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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

76%

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 女性たちが抱えている課題、これ

を国会の中で議論

△ 少しゆったり
2 教育、福祉、ジギョウニ＊使えば

いい あなた側の話量は21分が適切と判定されました

3 大阪にはたくさんの人たちが住ん
でいます

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が少なめです

4 社会民主党が今のこの社会には必要

5 私たちは外交で平和を築いていく

6 大阪から変えていきたいというふうに思って
います

7 非正規労働者＊雇用の問題を訴えて

8 大阪、コロナで命を落とした人たちが全国最
多

9 税金なしにはこのカジノを作る事ができない

10 カジノはギャンブル依存症患者を増やす
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）

29.9語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 CLOSED 楽しい週末をお過ごしでしょうか？

4 CLOSED どこの誰か皆さん知ってますよね？

4 OPEN 行きつく先はどこですか？

7 CLOSED 皆さんの中にも、コロナの感染によって家族を失ったという方いらっしゃいませんか【＊】？

7 CLOSED 病院にたどり着けず、自宅で命を落としたという方を身近に知っていませんか？

9 CLOSED
もし儲かるんだったらもっと世界中のカジノ業者が大阪にカジノを作りたいって言ってません
か？

11 CLOSED 皆さんの税金が、カジノに使われていいですか？

12 OPEN
＊で、金儲けをして、そんな政治をそんな金で、この大阪府ヲ＊、大阪府の政治を行っている、
皆さんドウオモウンデ＊すか？

18 CLOSED ＊皆さん、お子さんがいらっしゃる方もいますよね？



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　　 6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　7件
話順 説明の少ない話題　1件 話順 説明のある話題　6件

5 非正規労働者＊雇用の問題を訴えて 2
女性たちが抱えている課題、これを国会の中で議
論

4 私たちは外交で平和を築いていく
9 教育、福祉、ジギョウニ＊使えばいい

15
大阪から変えていきたいというふうに思っていま
す

17 大阪にはたくさんの人たちが住んでいます
19 社会民主党が今のこの社会には必要



【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　　 6話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

2 説明のある話題
女性たちが抱えている課題、これを国会
の中で議論

私達は、党首、副党首が女性＊、女性が勤めている社
民党。 しっかりと女性たちが抱えている課題、これを
国会の中で議論していきたい、進めていきたいと思っ
ています。...

↓

1→ 具体的説明
唯一女性が党首、副党首を務めている政
党

話者A：大阪の皆さんこんにちは。 楽しい週末をお過
ごしでしょうか？ 私たちは社会民主党、社民党です。 
で今日はこの場所をおかりいたしまして、来る参議院
選挙。 ぜひともその前に、社民党の政策を大阪の皆さ
んに知って頂きたいという思いで、ここからお伝えを
させていただいております。 今日は東京から、フクシ
マミズホ党首もやってきております。  話者A：ご紹介
をさせて＊。  話者A：日本の＊9つあります。 し...

- -

4 説明のある話題 私たちは外交で平和を築いていく

話者A：どこの誰か皆さん知ってますよね？ 大阪市長
のマツイイチロウ、マツイイチロウです。  話者A：
＊。  話者A：マツイイチロウが＊ってって、非核三原
則の見直し。 そして核兵器の共有なんてことを言っ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

3 → 具体的説明
女性候補として、全国の皆さんに核兵器
のない社会を

そしてもう一人、今日はここにやって来てくださいま
した。 前広島市長のアヒラタダトキ＊さん、アヒラタ
ダトキ＊さんです。 今回この社民党の全国比例代表、
女性候補として、全国の皆さんに核兵器のない社会
を。 ＊でこれから活動をされていきます。 ＊アヒラ
タダトキ＊さんを、今回この社民党から立候補を予定
してくださったこと、私はこれが社民党の＊を示して
いると思っているんです。 社民党は核兵器のない社会
を作って＊...

