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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

83%

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 そんな、日本を、私たちと一緒に

つくりましょう

△ 少しゆったり
2 ひらがな三文字、れ、い、わ、れ

いわと、お書きください あなた側の話量は18分が適切と判定されました

3
レイワシンセングミに、あなたが
捨てるつもりの、その、票をくだ
さい

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 迷った時は、比例はレイワとお書きく
ださい

5 景気が良くない時に、消費税の減税は
当たり前

6 消費税が上がるたびに、法人税は減税される

7 毎日が10パーセントオフ、日本の景気は、
ばく上がり

8 私たちと一緒に実現しましょう

9 やっかいな政治家集団を、あなたの手で、国
会に、1人でも、多く、送り込んで

10 企業の利益の剰余金、いわゆる、内部留保は
上がりっぱなし

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）

13.7語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
6 CLOSED 生活が苦しいことを、あなたのせいに、されていませんか？

17 CLOSED イマスカ＊？

17 CLOSED ヤッテマスカ＊？



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　　 3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　3件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　3件

検出なし、良い傾向です 6 そんな、日本を、私たちと一緒につくりましょう

7
レイワシンセングミに、あなたが捨てるつもり
の、その、票をください

17 迷った時は、比例はレイワとお書きください



【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　　 3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）

6 説明のある話題
そんな、日本を、私たちと一緒につくり
ましょう

消費税廃止で、悪い物価上昇から、皆さんの生活と、
事業の継続を守り、所得を増やすこともできるんで
す。 生活が苦しいことを、あなたのせいに、されてい
ませんか？ それは、大きな間違いです、消費税、一つ
見てみ...

↓

1→ 具体的説明
景気が良くない時に、消費税の減税は当
たり前

話者A：レイワシンセングミの政見放送です。 お話
は、レイワシンセングミ代表、ヤマモトタロウさんで
す。  話者A：レイワシンセングミ代表、ヤマモトタロ
ウです。 ナガタチョウの空気に流されない。 茶番に
は一切付き合わない。 たるみきった緊張感のない国会
に、レイワシンセングミを、一人でも多く送り込んで
下さい。 みなさん、毎年、賃金上がってますか。 生
活、楽になってますか。 残念ながら、そんな人は日本
に一...

5→ 具体的説明
毎日が10パーセントオフ、日本の景気
は、ばく上がり

話者A：生活必需品の物価が上がっていくのに、消費
税すら下げない、こんな政治は鬼、鬼としか言いよう
がありません。 消費税が廃止されたら、簡単に言え
ば、毎日が10パーセントオフ、日本の景気は、ばく上
がりです。 消費税を廃止すれば、一人当たりの、平均
年収も上がっていきます、参議院のケイリョウシュミ
レーション＊では、消費税を廃止した5年後には、一
人当たりの平均年収が、30万円アップ、10年後に
は、58万円...

9→ 具体的説明
詳しくは、レイワシンセングミ、ホーム
ページをご覧ください

消費税廃止以外にも、さまざまな政策を取り揃えてい
ます、詳しくは、レイワシンセングミ、ホームページ
をご覧ください。 25年間も、賃金が下がり続けるよ
うな、まぬけな政治を続けた上に、コロナが来て、戦
争で物価が上がっても、消費税すら下げない、こんな
政治は鬼です、やらせてください、令和の鬼退治、あ
なたの、使えるお金を増やす、生活が楽になる、日本
の景気をよくする、消費税は廃止、レイワシンセング
ミです。...

- -

7 説明のある話題
レイワシンセングミに、あなたが捨てる
つもりの、その、票をください

いや、いや、いや、何をやっても変わらないですか
ら、誰に入れても一緒でしょ、そう思ってますか、
だったら、レイワシンセングミに、あなたが捨てるつ
もりの、その、票をください。 どうせだめだと思うな
ら、最後に...

←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→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

やっかいな政治家集団を、あなたの手
で、国会に、1人でも、多く、送り込ん
で

どんな、大金持ちでも、年収200万円の、ワーキング
プアでも、持っている票は、一票、圧倒的多数派は、
庶民です。 あなたの存在は、私の希望です、私たち、
レイワシンセングミを、あなたの、希望にさせていた
だきたい、十代から三十代までの、死ぬ原因の第一位
が自殺、そんな国は、もう、やめにしましょう。 高齢
者になっても、死ぬ瞬間まで、働き続けなきゃ、生き
られない国、もう、やめにしましょうよ、だれもが、
長生きした...

