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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

85%

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

1パーセントでも2パーセントでも
可能性があるなら、少しでも良く
しよう △ 少しゆったり

2 給料を上げる
あなた側の話量は17分が適切と判定されました

3 日本の政治のあり方を変えていき
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 教育、科学技術予算を倍増させます

5 ともに考えていく正直な政治

6 皆さんの力が必要です

7 対決より解決を掲げて、立ち上げた改革中道
政党

8 国に支援拡充を訴えて、これを実現

9 給料が上がる経済を取り戻す

10 安全基準を満たした原子力発電所は動かすべ
き

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）

18語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
12 CLOSED では、この25年間、皆さん、お仕事サボりましたか？

12 CLOSED 仕事の手を抜きましたか？

19 OPEN 皆さんが打ったワクチンどこですか？



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　7件
話順 説明の少ない話題　2件 話順 説明のある話題　5件

1 日本の政治のあり方を変えていきたい 5
1パーセントでも2パーセントでも可能性があるな
ら、少しでも良くしよう

2 対決より解決を掲げて、立ち上げた改革中道政党 10 給料を上げる
14 教育、科学技術予算を倍増させます
21 ともに考えていく正直な政治
23 皆さんの力が必要です



【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 日本の政治のあり方を変えていきたい

話者A：お話は、代表タマキユウイチロウさんです。  
話者A：国民民主党代表タマキユウイチロウです。 今
からとても大切な話をするので、聞いて下さい。 給料
上がっていないのに物価は上がる、税金や保険料は
上...

→ 説明無し

- -

2
説明の少ない話

題
対決より解決を掲げて、立ち上げた改革
中道政党

では、どうするのか、今から私達、国民民主党がいっ
たいどういう政党で、何を目指し、どんな政策を掲げ
ているのか話をするので、少しだけ私の話を聞いて下
さい。 国民民主党は、対決より解決を掲げて、立ち上
げた改...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

5 説明のある話題
1パーセントでも2パーセントでも可能
性があるなら、少しでも良くしよう

あの時、他の野党議員から裏切り者とか、それでも野
党かと物凄いヤジや批判を受けました。 でも、先日、
街頭演説をしていた時の事です。 ご家族がギャンブル
依存症で苦しむ団体の方が来てくれて、あの時、附帯
決議...

←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 議論すらしないという姿勢
以前こんな事がありました。 2018年、カジノ法案に
反対した際、他の野党は審議拒否をしたり不信任案を
出したりして、議論すらしないという姿勢でした。...

4→ 具体的説明
国会としての立法府としての責任を果た
したい

そんな中、私達、国民民主党は、ギャンブル依存症対
策を強化する附帯決議を提出しました。 附帯決議とい
うのは、その法律を執行するにあたっての、注意書
き、留意事項のような物をまとめた物ですけれども、
不完全な法律が成立してしまうんだったら、せめて附
帯決議をつけて、国会としての立法府としての責任を
果たしたい、そんな思いからの行動でした。...

6→ 具体的説明
困ってる人や企業のことを、第一に考え
て行動

ま、それでも、予算案に賛成して与党と交渉したこと
に、今でも批判があります。 でも、先日、福岡行きの
飛行機に、私が乗る際に、航空会社の地上係員の方か
ら、航空機燃料のこと頑張ってくれてありがとうござ
います、と、お礼を言われました。 その時、私たちは
間違っていなかった、永田町の論理ではなくて、困っ
てる人や企業のことを、第一に考えて行動してよかっ
たと、心の底から思いました。...

8→ 具体的説明 国に支援拡充を訴えて、これを実現

国民民主党は、そうした声をもとに、国に支援拡充を
訴えて、これを実現しました。 彼女たちは、こうした
私たちの活動に感謝してくれて、おかげで無事に赤
ちゃんを産むことができました、と、この生まれた赤
ちゃんと一緒に、わざわざ、お礼に来てくれたんで
す。 涙が出る思いでした。...

9 → 具体的説明
私たちの政策を必要とする人の為に行動
する

政治家として、こんなに嬉しいことは、ありません。 
私たちの政策によって救われる人、希望を持てる人が
一人でもいれば、我々は頑張れます。 どんなに批判を
受けても、私たちの政策を必要とする人の為に行動す
る、それが、国民民主党です。...

