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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

86%

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 憲法9条を変えさせない、戦争さ

せない

△ 少しゆったり
2 どこが新しいんだ、アベノミクス

の焼き直しでしかない あなた側の話量は20分が適切と判定されました

3 みんなの1票、それで戦争止めて
いこうではありませんか

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 だから変えたいんです

5 全ての人の尊厳が守られる社会

6 保健所減らし、公立病院廃止してきた、それ
が原因

7 新自由主義からの転換、それができるのは、
社民党です

8 憲法9条を変えさせない、暮らしを守る

9 武力で平和は作れません

10 民主主義が本当に形骸化すれば、独裁、まさ
に戦争が起きやすく

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）

19語

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

1 OPEN 生活はどうですか？

1 OPEN どんな働き方をしていらっしゃいますか？

1 OPEN 賃金、上がってますか？

1 CLOSED 給料、上がってますか？

1 OPEN どうですか？

2 OPEN 皆さん、どうですか？

3 CLOSED 皆さん、そう思いませんか？

5 CLOSED 全部全部、自分のせいだと思っていませんか？

6 OPEN 皆さんどうですか？

7 OPEN そして皆さん、社会保障、医療、介護も、どうですか？

8 CLOSED 保健所減らし、公立病院廃止してきた、それが原因ではないでしょうか？

8 OPEN
東京都もその真似してどうする、民営化してどうする、人件費削減で公立病院廃止してどうす
る、と思いますが、皆さんどうですか？

8 OPEN どうですか？

11 OPEN
権力者だからって何でもかんでもやれるもんじゃない、そう言いたいと思いますが、どうです
か？

11 OPEN どうですか？

16 OPEN 武器を投入し、投入し、投入し、戦争やり続け、やり続け、誰が犠牲になってるんでしょうか？

19 OPEN どうですか？

19 CLOSED そんなことやったら日本全土が戦火にまみれることだってあるかもしれないじゃないですか？

19 OPEN どうですか？

20 OPEN そんなことがありうるかもしれないからこそ、皆さんどうですか？

20 OPEN どうですか？

24 CLOSED 生存権、皆さん守られていますか？

24 CLOSED 守られてないですよね？



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　8件
話順 説明の少ない話題　2件 話順 説明のある話題　6件

10
新自由主義からの転換、それができるのは、社民
党です

2
どこが新しいんだ、アベノミクスの焼き直しでし
かない

24 憲法9条を変えさせない、暮らしを守る 5 だから変えたいんです

8
保健所減らし、公立病院廃止してきた、それが原
因

14 全ての人の尊厳が守られる社会

17
みんなの1票、それで戦争止めていこうではあり
ませんか

22 憲法9条を変えさせない、戦争させない



【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　　 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
どこが新しいんだ、アベノミクスの焼き
直しでしかない

皆さん、どうですか？ だから今、政治がやるべきは、
1つ目、公平な税制の実現。 これではないでしょう
か。 だからフクシマミズホはキシダ首相に言いたい。 
新しい資本主義というが、どこが新しいんだ、アベノ
ミ...

↓

1→ 具体的説明
皆の生活ちっとも上手くいってないじゃ
ないですか

話者A：社民党党首、参議院議員フクシマミズホで
す。 皆さん、暮らしはどうですか？ 生活はどうです
か？ どんな働き方をしていらっしゃいますか？ 賃
金、上がってますか？ 給料、上がってますか？ どう
ですか？ 日本は実質賃金が1996年からガンガンガン
ガンガンガンと下がり続けている先進諸国では唯一の
国です。 イギリスもフランスもドイツもイタリアも韓
国も色んな国、実質賃金ガバーンと上がっています。 
これが...

- -

5 説明のある話題 だから変えたいんです

しかし、6つの正社員の椅子を10人で争う、これが今
の現実です。 必ず4人は非正規雇用になってしまう。 
給料が安い、パート、派遣、契約社員、家賃が払えな
い、生活が苦しい、給料が上がらない。 全部全部、
自...