- -

17 説明のある話題
迷った時は、比例はレイワとお書きくだ
さい

話者A：続きまして、一般社団法人代表理事、リツメ
イカン大学専門研究員、世界で最も障害の重い研究者
の一人、テンバタダイスケです。  話者A：ミナサマ
＊、あかさたな、はまやら行の、らりるれれ、あ行の
あいい...

←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
ひらがな三文字、れ、い、わ、れいわ
と、お書きください

2枚目の投票用紙、比例はレイワ、比例は。  話者A：
全国どこでも、ひらがな三文字、れ、い、わ、れいわ
と、お書きください。  話者A：続いて、名簿搭載者の
方々の、お話です。 司会は、レイワシンセングミ代
表、ヤマモトタロウさんです。  話者A：2枚目の投票
用紙、比例には、政党名か、個人名でも、お書きいた
だけます。 レイワの魅力溢れる、比例のメンバーをご
紹介します。 1人でも多く国会に送っていただける
よ...

- -



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
景気が良くない時
に、消費税の減税
は当たり前

【自分】レイワシンセングミの政見放送です。 お話は、レイ
ワシンセングミ代表、ヤマモトタロウさんです。  
【自分】レイワシンセングミ代表、ヤマモトタロウです。 ナ
ガタチョウの空気に流されない。 茶番には一切付き合わな
い。 たるみきった緊張感のない国会に、レイワシンセングミ
を、一人でも多く送り込んで下さい。 みなさん、毎年、賃金
上がってますか。 生活、楽になってますか。 残念ながら、
そんな人は日本に一握りしかいません。 世界の先進国の中
で、日本は唯一、25年間景気が悪い国なんです。 間違った
経済政策や、労働環境を破壊した政治が原因です。 私たち、
レイワシンセングミは、景気を良くしたい。 あなたの使える
お金を増やしたい。 その方法を知っている、レイワシンセン
グミです。 まず、政治がやるべきことは、消費税は廃止。 
そんなの無理に決まってるでしょ。 そう思ってる方、少しだ
けお付き合い下さい。 物の値段、上がってませんか。 コロ
ナの影響、戦争によって輸入物価が上がっちゃってます。 今
年の4月と、去年の4月、物価を比べてみると、電気代は、21
パーセント上昇。 都市ガス代は、23.7パーセント上昇。 生
鮮魚界は、12.1パーセント上昇。 小麦粉、15.2パーセント
上昇。 などなどなど、さまざまな物の値段が上がって、生活
を直撃しています。 今やるべきことは、上がった物価を下げ
ること。 つまりは、消費税を廃止。 最低でも、減税は絶対
に必要です。 景気が良くない時に、消費税の減税は当たり前
なんです。 世界では、コロナ禍、50カ国以上で減税されま
した。

[6]「そんな、日
本を、私たちと
一緒につくりま
しょう」につい
ての具体的説明

2
消費税が上がるた
びに、法人税は減
税される

日本はどうしてやらないんでしょう。 お金持ちや、資本家の
ための政治が行われているからです。 社会保障のために消費
税が必要ですよ、そう言っていますが、騙されないで下さ
い。 これまでに、消費税収の約73パーセントが大企業減税
の穴埋めに使われてきた計算になります。 消費税が上がるた
びに、法人税は減税される仕組みなんです。 お金持ち、大企
業や、資本家への優遇、直間比率の是正が消費税の本当の目
的です。 これは、組織票と献金をもらい続ける国会議員が大
企業や、資本家に恩返しを続けていることが原因です。

[1]「景気が良く
ない時に、消費
税の減税は当た
り前」について
の具体的説明

3

企業の利益の剰余
金、いわゆる、内
部留保は上がりっ
ぱなし

その結果、どうなりましたか。 企業の利益の剰余金、いわゆ
る、内部留保は上がりっぱなし。 9年連続、毎年、過去最高
を更新です。

[2]「消費税が上
がるたびに、法
人税は減税され
る」についての

具体的説明

4

所得の中央値は、
この25年間で、
108万円も減少し
ました

一方で、みなさんの所得はどうなってますか。 下がりっぱな
しなんです。 所得の中央値は、この25年間で、108万円も減
少しました。 その結果、コロナの前、令和元年、厚生労働省
の調査では、生活が苦しいと感じている方が、全世帯で、
54.4パーセント。 母子世帯で、86.7パーセント。 ここに、
コロナ災害がやってきて、戦争まで起こっています。

