
再掲 2019.5.5 から twitter へ 

●見たら投票絶対行きますと変わった伝説動画・若者向け。 

twitter 動画 2分 16秒→https://twitter.com/shimin_koe/status/1148236883178078209 

 

 

 
 

2019.7.19 神奈川選挙区街宣 

●IT技術者だったという本人の話しにウタれました。 

Twitter動画 くわちゃん 憲法守れ！原発ゼロ！ @kuwachan56 #比例は共産党  
7.19横浜駅相鉄口にて、15:40からあさか候補必勝と小池晃書記局長、山本太郎さんが応援に! 

8分 30秒過ぎから「あさか由香」さん本人の話しです。 

41分 30秒から「山本太郎」さんの話しです。 

その前の「小池晃」さんの安倍首相のインチキを突く話しも面白い。 

動画全体は 1時間 12分 38秒→https://twitter.com/kuwachan56/status/1152103690683031553  

https://twitter.com/shimin_koe/status/1148236883178078209
https://twitter.com/kuwachan56
https://twitter.com/hashtag/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E3%81%AF%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A?src=hash
https://twitter.com/kuwachan56/status/1152103690683031553
https://twitter.com/kuwachan56
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2019.7.19 東京選挙区街宣 

●佐高信の年寄りとしての安倍批判・世襲勢力との闘い 

戦争ですべて失い、憲法だけが残った。 
作家・佐高信さんの「吉良よし子応援演説」 

youtube 動画 8分 45秒→https://www.youtube.com/watch?v=T8d2RVjQdq4&feature=youtu.be 

labornetTV 

2019/07/19 に公開 

2019年 7月 19日、東京・武蔵境駅頭で作家の佐高信さんが吉良よし子候補（共産党・東京選挙区）の応援演説

を行った。撮影＝レイバーネット TV。 

 
 

2019.7.19 神奈川選挙区街宣 

●山口二郎さんの応援演説部分は大変重要! 13分過ぎから７分間 

20分から最後の「あさか由香」は本人が世界を旅した経験から憲法を語る。 

あさか由香×前川喜平×山口二郎 日本共産党街頭演説 2019年 7月 19日 

動画全体 26分 45秒→https://www.youtube.com/watch?v=SkG8e8Ca1tY 

Makabe Takashi 

2019/07/19 に公開 

2019年 7月 19日 

こちらからの転載です。https://twitter.com/AsakayukaOffice/s... 

https://www.youtube.com/watch?v=T8d2RVjQdq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCZl2AMmYJgCjuO5REvfAg5g
https://www.youtube.com/watch?v=SkG8e8Ca1tY
https://twitter.com/AsakayukaOffice/s


2019.7.14 れいわ祭街宣 

●脳科学者・茂木健一郎さんの応援メッセージは貴重! 

脳科学者・茂木健一郎×山本太郎「太郎フィーバーで全員当選し 

与党とガチで喧嘩し粉砕しよう」れいわ祭@品川駅港南口 2019 07 14 

動画 9分 31秒→https://www.youtube.com/watch?v=WDpsogxuQYU 

 
日仏共同テレビ局 France10 

2019/07/13 に公開 

 

 

2019.7.14 ハチ公前集会 

●経済学部准教授が「年金返せ!」 
怒りの市民が週末のハチ公前に集結！森原康仁・専修大学准教授 

「年金返せという主張は馬鹿げていると言うホリエモンのような人は 

知性があるとは思えない」 #0714年金返せ渋谷ハチ公前大抗議集会 19.7.14 

●ハイライト動画 

https://www.youtube.com/watch?v=VFY_dFdjcvY 2分 26秒 

全編動画 

https://iwj.co.jp/wj/open/archives/452917 2時間 26分 48秒 

Movie Iwj 

2019/07/16 に公開 

IWJ Webサイトでの全編動画ご視聴はこちら→ https://iwj.co.jp/wj/open/archives/45... 

 2019 年 7月 14 日（日）18時より東京・渋谷駅ハチ公前広場にて、#0714年金返せ渋谷ハチ公前大抗議集会

が行われた。老後の「年金 2000万円不足」との金融庁の報告をうけ、市民らが集結し抗議の声をあげた。 

o 日時 2019年 7月 14日（日）18:00〜 

o 場所 渋谷駅ハチ公前広場（東京都渋谷区） 

o 告知 @payitup2019ツイート 

 

 

2019.7.5 デモクラシータイムス 

●症状(結果)と病原菌(原因)＝「貧困と軍事」の構造で見ると 

安倍政権と戦前の経済構造が似てきた!平和経済に転換を! 

