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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

75%

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 食べられるだけの賃金を子供を養

えるだけの賃金を

△ 少しゆったり
2 戦争をしないと決めた憲法9条を

変えさせない あなた側の話量は17分が適切と判定されました

3 この状況を変えたい
一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が少なめです

4 皆が生きられるそんな社会にしていこ
う

5 人の支援、生活への支援、未来への支
援にこそ、使われるべき

6 それ変えようじゃないですか、税金も変えよ
うじゃないですか

7 病床削減すればするほど消費税で補助する、
逆じゃないですか？

8 社会保障削ってきた、そのことが今も止まら
ない

9 平和が大事です

10 社民党の議席を国会で獲得したい、増やした
い

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）

36.7語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
1 OPEN どうですか？

1 OPEN 玉ねぎも何でもかんでも値上がりしている、そんな中、賃金どうですか？

1 OPEN
賃金の半分を取られる、ただでさえ低い実質賃金、バスの運転手さんもどうですか、賃金上がっ
ていますか、どうですか？

1 OPEN どうですか？

2 CLOSED
給料安いのも、非正規雇用なのも、クビになったのも、賃金上がらないのは自分のせい、そう
思っていらっしゃらないですか？

2 OPEN どうですか？

7 CLOSED 間違ってないですか？

7 OPEN
コロナ禍で入院できない自殺で亡くなってしまう、重症化する、後遺症に苦しむそんな人たちが
増えている中で、皆さんどうですか、病床削減すればするほど消費税で補助する、逆じゃないで
すか？

8 CLOSED でも病床削減すればするほど補助金出す、これ真逆じゃないですか？

8 OPEN 何でこんなことをこのコロナ禍で、人が自宅で亡くなっている最中に成立させるんでしょうか？

9 OPEN
でもフクシマミズホは言いたい、消費税下げると言わない、労働法制の規制を言わない、大企業
への課税も言わない、累進課税元に戻すと言わない、最低賃金抜本的に上げると言わない、どこ
が新しい資本主義なんでしょうか？

10 OPEN
先に攻撃するぞ、先に攻撃する能力を持つぞと、どうしてそんな戦争へ戦争へと行く道を選択す
るんでしょうか？

11 OPEN 圧倒的に、圧倒的に軍事費、防衛予算を増やしてどうするんでしょうか？

11 OPEN どうですか？

11 CLOSED
11兆円、防衛予算を、に使うぐらいだったら、子供の給食費や大学の授業料、入学金、無料にす
べきではないでしょうか？

15 CLOSED エ＊？



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　　 4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　4件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　4件

検出なし、良い傾向です 5
食べられるだけの賃金を子供を養えるだけの賃金
を

9 皆が生きられるそんな社会にしていこう

11
人の支援、生活への支援、未来への支援にこそ、
使われるべき

12 戦争をしないと決めた憲法9条を変えさせない



【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　　 4話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

5 説明のある話題
食べられるだけの賃金を子供を養えるだ
けの賃金を

話者A：正社員化への道、同一価値労働、同一賃金、
中小企業を支援しながら最低賃金1500円を目指す、
それを社民党は公約で掲げています。 食べられるだけ
の賃金を子供を養えるだけの賃金を、シングルマザー
が子...

↓

2→ 具体的説明 この状況を変えたい

どうですか？ この状況を変えたい、そう思っていま
す。  給料安いのも、非正規雇用なのも、クビになっ
たのも、賃金上がらないのは自分のせい、そう思って
いらっしゃらないですか？ でも皆さん今非正規雇用、
パート、派遣、契約社員は4割、女性の6割は非正規雇
用です。...

- -

9 説明のある話題 皆が生きられるそんな社会にしていこう

でもフクシマミズホは言いたい、消費税下げると言わ
ない、労働法制の規制を言わない、大企業への課税も
言わない、累進課税元に戻すと言わない、最低賃金抜
本的に上げると言わない、どこが新しい資本主義なん
でしょう...

←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

↓

8 → 具体的説明
社会保障削ってきた、そのことが今も止
まらない

でも病床削減すればするほど補助金出す、これ真逆
じゃないですか？ 何でこんなことをこのコロナ禍で、
人が自宅で亡くなっている最中に成立させるんでしょ
うか？ 私、フクシマミズホは思います。 新自由主
義、大企業が潤えば全て上手くいく、官から民営、民
営化そんなことばっかりやって、社会保障削ってき
た、そのことが今も止まらないんです。 今も止まらな
いんです。 それ変えましょうよ。 キシダ首相は新し
い資本主義と言...