- -

10 説明のある話題 給料を上げる

この参議院議員選挙で、私たち国民民主党は、給料を
上げる、国を守る、この2つのテーマを掲げました。 
まず、給料を上げる。 実は、日本では25年以上にも
わたって、実質賃金が下がり続けています。 そんな国
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

↓



12→ 具体的説明 給料が上がる経済を取り戻す

では、この25年間、皆さん、お仕事サボりましたか？ 
仕事の手を抜きましたか？ そんなことは、ないはずで
す。 皆さんご自身のため、家族のため、なにより、お
子さんのために、懸命に働いてきたんだと思います。 
こんなに勤勉で、家族のことを思い、一生懸命働く日
本人の給料だけが、4半世紀も下がり続ける、どう考
えても、おかしいんです。 これは、皆さんが悪いわけ
ではありまません。 間違っていたのは、この間とって
き...

13→ 具体的説明 何より必要なのが、人への投資

話者A：＊国民民主党は、インフレ手当てとして、影
響を受ける国民の皆さんに、一律10万円の現金給付を
行います。 また、賃金上昇率が一定水準に達するまで
は、消費税を5パーセントに引き下げます。 また、ト
リガー条項を発動して、えー、ガソリン減税で、さら
にガソリンの価格を引き下げます。 そして、経済の実
力をあげていく政策も必要です。 そのためにデジタ
ル、カーボンニュートラル、インフラ整備などの、成
長分野へ...

17 → 具体的説明
センシュボウエイ＊に徹しつつ、必要な
防衛費を増額

もう一つ、国民民主党が掲げているのが、国を守ると
いう政策です。 国民民主党の安全保障の基本的考え
は、自分の国は自分で守る、ということです。 日米同
盟は重要ですが、自分の国は自分で守るという、いし
と能力を示さない限り、他国は助けてくれません。 国
民民主党は、センシュボウエイ＊に徹しつつ、必要な
防衛費を増額します。 戦争を始めさせないための抑止
力と、自衛のための打撃力、反撃力を整備することは
不可欠です...

- -

14 説明のある話題 教育、科学技術予算を倍増させます

今、各国は競って人材育成競争、研究開発競争を行っ
ています。 驚くべきは中国です。 中国の科学技術予
算はこの20年間で、なんと23.4倍、韓国は4.7倍、ア
メリカでも2.6倍なんです。 それなのに、日本...

←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
子育て、教育にお金のかからない国にし
ます

義務教育は3才から始めます。 高校卒業までの教育費
は全て無償化し、子育て、教育にお金のかからない国
にします。 そして、児童手当や奨学金の支給に設けら
れている、所得制限を撤廃します。 全ての子供に等し
く、教育の機会が与えられるようにします。 児童手当
も、18才まで、3年間支給期間を延長し、金額も月額
15000円に増額した上で、所得制限を外します。...

16→ 具体的説明
資源のない日本にとって、最大の資源は
人材

資源のない日本にとって、最大の資源は人材です。 日
本に石油は出ません。 天然ガスも出ません。 でも、
こんなに真面目で勤勉な人はたくさんいます。 だから
国民民主党は、教育、カガク＊技術、人づくりにしっ
かりお金を使い、もう一度日本を国際競争力のある、
そして、給料が上がる国にしていきます。...

- -

21 説明のある話題 ともに考えていく正直な政治

そして、古くなって効率性の悪くなった原子力発電所
は、より安全で効率的なものに建て替え、リプレース
をしていきます。 行き過ぎたグローバリズムを見直し
て、食料、エネルギー、医薬品、重要技術の国産化を
進め、...

←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 経済安全保障も重要

また、防衛に限らず、イワユル＊、経済安全保障も重
要です。 今日本は、食糧、エネルギーの多くを海外に
頼っていますが、自分の国で食べるもの、また使うも
のは、ある程度国内で作ることが必要です。 私は四国
の香川県の出身ですが、讃岐うどんが有名です。 で
も、使われてる小麦の9割以上は、オーストラリアか
らの輸入小麦なんですよ。 だから、私が支払ううどん
代は、オーストラリアの小麦農家の懐には入っても、
に。  話...