- -

5
説明の少ない話

題 非正規労働者＊雇用の問題を訴えて

私たち、私は社民党副党首のオオムタユウコと申しま
す。 この大阪で活動をしております。 クビを切られ
た、モト＊非正規労働者＊雇用の問題を訴えてきまし
た。 どうもありがとうございます。...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

9 説明のある話題 教育、福祉、ジギョウニ＊使えばいい

カジノって聞いたら何か聞こえがいいですが、日本語
で言わしてもらいますけど、博打場、賭博場、＊＊＊
賭け事する＊ですよ。 ソコニ＊皆さんの税金を使って
博打場、賭博場を作ろうとしているんです。 マツイイ
チロ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

8→ 具体的説明
税金なしにはこのカジノを作る事ができ
ない

そんな時に、今、大阪府大阪市はオオサカ＊にある夢
洲、人口島にカジノを作ろうとしているんです。 大阪
府のマツイシチョウ＊が大阪にカジノを作るけど、皆
さんの税金使いませんよって言ってました。 大嘘で
す。  嘘つきっぱなし。 結局蓋を開けてみたら、皆さ
んの税金なしにはこのカジノを作る事ができないとい
う事が明らかになったんです。 此花区の＊＊＊島＊は
汚染した土壌も含まれてる、そういう土地です。 土地
改良の...

10→ 具体的説明
カジノの問題が、市民の判断によって決
められるということを認めて

今、大阪府民の皆さんが立ち上がりました。 私たちの
税金使って博打場、賭博場、こんなものを本当に作っ
ていいのか。 ＊＊＊だけがギカイ＊の中で勝手に決め
んじゃない。  話者A：住民投票によって、カジノをつ
くるべきか。 ＊決めていこうということで、5月25
日、ありがとうございます。 ＊＊＊シャミントウ
＊15万票を集めなきゃいけなかったんですけど、それ
を超える署名を集めることができます。 しかし、この
住民...



11→ 具体的説明 カジノはギャンブル依存症患者を増やす

皆さんの税金が、カジノに使われていいですか？ 博打
場、賭博場、金ヲモラッテ＊賭け事をする場所、そこ
に皆さんの税金が、今、使われようとしています。 カ
ジノはギャンブル依存症患者を増やす事に繋がりま
す。...

- -

15 説明のある話題
大阪から変えていきたいというふうに
思っています

全国で13万人以上の人たちが、このコロナ禍の中で、
解雇、雇い止めをされたと言われています。 大阪、コ
ロナをきっかけに、倒産した中小企業も本当にたくさ
んいました。 けれども、その人たちの生活も立て直
＊。...

←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 政治の過ちだと思う

私は、これ政治の過ちだと思うんです。 自分たちが金
儲けできたらいい、カジノで儲けるか、儲けないかな
んて関係ないんです。 万博つくって、カジノつくって
そこで一部の人たちが、一部の政治家たちが＊たりす
ればいいんです。 あとのツケ＊は、誰にまわるか、府
民の皆さんです。 それを皆さん本当に引き受けていい
ン＊でしょうか。 ＊の大阪の皆さん、維新の政治の中
で暮らしている皆さん、維新政治は、私たちの命や暮
らしを...

- -

17 説明のある話題
大阪にはたくさんの人たちが住んでいま
す

だから皆さん、選挙権をお持ちの方はこの夏の参議院
選挙、投票に行っていただきたいと思っています。 こ
の大阪にはたくさんの人たちが住んでいます。 日本国
籍の人たちだけじゃないんです。 とりわけ大阪の＊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

↓

16→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

声を上げること、立ち上がること、その
一歩が投票

今年の夏の参議院選挙、大阪の皆さん、大阪の皆さん
がカジノをススメテ＊維新を＊＊＊。 そして、イラク
＊＊の見直し、核兵器の共有、そしてもっともっと武
力を持つべきだと訴える、この維新の政治を選び続け
るのか、私達の判断が問われている重要な選挙です。 
今、国政選挙が行われても、有権者の約5割の人たち
が投票に行っていません。 ＊キノウモ＊43歳の男性
に話しかけられました。 選挙に行って本当に政治は変
わるんで...