- -

11 説明のある話題
人の支援、生活への支援、未来への支援
にこそ、使われるべき

圧倒的に、圧倒的に軍事費、防衛予算を増やしてどう
するんでしょうか？ 皆さん、小学校、中学校、公立学
校の給食を無償にするのに、更に必要なお金が、
4226億円です。 そして、大学の全ての、京都は大学
が多い...

←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

↓

10→ 具体的説明
今5兆4千億円の防衛費用、まさに10兆
円、11兆円にする

ところで皆さん、自民党は、敵基地攻撃能力保有を選
挙公約に明記します。 こんなの先制攻撃ですよ。 憲
法9条のもとでユ＊。  話者A：＊されてはなりませ
ん。 先に攻撃するぞ、先に攻撃する能力を持つぞと、
どうしてそんな戦争へ戦争へと行く道を選択するんで
しょうか？ そして、自民党は、この5年以内にGDP2
パーセント、防衛予算を倍にするということを提案を
しています。 皆さん、今5兆4千億円の防衛費用、ま
さに...

- -

12 説明のある話題
戦争をしないと決めた憲法9条を変えさ
せない

そして、皆さん、私福島みずほを国会議員になって、
24年目になりました。 憲法審査会でつくづく思いま
す。  今、実は、日本国憲法、最大の危機を迎えてい
ます。 衆議院は、もう、改憲勢力が4分の3以上。 
日...

←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

↓



13→ 具体的説明 平和が大事です

9条があったので、世界で戦争しない、非核三原則、
海外に武器を売らない、軍事研究はしない、武器見本
市はやらない、そんな国でした。 それが、どんどん壊
れていっています。  海外に武器を売る、軍事研究を
やらせる、そして集団的自衛権の行使が一部入った、
安保関連法、戦争法です。 武器を輸出することをかん
＊すると、岸田政権が発表をしました。 とんでもあり
ません。 9条があったから、私達は戦争をしないで済
んだ。...

15→ 具体的説明
社民党の議席を国会で獲得したい、増や
したい

皆さん、7月10日、投開票、参議院議員選挙が行われ
る予定です。 3分の1以上、どんなことがあっても、
カイ＊、護憲の勢力が残るように、社民党が国会に踏
ん張って残れるように、頑張りたいんです。 そして、
全国比例区で、私、福島瑞穂、オオツバキユウコ＊さ
ん、元気に立候補予定です。 名前を書くことのできる
選挙で＊、全国で、全国で、本当に広げて、広げて、
社民党の議席を国会で獲得したい、増やしたい。 そ
う、思っ...

- -



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
賃金の半分を社会
保険料とそれから
税金が占める

【自分】アメリカもイギリスも韓国もいろんな国、2000円近
く最低賃金上げる、あるいは上げるぞと言っています。 最低
賃金、日本では、あ、こんにちは、よろしくお願いします、
ありがとうございます、本当に低い、最低賃金では本当に1
か月働いても十数万円、まさに暮らしていけません。 どうで
すか？ 法人税はこの30年間ガンガンガンガン7回下がりまし
た、23.2パーセント、でも消費税は0から10パーセントにな
りました。 法人税が下がった分、消費税がまかなっていると
いう構図です。 今消費税はヒカン＊税となっています。 で
も皆さん生活苦しいですよね、物価高、円安、そして消費税
10パーセント。 玉ねぎも何でもかんでも値上がりしてい
る、そんな中、賃金どうですか？ 実質賃金上がらない、おま
けに賃金の半分、税金と社会保険料で取られています。 賃金
の半分を取られる、ただでさえ低い実質賃金、バスの運転手
さんもどうですか、賃金上がっていますか、どうですか？ こ
んにちは。 ただでさえ実質賃金が上がらないのに、賃金の半
分を社会保険料とそれから税金が占める。 かつてはこれ30
数パーセントだったのが、半分税金と社会保険料が占める、
雀の涙がもっとちっちゃな涙になっちゃうというのが、今の
賃金ではないでしょうか。

[2]「この状況を
変えたい」につ
いての具体的説

明

2 この状況を変えた
い

どうですか？ この状況を変えたい、そう思っています。  給
料安いのも、非正規雇用なのも、クビになったのも、賃金上
がらないのは自分のせい、そう思っていらっしゃらないです
か？ でも皆さん今非正規雇用、パート、派遣、契約社員は4
割、女性の6割は非正規雇用です。