20→ 具体的説明
安全基準を満たした原子力発電所は動か
すべき

原油や、天然ガスの支払いを海外にしてます。 それで
富が数兆円も海外に流出しています。 円安やウクライ
ナ危機の影響を受けやすいのもエネルギーの多くを海
外に依存してるからなんですね。 電気料金も上がって
います。 これ以上、電気代が上がることを防ぐために
は安全基準を満たした原子力発電所は動かすべきで
す。 動かさないと、技術や人材も衰退していきます。 
今、世界で建設中の原発の6割は、中国とロシアなん
ですね...

- -

23 説明のある話題 皆さんの力が必要です

だからこそ、皆さんに力を貸してほしいんです。 皆さ
んの力が必要です。 私たち国民民主党は日本をもう一
度、頑張れば給料が上がる、そんな当たり前の国にし
たいんです。 若者が希望を持てる、お年寄りも安心し
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

↓



22→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
知名度も支持率も低いのが現状

でも、私たちはまだまだ小さな政党です。 力が足りま
せん。 パフォーマンスも下手くそで、知名度も支持率
も低いのが現状です。 公約として掲げたトリガー条項
凍結解除など、まだ、100パーセント実現できていな
い政策があることはお詫びをしなければなりません。 
でも、私たちにもっと力があれば、議席があれば、日
本を良くしていく政策をもっと数多く、そしてもっと
早く実現できます。...

- -



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
日本の政治のあり
方を変えていきた
い

【自分】お話は、代表タマキユウイチロウさんです。  
【自分】国民民主党代表タマキユウイチロウです。 今からと
ても大切な話をするので、聞いて下さい。 給料上がっていな
いのに物価は上がる、税金や保険料は上がっているのに、年
金は下がっていく。 今の日本の状況そして将来に、不安を感
じている人が沢山いると思います。 でも今までずっと変わん
なかったし、誰も答えを出してくれない、多くの人がそう
思ってるでしょう。 私達も今までと同じやり方を続けていて
も、何も変わらないと思います。 だからこそ、私達、国民民
主党はこれまでと違うやり方で、日本の政治のあり方を変え
ていきたいと思います。

起点となる話題

2
対決より解決を掲
げて、立ち上げた
改革中道政党

では、どうするのか、今から私達、国民民主党がいったいど
ういう政党で、何を目指し、どんな政策を掲げているのか話
をするので、少しだけ私の話を聞いて下さい。 国民民主党
は、対決より解決を掲げて、立ち上げた改革中道政党です。 
私自身、議員になって10年以上たち、そして、コロナ禍を経
験し日本の政治のあり方そのものを、見直す必要があると考
える様になりました。 反対ばかりしていても、日本は前に進
まない、おかしい事があるなら、どう変えるかという解決策
を出して、少しからでも実現していかないと、世の中は良く
ならない、与党だから賛成、野党だから反対ではなくて、正
しい事は進める、間違っている事は指摘をした上で、対案を
出して実現に繋げていく、それが正しい政治のあり方だと私
達は考えます。

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。

3
議論すらしないと
いう姿勢

以前こんな事がありました。 2018年、カジノ法案に反対し
た際、他の野党は審議拒否をしたり不信任案を出したりし
て、議論すらしないという姿勢でした。

[5]「1パーセン
トでも2パーセン
トでも可能性が
あるなら、少し
でも良くしよ

う」についての
具体的説明

4
国会としての立法
府としての責任を
果たしたい

そんな中、私達、国民民主党は、ギャンブル依存症対策を強
化する附帯決議を提出しました。 附帯決議というのは、その
法律を執行するにあたっての、注意書き、留意事項のような
物をまとめた物ですけれども、不完全な法律が成立してしま
うんだったら、せめて附帯決議をつけて、国会としての立法
府としての責任を果たしたい、そんな思いからの行動でし
た。

