり、ね、過去の金遣いがどうだとかチェックされるの
は全部、僕らだから、皆さんには弾飛んでこないんで、そこ
は、安心して頑張ってください。

[85]「スイタの
皆さんは今回こ
そ、カミヤソウ
ヘイと書いてく
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。

84

いつかもう一回、
スイタの人にカミ
ヤソウヘイって書
いてもらってね

参議院全国比例区、ね、こうやって出してもらって、今日こ
こで、このスイタの町で演説できたことを僕は一生忘れない
と思います。 いつかやりたかったんですよ。 いつかもう一
回、スイタの人にカミヤソウヘイって書いてもらってね。 
2007年、今から15年前に、俺、＊票、無駄になったなと
思ってる方、絶対、いるから。

[85]「スイタの
皆さんは今回こ
そ、カミヤソウ
ヘイと書いてく
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。

85

スイタの皆さんは
今回こそ、カミヤ
ソウヘイと書いて
ください

その人たちに、今日はね、さっきも、言ったけど、いや、あ
なた方が、ね、作ってくださった軌跡で、僕はしっかり、勉
強もさせてもらって、色んなこと学んで、ね、そしてもう一
回、ここに立って、スイタの皆さんは今回こそ、カミヤソウ
ヘイと書いてください。 僕はね、他のところではね、自分の
名前書いてくれって言わないの。 スイタだけで言います。 
スイタの皆さんはカミヤソウヘイって書いてください。 皆さ
んの思いを僕はちゃんと国政に持ってきます。 はい、これ
で、イッカイ＊、一旦、演説の方終わらせていただきます。 
ありがとうございました。

起点となる話題 ✔

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

86
この勢いやと、必
ずぎ、えー、議席
は取れる

では、残り20分ほどありますので、少し、質問をさっき、＊
ね、あの、場所が狭くて、質問ができなかったので、ええ、
ずっと、ね、来られてる方いらっしゃると思うんで、ああ、
じゃあ、そちらの着物の浴衣の男性、はい。 聞こえてます
よ。 ちょっと、聞こえないな、ごめんなさい。 前に来た方
が＊知れない、マイクが届かない。 いつもありがとうござい
ます。 ええ、人生で初めて＊しました。  ええ、6年前の参議
院選挙ではええ、まあ、＊思うんですけど。  
【自分】も、えー、自民党のアオヤマシゲハルさんに希望を
託してね、えー、一票を入れました。 えー、その後、ま、政
治に興味ある＊、自民党の動きもチェックしてきたんですけ
れども、えー、保守のガス抜き程度の活躍しかしてくれず、
えー、自民党の体たらくには本当に愛想が尽きています。 
で、ま、参政党に、ま、期待するだ、だけじゃなくて、ま、
自分も何か役に立ちたいと、えー、この国を変えていきた
い、一緒にやりたいと思って、えー、今やってるんですけれ
ども、えー、この勢いやと、必ずぎ、えー、議席は取れると
思います。

[87]「どれだけ
の国民が参政党
のほうについて
くれるか」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。



87
どれだけの国民が
参政党のほうにつ
いてくれるか

で、その際に、ま、自民党とどう組むか、えー、保守と言い
ながら、あの、この国難を、えー、グローバル全体主義を敵
やとはっきり言ってるのは、国政政党になったら参政党さん
だけやと思います。 えー、その中で、えー、ま、自民党の保
守の＊＊＊けれども、えー、その勢力とどのように付き合っ
ていかれるか、えー、お考え聞かせていただけますでしょう
か？  
【自分】はい。 ありがとうございます。  自民党の保守勢力
とどう付き合うかという質問ですよね。 ま、是々非々です
ね、はい。 で、政治っていうのは、こうしますって先に言っ
てしまうと、手の内明かすことになるんで不利になるんです
よ。 だから、臨機応変にいきますとしか答えられないんです
けど、少なくとも、自民党、特に1番は、維新がすごいもう
グローバルです。 グローバル＊が酷いと思う。 ね、で、自
民党もどんどんそっちに引っ張られてますよね。 そういう政
策に関しては、断固我々乗らないので、せ、必死に糾弾しま
す。  でね、どうやるかっていうのは僕達が決めるよりも、
むしろ皆さんがどう反応してくれるかなんですよ。 我々がそ
ういった自民党や維新のグローバル化するような政策を、
ま、糾弾するわけですよね。 その時にどれだけの国民が参政
党のほうについてくれるかっていうことなんです。