[5]「食べられる
だけの賃金を子
供を養えるだけ
の賃金を」につ
いての具体的説

明

3

それ変えようじゃ
ないですか、税金
も変えようじゃな
いですか

どうですか？ 小泉構造改革で労働者派遣法の改悪、ほとんど
すべての業種で派遣を可能としました。 非正規雇用が拡大し
たのは、テイネン＊現象でもあなたの責任でもありません、
国会の法律や政治の結果です。 だったら、だったらそれ変え
ようじゃないですか、税金も変えようじゃないですか。

[2]「この状況を
変えたい」につ
いての具体的説

明

4
お金のあるところ
から税金取ろう
じゃないですか

社民党はこのコロナ禍、3年間消費税0、どこから財源持って
くるか。 企業の内部留保484兆円になっています、これに課
税するということを去年衆議院選挙で公約に掲げました。 今
ほかの政党もこの公約に賛成してくれてるところがありま
す。 やっぱりお金のあるところから税金取ろうじゃないです
か。 儲かって儲かって儲かってたまらない、それでいいんで
す。 だったら応分の負担をしてもらおうではありませんか。 
今円安で中小企業とっても大変、いろんなものが値上がって
いる、食料も値上がっている、電気ガス水道値上がる、そん
な声を聞きます。 サホウ＊輸出大企業が、今空前の利益と言
われています。 だったら、だったら応分の負担をしてもらお
うではありませんか。 公平な税制の実現、まさに消費税は3
年間0、内部留保に課税をする、所得税の累進課税はもとに
戻す、大企業には税金負担してもらう、そして皆さん、労働
法制の規制強化も必要です。

[3]「それ変えよ
うじゃないです
か、税金も変え
ようじゃないで
すか」について
の具体的説明



5
食べられるだけの
賃金を子供を養え
るだけの賃金を

【自分】正社員化への道、同一価値労働、同一賃金、中小企
業を支援しながら最低賃金1500円を目指す、それを社民党は
公約で掲げています。 食べられるだけの賃金を子供を養える
だけの賃金を、シングルマザーが子供を食べさせるだけの賃
金を、それをちゃんと保証する、そんな政治を実現をしてま
いります。 どうか皆さんそんな社会つくっていこうではあり
ませんか。

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。

6
ますます脆弱にし
ていく、それ間
違っている

社会保障について一言申し上げます。 公立病院、公的病院再
編統廃合264のリスト厚生労働省は撤回をしません。 隣の大
阪、実は人口比で東京の3倍、コロナ禍で亡くなっていま
す。 私、フクシマミズホ参議院の予算委員会で質問をしまし
た。 どうして大阪は人口比で東京の3倍人が亡くなってるん
ですかと聞いたら、厚生労働大臣は個別の自治体について答
えることは出来ません、そう言いました。 でもフクシマミズ
ホは言いたい、保健所バンバン減らし、公立病院民営化し
た、それだから人が亡くなってるんじゃないかと思っていま
す。 東京も実は3月、民営化を決定しました。 人件費削減、
医療費削減で医療をますます、ますます脆弱にしていく、そ
れ間違っていると思います。

[7]「病床削減す
ればするほど消
費税で補助す

る、逆じゃない
ですか？」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。

7

病床削減すればす
るほど消費税で補
助する、逆じゃな
いですか？

皆さん去年国会で通常国会で、なんと病床削減すればするほ
ど補助金出す、185億円、消費税から金を出す、そんな法律
が成立を政府与党が成立をさせました。 間違ってないです
か？ コロナ禍で入院できない自殺で亡くなってしまう、重症
化する、後遺症に苦しむそんな人たちが増えている中で、皆
さんどうですか、病床削減すればするほど消費税で補助す
る、逆じゃないですか？ 病床を増やせば応援する、それなら
わかります。

[8]「社会保障
削ってきた、そ
のことが今も止
まらない」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
社会保障削ってき
た、そのことが今
も止まらない

でも病床削減すればするほど補助金出す、これ真逆じゃない
ですか？ 何でこんなことをこのコロナ禍で、人が自宅で亡く
なっている最中に成立させるんでしょうか？ 私、フクシマミ
ズホは思います。 新自由主義、大企業が潤えば全て上手くい
く、官から民営、民営化そんなことばっかりやって、社会保
障削ってきた、そのことが今も止まらないんです。 今も止ま
らないんです。 それ変えましょうよ。 キシダ首相は新しい
資本主義と言います。