←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
2つ目の理由は、さっきからも出ており
ます、非正規雇用の拡大

皆さん、そう思いませんか？ 今の政治は、今の自民党
政治は問題に対処していません。 絆創膏をちびっとペ
タペタペタペタと貼るだけで、根本的な問題にちっと
も向き合っていません。 なんで賃金が、なんで実質賃
金が下がり続けているのか。 2つ目の理由は、さっき
からも出ております、非正規雇用の拡大です。...

4→ 具体的説明
労災の適用がない、そんな労働者をたく
さん政治が作ってきた

あのリーマンショックの時には、非正規雇用800万人
だったんですよ。 それが今や2100万人。 4割になり
ました。 女性の6割は非正規雇用です。 そして皆さ
ん、雇用によらない働き。  話者A：＊を推奨し、雇用
によらない、だから労働基準法の適用がない、労災の
適用がない、そんな労働者をたくさん政治が作ってき
たのではないでしょうか。 6つの、正社員だってもち
ろん大変ですよ。 ブラック企業もある。...

6→ 具体的説明
どうして子供たちを食べさせることがで
きるでしょうか

労働法制の規制、正社員カ＊への道、そして、最低賃
金1500円以上を目指す、もちろん、中小企業は応援
する。 皆さんどうですか？ 最低賃金上げなければ、
賃金上げなければ、食べていけないですよ。 シングル
マザーのお母さんの、平均年間就労所得200万、今回
のコロナで月15万。 この給料で、どうして子供たち
を食べさせることができるでしょうか。...

- -

8 説明のある話題
保健所減らし、公立病院廃止してきた、
それが原因

保健所減らし、公立病院廃止してきた、それが原因で
はないでしょうか？ 東京都もその真似してどうする、
民営化してどうする、人件費削減で公立病院廃止して
どうする、と思いますが、皆さんどうですか？ 去年、
通常...

←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

↓

7 → 具体的説明 大阪の真似してどうするんだ

そして皆さん、社会保障、医療、介護も、どうです
か？ この東京、保険＊ばっさばっさ減らし、公立病
院、3月の都議会で都立病院廃止を決めました。 大阪
の真似してどうするんだと、フクシマミズホは言いた
い。 大阪で、東京の人口比で、3倍人が亡くなってる
んですよ。 わたくし、フクシマミズホ、参議院の予算
委員会で聞きました。 何で大阪は東京の3倍、人口比
で人が亡くなってるんですか。 厚生労働大臣は、個別
の自治体...



9→ 具体的説明
病床削減を、消費税使って補助金出す、
こんな法律、真逆

どうですか？ 入院できなくて亡くなる人がいる、自宅
で重症化する人がいる、後遺症で苦しむ人がいる。 病
院にたどり着けないんですよ。 ベッドがないんです
よ。 その真っただ中で、真っただ中で、国会で病床削
減を、消費税使って補助金出す、こんな法律、真逆で
はないでしょうか。 命守れ、命守れ、命守ってくれ、
そう思います。...

- -

10
説明の少ない話

題
新自由主義からの転換、それができるの
は、社民党です

こんな政治を変えたいんです。 こんな政治で、私たち
の命と暮らしは守れません。 新自由主義からの転換、
それができるのは、社民党です。...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

14 説明のある話題 全ての人の尊厳が守られる社会

話者A：皆さん11兆円、11兆円それだったら子供たち
の給食の無償化、高校の授業料の完全無償化。 もうこ
こは太っ腹、大学の授業料入学金全部無料にしたらい
いじゃないですか。 どうですか？  話者A：そうだ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

11→ 具体的説明 私たちの暮らし成り立っていってない

社会民主主義の社民党です。 今、世界は、コロナを経
験し、つらい経験をして、社会民主主義です。 ＊、あ
の、アイスランドもデンマークもフィンランドもドイ
ツも、そしてノルウェー、スウェ。  話者A：スウェー
デンもニュージーランドもチリも変わりました。 オー
ストラリアも変わりました。 チリ30代半ばの大統
領、新自由主義の発祥の地で、新自由主義の墓場とす
ると宣言し、新自由主義からの転換をうたって大統領
になっ...