[88]「参政党と
一緒にやろうと
いう状態を作る
のが僕達の戦

略」についての
具体的説明

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

88

参政党と一緒にや
ろうという状態を
作るのが僕達の戦
略

で、国民の何十パーセントがいきなりこっちを支持しだす
と、何が起きるか教えましょうか？ 自民党の保守系の議員が
参政党に入ってきます。 そうならざるを得ないんですよ。 
だって、中で言えないから、言ってても変わらないから。 そ
して、叩かれて、国民の支持がこっちに集まって、次の選挙
はどうも参政党がいっぱい議席を取りそうだぞっていうこと
が分かるとですね、かれらと＊ちょっと飯食おうっていう電
話かかってくるようになるんです。  
【自分】はははは。  
【自分】そういうもんなんですよ、政治って。 だから、今の
我々の弱小の中であーだこーだって言ってても、それは絵で
描いた餅で終わるし、手の内を明かすことになるんで、ここ
では言いませんし、言えません。 ただ、目指すことは言えま
す。 目指すのは、自民党の保守系と言われてる人達が、もう
自民党はだめだから、参政党と一緒にやろうという状態を作
るのが僕達の戦略です。 はい。 ありがとうございます。 
じゃ、他に。  
【自分】はーい。  
【自分】はい。 あ、結構いますね、男性が多いな。 はい。 
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。

89

いっつも靖国神社
に行ってね、あ
の、謝ってるんで
す

えっと、じゃ、あの、その車いすのゴーストバスターズいき
ましょう、はい。  
【自分】あ、お暑い中お疲れ様です。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】えっとですね、あの、東京の選挙区のほうで、日本
改革党のクツザワさんって方いらっしゃいますね？  
【自分】はいはい。  
【自分】あの方は、あの、靖国神社を参拝されたんですけ
ど、カミヤさんは靖国神社、参拝する気持ちはございますで
しょうか？  
【自分】はい。 はい。 えっと、クツザワさんは靖国行った
けど僕はどうですかですよね。 僕は、ちなみに6月21日もう
靖国神社行ってきました、はい。 ただ、私は8月15日はたま
にしか行きませんが、4月28日は毎年行ってます。 4月28日
は、サンフランシスコ講和条約発効した日で、日本がアメリ
カから独立したと言われている日なんですよ。 独立してな
いってタケダ先生が言ってますから、＊したって怒られるん
ですけど。 でも、僕がいっつも靖国神社に行ってね、あの、
謝ってるんです、はい。  
【自分】申し訳ないと、皆さんが、せっかく、命かけて守っ
てくれて、僕たちはね、別に、身体、何不自由なく、やって
いるのに、日本は、この、ていたらくですと、で、僕なん
か、セイジン＊15年カカワッテ＊、＊プロジェクトとか、威
勢のいい名前つけて、やっているけれど、ぜんぜん、何も、
できてきませんでしたと。

[90]「国会議員
になっても、必
ずいきます」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 国会議員になって
も、必ずいきます

でも、今回、6月21日いったときは、やっと、今回、ね、全
国で、全国民を相手にね、こうやって、訴えを、させてもら
える場ができましたと、だから、我々の思いが、1人でも多
くの、皆さんに届くように、皆さん、今の国民は、ヤスクニ
＊に眠っている方々の、子孫だから、皆さんの子孫に、ちゃ
んと思いが届くように、上の方で、つないでくださいと、い
うお願いを、私はしてきました、だから、国会議員になって
も、必ずいきます。 【拍手】。