18 → 具体的説明
思いをひっくるめて、選挙権を持ってい
る方は投票に行って

＊皆さん、お子さんがいらっしゃる方もいますよね？ 
18歳以下の子どもたち、この2年間コロナ禍の中で日
本の政治に翻弄されてきました。 でも投票に行けない
んです。 そういう人たちの思い、子どもたちの思い、
この国で働いている外国籍の人たちの思いをひっくる
めて、選挙権を持っている方は投票に行ってくださ
い。...

- -

19 説明のある話題 社会民主党が今のこの社会には必要

私、オオツバキユウコ、これからフクシマミズホ党
首、そして核兵器は絶対にナクセル＊んだっていう本
当に希望のある言葉を発し続けてくれているアキバタ
ダノブ＊さんと共に、全国の皆さんに向けて社民党、
社民党の政...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

20→ 具体的説明
みんなが動けば絶対に政治は変えていく
ことができます

ちょうど大阪の皆さん、この夏の参議院選挙、6月の
22日公示、7月の10日投開票で行われます。 皆さんに
は政治を変える力がある、皆さんには政治を変える
チャンスがある、自分の1票が無駄なんて思うな、自
分の1票に力がないなんて思うな、みんなが動けば絶
対に政治は変えていくことができます。 訴えさせてい
ただきましたのは、大阪に住んでおります、社会民主
党、副党首、オオツバキユウコ、オオツバキユウコで
す。 国を...

- -



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
唯一女性が党首、
副党首を務めてい
る政党

【自分】大阪の皆さんこんにちは。 楽しい週末をお過ごしで
しょうか？ 私たちは社会民主党、社民党です。 で今日はこ
の場所をおかりいたしまして、来る参議院選挙。 ぜひともそ
の前に、社民党の政策を大阪の皆さんに知って頂きたいとい
う思いで、ここからお伝えをさせていただいております。 今
日は東京から、フクシマミズホ党首もやってきております。  
【自分】ご紹介をさせて＊。  
【自分】日本の＊9つあります。 しかしその9つの中で、唯
一女性が党首、副党首を務めている政党は、私達の政党、社
会民主党。 社会民主党しかないんです。 日本の国会の中、
皆さん見てください、9割が男性の国会議員なんです。 残り
1割が女性の国会議員。 世の中には男性も女性も、そして性
別に＊＊＊たくない人たちも、色んな人たちが暮らしていま
す。 で＊あの国会の中見てください。 男ばっかりなんです
よ。 それだったら、女性たちが抱えている＊な課題、議論の
中央に持って行くことなんてできないんです。 なんで女性た
ちの給料は、男性達より安いの。 なんで女性たちは、非正規
労働者が多いの。 なんで女性達に家事や育児や介護が押し付
けられるの。 なんで女性達はセクハラにあい、痴漢にあい、
性暴力にあい、そしてこの日本の中で＊という問題を抱えて
いるのか。 女性だからこそ抱えている問題があります。 そ
れを国会の中で、長年に渡り追求してきたのが、ここにいる
社民党の党首、フクシマミズホ、フクシマミズホでございま
す。

[2]「女性たちが
抱えている課

題、これを国会
の中で議論」に
ついての具体的

説明

2
女性たちが抱えて
いる課題、これを
国会の中で議論

私達は、党首、副党首が女性＊、女性が勤めている社民党。 
しっかりと女性たちが抱えている課題、これを国会の中で議
論していきたい、進めていきたいと思っています。

起点となる話題 ✔

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

3
女性候補として、
全国の皆さんに核
兵器のない社会を

そしてもう一人、今日はここにやって来てくださいました。 
前広島市長のアヒラタダトキ＊さん、アヒラタダトキ＊さん
です。 今回この社民党の全国比例代表、女性候補として、全
国の皆さんに核兵器のない社会を。 ＊でこれから活動をされ
ていきます。 ＊アヒラタダトキ＊さんを、今回この社民党か
ら立候補を予定してくださったこと、私はこれが社民党の＊
を示していると思っているんです。 社民党は核兵器のない社
会を作って＊。 非核三原則に直ちに＊する。 そのことをこ
のアヒラ＊さんの＊がシメシ＊ているんです。 どこかの誰か
が非核三原則を見直せって言いました。 核兵器の共有をしよ
うって＊。  
【自分】＊。