12→ 具体的説明
社会保障費や教育予算削られるの当たり
前

話者A：そして皆さん、今自民党はGDP2パーセント防
衛予算を倍にする、11兆円そう主張しています。 今
ろ、えー、5兆4000億円補正予算で6兆1000億円、こ
れまた防衛費、民主党政権4兆円それが、ぶいぶいぶ
いぶいぶいぶい安倍政権下で上がって5兆4000億円、
補正予算入れると6兆1000億円、アメリカからの武器
の爆買い、ばかばかばかばかばかばか買ってまいりま
した。 おかしいですよ。  話者A：おかし...

13→ 具体的説明 完全無償化すべきではないでしょうか

話者A：皆さん文部科学省の予算5兆4000億円なん、
5兆円、今の防衛予算よりも今防衛省の予算よりも文
部科学省の予算の方が少ないんですよ。 少ないんです
よ。 それを11兆円にしたら倍、倍以上にするんです
か、どうですか、皆さん。 小学校中学校公立学校の給
食を無償化するのに、さらに必要なお金は4226億円
です。 日本全ての全てのこの広い日本のたくさんある
大学すべてを、全部入学金授業料無料にするのに必要
な...

- -

17 説明のある話題
みんなの1票、それで戦争止めていこう
ではありませんか

だから皆さんに心から訴えたい、民主主義、民主主
義、みんなの声、みんなの1票、それで戦争止めてい
こうではありませんか。 憲法9条改悪を止めていこう
ではありませんか。...

←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→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
武力で平和は作れません

衆議院マ＊会見勢力が4分の3以上、今度の7月10日の
参議院選挙で改憲勢力が3分の2以上、参議院で占めた
ら2度と戦争をしないと決めた憲法9条改悪の発議をや
ろうとするでしょう、やろうとしています。 皆さんウ
クライナの本当に戦争1日でも早く終わらせたい、戦
争は始まったら終わりです。 そしてフクシマミズホは
言いたい、武力で平和は作れません。  話者A：そう
だ。...

16→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

民主主義が本当に形骸化すれば、独裁、
まさに戦争が起きやすく

話者A：武器を投入し、投入し、投入し、戦争やり続
け、やり続け、誰が犠牲になってるんでしょうか？ 皆
さんサルトルは言いました。 金持ちが戦争を起こして
貧乏人が死ぬ、その通りです。 権力者が戦争を始め
る、だから日本国憲法前文は政府の行為によって再び
戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意
し、主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確
定する、そう書いています。  政府が戦争を起こすん
ですよ、政...

- -

22 説明のある話題 憲法9条を変えさせない、戦争させない

皆さん、今、参議院選挙、社民党にとっても、実は私
フクシマミズホにとっても、日本国憲法にとっても、
日本の社会にとっても、日本の政治にとっても、正念
場です。 まさに正念場です。 だから、だから変えた
いんで...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



18→ 具体的説明
リュウキュウコ＊に要塞、軍事要塞がつ
くられ、エ＊つくられつつあります

今、政府は防衛予算大増強、武器を海外に売って金儲
け、かつてニ＊9条は効力があるんですよ、9条がある
から集団的自衛権の行使はしない、海外に武器を売ら
ない、軍事研究はしない、武器見本市なんかもやらな
い、そしてまさに、ええ非核三原則そんな国でした。 
それを今変えようとしている、沖縄辺野古に基地はで
きません、軟弱地盤でできません、南西諸島における
自衛隊配備とミサイル攻撃計画まさにずっとリュウ
キュウコ＊に要...

19→ 具体的説明 社民党頑張りたいんです

でも私たちのことなんです。 横田であれ、横須賀であ
れ本当に全国繋がっている。 皆さん自民党は今、敵基
地攻撃能力保有を持てと言っています。 どうですか？ 
先生攻撃するということですよ。 自分たちが先に攻撃
するっていうことですよ。 そんなことやったら日本全
土が戦火にまみれることだってあるかもしれないじゃ
ないですか？  話者A：そうだ。  話者A：私たちは戦
争を止めたい、戦争を止めたい、戦争を止めたい、...

20→ 具体的説明
こんな政治を一緒に変えていこうではあ
りませんか

話者A：皆さん、平和も、生活も、当たり前と私達は
思っている。 でも、戦前、ワタナベハクセンさんとい
う俳人が、こんな俳句を作りました。 戦争が、廊下の
奥に、立っていた。 どうですか？ ふっと振り返った
ら、そんなバカなって。 でも、政府は集団的自衛権の
行使、そして安保関連法、戦争法、そして核リューク
リア＊シェアリングとまで言ってるんですよ。 沖縄に
核が、核兵器が置かれるかもしれない。 戦争の時に先
に使...

