
1 

 

 

2017 年５月 22 日 

第 30回『第一生命サラリーマン川柳コンクール』 

今回は 30回目にちなんで『私が選ぶサラ川ベスト 30』 全国投票結果発表！ 

サラ川も女性活躍の波が! 第 1 位は、働く女性の痛快作 

「ゆとりでしょ？ そう言うあなたは バブルでしょ？」 
 

第一生命保険株式会社（社長：稲垣 精二）は、第 30 回『第一生命サラリーマン川柳コンクール』（以下、サラ川）

を実施し、２月に全国傑作 100 選を発表しました。それらの作品を対象に、前年を上回る約 11 万４千人の方々から

の投票結果をまとめました。今回は、サラ川 30 回目にちなみ、得票数の多かったベスト 30 句を発表します。 

第 30 回は、女性の社会進出の進展や、記念企画「20代限定（U-29）サラ川」の開催などにより、女性や 20 代の方

からの応募が大幅に増加し、第１位に選ばれた句もサラ川誕生の年に生まれた女性によるものです。ベスト 30 句を

詠んだ作者の顔ぶれも半数近くが 20～30 代となったことも特徴のひとつです。 

また、「働き方改革」の流れを受けて「ノー残業」や「共働き」をキーワードに使った作品も入選したほか、流行語を

うまく用いて「世代間のギャップ」を表現した句が人気を集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～なおまる御前さんから一言～ 

年代で一括りにされがちですが、 

どの世代にも様々な人がいて、それが良さでもあるのです。 
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■第 30 回サラリーマン川柳コンクール 全国投票結果（ベスト 30） 

  