[4]「私たちは外
交で平和を築い
ていく」につい
ての具体的説明



4 私たちは外交で平
和を築いていく

【自分】どこの誰か皆さん知ってますよね？ 大阪市長のマツ
イイチロウ、マツイイチロウです。  
【自分】＊。  
【自分】マツイイチロウが＊ってって、非核三原則の見直
し。 そして核兵器の共有なんてことを言っているんです。 
私、公私共に怒りを覚えます。 呼び捨てですいません。 で
もマツイイチロウさん、あなたはどういう立場で非核三原則
の見直し、核兵器を持たない、＊させない、作らない。 この
ことを守ってきた私たちの姿勢を変えようと言うんでしょう
か。 アメリカと核兵。  
【自分】＊をしようと言うんでしょうか。 ＊そんなものを言
う人たちが、この大阪という街の市長をやっているんです。 
私は＊本当に不名誉なことだという風に思っています。 今回
このアリマタダタカ＊全国に向けて、そして世界に向けて、
核兵器のない社会は可能なんだということを伝えて、アルイ
テクレマス＊。 私たち核兵器のない社会を作ることが可能な
んです。 武力に対し武力で対抗しなければ、私たちの国は守
れない。 今、オオバライシン＊の会、日本維新の会、そして
自民党、首相まで、皆が武力が抑止力になるんだという風に
言ってるんです。 私たち社民党は決してそう思わないんで
す。 武力に対し、武力で対抗し続ければ、際限のない競争が
続いていきます。 行きつく先はどこですか？ 核兵器を持つ
こと、核兵器を使用すること、核戦争はオコスト＊いうこ
と。 誰も幸せになれません。 誰もこの地球で生き延びられ
ないんです。 私たち社民党は、今国会議員たちが大きな声で
言っている、武力に対しては武力で対抗を、武力こそが抑止
力になるんだ、非核三原則の見直し、核兵器の共有、こんな
＊では徹底的に安全な立場、私たちは外交で平和を築いてい
くんだということを、しっかり訴えさせていただきます。

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。

5 非正規労働者＊雇
用の問題を訴えて

私たち、私は社民党副党首のオオムタユウコと申します。 こ
の大阪で活動をしております。 クビを切られた、モト＊非正
規労働者＊雇用の問題を訴えてきました。 どうもありがとう
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。

6

どんなことをもた
らしてきたか、い
ま一度考えてもら
いたい

皆さん、今年の夏、参議院選挙が行われます。 6月の22日公
示、そして7月の10日投開票。 もう、引き返しのつかない参
議院選挙が始まるんです。 大方の人たちには、よくよく考え
ていただきたいことがあります。 それは、日本維新の会をど
うミル＊かということです。 皆さん、この大阪では与党は自
民党ではありません。 日本維新の会です。 昨年の衆議院選
挙19あった選挙区のうち、15選挙区で維新が勝利しました。 
そして、残り4議席、そこは維新と手を組んだ公明党が勝利
をしました。 大阪において、与党は自民党ではなく、維新の
会です。 維新の政治が皆さんにどんなことをもたらしてきた
か、いま一度考えてもらいたいです。

[7]「大阪、コロ
ナで命を落とし
た人たちが全国
最多」について
の具体的説明

7
大阪、コロナで命
を落とした人たち
が全国最多

先ほど＊党首の話にもありました。 大阪のコロナの感染者
数、人口比でいえば全国最多です。 そして、コロナによる感
染で亡くなった人達全国最多。 全国で3万人以上の人たちが
コロナで亡くなっています。 そのうち6人に1人がこの大阪
の方だったんです。 そして、4割の方は大阪府の方です。 こ
れまで全国で1番コロナの感染で亡くなっている人たちが多
いのが、この大阪なんです。  皆さんの中にも、コロナの感
染によって家族を失ったという方いらっしゃいませんか？  
【自分】病院にたどり着けず、自宅で命を落としたという方
を身近に知っていませんか？ 大阪は公的病院をどんどんどん
どん潰し、保健所のカズヲフヤシ＊、保健所の職員を減らし
てきた。 その結果として全国最多の感染者数、そして全国最
多のコロナによる死亡者数。 ＊＊＊。 それが維新の＊。 ヨ
シムラシチョウ＊よくやってる、頑張ってる、色んな声を聞
きました。 でも、＊＊＊見てください。 ソレダケ＊たくさ
んの人たちが亡くなってるんです。 東京よりも人口が少ない
にもかかわらず、大阪、コロナで命を落とした人たちが全国
最多なんです。 今、この町に住んでいる私たち、地域医療が
＊の中で生き延びているんです。 次は私たちの命が守られな
いかもしれない、そんな状況です。

