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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 3年間消費税0、大企業の内部留保

488兆円に課税をする

△ 少しゆったり
2 未来への支援、ジンセイ＊への支

援、生活への支援にこそ使うべき あなた側の話量は17分が適切と判定されました

3 憲法9条を変えさせない、なんと
しても戦争を止めたい

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 社民党と書いてもらう、そんな選挙に
挑戦

5 子供や孫の世代、コウ＊した状況を変
えたい

6 絶大なるご支援を、どうかよろしくお願いし
ます

7 社民党は、このコロナ禍の中、消費税思い
切って3年間0

8 皆にお金が行き渡り、皆が安心して暮らせる

9 防衛予算の4分の1で全ての大学の入学金と
授業料、無料にできる

10 アメリカと共に世界で戦争する、その準備ば
かりをしている

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）

25.1語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
2 OPEN 皆さん、暮らしはどうですか？

2 OPEN 生活は本当にどうでしょうか？

2 CLOSED 働いていらっしゃる会社員の皆さん、賃金上がっていますか？

2 OPEN どうですか？

5 OPEN 皆さん、どうですか？

5 OPEN 皆さん、どうですか？

5 OPEN どうですか？

5 OPEN 皆さん、どうですか？

12 OPEN 生活はどうですか？

14 OPEN
皆さん、ウクライナの戦争で、武力で平和は作れない、戦争を起こさせない、そんな事こそ政治
の重要な役割だと思いますがいかがでしょうか？

14 OPEN しかし今の日本の政治、どうでしょうか？

16 OPEN どうですか？

17 CLOSED

国会で、憲法なんかちっとも尊重しない、憲法なんて足蹴にしている＊の法律を、一般ショ＊っ
てきた国会議員の人達、政府与党、安保関連法セイソウ＊法、秘密保護法、重要の＊法、＊、＊
な法律を作り、憲法なんてアシゲ＊に入ってきた、憲法を守らない、そんな人達が、今国会で憲
法を変えるぞ、あ、大丈夫ですか？

17 CLOSED あ、大丈夫ですか？



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　　 5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　6件
話順 説明の少ない話題　1件 話順 説明のある話題　5件

1 社民党と書いてもらう、そんな選挙に挑戦 5
3年間消費税0、大企業の内部留保488兆円に課税
をする

7 子供や孫の世代、コウ＊した状況を変えたい

12
未来への支援、ジンセイ＊への支援、生活への支
援にこそ使うべき

15
憲法9条を変えさせない、なんとしても戦争を止
めたい

20 絶大なるご支援を、どうかよろしくお願いします



【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　　 5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）

1
説明の少ない話

題
社民党と書いてもらう、そんな選挙に挑
戦

話者A：皆さん、こんにちは。 飯田町駅前の皆さん、
こんにちは。 先程からたくさんの会社員と思われる皆
さん、大学生かなと思われる皆さん、高校生、たくさ
んの方がここで、ま、手を振ってくださったり、なん
か頑...

→ 説明無し

- -

5 説明のある話題
3年間消費税0、大企業の内部留保488
兆円に課税をする

皆さん、どうですか？ 儲かって儲かって儲かって仕方
ない、儲けた、それは結構で、どんどん儲けたらい
い。 だけれども、儲かっている大企業、大富裕層、そ
して、しょと、えー、内部留保484兆円に課税をし、
この...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

3→ 具体的説明
社民党は、このコロナ禍の中、消費税思
い切って3年間0

生活苦しい、インフレ、物価高、今まさに生活が苦し
い、そんな状況ではないでしょうか。 だから、社民党
は、このコロナ禍の中、消費税思い切って3年間0。 
こんにちは、高校生の皆さん、こんにちは。 そして、
内部留保、これ484兆円、大企業貯め込んでいます。 
これに課税をする、そのことを訴えています。...

4 → 具体的説明 それどんどん今下がってっています

どうですか？ 大企業は、法人税30年間7回下げて、
23.4パーセント、消費税が0から10パーセントになり
ました。 所得税の累進課税も、どんどん下がっている
んですね。 マツシタコウノスケさん、80何パーセン
ト所得税を払っていた、でも、それどんどん今下がっ
てっています。...