21→ 具体的説明 そんな日本社会であり続けたいんです

平和、平和、平和。 難しいかもしれないけれども、政
治の力で平和を作っていく。 そのことに賭けていきた
いんです。 戦後、日本は少なくとも戦争をしてきませ
んでした。 だから、そんな、そんな日本社会であり続
けたいんです。...

23→ 具体的説明
9条を変えるぞと言うこと、ほんとに恐
ろしい

平和が1番、暮らしが1番、戦争させない、断固に平
和、そして、えー、暮らしが1番、戦争させない。 ど
うですか？ 国会にいると、憲法なって、ケッ、みたい
な、憲法なんて全然尊重しない、押し付け憲法だとい
う女性国会議員が自民党にいますが、ナンテ＊、大日
本帝国憲法下ではあなたは国会議員になってませんよ
と、私は言いたいのですが、まさに、まさに日本国憲
法の基本的人権、皆享受してるじゃないですか。 で
も、私は思う...

- -

24
説明の少ない話

題 憲法9条を変えさせない、暮らしを守る

生存権、皆さん守られていますか？ 守られてないです
よね？ 生存権守れ、表現の自由守れ、学問の自由守
れ、思想、良心の自由守れ、労働基本権守れ、個人の
尊重守れ、幸福追求権保障せよ、平和的生存権、沖縄
ないぞ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



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
皆の生活ちっとも
上手くいってない
じゃないですか

【自分】社民党党首、参議院議員フクシマミズホです。 皆さ
ん、暮らしはどうですか？ 生活はどうですか？ どんな働き
方をしていらっしゃいますか？ 賃金、上がってますか？ 給
料、上がってますか？ どうですか？ 日本は実質賃金が1996
年からガンガンガンガンガンガンと下がり続けている先進諸
国では唯一の国です。 イギリスもフランスもドイツもイタリ
アも韓国も色んな国、実質賃金ガバーンと上がっています。 
これがガンガンガンガンガンガン、30年近く実質賃金が下が
り続けているのは日本だけなんです。 給料上がらない、給料
上がらない、生活が良くならない、これ皆の問題です。 でも
皆さん、まさに大企業は内部留保、今484兆円貯め込んでい
ます。 大企業にはお金があるのに、1人1人の賃金に回って
いない。 これ、日本の大きな問題ではないでしょうか。 だ
から、だから、だから社民党は第1に、このコロナ禍で大変
な時、物価高で大変、玉ねぎ高い、食料品高い、油高い、ガ
ソリン高い、高い、高い、高い、本当に困る。 電気代もガス
代も全部上がってるの中、何をやるべきか。 この3年間消費
税0にする、そして内部留保484兆円に課税を付けあてるとい
う事を打ち出しています。 この内部留保への課税は、去年衆
議院選挙で打ち出しました。 皆さん、法人税はこの30年
間、これまたガタガタガタガタガタガタガタ、7回下がりま
した。 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、23.2パーセント、えー、消費税10パーセン
トが賄っているという構造です。 庶民から、皆から搾り取る
だけ搾り取って、そしてやっぱり大企業の優遇政策をとって
きたシン＊自由主義、大企業が潤えば全て上手くいく、でも
皆の生活ちっとも上手くいってないじゃないですか。

[2]「どこが新し
いんだ、アベノ
ミクスの焼き直
しでしかない」
についての具体

的説明

2

どこが新しいん
だ、アベノミクス
の焼き直しでしか
ない

皆さん、どうですか？ だから今、政治がやるべきは、1つ
目、公平な税制の実現。 これではないでしょうか。 だから
フクシマミズホはキシダ首相に言いたい。 新しい資本主義と
いうが、どこが新しいんだ、アベノミクスの焼き直しでしか
ないじゃないですか。 富裕層への増税言わない、金融資産の
課税言わない、累進課税を元に戻すと言わない、大企業への
増税言わない、内部留保の課税言わない、消費税下げると言
わない。 どこが新しいんだ。