[8]「税金なしに
はこのカジノを
作る事ができな
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。



8
税金なしにはこの
カジノを作る事が
できない

そんな時に、今、大阪府大阪市はオオサカ＊にある夢洲、人
口島にカジノを作ろうとしているんです。 大阪府のマツイシ
チョウ＊が大阪にカジノを作るけど、皆さんの税金使いませ
んよって言ってました。 大嘘です。  嘘つきっぱなし。 結局
蓋を開けてみたら、皆さんの税金なしにはこのカジノを作る
事ができないという事が明らかになったんです。 此花区の
＊＊＊島＊は汚染した土壌も含まれてる、そういう土地で
す。 土地改良の為に790億。 そして＊＊＊2000億円以上の
税金が必要になると言われているんです。 考えてみてくださ
い。

[9]「教育、福
祉、ジギョウニ
＊使えばいい」
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。

9
教育、福祉、ジ
ギョウニ＊使えば
いい

カジノって聞いたら何か聞こえがいいですが、日本語で言わ
してもらいますけど、博打場、賭博場、＊＊＊賭け事する＊
ですよ。 ソコニ＊皆さんの税金を使って博打場、賭博場を作
ろうとしているんです。 マツイイチロウさんが言います、カ
ジノで儲けて福祉に回す。 マツイイチロウさん、ずっと言っ
てるんです。 カジノ儲かる、儲かる、儲かるって。 ほんと
に儲かるんでしょうか。 儲かるのは胴元だけです。 もし儲
かるんだったらもっと世界中のカジノ業者が大阪にカジノを
作りたいって言ってませんか？ 手挙げたの、たったの1社な
んですよ。 周辺開発の為に事業者をオトシマシタ＊。 
＊＊＊。 要するに、大阪にカジノを作ったって儲からないと
いう事を民間業者が分かってるんです。 儲かるんだったら
もっとカジノ業者も手挙げた。 周辺開発の為に民間業者も手
挙げた。 手挙げた、手挙げる人が皆さんだって事は儲からな
いんです。 にもかかわらず、皆さんカジノで儲けて福祉に回
す。 これを言ってるのは大阪市長のマツイイチロウさん。 
大阪維新の会、日本維新の会の方です。 そんな言葉に騙され
ちゃいけません。 カジノで儲けて福祉に回さなくっても、皆
さんの、皆さんから預かった税金、＊＊＊教育、福祉、ジ
ギョウニ＊使えばいいじゃないですか。 何でイッカイ＊カジ
ノ＊＊＊必要があるんでしょう。 そんな事、しなくていいん
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

カジノの問題が、
市民の判断によっ
て決められるとい
うことを認めて

今、大阪府民の皆さんが立ち上がりました。 私たちの税金
使って博打場、賭博場、こんなものを本当に作っていいの
か。 ＊＊＊だけがギカイ＊の中で勝手に決めんじゃない。  
【自分】住民投票によって、カジノをつくるべきか。 ＊決め
ていこうということで、5月25日、ありがとうございます。 
＊＊＊シャミントウ＊15万票を集めなきゃいけなかったんで
すけど、それを超える署名を集めることができます。 しか
し、この住民投票を行うかどうかは、議会にかけられるわけ
ですけどモ＊。 これだけ多くの府民の人たちが、政治家たち
に勝手に決められて、私たちの生活に関わるカジノの問題、
もっと私たちの意見を聞いてくれということで、住民投票実
現のための署名活動を行います。 私たち社民党ヲ＊住民投票
によって、ソノ＊カジノの問題が、市民の判断によって決め
られるということを認めています。 維新の皆さん、私たちガ
＊＊を求めていない＊、自分たちが住民投票する時は自由な
んですよ。 大阪シ＊をハイシュツスル＊、大阪都構想、私た
ちベツニ＊大阪市なんてハイシュツ＊してほしくなかったデ
スヨ＊。 ケレドモ＊勝手に住民投票を＊やる、これが維新の
政治なんです。 大阪で維新を選び続けていれば、ずっと、
ずっと彼らの都合の良い政治に振り回されていくことに繋
がっていきます。