6→ 具体的説明
公平な税制の実現、やっていこうではあ
りませんか

この内部留保の課税について、他の政党も賛成してく
れてるところが出てきました。 もうあとちょっとと
思っております。  どうか皆さん、公平な税制の実
現、やっていこうではありませんか。...

- -

7 説明のある話題
子供や孫の世代、コウ＊した状況を変え
たい

そして、＊の立て直しです。 先程、オオツバキユウコ
さん。  話者A：からもありました。 ＊雇用4割、女性
の6割がパート、派遣、契約社員です。 正社員だって
大変だよ。 もちろん、ブラック企業もたくさんあ...

←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
皆にお金が行き渡り、皆が安心して暮ら
せる

皆さん、新自由主義、大企業が潤えば上手くいく、今
だけ金だけ自分だけダイキギョウ＊、これガ＊もう終
わりにしましょうよ。 皆が、皆の＊＊＊、皆の社会、
皆にお金が行き渡り、皆が安心して暮らせる。 社民党
です。 フクシマミズホです。 そんな社会を作りた
い、そう思っています。...

- -

12 説明のある話題
未来への支援、ジンセイ＊への支援、生
活への支援にこそ使うべき

どうですか？ 大学生の半分が奨学金貰い、＊＊＊7割
から8割、平均して300万借金背負って大学に通いま
す。 結婚すると、倍の600万。 わたくし、フクシマ
ミズホ、ニセンマンエン＊奨学金の借金がある、そ
ん...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

11→ 具体的説明
防衛予算の4分の1で全ての大学の入学
金と授業料、無料にできる

皆さん、小学校、中学校、公立学校の給食の無償化す
るのにさらに必要なお金は、4226億円なんです。 大
学、ななひゃ、＊700ぐらいある、＊、イイダバシ
＊、たくさん大学が周りにありますが、全ての大学の
入学金と授業料、全て無料にするのに必要な予算、3
兆円なんです。 3兆円。 防衛予算の4分の1で全ての
大学の入学金と授業料、無料にできるんです。...



16→ 具体的説明 生存権守れ、＊の自由を守れ

皆さん、生活が苦しい、生存権が保障されない、
＊＊＊あるのか、そう思ってらっしゃるんじゃないで
しょうか。  話者A：様々なシエンゲンバ＊で、私フク
シマミズホ、お金が無い、住まいが無い、そして仕事
が無い、そんな人達にも沢山会ってきました。 住まい
が無い、だったら＊＊＊をすべきじゃないですか。 防
衛予算11兆円なんて使ってる場合じゃないんですよ。 
どうですか？ 生存権守れ、＊の自由を守れ。 表現の
自由守...

- -

15 説明のある話題
憲法9条を変えさせない、なんとしても
戦争を止めたい

これを止めたいんです、止めたいんです、止めたいん
です。 金持ちが戦争を起こして貧乏人が死ぬ、サルト
ルはそう言いました、その通りです。 戦争になって苦
しむのは、国会にいる国会議員や政治家達ではありま
せん...

←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
アメリカと共に世界で戦争する、その準
備ばかりをしている

皆さん、憲法9条あったから、日本は世界で戦争しま
せんでした。 権力者達を縛るのが憲法です。 政治家
達が戦争したいしたい、戦争したいと思っても、憲法
9条があるので武力行使は出来ませんでした。 憲法9
条があるので、日本は戦争を出来なかった、戦争しな
かったんです。  皆さん、ウクライナの戦争で、武力
で平和は作れない、戦争を起こさせない、そんな事こ
そ政治の重要な役割だと思いますがいかがでしょう
か？ 政治の...

17→ 具体的説明
日本が戦場になる、そんな事だけは政治
はさせない

国会で、憲法なんかちっとも尊重しない、憲法なんて
足蹴にしている＊の法律を、一般ショ＊ってきた国会
議員の人達、政府与党、安保関連法セイソウ＊法、秘
密保護法、重要の＊法、＊、＊な法律を作り、憲法な
んてアシゲ＊に入ってきた、憲法を守らない、そんな
人達が、今国会で憲法を変えるぞ、あ、大丈夫です
か？ あ、大丈夫ですか？ どうも、お気を付けて、え
え。 そういう人達が、憲法9条を変えるぞと言ってい
る。 ソノ＊こ...

