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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

82%

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

絶大なるご支援を公明党に賜りま
すよう、心よりお願い申し上げま
す △ 少しゆったり

2 三つの挑戦を掲げ、その実現に総
力をあげて取り組んで あなた側の話量は13分が適切と判定されました

3
農産物の生産コストを最大1割程
度引き下げ、農産物の価格上昇を
抑制

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 日本の明るい未来を、断じて切り開く
決意

5 3回目の接種率が6割を超える水準にま
で高めた結果だと確信

6 立党精神と、小さな声を聴く力という強み

7 予備費5.5兆円を確保し、機動的な対策が打
てる体制を整えました

8 感染防止対策を怠ってはなりません

9 政治が、迅速、的確に手を打たねばなりませ
ん

10 政治の安定と改革を担う、要の役割を果たし
てきた

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）

-

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
検出なし



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　5件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　5件

検出なし、良い傾向です 3 日本の明るい未来を、断じて切り開く決意

6
農産物の生産コストを最大1割程度引き下げ、農
産物の価格上昇を抑制

9
3回目の接種率が6割を超える水準にまで高めた結
果だと確信

10
三つの挑戦を掲げ、その実現に総力をあげて取り
組んで

14
絶大なるご支援を公明党に賜りますよう、心より
お願い申し上げます



【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）

3 説明のある話題
日本の明るい未来を、断じて切り開く決
意

こうした中、行われる今回の参議院選挙は、国民の皆
様の不安を取り除き、日本の未来に安心と希望を広げ
る役割を、どの政党、政治家に託すかを決める重要な
選挙です。 公明党は、コロナ禍から、経済を立て直
し、子供...

↓

5→ 具体的説明
立党精神と、小さな声を聴く力という強
み

全議員が、生活現場の最前線で、小さな声を拾い上
げ、国と地方のネットワークの力によって、政策に反
映させていく。 その、地道な積み重ねが、政治への信
頼を、着実に広げ、政治を安定させる大きな力になっ
ています。 このように、公明党には、大衆と共に、の
立党精神と、小さな声を聴く力という強みがあるので
す。...

- -

6 説明のある話題
農産物の生産コストを最大1割程度引き
下げ、農産物の価格上昇を抑制

今、国民生活が直面する大きな困難は、ウクライナ情
勢が拍車をかけている、エネルギーや食料品などの物
価高です。 この中にあって、生活現場の苦境を、即座
にキャッチし、対策に先手を打ってきたのが公明党で
す。 ...

←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

↓

2 → 具体的説明
政治が、迅速、的確に手を打たねばなり
ません

その一方で、ロシアが、隣国ウクライナを侵略すると
いう暴挙が、戦後の安定した国際秩序を、根底から揺
るがし、その影響は、広く、国民生活にも及んでいま
す。 食料品や電気代、ガス代が高くなって大変だ。 
日本が他国から攻撃された場合の備えは万全なのか。 
国民の皆様が抱く、こうした不安に対し、政治が、迅
速、的確に手を打たねばなりません。...

7→ 具体的説明
予備費5.5兆円を確保し、機動的な対策
が打てる体制を整えました

また、自治体が使い道を決められる交付金について、
政府が1兆円を出したことで、各自治体で給食費や水
道料金などの公共料金の上昇を防ぐ取り組みが進んで
います。 今後のさらなる物価高には、公明党の強い訴
えで5月末に成立した今年度補正予算により、予備費
5.5兆円を確保し、機動的な対策が打てる体制を整え
ました。...

- -

9 説明のある話題
3回目の接種率が6割を超える水準にま
で高めた結果だと確信

コロナとの戦いでも、国民の命と生活を守り抜く役割
を果たしてきたのが公明党です。 新規感染者数が減少
したのも、公明党がコロナ禍克服の切り札となるワク
チンの確保と円滑接種、無料化を強力に推進し、3回
目の接...