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。

3

2つ目の理由は、
さっきからも出て
おります、非正規
雇用の拡大

皆さん、そう思いませんか？ 今の政治は、今の自民党政治は
問題に対処していません。 絆創膏をちびっとペタペタペタペ
タと貼るだけで、根本的な問題にちっとも向き合っていませ
ん。 なんで賃金が、なんで実質賃金が下がり続けているの
か。 2つ目の理由は、さっきからも出ております、非正規雇
用の拡大です。

[5]「だから変え
たいんです」に
ついての具体的

説明

4

労災の適用がな
い、そんな労働者
をたくさん政治が
作ってきた

あのリーマンショックの時には、非正規雇用800万人だった
んですよ。 それが今や2100万人。 4割になりました。 女性
の6割は非正規雇用です。 そして皆さん、雇用によらない働
き。  
【自分】＊を推奨し、雇用によらない、だから労働基準法の
適用がない、労災の適用がない、そんな労働者をたくさん政
治が作ってきたのではないでしょうか。 6つの、正社員だっ
てもちろん大変ですよ。 ブラック企業もある。

[5]「だから変え
たいんです」に
ついての具体的

説明



5 だから変えたいん
です

しかし、6つの正社員の椅子を10人で争う、これが今の現実
です。 必ず4人は非正規雇用になってしまう。 給料が安い、
パート、派遣、契約社員、家賃が払えない、生活が苦しい、
給料が上がらない。 全部全部、自分のせいだと思っていませ
んか？ でも、フクシマミズホは言いたい。 国会の、法律と
制度の結果です。 あなたが悪いんじゃない。 どれだけたく
さんの人が、今大変な思いをしているか。 だから変えたいん
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。

6

どうして子供たち
を食べさせること
ができるでしょう
か

労働法制の規制、正社員カ＊への道、そして、最低賃金1500
円以上を目指す、もちろん、中小企業は応援する。 皆さんど
うですか？ 最低賃金上げなければ、賃金上げなければ、食べ
ていけないですよ。 シングルマザーのお母さんの、平均年間
就労所得200万、今回のコロナで月15万。 この給料で、どう
して子供たちを食べさせることができるでしょうか。

[5]「だから変え
たいんです」に
ついての具体的

説明

7 大阪の真似してど
うするんだ

そして皆さん、社会保障、医療、介護も、どうですか？ この
東京、保険＊ばっさばっさ減らし、公立病院、3月の都議会
で都立病院廃止を決めました。 大阪の真似してどうするんだ
と、フクシマミズホは言いたい。 大阪で、東京の人口比で、
3倍人が亡くなってるんですよ。 わたくし、フクシマミズ
ホ、参議院の予算委員会で聞きました。 何で大阪は東京の3
倍、人口比で人が亡くなってるんですか。 厚生労働大臣は、
個別の自治体については答えられません、みたいなことを言
いました。 でも、フクシマミズホは思います。

[8]「保健所減ら
し、公立病院廃
止してきた、そ
れが原因」につ
いての具体的説

明

8
保健所減らし、公
立病院廃止してき
た、それが原因

保健所減らし、公立病院廃止してきた、それが原因ではない
でしょうか？ 東京都もその真似してどうする、民営化してど
うする、人件費削減で公立病院廃止してどうする、と思いま
すが、皆さんどうですか？ 去年、通常国会で、病床削減すれ
ばするほど、消費税185億使って、奨励する、補助金出す、1
床あたり200万。 ＊もっとヒクク＊なると、185万とか、お
金を出す。 こんなふざけた病床削減法案も、政府は国会で通
しました。

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。

9

病床削減を、消費
税使って補助金出
す、こんな法律、
真逆

どうですか？ 入院できなくて亡くなる人がいる、自宅で重症
化する人がいる、後遺症で苦しむ人がいる。 病院にたどり着
けないんですよ。 ベッドがないんですよ。 その真っただ中
で、真っただ中で、国会で病床削減を、消費税使って補助金
出す、こんな法律、真逆ではないでしょうか。 命守れ、命守
れ、命守ってくれ、そう思います。

[8]「保健所減ら
し、公立病院廃
止してきた、そ
れが原因」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