[5]「毎日が10
パーセントオ

フ、日本の景気
は、ばく上が

り」についての
具体的説明



5
毎日が10パーセン
トオフ、日本の景
気は、ばく上がり

【自分】生活必需品の物価が上がっていくのに、消費税すら
下げない、こんな政治は鬼、鬼としか言いようがありませ
ん。 消費税が廃止されたら、簡単に言えば、毎日が10パー
セントオフ、日本の景気は、ばく上がりです。 消費税を廃止
すれば、一人当たりの、平均年収も上がっていきます、参議
院のケイリョウシュミレーション＊では、消費税を廃止した
5年後には、一人当たりの平均年収が、30万円アップ、10年
後には、58万円もアップするという、結果がでました。

[6]「そんな、日
本を、私たちと
一緒につくりま
しょう」につい
ての具体的説明

6
そんな、日本を、
私たちと一緒につ
くりましょう

消費税廃止で、悪い物価上昇から、皆さんの生活と、事業の
継続を守り、所得を増やすこともできるんです。 生活が苦し
いことを、あなたのせいに、されていませんか？ それは、大
きな間違いです、消費税、一つ見てみても、政治が一部に忖
度し続ければ、社会から希望や自信、夢を見る余裕さえ、
奪ってしまうことがわかる、そんな、世の中を政治で作った
のなら、その逆も、政治で作れます、何があっても心配する
な、思いっきり、あなたの人生を生きてくれ、もし、困った
ときは、国は、必ず、全力であなたに手を差し伸べる、も
し、日本がそんな国だったら、不安を抱えることなく、あな
たの力を、みんなの力を、100パーセント、発揮できると思
いませんか、そんな、日本を、私たちと一緒につくりましょ
う。

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

レイワシンセング
ミに、あなたが捨
てるつもりの、そ
の、票をください

いや、いや、いや、何をやっても変わらないですから、誰に
入れても一緒でしょ、そう思ってますか、だったら、レイワ
シンセングミに、あなたが捨てるつもりの、その、票をくだ
さい。 どうせだめだと思うなら、最後に、レイワシンセング
ミを、一緒に、育ててください。

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

やっかいな政治家
集団を、あなたの
手で、国会に、1
人でも、多く、送
り込んで

どんな、大金持ちでも、年収200万円の、ワーキングプアで
も、持っている票は、一票、圧倒的多数派は、庶民です。 あ
なたの存在は、私の希望です、私たち、レイワシンセングミ
を、あなたの、希望にさせていただきたい、十代から三十代
までの、死ぬ原因の第一位が自殺、そんな国は、もう、やめ
にしましょう。 高齢者になっても、死ぬ瞬間まで、働き続け
なきゃ、生きられない国、もう、やめにしましょうよ、だれ
もが、長生きしたくて、死ぬ寸前まで、人生楽しんでやるっ
ていう国にしましょうよ、旗揚げから、たった3年間で、5人
の国会議員が誕生した、レイワシンセングミは、資本家も、
企業も、宗教も、バックにいません、あなたが、1人1人が、
横に広げてくださった結果です。 永田町の空気を読まない、
やっかいな政治家集団を、あなたの手で、国会に、1人で
も、多く、送り込んでいただきたい。

[7]「レイワシン
セングミに、あ
なたが捨てるつ
もりの、その、
票をください」
についての理由

・ニーズ

9

詳しくは、レイワ
シンセングミ、
ホームページをご
覧ください

消費税廃止以外にも、さまざまな政策を取り揃えています、
詳しくは、レイワシンセングミ、ホームページをご覧くださ
い。 25年間も、賃金が下がり続けるような、まぬけな政治
を続けた上に、コロナが来て、戦争で物価が上がっても、消
費税すら下げない、こんな政治は鬼です、やらせてくださ
い、令和の鬼退治、あなたの、使えるお金を増やす、生活が
楽になる、日本の景気をよくする、消費税は廃止、レイワシ
ンセングミです。

[6]「そんな、日
本を、私たちと
一緒につくりま
しょう」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

ひらがな三文字、
れ、い、わ、れい
わと、お書きくだ
さい

2枚目の投票用紙、比例はレイワ、比例は。  
【自分】全国どこでも、ひらがな三文字、れ、い、わ、れい
わと、お書きください。  
【自分】続いて、名簿搭載者の方々の、お話です。 司会は、
レイワシンセングミ代表、ヤマモトタロウさんです。  
【自分】2枚目の投票用紙、比例には、政党名か、個人名で
も、お書きいただけます。 レイワの魅力溢れる、比例のメン
バーをご紹介します。 1人でも多く国会に送っていただける
よう、周りの方々に、お披露目ください。 SNSの引用リツ
イートにより、マツイ市長から550万円もの、いわれなき損
害賠償を突きつけられ、安定した芸能界を捨て、権力の横暴
に立ち向かうことを決めた、不屈の闘魂、お笑い芸人、アサ
クサキッド、スイドウバシハカセです。