←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

↓

1→ 具体的説明 感染防止対策を怠ってはなりません

話者A：公明党の政見放送です。 お話は、代表、ヤマ
グチナツオさんです。  話者A：公明党代表のヤマグチ
ナツオです。 私たちの日常を、大きく変えた新型コロ
ナウイルスとの戦いから、2年あまり。 国民の皆様の
多大なるご協力により、新規感染者は、ピーク時に比
べ減少していますが、ここで気を緩めれば、再び感染
拡大を招きかねず、これからも、感染防止対策を怠っ
てはなりません。...

- -

10 説明のある話題
三つの挑戦を掲げ、その実現に総力をあ
げて取り組んで

それは、11年前の東日本大震災からの復旧復興に向け
た対応を見ても明らかです。 公明党は野党でありなが
ら被災者に徹して寄り添い、仮設住宅や避難所の状況
を改善、政府の司令塔となる復興庁を設置させ、その
後の...

←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

↓



11→ 具体的説明 最低賃金を着実に引き上げます

一つ目は、経済の成長と雇用、所得の拡大です。 具体
的には人への投資を抜本的に強化し、中小企業、小規
模事業者の賃金アップを支援する補助金の拡充や税制
支援を推進するとともに、最低賃金を着実に引き上げ
ます。 また、今後の成長を牽引する科学技術の振興や
脱炭素社会の。  話者A：構築、デジタル基盤の整備な
ど、生活の質や、満足度の向上に配慮した成長を目指
します。...

12→ 具体的説明
結婚、妊娠、出産から、高等教育までの
支援を段階的に充実

二つ目は、誰もが安心して暮らせる社会です。 超高齢
化、人口減少が進む中、社会保障制度を支えるシュト
ウ＊を増やし、皆で支え合う、全世代型社会保障の構
築に向けて、公明党は年内に、子育て応援トータルプ
ランを策定し、結婚、妊娠、出産から、高等教育まで
の支援を段階的に充実させます。 また、認知症やヤン
グケアラーへの支援も手厚くし、地域で支え合う社会
の実現を目指します。...

13→ 具体的説明
必要な経験と実績、そして具体策を、公
明党は兼ね備えています

三つ目は、国際社会の平和と安全です。 ロシアのウク
ライナ侵略や、北朝鮮のミサイル発射など、厳しい安
全保障環境の中で国民をどう守り抜くか、公明党は専
守防衛の下、日本の防衛力を着実に整備、強化すると
ともに、日米同盟の抑止力、対処力を一層向上させま
す。 核廃絶に向けては、公明党の提言を受け、広島で
の開催が決定した、来年のG7サミットで、成果が上が
るよう、政府をバックアップしていく考えです。 今こ
そ、難局...

- -

14 説明のある話題
絶大なるご支援を公明党に賜りますよ
う、心よりお願い申し上げます

今回の参議院選挙、公明党は埼玉、東京、神奈川、愛
知、大阪、兵庫、福岡の、7選挙区で全員当選、比例
区800万票獲得、7人の当選を目指します。 日本を前
へ、どうか、皆さまの絶大なるご支援を公明党に賜り
ます...

←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
1人に寄り添う政治の実現に、全力で取
り組んでまいります

話者A：続いて、名簿登載者の方々のお話です。 司会
は代表、山口那津男さんです。  話者A：公明党は今回
の参院選比例区に、17名の候補者を立てました。 そ
のうち、代表の7名を紹介いたします。 初めに、横山
信一さんです。  話者A：横山信一です。 ニキジュウ
ニエン＊、現場第一を信条に、国会議員唯一の水産学
博士として、海洋プラスチック対策の推進、災害時に
海から救援、医療提供を行う、病院船推進法などを実
現...

16→ 具体的説明
国民の皆様の命と暮らしを守る政治を全
力で実現

話者A：次に、竹内真二さんです。  話者A：竹内真二
です。 私は防災、減災対策として、全国の中小河川な
ど、約9000箇所へ、水位を測る水位計設置を推進し
てまいりました。 新型コロナで深刻化する。  話者
A：孤独や孤立の問題では、相談体制の強化など支援
策の充実に取り組んでおります。 今後もタケウチシン
ジは、国民の皆様の命と暮らしを守る政治を全力で実
現して参ります。...