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。

91

パフォーマンスに
してしまう人もい
るから、僕は、そ
れをしたくない

でもね、ヤスクニ＊いくから、保守だとかっていうのは、だ
まされないでくださいね、ヤスクニ＊にいっても、グローバ
ルなやつ、いっぱいいますから。 そうでしょ、だって、ヤス
クニ＊にいった、首相、だれですか、直近で？  
【自分】アイツ＊。  
【自分】ジュンイチロウ＊でしょ、ねえ、ジュンイチロウ＊
さんでしょ、彼の頃から、おかしくなったんじゃないです
か、日本は。 【拍手】。 だから、もう、ヤスクニ＊いって
いる、いってないは、関係ないんですよ、そんなところに、
注目してたら、だまされちゃうから、はい、そこには、だま
されないようにしてくださいね。 ただ、僕は、個人的に、そ
ういう思いがあるから、いって、ねえ、いつかね、皆さん
の、望んでいた日本が、ちゃんと、かたちになりましたって
いえる日が、生きているうちに、来ればいいけれど、はい、
そう、いえることを目的に、僕は心の中で、いつも、そう
思って、いってます、はい。 【拍手】。 ＊ヤスクニ＊いく
こと、パフォーマンスにしてしまう人もいるから、僕は、そ
れをしたくないと思っています、はい。 【拍手】。

[90]「国会議員
になっても、必
ずいきます」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。

92

投票すればいい
かっていうのを、
決めれるだけの、
素養を身につけて

はい、じゃあ、次、いきましょうか、ええと、じゃあ、さっ
き、手を上げてらっしゃった方が、あ、女性いきましょう
か、ねえ、はい。  
【自分】コドモガ＊。  
【自分】はい、むりして、＊寄せなくていいですよ。  
【自分】＊ちがうんです、本当に、あの、私、＊＊＊こと
で、＊できることはなんですかっていうオモッテ＊。  
【自分】子供にできること、なんの、何を目的に？  
【自分】はい、選挙権がないので、あの、＊＊＊何ができる
のかなっていうので、はい。  
【自分】はい、分かりました、はい。  選挙権がない、子供
たちにできることは、しっかり、勉強して、日本をこれか
ら、どうしていくかを、考えることです、うん、で、自分
が、投票権がデタ＊ときに、ちゃんと、自分の意思で、どこ
に、投票すればいいかっていうのを、決めれるだけの、素養
を身につけておくことですね。 人に聞かなくても、ちゃんと
自分で、僕はこの党がいいと思うと、なぜなら、今、日本に
は、こういう課題があって、こういうことやらないといけな
いと、思っているんだ、それについて、この政党が、ちゃん
と、いってくれているから、そこを僕は、ちゃんと応援した
いとか、なんだったら、そこで、立候補したいとか、そうい
うふうな、素養、教養を身につけておくことが、今、やるべ
きことですね、はい、頑張って勉強してください。  
【自分】はい。 【拍手】。

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。



93

参政党みたいな党
が躍進したという
ことをですね、世
界に発信しましょ
うよ

【自分】じゃあ、そちらの、男性いきましょうか、ええと、
まず、じゃあ、その、水色のシャツの男性から、いきましょ
う。  
【自分】＊＊＊ええ、いっこうに、進展のない、北朝鮮の拉
致問題、拉致の、ご家族の方は、高齢が進んでますね、一
体、本当に、拉致の被害者は、帰ってコレマスデショウカ
＊、サンセイ＊、あの、参政党の、に対する考え、カミヤ＊
さんの、考え、お聞かせ願えますでしょうか？  
【自分】はい、拉致被害者を、取り戻す方法は、軍隊を派遣
することか、もしくは、アメリカとの、折り合いをつけるこ
とですね。  
【自分】力付くで取り返すか、外交で取り返すかですよね。 
キーはアメリカです。 日本と北朝鮮との間に立ちはだかって
るのはアメリカです。 あんまり詳しく言うと、僕が殺され
ちゃうから言えないけど、ネックになってんのはアメリカで
す。 だから、日米関係をもう一度再見直しして、ちゃんと、
主従関係ではなくて、イコールパートナーシップに持ってい
かない限り、拉致問題は進展しません。 それ以外は軍事侵攻
することだけど、それをやると、国際世論もなかなか厳しい
と思いますし、まず国民がそこまでは望んでないですよね。 
てなると、やっぱりアメリカとの関係見直しっていうのを早
急にやらなくてはいけない。 トランプの時はチャンスだった
と思うんですけどね。 今、バイデンは難しい。 だから、今
度11月のアメリカの中間選挙があるでしょ。 これでアメリ
カがどうなるかってのは、本当、日本の未来に大きく関わっ
てきます。 だからね、この日本の選挙で、参政党みたいな党
が躍進したということをですね、世界に発信しましょうよ。  
【自分】＊だ。  
【自分】＊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