- -

20 説明のある話題
絶大なるご支援を、どうかよろしくお願
いします

どうか皆さん、がんこに平和、暮らしが1番、どっこ
い社民党です。 がんこに平和、暮らしが1番、どっこ
い社民党です。 平和が1番、暮らしが1番、どっこい
社民党です。 どっこい、どっこい、どっこいな、社民
党...

←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 全ての人の尊厳が守られる社会

私達社民党が作りたい社会は、全ての子供が、自分の
なりたいものに挑戦する事が出来、全ての人の尊厳が
守られる社会です。 そして、平和が1番。 平和と平等
は手をサシサエテ＊やってくる、反対の言葉は、性能
と差別ハイタイシュギ＊が手を携えてやってくるとい
う事です。 そんな社会だけは、作りたくない。 平和
あって、平和が無ければ、平等なし、平等なければ、
平和無し。 そんな社会を、社民党全力で作りたい、そ
う思って...

- -



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
社民党と書いても
らう、そんな選挙
に挑戦

【自分】皆さん、こんにちは。 飯田町駅前の皆さん、こんに
ちは。 先程からたくさんの会社員と思われる皆さん、大学生
かなと思われる皆さん、高校生、たくさんの方がここで、
ま、手を振ってくださったり、なんか頑張れよって言ってく
れたりしていて、とても、あの、元気が出ます。 あいにくの
雨ですが、皆さん、私達は社民党です。  私は社民党党首、
参議院議員フクシマミズホです。 6月22日公示、7月10日投
開票で参議院選挙が行われる予定です。 えー、東京選挙区か
ら立候補予定の、ただいま話しましたハットリリョウイチさ
ん、そして2枚目の投票用紙、全国比例区、これムラタシュ
ウイチさん、そしてオオツバキユウコさん、話をいたしまし
た。 そして、私フクシマミズホも、えー、全国比例区から名
前を書いてもらう、あるいは社民党と書いてもらう、そんな
選挙に挑戦をする予定です。

起点となる話題

2
日本だけ実質賃金
が下がり続けてい
ます

皆さん、暮らしはどうですか？ 生活は本当にどうでしょう
か？ 働いていらっしゃる会社員の皆さん、賃金上がっていま
すか？ 日本は実質賃金が下がり続けている、30年近く、先
進諸国では唯一の国です。 アメリカも、イギリスも、フラン
スも、ドイツも、イタリアも、そして韓国も、実質賃金が上
がっています。 アメリカ最低賃金2000円近く＊＊＊ありま
す。 でも、日本だけ実質賃金が下がり続けています。

[3]「社民党は、
このコロナ禍の
中、消費税思い
切って3年間0」
についての具体

的説明

3

社民党は、このコ
ロナ禍の中、消費
税思い切って3年
間0

生活苦しい、インフレ、物価高、今まさに生活が苦しい、そ
んな状況ではないでしょうか。 だから、社民党は、このコロ
ナ禍の中、消費税思い切って3年間0。 こんにちは、高校生
の皆さん、こんにちは。 そして、内部留保、これ484兆円、
大企業貯め込んでいます。 これに課税をする、そのことを訴
えています。

[5]「3年間消費
税0、大企業の内
部留保488兆円
に課税をする」
についての具体

的説明

4 それどんどん今下
がってっています

どうですか？ 大企業は、法人税30年間7回下げて、23.4パー
セント、消費税が0から10パーセントになりました。 所得税
の累進課税も、どんどん下がっているんですね。 マツシタコ
ウノスケさん、80何パーセント所得税を払っていた、でも、
それどんどん今下がってっています。

[5]「3年間消費
税0、大企業の内
部留保488兆円
に課税をする」
についての具体

的説明

5

3年間消費税0、大
企業の内部留保
488兆円に課税を
する

皆さん、どうですか？ 儲かって儲かって儲かって仕方ない、
儲けた、それは結構で、どんどん儲けたらいい。 だけれど
も、儲かっている大企業、大富裕層、そして、しょと、
えー、内部留保484兆円に課税をし、この3年間、消費税を思
い切って0にする、それこそやるべきではないでしょうか。 
3000品目以上が値上がり、インフレ、年金は現役世代の賃金
が下がっているので、年金下がります。 こんな状況だから生
活苦しい、そんな状況だから思い切って、3年間消費税0、大
企業の内部留保488兆円に課税をする、そのことを社民党は
主張しています。 フクシマミズホは主張しています。