17→ 具体的説明 力の限りを尽くします

話者A：次に、ウエダイサムさんです。  話者A：ウエ
ダイサムです。 農林水産省勤務を経て、衆議院議員7
期、財務副大臣等を務めました。 党の制度調査委員長
として、軽減税率導入をリードし、中小企業支援やア
レルギー対策などに全力で取り組みました。 女性が活
躍し、全ての人が輝く未来へ。 ウエダイサム、力の限
りを尽くします。...

18 → 具体的説明 活力あふれる日本社会を築いて参ります

話者A：次に、クマノセイシさんです。  話者A：クマ
ノセイシです。 医師歴25年の経験を生かし、命と暮
らしを守る政治の実現へ。  がん先進治療の一部保険
適用や、認知症施策を推進。 与党の新型コロナ対策
も、全力で推し進めて参りました。 いずれの政策も最
前線の現場でいただいた声が出発点です。 これからも
安心安全の国づくりを進め、活力あふれる日本社会を
築いて参ります。...

19→ 具体的説明
一人一人に希望を灯す、社会、経済の創
出へ、未来を開きます

話者A：次に、タニアイマサアキさんです。  話者A：
タニアイマサアキです。 現在、公明党ウクライナ避難
民支援対策本部長として避難民の暮らしを守る支援策
の実現に全力、これまで、若者雇用促進法の制定や、
自殺対策基本法の改正の実現等、誰一人取り残さない
社会の実現をモットーに働いて参り参りました。  
私、タニアイマサアキは、一人一人に希望を灯す、社
会、経済の創出へ、未来を開きます。...

20→ 具体的説明
平和な未来の実現に向け、全力で働いて
参ります

話者A：次に、クボタテツヤさんです。  話者A：新人
のクボタテツヤです。 公明新聞の記者として32年
間、九州、沖縄や東京で取材活動を続けて参りまし
た。 この経験を生かし、地方と都市部の地域格差の解
消に勤めます。 また、災害から命を守る道路の整備
や、平和な未来の実現に向け、全力で働いて参りま
す。...



21→ 具体的説明
子供たちに豊かな地球を残すため、全力
で働いて参ります

話者A：次に、ミヤザキマサルさんです。  話者A：ミ
ヤザキマサルです。 この6年、障害のある方々や、困
難な問題を抱えた女性の支援、様々な事情で家族と暮
らせない子供を養育する里親の支援に取り組みまし
た。 環境大臣政務官時代には、暮らしの脱炭素化を後
押しするグリーンライフポイントを推進、子供たちに
豊かな地球を残すため、全力で働いて参ります。  話
者A：公明党の政見放送でした。...

- -



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
感染防止対策を
怠ってはなりませ
ん

【自分】公明党の政見放送です。 お話は、代表、ヤマグチナ
ツオさんです。  
【自分】公明党代表のヤマグチナツオです。 私たちの日常
を、大きく変えた新型コロナウイルスとの戦いから、2年あ
まり。 国民の皆様の多大なるご協力により、新規感染者は、
ピーク時に比べ減少していますが、ここで気を緩めれば、再
び感染拡大を招きかねず、これからも、感染防止対策を怠っ
てはなりません。

[9]「3回目の接
種率が6割を超え
る水準にまで高
めた結果だと確
信」についての

具体的説明

2
政治が、迅速、的
確に手を打たねば
なりません

その一方で、ロシアが、隣国ウクライナを侵略するという暴
挙が、戦後の安定した国際秩序を、根底から揺るがし、その
影響は、広く、国民生活にも及んでいます。 食料品や電気
代、ガス代が高くなって大変だ。 日本が他国から攻撃された
場合の備えは万全なのか。 国民の皆様が抱く、こうした不安
に対し、政治が、迅速、的確に手を打たねばなりません。

[6]「農産物の生
産コストを最大1

割程度引き下
げ、農産物の価
格上昇を抑制」
についての具体

的説明

3
日本の明るい未来
を、断じて切り開
く決意

こうした中、行われる今回の参議院選挙は、国民の皆様の不
安を取り除き、日本の未来に安心と希望を広げる役割を、ど
の政党、政治家に託すかを決める重要な選挙です。 公明党
は、コロナ禍から、経済を立て直し、子供から高齢者まで、
全世代を守る社会保障制度の構築。 厳しさが増す、国際情勢
への対応を、万全を期します。 日本を前へ。 公明党は、そ
のための戦いの先頭に立ち、日本の明るい未来を、断じて切
り開く決意です。 先行き不透明な難局を前に、必要な政策を
力強く、速やかに実行する政治の強いリーダーシップが、今
ほど、求められている時はありません。