[5]「1パーセン
トでも2パーセン
トでも可能性が
あるなら、少し
でも良くしよ

う」についての
具体的説明



5

1パーセントでも2
パーセントでも可
能性があるなら、
少しでも良くしよ
う

あの時、他の野党議員から裏切り者とか、それでも野党かと
物凄いヤジや批判を受けました。 でも、先日、街頭演説をし
ていた時の事です。 ご家族がギャンブル依存症で苦しむ団体
の方が来てくれて、あの時、附帯決議をつけてくれたお陰
で、国のギャンブル依存症対策が進みました、本当にありが
とうございます、と、御礼を言われました。 反対反対、絶対
反対ではなく、1パーセントでも2パーセントでも可能性があ
るなら、少しでも良くしよう、前に進めよう、そう考えるの
が、私達、国民民主党です。 私は今でもあの時、ヤジに負け
ず附帯決議を出した仲間の事を誇りに思っています。 またこ
んな事もありました。 国民民主党は、この2月に政府予算案
に賛成しました。 これについても、多くの批判を頂きまし
た。 しかし、原油価格が高騰し、なんとか対策を立てなくて
はならない、衆議院選挙の公約で私達は、トリガー条項凍結
解除によるガソリン値下げを訴えました。 訴えた以上は、な
んとしてもガソリンをはじめとした燃料価格の値下げを実現
したい、そんな思いで予算案に。  
【自分】賛成をし、それを、てこに、与党とも交渉しまし
た。 その結果、補助金の拡充によるガソリン値下げや、航空
機燃料を、補助の対象に追加するなど、こうした政策を実現
することができました。

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。

6
困ってる人や企業
のことを、第一に
考えて行動

ま、それでも、予算案に賛成して与党と交渉したことに、今
でも批判があります。 でも、先日、福岡行きの飛行機に、私
が乗る際に、航空会社の地上係員の方から、航空機燃料のこ
と頑張ってくれてありがとうございます、と、お礼を言われ
ました。 その時、私たちは間違っていなかった、永田町の論
理ではなくて、困ってる人や企業のことを、第一に考えて行
動してよかったと、心の底から思いました。

[5]「1パーセン
トでも2パーセン
トでも可能性が
あるなら、少し
でも良くしよ

う」についての
具体的説明

7
ツイッターなど
で、多くの意見を
寄せてくれた

また、大阪で街頭演説をした時には、若いお母さん方が、赤
ちゃんを連れてきてくれたんです。 その、お母さんは、まさ
に、コロナ感染の初期の頃、まだ、妊婦さんに対する支援が
不十分で、とても不安な思いをしていた時に、私たち国民民
主党にツイッターなどで、多くの意見を寄せてくれた人たち
でした。

[8]「国に支援拡
充を訴えて、こ
れを実現」につ
いての具体的説

明

8
国に支援拡充を訴
えて、これを実現

国民民主党は、そうした声をもとに、国に支援拡充を訴え
て、これを実現しました。 彼女たちは、こうした私たちの活
動に感謝してくれて、おかげで無事に赤ちゃんを産むことが
できました、と、この生まれた赤ちゃんと一緒に、わざわ
ざ、お礼に来てくれたんです。 涙が出る思いでした。

[5]「1パーセン
トでも2パーセン
トでも可能性が
あるなら、少し
でも良くしよ

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
私たちの政策を必
要とする人の為に
行動する

政治家として、こんなに嬉しいことは、ありません。 私たち
の政策によって救われる人、希望を持てる人が一人でもいれ
ば、我々は頑張れます。 どんなに批判を受けても、私たちの
政策を必要とする人の為に行動する、それが、国民民主党で
す。

[5]「1パーセン
トでも2パーセン
トでも可能性が
あるなら、少し
でも良くしよ

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。

10 給料を上げる

この参議院議員選挙で、私たち国民民主党は、給料を上げ
る、国を守る、この2つのテーマを掲げました。 まず、給料
を上げる。 実は、日本では25年以上にもわたって、実質賃
金が下がり続けています。 そんな国は、世界中で日本だけな
んですね。 アメリカは、この30年で賃金水準が倍になって
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。

11
25年間、日本では
実質賃金が下がり
続けています

ヨーロッパ諸国でも、そして、出生率が日本より低く、人口
が減少している、お隣、韓国でも、確実に賃金は上がってる
んです。 私が社会人になったのが1993年です、平成5年。 
それから3年後の1996年、ここが、日本の賃金水準が最も高
かった時です。 そこから、どんどん、どんどん落ちてきて、
なんと、25年間、日本では実質賃金が下がり続けています。 
ここで、皆さんに聞きます。