ちゃんと外交ルー
トを使って、アメ
リカの政治家とも
繋がりたい

【自分】でね、参政党は当選して、ちゃんとね、国会議員の
議席を得たら、ちゃんと外交ルートを使って、アメリカの政
治家とも繋がりたいと思っています。 それは、民主党政権で
はありません。  
【自分】そうだ。 ＊。  
【自分】はい。 アメリカの愛国者と関わりたいと思っていま
す。 アメリカも一枚岩じゃない、本当です。 我々日本と
ちゃんとしたパートナーシップでやろうという人達もいるわ
けですよ。 そういう人達に政権を取ってもらわないとね、ア
メリカと日本の関係って変わらないから、そういったこと
は、ま、あんまりやりすぎると内政干渉って言われちゃいま
すけど、でもね、日本にもそういう思いの人達が立ち上がっ
たんだと、そういうことでしょ。 だって、今日本にはもうグ
ローバル政権しかないわけですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうでしょ。

[93]「参政党み
たいな党が躍進
したということ
をですね、世界
に発信しましょ
うよ」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

パートナーシップ
を組めるような人
達が勝ちやすいよ
うな状況を

そうじゃなくて、ちゃんとナショナリスト、つまり国民国家
をちゃんと残していきたいと思う人達の政党を作って、その
勢力を急速に拡大しないと、世界にも発信できないんです
よ。 もう日本はね、世界の政治のプレーヤーとして見られて
ませんからね。 結局あいつはアメリカの子分で、何でもアメ
リカの言うこと聞くんでしょと思われてるから、外交の交渉
相手になってないんですよ。 だから、キムジョンウンも、日
本の総理と話すんじゃなくて、トランプと話してたんじゃな
いですか、ずっと。 なんで拉致問題がアメリカと北朝鮮で話
し合われるんですか。 それは、日本にもう主導権がないから
なんですよ。 だから、我々は、いか、ね、勇ましいこと言っ
ても、もうアメリカの属国みたいになってるから、外交がで
きないんです。 ちゃんと日本が独自の外交できるような国に
まずなることから始めないと、そうやってね、皆さんの家族
が誘拐されても救えないんですよ、日本政府は。 だから、す
ぐにこうやったら解決できる方法はないんだけど、とにかく
日米関係です。 日米関係の見直しを急がないとだめ。 で
も、それは、日本だけでもやってもだめなんですね。 アメリ
カの政治状況があるから。 だから、アメリカで我々とパート
ナーシップを組めるような人達が勝ちやすいような状況を
ね、もう世界は繋がってるから、日本でも作っていくという
ことが、急がば回れで、拉致問題の解決にも近付くというの
が私の考えです。 以上です。 はい。 じゃ、隣の＊の方。  
【自分】あ、すみません。

[94]「ちゃんと
外交ルートを

使って、アメリ
カの政治家とも
繋がりたい」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。



96
普段からもマスク
も一切しません

あの、えっと、お疲れ様です。 えっとですね、あの、ま、2
年ほど前から、あの、コロナっていうの流行って＊、本当に
皆さん、あの、非常に苦し＊。 で、あの、僕個人的には、全
くコロナっていうの信用してなくて、普段からもマスクも一
切しません、電車に乗る時でも。 で、次今ちょっと、なん
か、あの、怪しい問題になってるサル痘っていうの＊。 今
後、また、あの、国民か＊＊＊。

起点となる話題 ✔

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

97
そういうパターン
があるんだという
ことですよ

【自分】＊きたり、ていう可能性は、あるんですかね？ ＊。  
【自分】はい。 サル痘が、日本で流行りますかと、いうコト
＊ですね。 はな、流行らせようと思えば流行ります。 は
い、ナ＊メディアの扱い方ひとつですよ。 ね、今回のコロナ
も、ね、インフォデミックって言われてますけどね。 結局マ
スコミがカ＊。 ね、ま、だからワンパターンなんですよ。 
さっきもデンノウジ＊言いましたけど、ていう、マッチポン
プみたいなもので、流行らせといて、最後出口作って、てい
う。 ね、ことやるんですよね。 ＊癌とかもそうですよ。 悪
いもん食わせて、癌にしといて、抗癌剤。 ね、もう一緒のパ
ターンですよ、大体。 戦争を起こしといて、武器売るみたい
な。 ね、＊もう、いつもの彼らのビジネスのパターンにはま
らない、ていうことです。 ね、だから、そういうパターンが
あるんだということですよ。