順位 作品 雅号 得票数

第1位 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
（30歳・女性・愛知県）

5,822票

第2位 久しぶり！　聞くに聞けない　君の名は
健忘賞
（58歳・男性・石川県）

4,570票

第3位 ありのまま　スッピンみせたら　君の名は？
もうすぐ花嫁
（26歳・女性・東京都）

3,472票

第4位 同窓会　みんなニコニコ　名前出ず
まあちゃん
（70歳・男性・神奈川県）

2,715票

第5位 「パパお風呂」　入れじゃなくて　掃除しろ
家内関白
（48歳・男性・不明）

2,664票

第6位 君の名は　ゆとり世代の　名が読めず
くまねこもも
（35歳・女性・愛知県）

2,473票

第7位 病院で　サミットしている　爺７
アキちゃん
（37歳・男性・福島県）

2,381票

第8位 ばあちゃんが　オシャレにキメる　通院日
ベラ
（56歳・女性・福岡県）

2,298票

第9位 オレのボス　ヤフーでググれと　無理を言う
田舎出身自衛官
（50歳・男性・神奈川県）

2,242票

第10位 職場でも　家でもおれは　ペコ太郎
北の勝
（33歳・男性・北海道）

2,157票

第11位 アモーレも　今や我が家の　新ゴジラ
小小市民
 (23歳・男性・奈良県）

2,041票

第12位 ものわすれ　ふせぐサプリを　飲み忘れ
望忘仙人
 (48歳・男性・大分県）

1,997票

第13位 「後でやる！」　妻の顔見て　すぐにやる
後回し男子
 (40歳・女性・不明）

1,961票

第14位 シン・ゴジラ　俺の会社も　踏んでくれ
秋風
 (38歳・男性・神奈川県）

1,928票

第15位 書きたいな　扶養控除に　猫と犬
よみ人知らず
 (56歳・女性・岐阜県）

1,899票

第16位 新人は　ペンを取らずに　写メを撮る
実在主婦
 (49歳・女性・栃木県）

1,810票

第17位 ノー残業　居なくなるのは　上司だけ
仕事人間
 (42歳・男性・沖縄県）

1,794票

第18位 使途不明　共働きの　妻の金
借金背負った金次郎
 (64歳・男性・栃木県）

1,775票

第19位 守ろうと　誓った嫁から　身を守る
恐妻家
 (39歳・女性・神奈川県）

1,733票

第20位 「言ったよね？」　初めて聞いた　でも言えず
ゆとり世代
 (28歳・女性・東京都）

1,701票

第21位 孫が来た　ポケモンいない　孫帰る
りゅうちゃん
 (28歳・男性・和歌山県）

1,674票

第22位 記憶力　ないから楽し　再放送
鳰の里
にほ

 (82歳・男性・滋賀県）

1,640票

第23位 ちゃんとやれ　それじゃ分らん　ちゃんと言え
妻が頼り
 (62歳・男性・愛知県）

1,637票

第24位 備忘録　書いたノートの　場所忘れ
メモ魔
 (40歳・男性・不明）

1,585票

第25位 二刀流　仕事も家事も　全部俺
嫁さん欲しい
 (38歳・男性・千葉県）

1,567票

第26位 ＳＭＡＰが　まさかのＳＴＯＰ　悲しいな
散る花ひとつ
 (62歳・女性・秋田県）

1,533票

第27位 「あれとって」　ママ口動く　パパ動く
かかあ天下
 (34歳・女性・宮崎県）

1,523票

第28位 先を読め、　先を読むより　空気読め
上司指導
 (42歳・男性・不明）

1,506票

第29位 やせ我慢　いつもしてるが　痩せられず
ダイエット
 (65歳・女性・広島県）

1,422票

第30位 「誰の指示？」　数分前の　貴方です
こはく
 (31歳・男性・愛知県）

1,411票
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＜経済エコノミストが見たベスト 30句の傾向＞ 

価値観の世代格差、浮き彫りに 

その時々の時代背景を映し出すサラ川では、しばしば職場

内の上司と部下のぶつかり合いが詠まれています。それは今

年も例外ではありませんでした。第 1 位の句は、1990 年代前

半頃に新社会人となった「バブル世代」と、そのおよそ 30 年後

に新社会人となった「ゆとり世代」で、仕事の進め方や価値観

に違いがあることを浮き彫りにしたと言えるでしょう。例えば、

労働時間の推移をみると、バブル景気が続いていた 1990 年

代前半までは月間 180 時間という長時間労働が常識でした。

当時はそれこそが「美」であるという考え方があったようです

が、それ以降は企業のコスト削減意識が高まるなか、効率化

が「美」とされる時代に移り変わっているように感じられます。 

新社会人になった時期の社会環境が価値観に影響を与え、それが川柳に詠まれたことは興味深いといえます。 

 

 

 

 

 

 

＜地域で見るサラ川＞ 

最も共感を生んだのは「愛知県」 

第 30 回ベスト 30 に入選した句を都道府県別に見ると、愛知

県と神奈川県に在住の作者による句がそれぞれ４つ入選しま

した。得票数では、「世代間ギャップ」を表現した句が多くの票

を集め、愛知県が１位となりました。また、全国でもっともサラ

リーマンが多い東京都の入選句の作者が 20 代女性であった

ことも特徴です。幅広い世代が集まる地域は、世代を超えて

共感を得る句が生まれやすいのでしょうか。 

 

 

 

 

第一生命のホームページでは、漫画家やくみつるさん・川柳作家やすみりえさんからの総評に加えて、ベスト 10 作

品の投票理由や得票数の男女支持率も併せて発表しています。 

【第一生命サラリーマン川柳ホームページ】 

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html 

順位 都道府県 得票数 ベスト 30 

1位 愛知 11,343 4句 

2位 神奈川 8,618 4句 

3位 東京 5,173 2句 

4位 石川 4,570 1句 

5位 栃木 3,585 2句 
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藤代 宏一 （ふじしろ こういち） 

経済調査部・主任エコノミスト 

2005年 4月 第一生命保険入社。 

2008年 4月 みずほ証券出向。 

2010年 4月 第一生命経済研究所出向。 

2010年 7月 内閣府経済財政分析担当へ出向。 

2012年 7月 副主任エコノミストを経て、2015年 4月より現職。 

得票数順 

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html
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■「第 30 回 サラリーマン川柳コンクールベスト 30」を期間限定で展示 

当社日比谷本社１階の「第一生命ミュージアム」にて、ベスト 30 句を５月 22 日より展示します。サラ川ファンの

方々のみならず、近隣オフィスにお勤めの方々など、ぜひ気軽にお立ち寄りください。 

 

【第 30 回 第一生命サラリーマン川柳コンクールベスト 30 展示】 

●展示場所 ： 第一生命ミュージアム 

          第一生命保険株式会社 日比谷本社一階 北ギャラリー内 

          東京都千代田区有楽町１-13-１ DN タワー21 

●展示期間 ： 2017 年５月 22 日（月）14：00～８月末日（予定）（入場無料） 

●開館時間 ： ９：00～17：00 

●休館日   ： 土・日・祝日 

 

■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」。サラ川・入選作品の分析や、ここだけでしか見られない、サラ川を

さらに楽しめる企画を掲載。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。 

＜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。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

第 30 回「第一生命サラリーマン川柳コンクール」の概要 

★2016 年９月～11 月実施   応募作品数 55,067 句 

★2017 年２月～３月      投票数    114,820 票 
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■第 30 回サラリーマン川柳コンクール 全国投票結果（ベスト 31～100） 