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。

6
公平な税制の実
現、やっていこう
ではありませんか

この内部留保の課税について、他の政党も賛成してくれてる
ところが出てきました。 もうあとちょっとと思っておりま
す。  どうか皆さん、公平な税制の実現、やっていこうでは
ありませんか。

[5]「3年間消費
税0、大企業の内
部留保488兆円
に課税をする」
についての具体

的説明



7
子供や孫の世代、
コウ＊した状況を
変えたい

そして、＊の立て直しです。 先程、オオツバキユウコさん。  
【自分】からもありました。 ＊雇用4割、女性の6割がパー
ト、派遣、契約社員です。 正社員だって大変だよ。 もちろ
ん、ブラック企業もたくさんあります。 でも、正社員6つの
椅子をジュウニン＊で奪い合う、それが今の現実です。 
＊＊＊下がっているのも、非正規雇用を増やして＊＊＊、マ
サニ＊派遣法のカイアク＊、ホトンド＊すべての業種に派遣
を可能としてきた、そのことによると思っています。  皆さ
ん、皆さんたちの子供や孫の世代、コウ＊した状況を変えた
い。 こんにちは、こんにちは、社民党です。 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。

8
皆にお金が行き渡
り、皆が安心して
暮らせる

皆さん、新自由主義、大企業が潤えば上手くいく、今だけ金
だけ自分だけダイキギョウ＊、これガ＊もう終わりにしま
しょうよ。 皆が、皆の＊＊＊、皆の社会、皆にお金が行き渡
り、皆が安心して暮らせる。 社民党です。 フクシマミズホ
です。 そんな社会を作りたい、そう思っています。

[7]「子供や孫の
世代、コウ＊し
た状況を変えた
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。

9 こんなの命が助か
らないですよ

皆さん、世界は今、社会民主主義です。 コロナ禍を経て、医
療インフラ、脆弱にしたら命助からない、そのことを、皆が
気が付き始めています。 医療バンバン＊削減し、＊病院潰
し、そして、病床削減ヲ＊、＊、あの、補助金＊で促進す
る。 そんなふざけた法律を＊＊＊与党はキョネン＊通常国会
で成立をさせました。 こんなの命が助からないですよ。  皆
さん、どうですか？ ＊＊＊世界＊、シンキュウ＊主義から、
社会民主主義、アイスランド、デンマーク、ノルウェー、ス
ウェーデン、そしてドイツ、ええ、ニュージーランド、オー
ストラリアモ＊、ロウドウトウ＊政権に最近変わりました。 
そして、チリ＊、サンジュウダイ＊半ばの大統領が誕生し、
新自由主義の発祥のチ＊、チリ＊で、シンキュウ＊主義のハ
カバ＊にすると言っています。

[8]「皆にお金が
行き渡り、皆が
安心して暮らせ
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。

10
こんな中に未来が
あるとは思えませ
ん

皆さん、税制、雇用、社会保障、変えましょうよ。 皆が安心
して暮らせる、そんな社会を皆さんたちと作りたい、そう
思っています。 皆さん、自民党は防衛予算、10兆円から11
兆円に、この5年間にすると言っています。 イマノバイ＊で
す。 60兆円も税収がないのに、そんなに防衛予算膨れ上が
らせてどうするんでしょうか。 アメリカからの武器の爆買
い、＊の軍事産業の肥大化、こんな中に未来があるとは思え
ません。

[11]「防衛予算
の4分の1で全て
の大学の入学金
と授業料、無料
にできる」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。

11

防衛予算の4分の1
で全ての大学の入
学金と授業料、無
料にできる

皆さん、小学校、中学校、公立学校の給食の無償化するのに
さらに必要なお金は、4226億円なんです。 大学、なな
ひゃ、＊700ぐらいある、＊、イイダバシ＊、たくさん大学
が周りにありますが、全ての大学の入学金と授業料、全て無
料にするのに必要な予算、3兆円なんです。 3兆円。 防衛予
算の4分の1で全ての大学の入学金と授業料、無料にできるん
です。

[12]「未来への
支援、ジンセイ
＊への支援、生
活への支援にこ
そ使うべき」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。

