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2017 年９月 27 日 

第 31回「サラリーマン川柳」応募開始＆ 

初企画 学生による「これからサラリーマン川柳」優秀作品を発表！ 
 

第一生命保険株式会社（社長：稲垣 精二、以下「当社」）では、第 31 回『第一生命サラリーマン川柳コンクール』

（以下、サラ川）の募集を 2017 年９月 27 日（水）から開始します。本コンクールは 1987 年にスタートし、おかげさまで

今年で 31 回目を迎えました。前回(第 30 回)は５万５千句を超える応募をいただき、特に、女性や 20 代以下の若年

層の応募者が大幅に増加しました。今回もたくさんのご応募をお待ちしています！ 

 

１．内定式直前！就活あるある満載の初企画「これからサラリーマン川柳」優秀作品を発表します！ 

若い方々にもさらにサラ川に親しみを持っていただきたい、そんな想いで初企画「これからサラリーマン川柳」と

題し、「これから」サラリーマンとなる第一生命グループの内々定者等(※１)、来年４月の就職を控えた学生を対象

に川柳を詠んでもらいました。秋といえば内定式、社会人へと徐々に気持ちが切り替わるタイミングでもあります。 

景気回復の影響から、2018 年春卒業予定の大学４年生の内定率は 91.4％(※２)と前年を上回る売り手市場です

が、就職活動を通じて感じた、「内定をもらうまでのドキドキ感」や「社会人に向けての意気込み」はいつの時代も共

通のはず。これまでのサラリーマン川柳とは一味違う、全サラリーマンが思わず初心に返ってしまうフレッシュな句

がたくさん集まりました。その中から選りすぐりの優秀作品をご紹介します。 

※１ 第一生命グループの内々定者等を対象に募集し、約 80 句の応募をいただいた中から選考しました。 

※２ 2018 年３月卒業予定の大学４年生（理系は大学院修士課程２年生含む）が対象、９月１日時点(出典：株式会社ディスコ） 

 

「これからサラリーマン川柳」優秀作品 17 句 

★説明会・面接篇                                

①黒歴史 晒すは恥だが 役に立つ(むなぞう)         

②売り手市場 私の中では 買い手市場(４月からキャリアウーマン)  

③カフェの中 あいつも就活 テレパシー(４月からキャリアウーマン)   

④控え室 見たことある顔 君の名は(マルクス) 

⑤合言葉 御社が第一 志望です(一般論)                         

⑥クールビズ 余計に迷う 心理戦(４月からキャリアウーマン)  

⑦就活中 やたらと増える 副主将(カキ氷) 

 

  

 

(作者：カキ氷さんからのコメント) 

面接の際に、多くの人が所属しているコミュニティ

ーのサブリーダーと名乗っていました。 

(作者：むなぞうさんからのコメント) 

普段友人には言えないような黒歴史

も、就職活動の場においては面接官

の方々と信頼関係を構築する手助け

になりました。 
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★結果待ち篇 

⑧内定か！？ 電話は母から 内定は？(サイレント撲滅委員会)    

⑨祈りつつ メールを見たら 祈られる(ふれーしゅマン) 

⑩ああ悲痛 取れなかったの 非通知が(内定なき子)            

⑪待っている 弊社と呼べる その時を(もりみ) 

⑫電話鳴る 一糸纏わず 風呂を出る(こまち) 

 

★内定後篇 

⑬４月から 超絶怒涛の １年目(カイシャイン宮崎)                

⑭懇親会 優秀同期に あせりつつ (ふれーしゅマン) 

  

★家族の支え篇 

⑮面接の 結果を聞かぬ 親の愛(むなぞう) 

⑯１番に 報告したのは 家族ＬＩＮＥ(こまち) 

⑰無意識に 追った父の背 父の夢(むなぞう) 

 

 

２．「これから」サラリーマンに負けるな！第３１回「サラ川」の募集開始 

昨年で累計応募数 110 万句を突破したサラ川。全国のサ

ラリーマン・OL・主婦など幅広い世代の皆さまから、上司や

部下への本音や、妻や夫への想いなど、日常生活での一

幕をユーモアと風刺のセンスで表現した川柳を募集します。

現役サラリーマン、サラリーマン OB の皆さまを始め、たくさ

んのご応募をお待ちしています！ 

 本コンクールでは、応募いただいた作品の中から2018年

２月中旬に「全国優秀 100 作品」を発表します。さらに、「全

国優秀100作品」の中から、「私が選ぶサラ川ベスト10投票」

として全国の皆さまに投票いただき、結果を「全国ベスト 10」

として 2018 年５月下旬に発表します。 

 