【永田町フ〜ゥン録】参院選開始分 
11.30～26.00 の部分 https://www.youtube.com/watch?v=--dNRNmJoJ4  全体約１時間 

デモクラシータイムス. 
2019/07/10 に公開 

https://www.youtube.com/watch?v=WDpsogxuQYU
https://www.youtube.com/results?search_query=%230714%E5%B9%B4%E9%87%91%E8%BF%94%E3%81%9B%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E3%83%8F%E3%83%81%E5%85%AC%E5%89%8D%E5%A4%A7%E6%8A%97%E8%AD%B0%E9%9B%86%E4%BC%9A19
https://www.youtube.com/watch?v=VFY_dFdjcvY
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/452917
https://www.youtube.com/channel/UCO6c-ejeQxxKArNHWieU2OQ
https://www.youtube.com/redirect?v=VFY_dFdjcvY&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fiwj.co.jp%2Fwj%2Fopen%2Farchives%2F452917&redir_token=hhpSxR5STGUVgRg1-EcS4I9dn-x8MTU2MzY2NDk1NkAxNTYzNTc4NTU2
https://twitter.com/payitupdemo/status/1149657441493106688
https://www.youtube.com/watch?v=--dNRNmJoJ4
https://www.youtube.com/channel/UCIIhko3gMRId9cCteX1eu-Q
https://www.youtube.com/channel/UCIIhko3gMRId9cCteX1eu-Q


2019 年 7 月 5 日収録 

 

 

再録 2018.4.14 国会前行動で 

●金子勝の安倍批判の鋭さは現実なのだ! 

安倍は歴代の首相でもっとも愚か。論理的に考える能力が著しく欠ける。

バカほど恐ろしいことはない。金子勝（立教大学特任教授）のスピーチ 
https://www.youtube.com/watch?v=FlwpzxvpyY4 5分 04秒 

Makabe Takashi 

2018/04/14 に公開 

2018 年 4 月 14 日 

全編はこちら→https://youtu.be/w9IMQJNRY34  

第一部のみはこちら→https://youtu.be/bBE903ECDhE  

第二部のみはこちら→https://youtu.be/gTgx-NMNJIE 

安倍政権は退陣を！あたりまえの政治を市民の手で！0414 国会前大行動 

森友学園公文書改ざん問題の真相解明を求める国会前緊急大抗議行動 

 

 

2019.7.15 囲み取材 

●ここ１週間で空気が変わってきた!～枝野幸男 

党世論調査で発覚！自民党が 20 議席減で改選過半数割り。 

野党共闘で与党候補を全員落選させたる 

枝野幸男「立憲民主党」囲み取材@新宿駅アルタ前 2019 07 15 

https://www.youtube.com/watch?v=HGOC6Py21cs 4 分 26 秒 

日仏共同テレビ局 France10 

2019/07/16 に公開 

 

 

2019.7.10 東電刑事裁判結審・判決 2019 年 9 月 19 日 

●東電刑事裁判～動かぬ証拠と原発事故＝裁判で明らかに 

短編映画「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」Youtubeで公開！ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJhyDSnutqk 26 分 10 秒 
映画「日本と原発」 

2019/07/10 に公開 

2019年 9月 19日。 

福島第一原発事故の刑事裁判の判決が下されます。 

被告人である東電元役員 3名が事故の原因である巨大津波を予見し、津波対策工事を計画していながら、経営

悪化を恐れて対策自体を握りつぶした大罪を司法は、いかに判断するのか？ 

闇に葬られかけた津波対策計画の動かぬ証拠の数々を解析！ 

いかなる経緯で対策が握りつぶされたのかを描破！！ 

全国民、判決の日へ向けて必見の２６分間！！！ 

https://www.youtube.com/watch?v=FlwpzxvpyY4
https://www.youtube.com/watch?v=w9IMQJNRY34
https://www.youtube.com/watch?v=bBE903ECDhE
https://www.youtube.com/watch?v=gTgx-NMNJIE
https://www.youtube.com/watch?v=HGOC6Py21cs
https://www.youtube.com/channel/UCKsQPIS9S2Bx8mrDhMNZS7A
https://www.youtube.com/watch?v=ZJhyDSnutqk


 
 

 