10

新自由主義からの
転換、それができ
るのは、社民党で
す

こんな政治を変えたいんです。 こんな政治で、私たちの命と
暮らしは守れません。 新自由主義からの転換、それができる
のは、社民党です。

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。

11
私たちの暮らし成
り立っていってな
い

社会民主主義の社民党です。 今、世界は、コロナを経験し、
つらい経験をして、社会民主主義です。 ＊、あの、アイスラ
ンドもデンマークもフィンランドもドイツも、そしてノル
ウェー、スウェ。  
【自分】スウェーデンもニュージーランドもチリも変わりま
した。 オーストラリアも変わりました。 チリ30代半ばの大
統領、新自由主義の発祥の地で、新自由主義の墓場とすると
宣言し、新自由主義からの転換をうたって大統領になってい
ます。 皆さんどうですか、一握りのための、一握りの経済、
大企業が潤えばいいという生活で私たちの暮らし成り立って
いってないじゃないですか。  
【自分】そうだー。  
【自分】たくさんの支援の現場で住宅がないそんな人達に
会ってきました。 恒久的な住宅補助政策だって必要じゃない
ですか。 どこまで自助、自助、自助、自助言うんですか。 
だったら大企業に言いたい。 大企業こそもっと自助やれと。 
金持ちこそ自助やれと。 安倍元総理こそ自助やれと。 なん
でサントリーからタダでビール山のように、飲食物じゃな
かった、飲み物の提供を受けるんですか。 おかしいですよ。  
【自分】おかしい。  
【自分】権力者だからって何でもかんでもやれるもんじゃな
い、そう言いたいと思いますが、どうですか？  
【自分】そうだー。

[14]「全ての人
の尊厳が守られ
る社会」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



12
社会保障費や教育
予算削られるの当
たり前

【自分】そして皆さん、今自民党はGDP2パーセント防衛予
算を倍にする、11兆円そう主張しています。 今ろ、えー、5
兆4000億円補正予算で6兆1000億円、これまた防衛費、民
主党政権4兆円それが、ぶいぶいぶいぶいぶいぶい安倍政権
下で上がって5兆4000億円、補正予算入れると6兆1000億
円、アメリカからの武器の爆買い、ばかばかばかばかばかば
か買ってまいりました。 おかしいですよ。  
【自分】おかしい。  
【自分】おかしいですよ。 で、それを倍にする11兆円。 で
も皆さん税収50兆円台しかないんですよ。 50兆円しかない
税収の中で、60近く60兆円ちょうどですが、11兆円防衛予
算使ったら、みんなの社会保障費や教育予算削られるの当た
り前じゃないですか。  
【自分】その通りー。

[14]「全ての人
の尊厳が守られ
る社会」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

13
完全無償化すべき
ではないでしょう
か

【自分】皆さん文部科学省の予算5兆4000億円なん、5兆
円、今の防衛予算よりも今防衛省の予算よりも文部科学省の
予算の方が少ないんですよ。 少ないんですよ。 それを11兆
円にしたら倍、倍以上にするんですか、どうですか、皆さ
ん。 小学校中学校公立学校の給食を無償化するのに、さらに
必要なお金は4226億円です。 日本全ての全てのこの広い日
本のたくさんある大学すべてを、全部入学金授業料無料にす
るのに必要なお金は、3兆円です。 これで大学生奨学金もら
わなくても大学に行けるかもしれない、授業料を払えないか
ら大学に行けない、そんなことなくなるんですよ。 授業料と
入学金全部無料にするのに3兆円ですよ。 高校の授業料だっ
て所得制限なんてケチくさいこと言わないで、完全無償化す
べきではないでしょうか。  
【自分】そうだー。