[9]「皆が生きら
れるそんな社会
にしていこう」
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。

9
皆が生きられるそ
んな社会にしてい
こう

でもフクシマミズホは言いたい、消費税下げると言わない、
労働法制の規制を言わない、大企業への課税も言わない、累
進課税元に戻すと言わない、最低賃金抜本的に上げると言わ
ない、どこが新しい資本主義なんでしょうか？ 失敗したアベ
ノミクスの焼き直しでしかありません。 失敗したアベノミク
スと失敗したアベノマスク500億円、こんなの本当にひどい
と思っています。 皆さん、経済政策、労働法制、税金の取り
方、使い道を変えて、皆が生きられるそんな社会にしていこ
うではありませんか。

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。

10

今5兆4千億円の防
衛費用、まさに10
兆円、11兆円にす
る

ところで皆さん、自民党は、敵基地攻撃能力保有を選挙公約
に明記します。 こんなの先制攻撃ですよ。 憲法9条のもとで
ユ＊。  
【自分】＊されてはなりません。 先に攻撃するぞ、先に攻撃
する能力を持つぞと、どうしてそんな戦争へ戦争へと行く道
を選択するんでしょうか？ そして、自民党は、この5年以内
にGDP2パーセント、防衛予算を倍にするということを提案
をしています。 皆さん、今5兆4千億円の防衛費用、まさに
10兆円、11兆円にするということを提案をしているわけで
す。 57兆円ぐらいが、今、税収です。

[11]「人の支
援、生活への支
援、未来への支
援にこそ、使わ
れるべき」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

人の支援、生活へ
の支援、未来への
支援にこそ、使わ
れるべき

圧倒的に、圧倒的に軍事費、防衛予算を増やしてどうするん
でしょうか？ 皆さん、小学校、中学校、公立学校の給食を無
償にするのに、更に必要なお金が、4226億円です。 そし
て、大学の全ての、京都は大学が多いところ、大学生、割と
尊重されてますよね。 全国全ての大学の授業料、入学金、ゼ
ロにするのに、更に必要なお金は3兆円です。 3兆円で全て
の大学の入学金と授業料ゼロにできます。 皆さん、今、キョ
ウト大学も国立大学でも、最低でも入学金、ああ、授業料54
万円です。 私立だと100万円以上授業料が、なっているとこ
ろも本当に多いんです。 大学生の半分が奨学金貰っている、
有利子が7割、平均して300万円借金をして大学に通います。  
皆さん、借金まみれで大学生の多い京都、借金まみれで大学
に通わなくちゃいけない、なんという現実でしょうか。 で
も、皆さん、3兆円で全て無料にできるんです。 どうです
か？ 11兆円、防衛予算を、に使うぐらいだったら、子供の
給食費や大学の授業料、入学金、無料にすべきではないで
しょうか？ こっちの方に使え、皆さんたちの貴重な税金は、
人の支援、生活への支援、未来への支援にこそ、使われるべ
きだ。 そう、社民党は、福島みずほは考えています。

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。

12
戦争をしないと決
めた憲法9条を変
えさせない

そして、皆さん、私福島みずほを国会議員になって、24年目
になりました。 憲法審査会でつくづく思います。  今、実
は、日本国憲法、最大の危機を迎えています。 衆議院は、も
う、改憲勢力が4分の3以上。 日本維新の会も国民民主党も
野党の憲法審査会の懇談会に出ています。 9条を変える、そ
れを公約にすると言っています。 参議院、今度の7月10日に
行われる予定の参議院選挙で、なんとしても戦争をしないと
決めた憲法9条を変えさせない、そんな勢力を3分の1以上、
なんとしてもゲットしたい。 そう思っています。 社民党
は、頑固に平和、暮らしが一番、戦争をしないと決めた憲法
9条を、世界中で戦争をする、そんな憲法に変えたくない。 
そう思っている政党です。 どうか、そんな社民党、福島みず
ほ、皆さん方、本当にご支援して下さるよう、心からお願い
を申し上げます。 そして、戦争をしない、具体的な戦争をし
ない、せん。  
【自分】そうを止めるぞ、ということも、申し上げたいと思
います。