12

未来への支援、ジ
ンセイ＊への支
援、生活への支援
にこそ使うべき

どうですか？ 大学生の半分が奨学金貰い、＊＊＊7割から8
割、平均して300万借金背負って大学に通います。 結婚する
と、倍の600万。 わたくし、フクシマミズホ、ニセンマンエ
ン＊奨学金の借金がある、そんな大学生に。  
【自分】会ったこともあります。  皆さん、どうですか？ 生
活はどうですか？ ちょち、貯蓄ではなくて借金ある、そんな
大学生もたくさんいると思います。 皆さん、大学の授業料、
3兆円で可能、入学金も、高校の授業料も所得制限なんてけ
ち臭い事言わずに、全部無料にすべきではないでしょうか。 
子供食堂もいいけれど、なんで子供達の給食費、4226億円で
無償化できるのにやらないんですか、やれないんですか。 私
達の貴重な税金は、未来への支援、ジンセイ＊への支援、生
活への支援にこそ使うべきではないでしょうか。

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。

13
そんな事やった
ら、消費税大増税
になりますよ

防衛予算11兆円なんて、絶対に有り得ません。 そんな事
やったら、消費税大増税になりますよ。

[14]「アメリカ
と共に世界で戦
争する、その準
備ばかりをして
いる」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

アメリカと共に世
界で戦争する、そ
の準備ばかりをし
ている

皆さん、憲法9条あったから、日本は世界で戦争しませんで
した。 権力者達を縛るのが憲法です。 政治家達が戦争した
いしたい、戦争したいと思っても、憲法9条があるので武力
行使は出来ませんでした。 憲法9条があるので、日本は戦争
を出来なかった、戦争しなかったんです。  皆さん、ウクラ
イナの戦争で、武力で平和は作れない、戦争を起こさせな
い、そんな事こそ政治の重要な役割だと思いますがいかがで
しょうか？ 政治の大きな役割は戦争しない事、戦争させない
事、戦争回避する事です。  しかし今の日本の政治、どうで
しょうか？ 防衛予算、倍にする、敵基地攻撃能力保有、先制
攻撃するぞ、核武装論も日本維新の会の幹部が言い、アベ元
総理はニュークリアシェアリング、核を持ち込み、そして使
うぞと言っています。 南西諸島における自衛隊配備とミサイ
ル計画、どんどんどんどん防衛力の増強、軍事の＊、アメリ
カと共に世界で戦争する、その準備ばかりをしているのでは
ないでしょうか。

[15]「憲法9条
を変えさせな

い、なんとして
も戦争を止めた
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。

15

憲法9条を変えさ
せない、なんとし
ても戦争を止めた
い

これを止めたいんです、止めたいんです、止めたいんです。 
金持ちが戦争を起こして貧乏人が死ぬ、サルトルはそう言い
ました、その通りです。 戦争になって苦しむのは、国会にい
る国会議員や政治家達ではありません。  みんなです、若者
です、大学生です、高校卒業した人です、一般の人です、子
供達です、みんなです。 だから、それを止めたいんです。 
万が一、海外有事になって、アメリカが軍事的に行動する南
西諸島を海兵隊や部隊が＊していく。 沖縄や南西諸島がかな
り戦場になる、敵基地攻撃能力保有で日本が先制攻撃をすれ
ば、日本が戦禍にまみれるじゃないですか。 私達はなんとし
ても憲法9条を変えさせない、なんとしても戦争を止めた
い、そう思っています。 戦争ほど人の命を奪い、愚かなもの
はありません。 戦争反対という声も＊っていく社会はまっぴ
らごめんだ、そう思います。

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。

16
生存権守れ、＊の
自由を守れ

皆さん、生活が苦しい、生存権が保障されない、＊＊＊ある
のか、そう思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。  
【自分】様々なシエンゲンバ＊で、私フクシマミズホ、お金
が無い、住まいが無い、そして仕事が無い、そんな人達にも
沢山会ってきました。 住まいが無い、だったら＊＊＊をすべ
きじゃないですか。 防衛予算11兆円なんて使ってる場合
じゃないんですよ。 どうですか？ 生存権守れ、＊の自由を
守れ。 表現の自由守れ。 学問の自由守れ。 そして、平和な
＊権、生存権守れ。 本人の尊重を守れ。 本人の尊厳守れ。 
そんな社会を、皆さん達と作りたい、そう思っています。