[14]「全ての人
の尊厳が守られ
る社会」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

14
全ての人の尊厳が
守られる社会

【自分】皆さん11兆円、11兆円それだったら子供たちの給食
の無償化、高校の授業料の完全無償化。 もうここは太っ腹、
大学の授業料入学金全部無料にしたらいいじゃないですか。 
どうですか？  
【自分】そうだー。  
【自分】フィンランドは最近18歳まで義務教育化し、給食も
教材費も全部全部無料にすると発表しました。 ヨーロッパは
イギリスを除いてほぼ大学の授業料入学金。  
【自分】イウ＊概念がありません。 だから34歳で首相に
なったサンナマリンさん、就任して、就任出来ました。 お金
がなくても家庭が困窮してでも大学に行けて勉強できたんで
す。 だから思います、私たち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なることができ、全ての人の尊
厳が守られる社会です。 そんな社会を一緒に作っていこうで
はありませんか。 防衛予算の話をしました、今、憲法は最大
の危機を迎えています。

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。

15
武力で平和は作れ
ません

衆議院マ＊会見勢力が4分の3以上、今度の7月10日の参議院
選挙で改憲勢力が3分の2以上、参議院で占めたら2度と戦争
をしないと決めた憲法9条改悪の発議をやろうとするでしょ
う、やろうとしています。 皆さんウクライナの本当に戦争1
日でも早く終わらせたい、戦争は始まったら終わりです。 そ
してフクシマミズホは言いたい、武力で平和は作れません。  
【自分】そうだ。

[17]「みんなの
1票、それで戦争
止めていこうで
はありません

か」についての
理由・ニーズ

16

民主主義が本当に
形骸化すれば、独
裁、まさに戦争が
起きやすく

【自分】武器を投入し、投入し、投入し、戦争やり続け、や
り続け、誰が犠牲になってるんでしょうか？ 皆さんサルトル
は言いました。 金持ちが戦争を起こして貧乏人が死ぬ、その
通りです。 権力者が戦争を始める、だから日本国憲法前文は
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないよう
にすることを決意し、主権が国民に存することを宣言し、こ
の憲法を確定する、そう書いています。  政府が戦争を起こ
すんですよ、政府が戦争を起こす、そう愚かな戦争しないよ
うに、シケンデアル＊国民がしっかりせいや、ということが
憲法前文に書いてあります。 民主主義が脆弱で民主主義が本
当に形骸化すれば、独裁、まさに戦争が起きやすくなりま
す。

[17]「みんなの
1票、それで戦争
止めていこうで
はありません

か」についての
理由・ニーズ



17

みんなの1票、そ
れで戦争止めてい
こうではありませ
んか

だから皆さんに心から訴えたい、民主主義、民主主義、みん
なの声、みんなの1票、それで戦争止めていこうではありま
せんか。 憲法9条改悪を止め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。

18

リュウキュウコ＊
に要塞、軍事要塞
がつくられ、エ＊
つくられつつあり
ます

今、政府は防衛予算大増強、武器を海外に売って金儲け、か
つてニ＊9条は効力があるんですよ、9条があるから集団的自
衛権の行使はしない、海外に武器を売らない、軍事研究はし
ない、武器見本市なんかもやらない、そしてまさに、ええ非
核三原則そんな国でした。 それを今変えようとしている、沖
縄辺野古に基地はできません、軟弱地盤でできません、南西
諸島における自衛隊配備とミサイル攻撃計画まさにずっと
リュウキュウコ＊に要塞、軍事要塞がつくられ、エ＊つくら
れつつあります。

[22]「憲法9条
を変えさせな

い、戦争させな
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

19 社民党頑張りたい
んです

でも私たちのことなんです。 横田であれ、横須賀であれ本当
に全国繋がっている。 皆さん自民党は今、敵基地攻撃能力保
有を持てと言っています。 どうですか？ 先生攻撃するとい
うことですよ。 自分たちが先に攻撃するっていうことです
よ。 そんなことやったら日本全土が戦火にまみれることだっ
てあるかもしれないじゃないですか？  
【自分】そうだ。  
【自分】私たちは戦争を止めたい、戦争を止めたい、戦争を
止めたい、そう思っています。 戦争は人の命を奪う。  
【自分】そして、戦争する国が基本的人権制限し、反戦の声
だって弾圧する。 そんな社会に生きていきたくないんです
よ。  
【自分】そうだ。  
【自分】だから、だから、だから、社民党頑張りたいんで
す。  
【自分】よし。