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。

4
政治の安定と改革
を担う、要の役割
を果たしてきた

だからこそ、今回の参議院選挙を機に、安定した自公連立政
権の政治基盤を、より強固にすることが必要です。 衆参で、
多数派が異なる、ねじれ国会が生じて政治が停滞。 国民生活
が大混乱に陥った過ちを、二度と繰り返してはなりません。 
自公連立政権は、20年に及ぶ歴史の中で、幾多の困難を乗り
越えてきました。 その中で、政治の安定と改革を担う、要の
役割を果たしてきたのが、公明党です。

[5]「立党精神
と、小さな声を
聴く力という強
み」についての

具体的説明

5
立党精神と、小さ
な声を聴く力とい
う強み

全議員が、生活現場の最前線で、小さな声を拾い上げ、国と
地方のネットワークの力によって、政策に反映させていく。 
その、地道な積み重ねが、政治への信頼を、着実に広げ、政
治を安定させる大きな力になっています。 このように、公明
党には、大衆と共に、の立党精神と、小さな声を聴く力とい
う強みがあるのです。

[3]「日本の明る
い未来を、断じ
て切り開く決

意」についての
具体的説明



6

農産物の生産コス
トを最大1割程度
引き下げ、農産物
の価格上昇を抑制

今、国民生活が直面する大きな困難は、ウクライナ情勢が拍
車をかけている、エネルギーや食料品などの物価高です。 こ
の中にあって、生活現場の苦境を、即座にキャッチし、対策
に先手を打ってきたのが公明党です。 各地で、国民生活総点
検運動を展開し、そこで寄せられた4300件を超える声を元
に、政府へ、に。  
【自分】タイ＊の緊急提言を行い、4月下旬に政府が決めた
総合緊急対策に反映させました。 ここで公明党が実現した政
策は、着実に効果を発揮しています。 例えば、石油元売り会
社への補助金を拡充した結果、レギュラーガソリン1リット
ルあたりの全国平均価格は40円も抑えられています。 国際
的に見ても、ウクライナ危機後のガソリンの値上がり幅は欧
米各国と比べ、半分程度の水準です。 政府が製粉会社などに
売り渡す輸入小麦は、国際価格が2割から3割も上昇するな
か、製粉会社への販売価格を9月まで据え置きました。 10月
以降も価格高騰が続いた場合、政府は必要な抑制措置を講
じ、パンや麺類などの価格高騰を抑制する方針です。 肥料の
高騰に対しては、さまざまな農産物の生産コストを最大1割
程度引き下げ、農産物の価格上昇を抑制します。

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。

7

予備費5.5兆円を
確保し、機動的な
対策が打てる体制
を整えました

また、自治体が使い道を決められる交付金について、政府が
1兆円を出したことで、各自治体で給食費や水道料金などの
公共料金の上昇を防ぐ取り組みが進んでいます。 今後のさら
なる物価高には、公明党の強い訴えで5月末に成立した今年
度補正予算により、予備費5.5兆円を確保し、機動的な対策が
打てる体制を整えました。

[6]「農産物の生
産コストを最大1

割程度引き下
げ、農産物の価
格上昇を抑制」
についての具体

的説明

8

マイナポイント第
2弾も、家計の負
担軽減に貢献する
有効な政策

この他、公明党が生活現場の深刻な声を踏まえて実現した消
費税の軽減税率や幼児教育保育など、三つの無償化は物価高
騰に苦しむ家計を下支えしています。 6月30日にスタート
し、マイナンバーカードの保有者に最大2万円相当のポイン
トが付与されるマイナポイント第2弾も、家計の負担軽減に
貢献する有効な政策だと考えます。

[7]「予備費5.5
兆円を確保し、
機動的な対策が
打てる体制を整
えました」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