[98]「日本も、
抗うと、何人か
政治家やられま
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。

98
日本も、抗うと、
何人か政治家やら
れますよ

アフリカ人なんか、よく知ってるんですよ、彼らね。 もうさんざん、
植民地にされてきたから。 ね、でも、抗うとね、そ、なんか大統領と
かいなくなったりするんですよね。 アフリカではね。  ま、日本も、
抗うと、何人か政治家やられますよ。 僕らもやられるかもしれない。 
けど、そういうことを、やっぱりね、政治家や、芸能人や、医者や、
ね、官僚が、勇気持ってやらないと、また同じことになります。

[99]「パンデ
ミックは起きる
可能性は、大い
にあります」に
ついての具体的

説明

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

99
パンデミックは起
きる可能性は、大
いにあります

だから僕よく鬼滅の刃の話をしてるんですよ。 ね、やるべきことは、
心を燃やすことで、ね、上に立つ人間ていうのはですね、それだけの
力を持ったっていうことでしょ。  力を持った人は、その力を自分の
ために使ってはいけないんですよ。 力を持った人は、それを世のため
人のため、弱い人のために使わないといけないんですよ。 それが、レ
ンゴクさんのお母さんが、レンゴクさんに伝えたことですよね。 だか
らレンゴクさんは、どんなに誘惑されても、鬼に心売らないじゃない
ですか。  でもね、日本の大人でね、上の方にいる人はね、皆鬼に心
売っちゃうんですよ。 自分の立場が弱くなると。 なぜか、これ教育
が悪いんです。 小さい時に、親がちゃんと、レンゴクさんのお母さん
みたいなこと、教えとかないといけないわけ。 子供達に。 あなた別
に学校の勉強＊どうでもいいのよと。 ね、大学行くことなんかどうで
もいいんだと。 ね、そうじゃないんだ、人として大事なことは、ね、
世の中の問題をちゃんと考えて、そのあなたが持ってる才能をね、皆
それぞれ違う才能を持ってるわけじゃないですか、ここにいらっしゃ
る皆さん。 皆才能持ってますよ。 何らかの才能、持ってます。 その
才能を生かして、世のため人のために頑張ることよと。  ね、そし
て、その力を、自分のためだけに使って、人を騙したり、貶めたり、
弱い人をね、虐めたりすることは絶対駄目よ、ていうことを、情操教
育しとかないと、結局いじめを起こしたり、ね、裏で陰口を言った
り、人を貶めたり。 そして権力をせっかく持っても、その権力を自分
を守ることにしか使わないわけですよね。 そういう人達が、社会の上
の方にいるうちは、また、パンデミックは起きる可能性は、大いにあ
ります。 はい。

[100]「5議席、
ね、取りたいん
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。

100 5議席、ね、取り
たいんです

でも、参政党が、今回、何議席かな。 ま、5議席、ね、取りたいんで
す。 取れて、ゴレンジャーが、今僕はゴレンジャーって言ってるんで
すけど、いけば、かなりのストッパーになりますよ。 はい。 なんで5
人必要かっていうとね、よく言うんですよ。 僕ひとりまぐれで上がっ
ちゃったりしたら、僕が袋だたきにされて、つぶされて終わるんです
よ。 それか僕が不慮の事故にあ＊かもしれない。 ひとり＊が不慮の
事故にあう確率ってあるから。 でも、5人が全員、不慮の事故にあ
うっておかしいでしょ。 同じ飛行機とかに乗らなきゃいいんだから。 
ね、そしたら、全員はつぶせないから。 うん、そして僕達は、もう皆
で戦おうって、5人で握ってるので。 ね、誰かがやられたからって
いって、他の4人が怯むことはないですよ。 必ず、他の4人がやって
くれます。 で、ふたりやられたら、他の3人がやってくれる。 そうこ
うしてるうちに、皆気付くじゃないですか。 参政党の議員がどんどん
つぶれていく、つって。 そしたら、皆さん、また怒ってくれるで
しょ、一緒に。