[9]「教育、福
祉、ジギョウニ
＊使えばいい」
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。

11
カジノはギャンブ
ル依存症患者を増
やす

皆さんの税金が、カジノに使われていいですか？ 博打場、賭
博場、金ヲモラッテ＊賭け事をする場所、そこに皆さんの税
金が、今、使われようとしています。 カジノはギャンブル依
存症患者を増やす事に繋がります。

[9]「教育、福
祉、ジギョウニ
＊使えばいい」
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。

12 家族は崩壊する

＊で、金儲けをして、そんな政治をそんな金で、この大阪府
ヲ＊、大阪府の政治を行っている、皆さんドウオモウンデ＊
すか？ 毎日、毎日24時間、賭け事のことしか考えられな
い、家じゅうのお金をかき集めてカジノに行く。 お金が、＊
しか残らない。 家族は崩壊する。 そのような不幸な状況を
生み出すかもしれないカジノを私たちは、この大阪の中にツ
クルンデショウカ＊。

[11]「カジノは
ギャンブル依存
症患者を増や

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。



13
コウソウ＊の建物
をつくれる場所
じゃない

そして人工島、夢島、そもそもそこにあんなコウソウ＊の建
物をつくれる場所じゃないんです。 粘土状の軟弱地盤、コノ
サン＊十年以内に来ると言われている南海トラフ大地震、そ
れが起きれば人工島、夢島、万博、カジノをつくろうとして
いるところ、高波、津波、地盤沈下や液状化現象、必ずやっ
てくるという場所に、たくさんの人を集客する、そんなカジ
ノをつくろうとしているんです。

[12]「家族は崩
壊する」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。

14 政治の過ちだと思
う

私は、これ政治の過ちだと思うんです。 自分たちが金儲けで
きたらいい、カジノで儲けるか、儲けないかなんて関係ない
んです。 万博つくって、カジノつくってそこで一部の人たち
が、一部の政治家たちが＊たりすればいいんです。 あとのツ
ケ＊は、誰にまわるか、府民の皆さんです。 それを皆さん本
当に引き受けていいン＊でしょうか。 ＊の大阪の皆さん、維
新の政治の中で暮らしている皆さん、維新政治は、私たちの
命や暮らしを最優先に考えていくのは、＊考えていただきた
いんです。

[15]「大阪から
変えていきたい
というふうに

思っています」
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。

15
大阪から変えてい
きたいというふう
に思っています

全国で13万人以上の人たちが、このコロナ禍の中で、解雇、
雇い止めをされたと言われています。 大阪、コロナをきっか
けに、倒産した中小企業も本当にたくさんいました。 けれど
も、その人たちの生活も立て直＊。  
【自分】＊を優先するのは、今は大阪の政治なんです。 私は
人々の暮らしに目を向けない、自分たちがやりたいことだっ
たらどんな方法でもやってしまう、今の維新の政治に＊、皆
さんとこの大阪から変えていきたいというふうに思っていま
す。