[12]「給料が上
がる経済を取り
戻す」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。



12 給料が上がる経済
を取り戻す

では、この25年間、皆さん、お仕事サボりましたか？ 仕事
の手を抜きましたか？ そんなことは、ないはずです。 皆さ
んご自身のため、家族のため、なにより、お子さんのため
に、懸命に働いてきたんだと思います。 こんなに勤勉で、家
族のことを思い、一生懸命働く日本人の給料だけが、4半世
紀も下がり続ける、どう考えても、おかしいんです。 これ
は、皆さんが悪いわけではありまません。 間違っていたの
は、この間とってきた、日本の政策、経済政策なんです。 だ
から、私たち国民民主党は、経済政策を、積極財政に転換
し、給料が上がる経済を取り戻すと訴えています。 まず必要
なのは、この物価高のもとで、可処分所得の減少を防ぎ、消
費が縮まないようにすることなんです。 そのために私。

[10]「給料を上
げる」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。

13
何より必要なの
が、人への投資

【自分】＊国民民主党は、インフレ手当てとして、影響を受
ける国民の皆さんに、一律10万円の現金給付を行います。 
また、賃金上昇率が一定水準に達するまでは、消費税を5
パーセントに引き下げます。 また、トリガー条項を発動し
て、えー、ガソリン減税で、さらにガソリンの価格を引き下
げます。 そして、経済の実力をあげていく政策も必要です。 
そのためにデジタル、カーボンニュートラル、インフラ整備
などの、成長分野への投資を加速させます。 そして、何より
必要なのが、人への投資です。

[10]「給料を上
げる」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
教育、科学技術予
算を倍増させます

今、各国は競って人材育成競争、研究開発競争を行っていま
す。 驚くべきは中国です。 中国の科学技術予算はこの20年
間で、なんと23.4倍、韓国は4.7倍、アメリカでも2.6倍なん
です。 それなのに、日本の予算は0.9倍、増えるどころか
減ってるんですよ。 これではイノベーションや技術革新を起
こせる人材は育ちません。 イノベーションや技術革新がなけ
れば、企業の成長、国の経済成長、そして賃金上昇も見込め
ません。 そして、イノベーションを起こすのも、技術革新を
起こすのも、結局全部人なんです。 人の頭なんです。 だか
ら、国民民主党は、教育国債という新しい国債を発行し、人
への投資、つまり教育、科学技術予算を倍増させます。

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
子育て、教育にお
金のかからない国
にします

義務教育は3才から始めます。 高校卒業までの教育費は全て
無償化し、子育て、教育にお金のかからない国にします。 そ
して、児童手当や奨学金の支給に設けられている、所得制限
を撤廃します。 全ての子供に等しく、教育の機会が与えられ
るようにします。 児童手当も、18才まで、3年間支給期間を
延長し、金額も月額15000円に増額した上で、所得制限を外
します。

[14]「教育、科
学技術予算を倍
増させます」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。

16
資源のない日本に
とって、最大の資
源は人材

資源のない日本にとって、最大の資源は人材です。 日本に石
油は出ません。 天然ガスも出ません。 でも、こんなに真面
目で勤勉な人はたくさんいます。 だから国民民主党は、教
育、カガク＊技術、人づくりにしっかりお金を使い、もう一
度日本を国際競争力のある、そして、給料が上がる国にして
いきます。

[14]「教育、科
学技術予算を倍
増させます」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。

17
センシュボウエイ
＊に徹しつつ、必
要な防衛費を増額

もう一つ、国民民主党が掲げているのが、国を守るという政
策です。 国民民主党の安全保障の基本的考えは、自分の国は
自分で守る、ということです。 日米同盟は重要ですが、自分
の国は自分で守るという、いしと能力を示さない限り、他国
は助けてくれません。 国民民主党は、センシュボウエイ＊に
徹しつつ、必要な防衛費を増額します。 戦争を始めさせない
ための抑止力と、自衛のための打撃力、反撃力を整備するこ
とは不可欠です。