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
2年間のような同
じ二の舞にはさせ
ない

【自分】今回コロナでね、720人も国会議員がいて、誰も国会で、ね
え、セイ＊おかしいんじゃないんですかみたいなのありましたけど、
全然ガンガン言わないわけ。 ね、ほんとに、ねえ、それをね、国会＊
議員が何人かいてくれれば、状況はこんな風にならんかったんじゃな
いかなと思いますよ。 はい。  だから今回、ね、次のが来る前に、ま
あこの参議院選挙があるから、ここでやっぱり我々がですね、ちゃん
と国民のソノ＊おかしいっていう声を届ける、キョウトホウ＊作って
おけば、この2年間のような同じ二の舞にはさせないようにしたいと
思います。 以上です。

[100]「5議席、
ね、取りたいん
です」について
の理由・ニーズ



102
今日の街頭演説は
これで終わらせて

はい、質問はたくさんあるんですよね。 まだいっぱい手を挙げていた
だいてるんですけど、すいません、予定を、時間が近づいてまいりま
した。 許可取ってるのはね、6時までですし、目の前交番ですから、
はい。 警察で許可を取らないとこういう事ができないんです、はい。 
という事で、えー、今日の街頭演説はこれで終わらせていただきたい
と思います。 まあほんとに何回も言いますけど、ね、皆さん、こう
やって暑い中、1時間半もね、1人も帰らずに、むしろ増えてますから
ね、はい、あの、集まってくださってほんとにありがとうございまし
た。 ありがとうございます。

[103]「参政党
というコート＊
ができた時に、
皆さんの思い

を」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

参政党というコー
ト＊ができた時
に、皆さんの思い
を

ほんとに僕は今日ここで演説した事を忘れません。 エ＊、そして、ス
イタ＊の皆さん、スイタ＊市民の皆さんナンジュウニンカ＊いらっ
しゃいますよね。 ずっと応援してくださってる皆さんの思いをほんと
にちゃんと国会に届けるし、僕が当選しようがしまいが、僕は参政党
の事務局長ですから、参政党というコート＊ができた時に、皆さんの
思いをきちっと届けるという約束を改めてここでさしていただきま
す。 それを今日皆さん覚えて帰っていただきたいと思う。

[104]「5議席は
欲しいんです」
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。

104
5議席は欲しいん
です

そして今回の選挙、参政党はまだまだいっても弱小ですよ。 今、予想
だったら1議席とか2議席っていわれてます。 でもそれじゃあ十分に
力が発揮できない。 5議席は欲しいんです。 何だったら＊＊＊欲しい
んですよ。 今日メディアのカメラが回ってます。 これが今日、夕方
のニュースでも流れるようならば、どんどん知名度上がるんだけど、
恐らく選挙が終わってからしか流してくれない。 だからマスコミの力
を借りれないから、ね、皆さんの力を貸してください。 皆さんの口コ
ミで参政党広げてください。 無理してね、アツクルシク＊押し付ける
必要はありません。

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。

105
チャンネルは参政
党応援＊＊＊そう
いう名前

今日、もうユーチューバーの皆さん、これ撮ってくれているんです
よ。 で、これ、もう1時間ぐらいしたらね、動画であがるんですよ。 
ね、今日スイタ＊で街頭演説聞いてきたと。 そしたら参政党応援とか
で出てきますかね？  
【自分】はい、参政党応援＊。  
【自分】はい、この方のチャンネルは参政党応援＊＊＊そういう名前
なんですよ。 それを友達に今日、私、これ見てきて面白かったから見
てみてとか、この動画を広めたいから拡散してとか、それでいいんで
すよ。 拡散してって言われると1回見るじゃないですか。 ねえ、見た
ら、これは僕の話が良かったか悪かったかですよ。 ね。

[106]「参政党
は今の10倍の勢
力になってます
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。