2019.7.19 youtube ＮＨＫあさイチ 

●「久米宏」がＮＨＫでＮＨＫに直言！  

☆久米宏がＮＨＫ『あさイチ』に出演！！！ 
https://www.youtube.com/watch?v=ywfjDuk_IJg ５分 36 秒 

Kazuhiro Takada 

2019/07/19 に公開 

7/19（金）、な、何と、「久米宏」がＮＨＫテレビに出た～！ 

彼はＴＢＳアナからフリーに転身し、テレビ朝日の「ニュースステーション」でメイ

ンキャスターを務め、そのフランクな司会ぶりにより民放の報道番組に変革をもたら

した。目下、ＴＢＳに復帰し、ラジオ番組『久米宏 ラジオなんですけど』で活躍中。 

ＮＨＫからの出演依頼につき、彼は「ＮＨＫに対して批判的な立場なので、来るは

ずがない」と同ラジオ番組で公開したが、結局、ＮＨＫの要請を受けたわけだ。 

『あさイチ』でＮＨＫアナが尋ねた内容について、明後日（7/21）が参院選なの

で、「気を付けていますよ！」と言いながら・・・（笑）。 

(以下、久米宏発言の概要) 

（１）アナが「ＮＨＫは公共放送なので、国家に首根っこ（人事・予算）をつかまれ

てはダメと認識して頑張っている」と述べると、名前を出すのは控えたが、久米はＮ

ＨＫ元会長の件に触れた。（※政権中枢ラインに近い籾井勝人の就任） 

（２）「平和への思い、戦争を絶対に繰り返していけない」というメッセージを感じ

る点については、今の情勢は戦争中に似ていて危険だし、国家・政府を痛烈に批判す

る放送局があってしかるべきと断言。 

（３）今の日本で困ったこととして「若い人が先のことを心配していない」と鋭い指

摘もした。 

（４）「開票特番は、できればＮＨＫで」とお世辞も飛び出した（爆笑）。 

（５）「一番、対談をしたい人は？」については、明後日（7/21）が参院選なので控

えた（※これは、当然、あの人だね）。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywfjDuk_IJg


今朝のＮＨＫテレビ、驚きであった。 

※ちなみに私(Takada さん)が見るテレビの順番は、1 番目が「テレビ朝日」、二番目

が「ＮＨＫ」。ＮHＫをトップと考えないのは、次の二つの理由。 

①元会長が籾井勝人だったこと。 

②2015 年、衆議院特別委員会の「安保法案」の審議の模様を国会中継しなかったこ

と・・・民放で見た！（怒） 

 

2019.7.19 ハフポスト・ＮＨＫあさイチ 

久米宏、NHK について「人事と予算で、 

国家に首元を握られているのは間違っている」 

あさイチで発言 
ハフポスト日本版 2019/7/19(金)13:03 最終更新:13:12 
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190719-00010003-huffpost-soci 

 
久米宏さん 

7 月 19 日に放送された NHK「あさイチ」にゲスト出演した久米宏さんが、「NHK は

独立した放送機関になるべきだ。人事と予算で、国家に首元を握られている放送局があ

っちゃいけない」と発言し、注目を集めている。 

 番組では、プレミアムトークというコーナーに久米さんを招き、キャスターの近江友

里恵 NHK アナウンサーと、博多大吉さん、博多華丸さんが久米さんに話を聞いた。 

 NHK に関する発言が出たのは、博多大吉さんの「メディアのこれからってどうなん

でしょう」という質問に対してだった。 

 久米さんは「言いたいのは NHK に関してですよ」と切り出し、こう続けた。 

「NHK はね、民間放送になるべきだと思います。もし NHK が民間放送になり、スポ

ンサーを集めたら、他の民放は全滅ですよ。だから 1 社で NHK が民放になるのは無理

です。多分 JR 方式になると思うので、分割されると思うんですけど。それにしても今

ある民間の放送局は、半分以上は整理整頓、淘汰されますけど、僕はやっぱり NHK は

独立した放送機関になるべきだと思います。人事と予算で、国家に首元を握られている

放送局があっちゃいけないんですよ。そういう国は先進国とは言えないです。絶対報道

機関は独立していないといけない。 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190719-00010003-huffpost-soci
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190719-00010003-huffpost-soci.view-000
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190719-00010003-huffpost-soci.view-000
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190719-00010003-huffpost-soci.view-000
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%81%82%E3%81%95%E3%82%A4%E3%83%81&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B9%85%E7%B1%B3%E5%AE%8F&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%8F%8B%E9%87%8C%E6%81%B5&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%8F%8B%E9%87%8C%E6%81%B5&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%A4%A7%E5%90%89&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E8%8F%AF%E4%B8%B8&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190719-00010003-huffpost-soci.view-000