＜ポイント１＞「健康第一部門」を新設！健康にまつわる句を募集します！ 

昨年、平均寿命が男女ともに過去最高を記録し、人々の健康に対する関心はますます高まっています。一方、平

均寿命と健康寿命(※１)との差は男女ともに大きく、男性が約９年、女性が約 12 年となっています。「健康寿命」を

延ばしていくことは社会的に重要な課題になっており、第一生命でも、「健康第一」アプリを通じて様々なサービス

を提供(※２)するなど、皆さまの健康をサポートする取り組みを進めてきました。 

そこで、第 31 回サラ川では、通常の募集に加え「健康第一部門」を新設し、「健康」をテーマにした句を募集しま

す。“運動”や“食生活”など、日常の生活の中で感じる健康への想いを込めた句をどんどんお寄せください！ 

 

(作者：こまちさんからのコメント) 

緊張続きだった就職活動中。一息ついて湯船に

浸かった時に電話が鳴り、緊張感と期待感に駆

られて飛び出したことは忘れられません。 

 

(作者：むなぞうさんからのコメント) 

「誰かの役に立つために努力し続ける」父の姿

を見て育ってきました。そんな父に影響されて

出来上がった就活の軸を忘れずに、春から働

いていきたいと思います。 
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※「健康第一部門」の応募作品も「一般部門」の選考対象になります。 

 

＜健康にまつわる過去のサラ川＞ 

健康は 減塩・減煙・ 減宴で  （現厭っ子） 第 17 回（2003 年） 

ダイエット 食費以上に 金かけて  （蓮華） 第 19 回（2005 年） 

燃え上がれ  勤務意欲と  体脂肪  （メタボ三兄弟） 第 28 回（2014 年） 

ウォーキング  その後の一杯  意味がなし  （呑兵衛） 第 29 回（2015 年） 

マラソンで 散歩ですかと ヤングから  （初老）   第 8 回（1994 年） 

酒やめた 健康診断 終るまで  （マスオさん） 第 25 回（2011 年） 

 

「健康第一部門」のベスト３は第一生命の選考で決定し、「一般部門」の全国優秀 100 作品を発表する際に同時

に発表します。ベスト３入賞者には、タニタ体組成計をプレゼントしますので、この機会にぜひ応募ください。 

 

※１ 健康寿命とは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。2000 年に WHO がこの概念を提唱。 

   日本では厚生労働省が公表した 2013 年の健康寿命 男性 71.19 歳、女性 74.21 歳が最新。 

※２ 第一生命の健康増進サポートについて 

第一生命では、「健康寿命の延伸」・「QOL(※３)の向上」といった社会的要請に対して更なる貢献をすべく、「健康第一」アプリ

を通じて様々なサービスを提供しています。2017 年 10 月には本アプリの大幅なレベルアップを行い、健康診断結果を

読み取るだけで、健康状態から算出される「健康年齢（※４）」、“隠れメタボ”“生活習慣病予備軍”といった「健康タ

イプ」が分かる機能等が新たに加わる予定です。詳細は、2017年 10月上旬に別途お知らせします。 

 

 

※３ ”QOL(Quality of Life)”とは、物理的な豊かさや個々の身辺自立だけでなく、精神面を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含

めた概念のことです。 

※４ 健康年齢は、（株）日本医療データセンターの登録商標です。 

＜ポイント２＞いい句が思いつかないあなたも選んで当たる！ 

「サラ川は好きだけど、なかなかいい句が思いつかない…」という方のために、句の応募がなくても参加できる

「健康サラ川応援プレゼント」を実施します。健康をテーマにした下記３つの句から一番共感できる句を選んでくだ

さい。応募いただいた方の中から、抽選で 1,000 名様にスタイリッシュ真空ステンレスボトルをプレゼントします。 
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※本プレゼントの応募は当社生涯設計デザイナーが配布する応募用紙からのみとなります。 

 

３．入選賞品 

(１)一般部門 

全国サラ川ファンによる投票で選ばれたベスト 10 作品には素敵なプレゼント！  

 