[17]「迷った時
は、比例はレイ
ワとお書きくだ
さい」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。



11
僕が、国会に行っ
て、あなたの代わ
りにやります

【自分】アサクサキッドの、スイドウバシハカセです。 僕の
政治に対する姿勢を、シンプルに言います。 僕は、あなたで
す。 あなたは僕です。 あなたは、今生活が忙しい。 あなた
は今、政治に意見をする暇がない。 僕が、国会に行って、あ
なたの代わりにやります。 僕は裁判で今、訴えられていま
す。 その裁判を、可視化したい。 日本の裁判は、ブラック
ボックスになっています。 国会も同じです。 公文書の改竄
や破棄、そんな政治が続いています。 僕はブログを、25年
間、書き続けてきました。 芸能人で誰よりも長いです。 こ
れを国会に行っても、やり続けます。 裁判を可視化する、国
会を可視化する、政治を可視化する、NHKは、ぶっ壊さな
い。

[10]「ひらがな
三文字、れ、

い、わ、れいわ
と、お書きくだ
さい」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。

12
引き続き、この仕
事をやらせてくだ
さい

【自分】続きまして、元官僚、元衆議院議員、政策、立案能
力、永田町ナンバーワン、レイワシンセングミ幹事長、タカ
イタカシでございます。  
【自分】レイワシンセングミ幹事長の、タカイタカシです。 
私はこれまで、3期10年、衆議院議員を務めてまいりまし
た。 さまざまな政党を経験しましたが、レイワシンセングミ
は、他のどの党にもない、魅力があります。 それは、業界＊
でもない、労働組合でもない、宗教団体でもない、お1人、
お1人の、市民の皆様に、支えられた政党だという点です。  
ボランティアが、主役の政党です。 これは、何ものにもかえ
がたい、レイワシンセングミの強みです。 幹事長として、こ
の強みをもっと生かしたい、引き続き、この仕事をやらせて
ください。 レイワシンセングミは、必ずあなたを守ります。

[10]「ひらがな
三文字、れ、

い、わ、れいわ
と、お書きくだ
さい」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。

13
私たちと一緒に実
現しましょう

【自分】続きまして、永田町で最も野心的、かつ、実現可能
な、経済大国日本を復活させる処方箋を作った人、レイワシ
ンセングミ、参院選、セイサク担当部長、ハセガワウイコで
ございます。  
【自分】ハセガワウイコです。 グリーンニューディールセイ
サク研究会の事務局長として、経済と環境の研究を行ってき
ました。 8歳と6歳の子供を持つ母親であり、子育てと、父
の介護の、いわゆるダブルケアも経験しました。 この30年
近く、私たちは、財政危機だから、消費税が増税されるの
も、賃金が上がらないのも、年金や子供手当が減らされるの
も、仕方がないと、思い込まされてきました。 でも違いま
す。  日本は財政破綻しません。 積極財政で、年金を底上げ
し、教育を無償化し、賃金を上げることは可能です。 そして
今の。  
【自分】物価高には、消費税の廃止が一番有効です。 私たち
と一緒に実現しましょう。 ハセガワウイコでした。  
【自分】続きまして、ミンシュトウ政権時代、ミンシュトウ
の議員でありながら、最も政権を批判した男。 ならぬものは
ならぬ、元衆議院議員、弁護士ツジメグムです。  
【自分】ツジメグムです。

[10]「ひらがな
三文字、れ、

い、わ、れいわ
と、お書きくだ
さい」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。

14
3度目の国会、ツ
ジメグムを働かせ
てください

弁護士42年、衆議院議員2期の経験を生かして、レイワシン
セングミを、大人の政党として成長させ、政権交代を実現し
ます。 2009年のミンシュトウ政権が、消費税を増税し、マ
ニフェストを裏切ったのを、私は与党の衆議院議員として、
止められませんでした。 国民の皆さんに、深くお詫び申し上
げます。 この経験を生かして、二度と同じ過ちを繰り返さ
ず、憲法に基づいて、国民の一人一人が、主役となる政治を
実現します。  今回の参議院選挙ヲ＊ホップ、来年の統一地
方選挙ヲ＊ステップ、次の衆議院選挙ヲ＊ジャンプとして、
政権交代を実現します。 ホップ、ステップ、ジャンプ、政権
交代。 3度目の国会、ツジメグムを働かせてください。