[22]「憲法9条
を変えさせな

い、戦争させな
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

20
こんな政治を一緒
に変えていこうで
はありませんか

【自分】皆さん、平和も、生活も、当たり前と私達は思って
いる。 でも、戦前、ワタナベハクセンさんという俳人が、こ
んな俳句を作りました。 戦争が、廊下の奥に、立っていた。 
どうですか？ ふっと振り返ったら、そんなバカなって。 で
も、政府は集団的自衛権の行使、そして安保関連法、戦争
法、そして核リュークリア＊シェアリングとまで言ってるん
ですよ。 沖縄に核が、核兵器が置かれるかもしれない。 戦
争の時に先に使うかもしれない。 そんなバカなと思ってるけ
れど、世界中の戦争に、日本近海の戦争に日本が責められて
なくても自衛隊が参加をしていく。 そんなことがありうるか
もしれないからこそ、皆さんどうですか？ この軍備拡張の、
防衛力増強の、戦争まっしぐらの、アメリカのて、アメリカ
と一緒に何でもやろうとする、こんな政治を一緒に変えてい
こうではありませんか。

[22]「憲法9条
を変えさせな

い、戦争させな
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

21
そんな日本社会で
あり続けたいんで
す

平和、平和、平和。 難しいかもしれないけれども、政治の力
で平和を作っていく。 そのことに賭けていきたいんです。 
戦後、日本は少なくとも戦争をしてきませんでした。 だか
ら、そんな、そんな日本社会であり続けたいんです。

[22]「憲法9条
を変えさせな

い、戦争させな
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

22
憲法9条を変えさ
せない、戦争させ
ない

皆さん、今、参議院選挙、社民党にとっても、実は私フクシ
マミズホにとっても、日本国憲法にとっても、日本の社会に
とっても、日本の政治にとっても、正念場です。 まさに正念
場です。 だから、だから変えたいんです。 だから踏ん張っ
て、憲法9条を変えさせない、戦争させない。 そのことに賭
けていきたい。 そう思っています。

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。

23
9条を変えるぞと
言うこと、ほんと
に恐ろしい

平和が1番、暮らしが1番、戦争させない、断固に平和、そし
て、えー、暮らしが1番、戦争させない。 どうですか？ 国会
にいると、憲法なって、ケッ、みたいな、憲法なんて全然尊
重しない、押し付け憲法だという女性国会議員が自民党にい
ますが、ナンテ＊、大日本帝国憲法下ではあなたは国会議員
になってませんよと、私は言いたいのですが、まさに、まさ
に日本国憲法の基本的人権、皆享受してるじゃないですか。 
でも、私は思うのです。 憲法尊重せず、憲法の価値を全く生
かさない。 そんな人達が憲法改訳、9条を変えるぞと言うこ
と、ほんとに恐ろしいです。

[22]「憲法9条
を変えさせな

い、戦争させな
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



24
憲法9条を変えさ
せない、暮らしを
守る

生存権、皆さん守られていますか？ 守られてないですよね？ 
生存権守れ、表現の自由守れ、学問の自由守れ、思想、良心
の自由守れ、労働基本権守れ、個人の尊重守れ、幸福追求権
保障せよ、平和的生存権、沖縄ないぞ、守れ。 とまあ、思う
わけです。 ですから皆さん、どうかどうか、憲法変えるん
じゃなくって、とんでもない権力者、今だけ金だけ自分だ
け、そんなことを考えている人達に、憲法を触らせたらダメ
ですよ。  
【自分】そうだ。  
【自分】憲法を触らせたらダメですよ。 ジャブジャブ、ジャ
ブジャブ、自分たちのための利益に使う。 軍事産業、アメリ
カの軍事産業を太らせてどうするんですか。 だから、だか
ら、私達シケンジャ＊、頑張りましょう。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】国会に社民党が必要です。  
【自分】そうだ。  
【自分】国会にフクシマミズホが必要です。  
【自分】＊。  
【自分】国会にハットリリョウイチが必要です。  
【自分】＊。  
【自分】皆、皆必要です。 ま、自分で言うのもちょっと恥ず
かしいですが。 でも、国会の中で踏ん張って、踏ん張って踏
ん張って、憲法9条を変えさせない、暮らしを守る。 そのた
めに頑張ってきいます。 どうかよろしくお願いします。  
【自分】いいぞ、頑張れ。

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。