[10]「給料を上
げる」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。

18
経済安全保障も重
要

また、防衛に限らず、イワユル＊、経済安全保障も重要で
す。 今日本は、食糧、エネルギーの多くを海外に頼っていま
すが、自分の国で食べるもの、また使うものは、ある程度国
内で作ることが必要です。 私は四国の香川県の出身ですが、
讃岐うどんが有名です。 でも、使われてる小麦の9割以上
は、オーストラリアからの輸入小麦なんですよ。 だから、私
が支払ううどん代は、オーストラリアの小麦農家の懐には
入っても、に。  
【自分】ッポンノ＊小麦農家の所得や給料のアップにはつな
がらないんですね。 おんなじことが、医薬品の分野でも起き
ています。 分かりやすいのがワクチンです。

[21]「ともに考
えていく正直な
政治」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 全てそのお金は海
外に流出しました

皆さんが打ったワクチンどこですか？ 全部、海外ブランドで
すよね。 数兆円の税金がここに使われましたが、全てそのお
金は海外に流出しました。 もしあれが、国産メーカーのワク
チンだったと思うと、残念でなりません。 教育、科学技術、
人への投資を増やしてこなかったツケが、こういったところ
にも出ています。 エネルギーもそうです。

[20]「安全基準
を満たした原子
力発電所は動か
すべき」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。

20
安全基準を満たし
た原子力発電所は
動かすべき

原油や、天然ガスの支払いを海外にしてます。 それで富が数
兆円も海外に流出しています。 円安やウクライナ危機の影響
を受けやすいのもエネルギーの多くを海外に依存してるから
なんですね。 電気料金も上がっています。 これ以上、電気
代が上がることを防ぐためには安全基準を満たした原子力発
電所は動かすべきです。 動かさないと、技術や人材も衰退し
ていきます。 今、世界で建設中の原発の6割は、中国とロシ
アなんですね。 このままでは、いずれ原発も、原発さえ、中
国やロシアに頼らざるを得なくなります。 富の流出を防ぎエ
ネルギーの安全保障を高めるためにも、安全基準を満たした
原子力発電所は動かすべきです。

[21]「ともに考
えていく正直な
政治」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。

21
ともに考えていく
正直な政治

そして、古くなって効率性の悪くなった原子力発電所は、よ
り安全で効率的なものに建て替え、リプレースをしていきま
す。 行き過ぎたグローバリズムを見直して、食料、エネル
ギー、医薬品、重要技術の国産化を進め、戦略的に閉じてい
く分野を作る、こういった仕組みを私たち国民民主党は進め
ていきます。 国民民主党は日本が直面している現実から、逃
げずに向き合い、不都合なことも国民の皆さんに伝え、とも
に考えていく正直な政治を推し進めます。 昨年の衆議院議員
選挙では国民の皆さんに、私たちの考えに賛同いただき、議
席を増やすことができました。 本当に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。

22
知名度も支持率も
低いのが現状

でも、私たちはまだまだ小さな政党です。 力が足りません。 
パフォーマンスも下手くそで、知名度も支持率も低いのが現
状です。 公約として掲げたトリガー条項凍結解除など、ま
だ、100パーセント実現できていない政策があることはお詫
びをしなければなりません。 でも、私たちにもっと力があれ
ば、議席があれば、日本を良くしていく政策をもっと数多
く、そしてもっと早く実現できます。

[23]「皆さんの
力が必要です」
についての理由

・ニーズ

23 皆さんの力が必要
です

だからこそ、皆さんに力を貸してほしいんです。 皆さんの力
が必要です。 私たち国民民主党は日本をもう一度、頑張れば
給料が上がる、そんな当たり前の国にしたいんです。 若者が
希望を持てる、お年寄りも安心して暮らせる国にしたいんで
す。 誇れる経済、誇れる社会、誇れる国にするための政策
が、国民民主党にはあります。 給料を上げる、国を守る、国
民民主党は古い枠組み、古い枠組みの政治から脱却をし、対
決より解決で日本を動かしていきます。 私たちは党の存亡を
かけて、この参議院選挙を戦います。 今、私たちは、崖っぷ
ちの大変厳しい状況にいます。 どうか国民民主党に、皆さん
の一票を託してください。 私たちには皆さんの力が必要で
す。 どうか皆さん、国民民主党を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。