106
参政党は今の10倍
の勢力になってま
すよ

やっぱりね、選挙に応援する、しないっていうのは、その人の意思に
ゆだねた方がいい。 だから要は参政党っていう選択肢を今日は皆さん
に伝えて欲しいんですよ。 んで、あるって知ってもらえば、かなりの
方が今は参政党に応援をしてくれるようになっています。 だって他の
政党と全く違う事言ってるからです。 本来、僕らがテレビの党首討論
とかにきちんと出れていたら、日曜討論に出れていたら参政党は今の
10倍の勢力になってますよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】でも、取り上げてくれないんです、色んな圧力があって、う
ん。 だから皆さんの力で参政党を押し上げてください。 そしてイッ
カイハ＊。

[107]「1、2、
参政党」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 1、2、参政党

【自分】我々がちゃんとした、そういう土俵に上がれるようになった
ら、そっから次の飛躍が始まりますから。 その最初の第1歩を作るの
が、今回の選挙です。 そして、我々が頑張るんじゃなくて、頑張って
いただきたいのは、皆さんです。 もう我々ハ＊出来ることは、この
18日間全て組んで、寝る間もないぐらい皆飛びまわってやってますか
ら。 ね、あとは、それをどれだけ皆さん、拡散してくれるか。 テレ
ビが広げてくれない分、新聞が広げてくれない分、どれだけ国民が口
コミで広げてくれるかが、今回の選挙の勝負のポイントです。 皆さん
の力を貸してください。 よろしくお願いします。 じゃあ、やれると
いうことなんで、やりましょう。 参政党コールで締めたいと思いま
す。 私がせーのと言いますので、1、2、参政党と、ご唱和いただき
たいと思います。 これ＊元気がいるそうです、はい。 では、いきま
しょう。 せーの。 1、2、参政党。  
【自分】1、2、参政党。  
【自分】ありがとうございました。 ありがとうございました。  
【自分】＊。  
【自分】アア＊。  
【自分】うん、＊ね、うん。  
【自分】＊。  
【自分】うん、本当に。 ＊。 良かった、良かった。

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。



108
本当に拡散活動、
一緒に、していた
だきたい

【自分】【無音03:45まで】。 あ、はい、どうも。 ええ、良かったで
す。 また、ええ、ミナサン＊来てください。 はい、＊関西のほう。 
はい、はい、はい。  
【自分】＊コウホシャノ＊、力になるんで、本当ありがとうございま
す。 本当に、ありがとうね、＊＊＊。  
【自分】マツバラ＊、さん、今日は、カミヤ＊さんに、＊＊＊ねえ、
マツバラ＊さん、いま、6000人が、目の前にいます。  
【自分】すみません、お恥ずかしながら。  
【自分】はい、じゃあ、はい、いつも全国を回っている、マツバラ＊
さん。  
【自分】はい。  
【自分】はい、あの、ねえ、なんか、いろいろ、苦労さえていると
は、思いますが。  
【自分】いや、特にないです、大丈夫ですよ、やれること、やってい
るだけです、頑張ります、ありがとうございます。  
【自分】特に、大丈夫ですか、はい、分かりました、はい。  
【自分】はい、それでは、あの、ねえ、今日で、5日目ですかね、選
挙戦、5日目、終わりました、はい、この、5日間ね、結構、毎度、見
る顔も、あると思うんですけれども、本当、長くね、まあ、長い選挙
戦ですけれど、残りはわずか、あと、14日しか、ありません、はい。 
まあ、あと、残り14日間、すこしでも、参政党を、多くの方に知って
もらうため、また、皆さんでね、本当に拡散活動、一緒に、していた
だきたいと思います。

[109]「午後、1
時台ぐらいか

ら、また、始ま
ると思います」
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。

109
午後、1時台ぐら
いから、また、始
まると思います

ええ、自分は、今日、このあと、ええ、九州の方に向かいます、明日
は、ええ、長崎で、ええ、午後かな、ええ、午後、いち、いちじ、あ
れ、マツバラ＊さん、明日、午後からですか？  
【自分】＊ゴゴ＊。  
【自分】＊＊＊ええと、ちょっと、もう一度、確認するんですけれ
ど、だいたい、午後、1時台ぐらいから、また、始まると思います、
はい、また、明日、あの、お時間のある方は、また、お付き合いいた
だきまして、一緒に、ライブのほう、盛り上げていっていただければ
と思います、それでは、皆さん、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。