起点となる話題 ✔

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

13 平和が大事です

9条があったので、世界で戦争しない、非核三原則、海外に
武器を売らない、軍事研究はしない、武器見本市はやらな
い、そんな国でした。 それが、どんどん壊れていっていま
す。  海外に武器を売る、軍事研究をやらせる、そして集団
的自衛権の行使が一部入った、安保関連法、戦争法です。 武
器を輸出することをかん＊すると、岸田政権が発表をしまし
た。 とんでもありません。 9条があったから、私達は戦争を
しないで済んだ。 非核三原則があるわけです。 日本維新の
会は、核武装論を唱え、あの、安倍元総理が、ニュークリア
シェアリング、核の共有を言っています。 アメリカと共に核
を持って、核の使用をして、いったいどうやるんでしょう
か。 核兵器による威嚇を、やるつもりなんでしょうか。 非
核三原則に、明確に反しています。 バイデン大統領と岸田首
相が、共同記者会見をやりました。 沖縄南西諸島に、自衛隊
配備と、ミサイル計画。 まさに、万が一、台湾有事となった
ら、沖縄が戦場になる。 そう、平気で言う人達がいます。 
だから、沖縄南西諸島の人達が、もう1度ここが戦場になる
んじゃないかと、本当に反対運動をしています。 敵基地攻撃
能力保有、拡大抑止なんて言っていたら、まさに日本全体
が、日本全体が、まさに、まさに、戦禍にまみえる。 そんな
ことにもなりかねない。 そう、思っています。  あくなき軍
事力追求、あくなき軍拡競争、そんなことを、日本はやるべ
きではありません。 アメリカの手先となって、戦争をする。 
そんな国でも、あってはなりません。 皆さん、どうか、ここ
京都は、あの第二次世界大戦で戦禍にまみれなかった、そん
な都市です。 平和が大事です。 政治の重要な役割は、まさ
に、まさに、まさに、戦争をしないことにある。 そう、思っ
ています。

[12]「戦争をし
ないと決めた憲
法9条を変えさせ
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。
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憲法を変えるので
はなく、まさに憲
法を生かしていく

皆さん、ニホン＊、今の政府、国会で見ていると、憲法を
ちっとも尊重していません。 違憲の法律を、いっぱい作る。 
個人ジョウハ＊、秘密保護法、競合罪、安保関連法、戦争
法、重要都市規制法。 違憲の法律を作る。 ちっとも憲法を
尊重しない。 そして、生存権、憲法25条の生存権すら、保
障していないじゃないですか。 どれだけコロナ禍で、今皆が
生存権保障されてなくて、苦しんでいるのか。 憲法は変える
べきではなくって、憲法を守り、生かすことこそ、必要だ。 
そう、思っています。  沖縄に、平和的生存権、ありませ
ん。 生存権、多くの日本にも、もちろんありません。 法の
下の平等も、学問の自由も、思想、良心の自由も、幸福追求
権もありません。 憲法を変えるのではなく、まさに憲法を生
かしていく。 そのことこそ、社民党、元気で元気でやってい
きたい。 そう、思っています。

[13]「平和が大
事です」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。

15
社民党の議席を国
会で獲得したい、
増やしたい

皆さん、7月10日、投開票、参議院議員選挙が行われる予定
です。 3分の1以上、どんなことがあっても、カイ＊、護憲
の勢力が残るように、社民党が国会に踏ん張って残れるよう
に、頑張りたいんです。 そして、全国比例区で、私、福島瑞
穂、オオツバキユウコ＊さん、元気に立候補予定です。 名前
を書くことのできる選挙で＊、全国で、全国で、本当に広げ
て、広げて、社民党の議席を国会で獲得したい、増やした
い。 そう、思っています。  
【自分】福島さん、＊。  
【自分】エ＊？  
【自分】福島さん、＊。

[12]「戦争をし
ないと決めた憲
法9条を変えさせ
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。

16
戦争が起きないよ
うに、皆の生存権
が守られるように

【自分】皆さん、政治を変えていきましょう。 サルトルは、
言いました。 金持ちが戦争を始めて、貧乏人が死ぬ。 権力
者が戦争を始めます。 だから、政治が戦争をしないように、
政府の声によって、再び戦争の惨禍が起きることのないよう
に。 主権が国民に存することを宣言し、この憲法を＊する
と、日本国憲法全文は言っています。 政府が愚かにも、また
戦争をおっぱじめないように、主権者である国民は、しっか
りせいや、と言われてるわけです。 皆さん、こんにちは、社
民党です。 社民党党首、福島瑞穂です。 民主主義の可能性
を信じている。 政治の可能性を信じている。 政府を監視
し、そして戦争が起きないように、皆の生存権が守られるよ
うに。 社民党、元気で頑張っていきます。 私は、社民党党
首、参議院議員、福島瑞穂です。 どうか、社民党。 どうか
どうか、よろしくお願いいたします。 よろしくお願いしま
す。 ありがとうございまーす。

[15]「社民党の
議席を国会で獲
得したい、増や
したい」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。