 (２)健康第一部門 

 

■応募方法 

第一生命の「生涯設計デザイナー」がお持ちする専用の応募用紙に記入してお渡しいただくか、郵送でご応募く

ださい。また、インターネット（パソコン・スマートフォン）でも応募を受け付けています。 

応募の詳細については、第一生命ホームページをご覧いただくか、担当の「生涯設計デザイナー」までお問い合

わせください。 

 

パソコン・スマートフォンから応募 
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http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html 

  

【応募期間】 

2017 年９月 27 日（水）～11 月 24 日（金） 

 

【応募上の留意点】 

・ 応募作品は、自作で未発表の作品に限ります。 

・ 既に発表されている作品は、選考対象外とします。 

・ 入選作品の発表は「雅号」で行い、個人名・勤務先名は一切公表しません。ただし、性別・年齢・お住まいの都

道府県名を公表する場合があります。 

・ 応募作品の著作権は第一生命に帰属するものとします。 

・ 事情により、本コンクールの実施を中止する場合があります。 

・ 第一生命の社員ならびにその家族は応募できません。 

・ 応募できる方は、成人、結婚をしている未成年者、または就労している 18 歳以上の未成年者に限ります。 

 

【スケジュール（予定）】 

作品応募締切 ・・・ 2017 年 11 月 24 日（金） 

全国優秀 100（入選）作品発表・「健康第一部門」ベスト３発表 ・・・ 2018 年２月中旬 

私が選ぶサラ川ベスト 10 投票 ・・・ 2018 年２月中旬 

全国ベスト 10 発表 ・・・ 2018 年５月下旬 

 

※投票・発表時期は変更となる場合があります。 

※入選・当選の発表は賞品のお届けをもってかえさせていただきます。 

※当社が同時期に実施するキャンペーンと重複しての当選ができない場合があります。 

 

■過去 10 年の第一位作品の紹介 

募集年度 作品 雅号 

2016 年度（第 30 回） ゆとりでしょ？ そう言うあなたは バブルでしょ？ なおまる御前 

2015 年度（第 29 回） 退職金 もらった瞬間 妻ドローン  元自衛官 

2014 年度（第 28 回） 皮下脂肪 資源にできれば ノーベル賞 イソノ家  

2013 年度（第 27 回） うちの嫁 後ろ姿は フナッシー 段三っつ  

2012 年度（第 26 回） いい夫婦 今じゃどうでも いい夫婦 マッチ売りの老女  

2011 年度（第 25 回） 「宝くじ 当たれば辞める」が 合言葉 事務員 A  

2010 年度（第 24 回） 久しぶり～ 名が出ないまま じゃあまたね～ シーゲ  

2009 年度（第 23 回） 仕分け人 妻に比べりゃ まだ甘い 北の揺人 

2008 年度（第 22 回） しゅうち心 なくした妻は ポーニョポニョ オー マイ ガット  

2007 年度（第 21 回） 「空気読め!!」 それより部下の 気持ち読め!! のりちゃん 

 

※川柳、雅号は、すべて応募者の表記にしたがっているため、一部当て字等での表記で掲載しています。 

※作品の著作権は、すべて第一生命に帰属しています。無断での転載、使用はご遠慮ください。 



6 

 

■裏サラ川メンバー募集中！ 

サラ川ファン必見の WEB サイト「裏サラ川」の会

員数は、2017 年８月末時点で 8,400 名を超え、会

員の９割以上が第 30 回サラ川に応募いただいた

方、もしくはサラ川ベスト 10 投票に参加いただいた

方となっており、サラ川ファンに大変ご好評いただ

いています。 

本サイトでは、サラ川入選作品の分析や、会員

限定のプレゼントなどサラ川をさらに楽しめる限定企画を掲載。「裏サラ川」メンバーに登録した方にはメールでサ

ラ川最新情報をお届けします（登録無料）。メールに記載の URL から「裏サラ川」にアクセスでき、限定情報をお楽

しみいただけますのでぜひご登録ください。 

 

＜登録方法＞ 

 当社生涯設計デザイナーまたはお近くの第一生命にお問い合わせください。 

 

お問い合わせ先 

第一生命保険株式会社 

広報部 広報課 

050-3780-3235～7 

 

C17-128-0186（2017.9.13） 