3回目の接種率が6
割を超える水準に
まで高めた結果だ
と確信

コロナとの戦いでも、国民の命と生活を守り抜く役割を果た
してきたのが公明党です。 新規感染者数が減少したのも、公
明党がコロナ禍克服の切り札となるワクチンの確保と円滑接
種、無料化を強力に推進し、3回目の接種率が6割を超える水
準にまで高めた結果だと確信しています。 難局の時こそ政党
の真価が問われます。

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。

10

三つの挑戦を掲
げ、その実現に総
力をあげて取り組
んで

それは、11年前の東日本大震災からの復旧復興に向けた対応
を見ても明らかです。 公明党は野党でありながら被災者に徹
して寄り添い、仮設住宅や避難所の状況を改善、政府の司令
塔となる復興庁を設置させ、その後の復興に弾みをつけまし
た。 日本を前へ、そのための具体策として公明党は三つの挑
戦を掲げ、その実現に総力をあげて取り組んで参ります。

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
最低賃金を着実に
引き上げます

一つ目は、経済の成長と雇用、所得の拡大です。 具体的には
人への投資を抜本的に強化し、中小企業、小規模事業者の賃
金アップを支援する補助金の拡充や税制支援を推進するとと
もに、最低賃金を着実に引き上げます。 また、今後の成長を
牽引する科学技術の振興や脱炭素社会の。  
【自分】構築、デジタル基盤の整備など、生活の質や、満足
度の向上に配慮した成長を目指します。

[10]「三つの挑
戦を掲げ、その
実現に総力をあ
げて取り組ん

で」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

結婚、妊娠、出産
から、高等教育ま
での支援を段階的
に充実

二つ目は、誰もが安心して暮らせる社会です。 超高齢化、人
口減少が進む中、社会保障制度を支えるシュトウ＊を増や
し、皆で支え合う、全世代型社会保障の構築に向けて、公明
党は年内に、子育て応援トータルプランを策定し、結婚、妊
娠、出産から、高等教育までの支援を段階的に充実させま
す。 また、認知症やヤングケアラーへの支援も手厚くし、地
域で支え合う社会の実現を目指します。

[10]「三つの挑
戦を掲げ、その
実現に総力をあ
げて取り組ん

で」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

必要な経験と実
績、そして具体策
を、公明党は兼ね
備えています

三つ目は、国際社会の平和と安全です。 ロシアのウクライナ
侵略や、北朝鮮のミサイル発射など、厳しい安全保障環境の
中で国民をどう守り抜くか、公明党は専守防衛の下、日本の
防衛力を着実に整備、強化するとともに、日米同盟の抑止
力、対処力を一層向上させます。 核廃絶に向けては、公明党
の提言を受け、広島での開催が決定した、来年のG7サミット
で、成果が上がるよう、政府をバックアップしていく考えで
す。 今こそ、難局打開へ反転攻勢に転じ、日本を大きく飛躍
させるときです。 そのために必要な経験と実績、そして具体
策を、公明党は兼ね備えています。

[10]「三つの挑
戦を掲げ、その
実現に総力をあ
げて取り組ん

で」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

絶大なるご支援を
公明党に賜ります
よう、心よりお願
い申し上げます

今回の参議院選挙、公明党は埼玉、東京、神奈川、愛知、大
阪、兵庫、福岡の、7選挙区で全員当選、比例区800万票獲
得、7人の当選を目指します。 日本を前へ、どうか、皆さま
の絶大なるご支援を公明党に賜りますよう、心よりお願い申
し上げます。 比例区は公明党、または候補者名をお書きくだ
さい。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 ありがとうご
ざいました。

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。

15

1人に寄り添う政
治の実現に、全力
で取り組んでまい
ります

【自分】続いて、名簿登載者の方々のお話です。 司会は代
表、山口那津男さんです。  
【自分】公明党は今回の参院選比例区に、17名の候補者を立
てました。 そのうち、代表の7名を紹介いたします。 初め
に、横山信一さんです。  
【自分】横山信一です。 ニキジュウニエン＊、現場第一を信
条に、国会議員唯一の水産学博士として、海洋プラスチック
対策の推進、災害時に海から救援、医療提供を行う、病院船
推進法などを実現してまいりました。 復興副大臣の経験を生
かし、災害ケースマネジメントの推進や、ブルーカーボンを
利活用した環境対策の取り組みなど、1人に寄り添う政治の
実現に、全力で取り組んでまいります。