[13]「私たちと
一緒に実現しま
しょう」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。



15
是非ご支援、よろ
しくお願いいたし
ます

【自分】続きまして、社会学の専門家、教育無償化と、若者
の貧困をなくす。 炎の大学教授、キムテヨンでございます。  
【自分】こんにちは、キムテヨンと申します。 日本生まれ
の、在日コリアンで、2009年に日本国籍を取得いたしまし
た。 現在、東京の大学で教員をしております。 私は、貧し
い家庭で育ちました。 小学生の時、修学旅行に行くお金がな
くて、母と一緒に、隣の家に、お金を貸してくださいと、頭
を下げに行った記憶があります。 大学は夜間部に通い、昼
間、肉体労働をして、大学に通いました。 その経験から、私
は教育費の無償化を、必ず実現させたいと考えています。 す
べての子ども、若者が、家庭環境に関係なく、十分に教育が
受けられる。 そうした日本にしていかなければいけない、そ
う考えています。 是非ご支援、よろしくお願いいたします。

[10]「ひらがな
三文字、れ、

い、わ、れいわ
と、お書きくだ
さい」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

この続きは、レイ
ワシンセングミ、
オオシマクスオ公
式ユウキュウブ＊
チャンネルをご覧
下さい

【自分】続きまして、元参議院議員2期12年、国会内で孤立
する、ヤマモトタロウを支援した心ある人。 過去3度、絶対
王者と直接対決。 アソウタロウと戦う男、オオシマクスオで
す。  
【自分】前参議院議員、オオシマクスオです。 政権担当時代
に導入させた、就学支援金の制度を活用して、あなたが学び
たいことが学べる社会を実現します。 医療費の削減と、患者
さんの負担軽減のため、統合医療の確立を目指します。  特
に、整骨院の療養費は、1，000億削減されるなど、危機的な
状況を改善し、地域医療のさらなる整備を行います。 レイワ
シンセングミは、あなたが主役。 国民主権の、市民政党の確
立を目指しています。 そのために、私が当選したら、全国に
私の支部を開設して、地域のボランティアの活動拠点を作
り、レイワシンセングミの、さらなる飛躍に取り組みます。 
この続きは、レイワシンセングミ、オオシマクスオ公式ユウ
キュウブ＊チャンネルをご覧下さい。 ありがとうございま
す。

[10]「ひらがな
三文字、れ、

い、わ、れいわ
と、お書きくだ
さい」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。

17
迷った時は、比例
はレイワとお書き
ください

【自分】続きまして、一般社団法人代表理事、リツメイカン
大学専門研究員、世界で最も障害の重い研究者の一人、テン
バタダイスケです。  
【自分】ミナサマ＊、あかさたな、はまやら行の、らりるれ
れ、あ行のあいい、レイワシンセングミ、あか、か行のかき
くけここ、あ行のあいうう、公認候補の、あかさた行のたち
つてて、あかさたな、はまやらわ、ん、テンバタダイスケで
す。 レイワシンセングミ公認候補の、テンバタダイスケで
す。 イマスカ＊？ あかか、あ行のあいい、介助者、あか
が、あかさたた、あ行のあいい、代読します。 ヤッテマスカ
＊？ 介助者が代読します。 代読します。 14歳で障害を負っ
た私は、選択肢を奪われ、社会に居場所がないという、厳し
い現実を生きてきました。 だから私は、どんな障害があって
も、どんな境遇でも、誰もが生きていたいと思える、居場所
のある社会を、みなさんと共にに作っていきます。  
【自分】他にも、男性から女性に生まれ変わった、多様性の
星。 日本初の、トランスジェンダー国会議員を目指す、ヨダ
カレン。 電力が足りないというプロパガンダで、原発再稼働
を狙う国の矛盾と、ギマン＊を論理的に暴く。 元東京電力社
員、原子力畑出身、ハスイケトオル。 レイワシンセングミの
魅力あふれる比例のメンバーを、ご紹介いたしました。 レイ
ワシンセングミホームページからも、それぞれの政策をご覧
いただけます。 誰にしたらいいか迷った時は、比例はレイワ
とお書きください。

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。