 で、NHK が民放になったら、他の民放はひどい目にあって、地獄を見ることになり

ますけど、NHK が国会だとか政府に首根っこ掴まれているような放送局でなくなるん

だったら、そっちの方がよほどいい社会になります。 

 政治ニュースとか、社会を伝える、世界情勢を伝える放送局が、その国の国家に人事

と予算の首根っこを握られているのは、絶対的に間違っています。先進国にそう事はあ

ってはいけません」 

■「政府を強烈に批判する 

放送局があってしかるべき」 
また、久米さんが戦争に進んで行った時代と今の社会を比べ、「気がつかないうちに

戦争に入って行ったんですよね。割と似ていると言えば、似ているような気もするんで

す、あの頃と今って。とっても危機感を持っていますね」と話した。 

 この発言に対し、近江アナウンサーが「メディアのあり方と言いますか、情報の伝え

方とか。やっぱり同じ轍を踏んではいけないという…」と問うと、久米さんは「政府を

強烈に批判する放送局があってしかるべきなんですよ」と応じた。 

「アンチ政府、アンチ国家の放送局、新聞があってしかるべきなんですよ。だいたいみ

んな同じになって。すっかり流行語になった忖度みたいなところで、よくないと思いま

すよね」 

そして、若い世代へのメッセージを続けた。 

「政治家に限らず年寄りってあまり先の事、本気で心配してないんです。ところが、今

の日本の困ったところは、若い人が先のこと心配してないんですよ。『なるようにしか

なんないよ』って。それはいかん。少しでも自分の暮らしからよくしていこうと、若い

人こそ思ってくれなきゃ。それが一番心配です」 

 近江アナウンサーが「明後日（参院選）選挙ですから、若い人も投票にもちろん行く

べきですね？」と問いかけると、久米さんは「もちろん」と答え、続けた。 

「投票に行って開票特番見るのと、行かないで開票特番見るのと、開票特番との距離が

違いますから。投票して見ると特番の距離が近づくんですよ。ぜひ開票特番を楽しんで

見ようと思うんだったら、投票所へ足を運んで、夜できればぜひ NHK。一言ぐらい、

お世辞言わないと（笑）」 

湊彬子 

 

 

 

付録 
再掲 2019.5.5 山本太郎の姿勢 

●一人で何やれんねん!→よく言ってくれました。 

山本太郎 涙する 20190505 福岡・小倉駅 小倉城口前デッキ 参院選 れいわ新選組 全国比例 

https://www.youtube.com/watch?v=V6jbn9Ye670 9 分 01 秒 

山本太郎参議院議員 

https://www.youtube.com/watch?v=V6jbn9Ye670
https://www.youtube.com/channel/UCNAHgqpOLF1hBJaDFwVGggg
https://www.youtube.com/channel/UCNAHgqpOLF1hBJaDFwVGggg


2019/07/13 に公開 

政権とったらすぐやります・今、日本に必要な緊急政策 https://v.reiwa-shinsengumi.com/policy/ 

 

 

 

紹介者コメント 

議論は現憲法下・民主主義の基礎 
トランプ大統領のインターネット発信に対して、批判コメントの書き込みを防ぐガー

ドは違法との司法判断がでたアメリカ社会に比べ、日本の首相はヤジや批判を避けるた

め遊説や応援日程をマスコミなどに公表しない「ステルス」作戦をしている。 

そもそも、批判を受けたら自分の思うところを互いに述べ合うのは、民主主義の初歩

的な基礎だ。小学校低学年の学級運営に先生方が苦労するのも、子ども達に民主主義の

人間関係を育むためでもある。 

一国のトップが国民との議論を避ける姿勢は、街頭宣伝だけでなく、選挙の宣伝文に

も現れている。書かれている数字そのものが、第三者によって検証され点検された数字

ではなく、一方的な自慢する宣伝数字なので、生活実感と乖離してしまい多くの国民に

は信用されない状況を作っている。 

そもそも国民の間での約束や借用証文には、金額と期限があって「返します」と書か

れて、初めて約束の証文としての条件を満たす。しかし自民党はそうではない。驚くこ

とに自民党の選挙公報に到っては、数字なしの「やります」文の羅列。これを見たら国

語の先生は、「願望」宣伝で、約束の「中味」がないと評価するでしょう。 

ステルスの件でも、安倍首相の参院選最後の街宣は 20 日夕の秋葉原と漏れ伝わる。

何故かトラウマになった「あの人たちには負けられない!」発言の場所をまた選んだ。し

かし今回は、ヤジに対し警察の取り締まりの前例を作った後でもある。 

ぜひ、一国の首相ならば、様々な国民との冷静な対話の上に主張を展開して欲しいも

のだ。山本太郎は付録に再録したように聴衆の疑問や質問に対し既にやっている。この

意味で、安倍さんも首相ならば双方向コミュニケーション能力が必要だし、ぜひ発揮し

てもらいたいものだ。 

 

https://v.reiwa-shinsengumi.com/policy/