起点となる話題 ✔

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

16
声を上げること、
立ち上がること、
その一歩が投票

今年の夏の参議院選挙、大阪の皆さん、大阪の皆さんがカジ
ノをススメテ＊維新を＊＊＊。 そして、イラク＊＊の見直
し、核兵器の共有、そしてもっともっと武力を持つべきだと
訴える、この維新の政治を選び続けるのか、私達の判断が問
われている重要な選挙です。 今、国政選挙が行われても、有
権者の約5割の人たちが投票に行っていません。 ＊キノウモ
＊43歳の男性に話しかけられました。 選挙に行って本当に
政治は変わるんですか、今までずっとマワッテ＊きたことな
いじゃないですか、この方は43年間一度も選挙に行ったこと
がないと言われる。 まずこの社会を変えたい、政治を変えた
いと思ったら、選挙権を持っている皆さん、投票に行ってみ
てください。 それが政治を変えるための一歩なんです。 決
して＊＊＊一気に政治が変わるわけではない、それが＊民主
主義に、政治に無関心でいたんです。 政治を変えるために
は、本当に地道な地道な時間がかかると。 でも投票に行かな
かった人が、1人でも2人でも投票に行くようになれば、それ
が積み重なって積み重なって積み重なって私たちの手で政治
を変えることが必ずできるんです。 皆さんが思っている不
安、皆さんが抱えている憤り、怒り、それは誰かが代弁でき
るものではありません。 皆さん自身が声を上げること、立ち
上がること、その一歩が投票という方法だと思うんです。 こ
うやって人前に立って訴えることは苦手かもしれない、でも
投票という形で意思表示をできるんです。

[17]「大阪には
たくさんの人た
ちが住んでいま
す」についての
理由・ニーズ

17
大阪にはたくさん
の人たちが住んで
います

だから皆さん、選挙権をお持ちの方はこの夏の参議院選挙、
投票に行っていただきたいと思っています。 この大阪にはた
くさんの人たちが住んでいます。 日本国籍の人たちだけじゃ
ないんです。 とりわけ大阪の＊という場所、＊の25パーセ
ントが在日コリアンの人たちです。 たくさんの外国人、外国
籍の人たちが住んでいます。 その人たち、大阪のこの政治に
翻弄されながらも投票に行くことができないんです。 そうい
う人たちの思いも含めて、投票に行ってほしいんです。

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。

18

思いをひっくるめ
て、選挙権を持っ
ている方は投票に
行って

＊皆さん、お子さんがいらっしゃる方もいますよね？ 18歳
以下の子どもたち、この2年間コロナ禍の中で日本の政治に
翻弄されてきました。 でも投票に行けないんです。 そうい
う人たちの思い、子どもたちの思い、この国で働いている外
国籍の人たちの思いをひっくるめて、選挙権を持っている方
は投票に行ってください。

[17]「大阪には
たくさんの人た
ちが住んでいま
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。



19 社会民主党が今の
この社会には必要

私、オオツバキユウコ、これからフクシマミズホ党首、そし
て核兵器は絶対にナクセル＊んだっていう本当に希望のある
言葉を発し続けてくれているアキバタダノブ＊さんと共に、
全国の皆さんに向けて社民党、社民党の政策を訴えて参りま
す。 平和を守るために社民党、必要なんです。 憲法を変え
ようと＊いる今、憲法9条こそ＊ぴったりと政治に活かそう
と言っている社民党が必要なんです。 そして拡大する非正規
労働者、その非正規労働の拡大にストップをかけるという＊
社民党が必要なんです。 男性ばっかりの国会の中で、女性の
声をしっかりと＊げていくんだと言っている、＊＊＊という
社会民主党、社会民主党が今のこの社会には必要です。 今日
も＊＊＊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。

20

みんなが動けば絶
対に政治は変えて
いくことができま
す

ちょうど大阪の皆さん、この夏の参議院選挙、6月の22日公
示、7月の10日投開票で行われます。 皆さんには政治を変え
る力がある、皆さんには政治を変えるチャンスがある、自分
の1票が無駄なんて思うな、自分の1票に力がないなんて思う
な、みんなが動けば絶対に政治は変えていくことができま
す。 訴えさせていただきましたのは、大阪に住んでおりま
す、社会民主党、副党首、オオツバキユウコ、オオツバキユ
ウコです。 国をヒライタ＊元非正規労働者、非正規労働を拡
大し続ける今の社会を皆さんと一緒に変えて参ります。 どう
ぞ私たち社民党と、そしてオオツバキユウコと一緒に声を上
げ、一緒に＊送っていただければと思います。 キョウモ＊お
聞きいただき、ありがとうございました。 社会民主党、社民
党、社会民主党、社民党でございます。

[19]「社会民主
党が今のこの社
会には必要」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。