[14]「絶大なる
ご支援を公明党
に賜りますよ

う、心よりお願
い申し上げま

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
国民の皆様の命と
暮らしを守る政治
を全力で実現

【自分】次に、竹内真二さんです。  
【自分】竹内真二です。 私は防災、減災対策として、全国の
中小河川など、約9000箇所へ、水位を測る水位計設置を推進
してまいりました。 新型コロナで深刻化する。  
【自分】孤独や孤立の問題では、相談体制の強化など支援策
の充実に取り組んでおります。 今後もタケウチシンジは、国
民の皆様の命と暮らしを守る政治を全力で実現して参りま
す。

[14]「絶大なる
ご支援を公明党
に賜りますよ

う、心よりお願
い申し上げま

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
力の限りを尽くし
ます

【自分】次に、ウエダイサムさんです。  
【自分】ウエダイサムです。 農林水産省勤務を経て、衆議院
議員7期、財務副大臣等を務めました。 党の制度調査委員長
として、軽減税率導入をリードし、中小企業支援やアレル
ギー対策などに全力で取り組みました。 女性が活躍し、全て
の人が輝く未来へ。 ウエダイサム、力の限りを尽くします。

[14]「絶大なる
ご支援を公明党
に賜りますよ

う、心よりお願
い申し上げま

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。

18
活力あふれる日本
社会を築いて参り
ます

【自分】次に、クマノセイシさんです。  
【自分】クマノセイシです。 医師歴25年の経験を生かし、
命と暮らしを守る政治の実現へ。  がん先進治療の一部保険
適用や、認知症施策を推進。 与党の新型コロナ対策も、全力
で推し進めて参りました。 いずれの政策も最前線の現場でい
ただいた声が出発点です。 これからも安心安全の国づくりを
進め、活力あふれる日本社会を築いて参ります。

[14]「絶大なる
ご支援を公明党
に賜りますよ

う、心よりお願
い申し上げま

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

一人一人に希望を
灯す、社会、経済
の創出へ、未来を
開きます

【自分】次に、タニアイマサアキさんです。  
【自分】タニアイマサアキです。 現在、公明党ウクライナ避
難民支援対策本部長として避難民の暮らしを守る支援策の実
現に全力、これまで、若者雇用促進法の制定や、自殺対策基
本法の改正の実現等、誰一人取り残さない社会の実現をモッ
トーに働いて参り参りました。  私、タニアイマサアキは、
一人一人に希望を灯す、社会、経済の創出へ、未来を開きま
す。

[14]「絶大なる
ご支援を公明党
に賜りますよ

う、心よりお願
い申し上げま

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
平和な未来の実現
に向け、全力で働
いて参ります

【自分】次に、クボタテツヤさんです。  
【自分】新人のクボタテツヤです。 公明新聞の記者として
32年間、九州、沖縄や東京で取材活動を続けて参りました。 
この経験を生かし、地方と都市部の地域格差の解消に勤めま
す。 また、災害から命を守る道路の整備や、平和な未来の実
現に向け、全力で働いて参ります。

[14]「絶大なる
ご支援を公明党
に賜りますよ

う、心よりお願
い申し上げま

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。

21

子供たちに豊かな
地球を残すため、
全力で働いて参り
ます

【自分】次に、ミヤザキマサルさんです。  
【自分】ミヤザキマサルです。 この6年、障害のある方々
や、困難な問題を抱えた女性の支援、様々な事情で家族と暮
らせない子供を養育する里親の支援に取り組みました。 環境
大臣政務官時代には、暮らしの脱炭素化を後押しするグリー
ンライフポイントを推進、子供たちに豊かな地球を残すた
め、全力で働いて参ります。  
【自分】公明党の政見放送でした。

[14]「絶大なる
ご支援を公明党
に賜りますよ

う、心よりお願
い申し上げま

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。