[12]「未来への
支援、ジンセイ
＊への支援、生
活への支援にこ
そ使うべき」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。

17
日本が戦場にな
る、そんな事だけ
は政治はさせない

国会で、憲法なんかちっとも尊重しない、憲法なんて足蹴に
している＊の法律を、一般ショ＊ってきた国会議員の人達、
政府与党、安保関連法セイソウ＊法、秘密保護法、重要の＊
法、＊、＊な法律を作り、憲法なんてアシゲ＊に入ってき
た、憲法を守らない、そんな人達が、今国会で憲法を変える
ぞ、あ、大丈夫ですか？ あ、大丈夫ですか？ どうも、お気
を付けて、ええ。 そういう人達が、憲法9条を変えるぞと
言っている。 ソノ＊こそが、本当に危機だと思っています。  
どうか皆さん、どうか皆さん、憲法が変えるのではなく、憲
法を活かして行きましょうよ。 憲法9条が、実は日本が戦争
する事を阻止してきた。 だから日本の若者が、世界で戦争す
る、日本が戦場になる、そんな事だけは政治はさせないと
思っている、社民党です。 皆さん、こんにちは。 雨の中、
どうか足元お気を付け下さい。

[15]「憲法9条
を変えさせな

い、なんとして
も戦争を止めた
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。

18

大学の授業料、入
学金、無料にして
欲しい、叫びま
しょうよ

私は社民党党首、フクシマミズホです。 今日は、参議院選挙
を＊た、皆で話をしています。 東京選挙区から立候補予定
の、ハットリリョウイチさん。 そして全国比例区から立候補
予定の、ムラタシュウイチさん、オオツバキユウコさん。 そ
して私、フクシマミズホです。 1票目東京選挙区、2票目は
全国比例区です。 皆さん、平和でいましょうよ。 生活の安
定、求めましょうよ。 医療、ちゃんとしろと言いましょう
よ。 保険ショウ＊、ふざけるな、減らすな、言いましょう
よ。 大学の授業料、入学金、無料にして欲しい、叫びましょ
うよ。 ヨーロッパ、フィンランドは18歳まで義務教育、教
材にも給食も無料です。 そして大学、イギリスを除いて、
ヨーロッパの大学、入学金も授業料も無料です。 だからフィ
ンランド34歳の女性首相を。 こんにちは、フクシマミズホ
です、ありがとうございます。 女性首相を誕生させ、家族が
びんこくか、あの、豊かでなくても、首相になれる、そんな
国にしています。

[19]「全ての人
の尊厳が守られ
る社会」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 全ての人の尊厳が
守られる社会

私達社民党が作りたい社会は、全ての子供が、自分のなりた
いものに挑戦する事が出来、全ての人の尊厳が守られる社会
です。 そして、平和が1番。 平和と平等は手をサシサエテ＊
やってくる、反対の言葉は、性能と差別ハイタイシュギ＊が
手を携えてやってくるという事です。 そんな社会だけは、作
りたくない。 平和あって、平和が無ければ、平等なし、平等
なければ、平和無し。 そんな社会を、社民党全力で作りた
い、そう思っています。

[20]「絶大なる
ご支援を、どう
かよろしくお願
いします」につ
いての具体的説

明

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

20
絶大なるご支援
を、どうかよろし
くお願いします

どうか皆さん、がんこに平和、暮らしが1番、どっこい社民
党です。 がんこに平和、暮らしが1番、どっこい社民党で
す。 平和が1番、暮らしが1番、どっこい社民党です。 どっ
こい、どっこい、どっこいな、社民党、どっこい、どっこ
い、どっこい頑張って、国会中で踏ん張って、踏ん張って、
憲法9条を変えさせない。 その為に全力を尽くしたい、そう
思っています。 どっこい、どっこい、どっこい社民党。 沢
山の国会に作って、どっこい、どっこい、どっこい平和の憲
法9条を変えるの、それをどっこい阻止して、頑張っていく
ぞ、そう思っています。 どっこい社民党に、皆さんの絶大な
るご支援を、どうかよろしくお願いします。 ありがとうござ
います。 社民党党首、フクシマミズホです。 よろしくお願
い致します。

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。