     
 

順位 作品 雅号 得票数

第31位 「パパすきよ」　娘にもらった　金メダル 三姉妹パパ 1,397票

第32位 見て学べ？　どうりで部下が　育たない ヒロシこの夜 1,387票

第33位 妻は言う　手抜きじゃないの　ヘルシーよ メタボ亭主 1,378票

第33位 効率化　提案するため　日々残業 ビジネスマンみっちゃん 1,378票

第35位 賞与なの？　中身はいつも　寸志です。 企画女子 1,356票

第36位 ポケモンＧＯ　大事な仕事は　ポケモン後 けやき十 1,326票

第37位 落ちたのは　女子力、体力、　保育園 働くママ 1,285票

第38位 パソコンを　使いこなせず　紙ってる かにこべ川柳研究会 1,200票

第39位 会議する　準備のために　また会議 詠人知らず 1,181票

第40位 痩せる器具　買ってもすぐに　オブジェ化す 三日坊主ファイター 1,175票

第41位 こづかいも　マイナス金利と　妻が言う すきま風 1,150票

第42位 一枚の　トランプ世界を　撹乱し 短冊 1,148票

第43位 値引札　貼るまで待とう　あと一分
いっぶん

ホトトギス 1,062票

第44位 「ちょっといい」　上司手招き　ちょっと嫌 洋の後輩 1,055票

第45位 寝顔好き　確かに言ったが　起きてくれ フトマッチョ 979票

第46位 新人の　トリセツ欲しがる　管理職 えいちゃん 975票

第47位 少子化で　サンタが子どもを　上回る 還暦マジか。 938票

第48位 軽くなる　母の背中が　いとおしい 三姉妹 928票

第49位 鬼嫁と　外でけなすも　嫁一番 愛妻家 898票

第50位 ポケモンで　希望者増えた　外回り 人事課長 896票

第51位 連休中　次の連休　調べてる はりきりミセス 884票

第52位 席がない　会社も家も　電車でも 透明人間 853票

第53位 残業は　するなこれだけ　やっておけ 残業スパイ 835票

第54位 ジャンボくじ　抽選前夜の　家族会 おはぎ 826票

第55位 「ゴウ」とくりゃ　昔ひろみで　今ポケモン 桃太郎 824票

第56位 ハロウィンに　何故か溶け込む　ノーメイク 気持ちは二十 819票

第57位 無駄話　仕事に生かせよ　会話力 忘己利也 813票

第58位 情熱と　一緒に燃えろ　皮下脂肪 よみ人知らず 805票

第59位 ＫＳＫ　今日・すぐ・帰れ　妻ライン 六郎丸 797票

第60位 主婦業も　３６協定　結びたい 臨時専業主婦 783票
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順位 作品 雅号 得票数

第61位 ティピィピー　ピィピィエィピー　アイドンノー ポケ太郎 781票

第62位 上司より　妻の決裁　高難度 ナカケン 736票

第63位 青色で　申告しても　赤字なり 鯨の権造 734票

第64位 待ち合わせ　ポケモンよりも　俺探せ！！ 猛獣使い 724票

第65位 生産性　部長の異動で　急上昇 カクト 696票

第66位 神ってる　妻がへそくり　隠す場所 へそくりカープ 688票

第67位 レストラン　苦手を聞かれ　妻を見る おとう 674票

第67位 たたき上げ　育てた女子が　いま上司 そらみみ 674票

第69位 いくつまで　女子会プラン　使えます？ このり 661票

第70位 風邪気味だ　今日は病院　止めとこう 図暮羅 627票

第71位 我が課長　丸投げだけは　金メダル みえやまが 619票

第72位 丸投げと　バトン渡しは　五輪級 世相仮面 588票

第73位 アレルギー　食べ物よりも　上司の名 よみ人知らず 587票

第74位 俺よりも　先に辞めるな　後任者 ブラッキー 580票

第74位 「手短に！」　叱る上司の　愚痴長い 我が振り直せ 580票

第76位 カープ好き　妻みて思う　女子なのか カープ男子 522票

第77位 けんかした　家にもほしい　地下空間 カマキリ 483票

第78位 あさ電車　壁ドンされる　おじさんに ＭＰ使いまくりスティゴルゴ48 477票

第79位 東京の　五輪に膨らむ　夢・予算 釈迦の弟子 457票

第80位 結婚線　あまりの薄さに　ペンで書く 占い好き 455票

第81位 ネット見て　ふるさと選ぶ　グルメ通 やっさん 445票

第82位 「塩」課長　上司にゃいつも　「神」対応 惣兵衛 440票

第83位 暗号と　思って良く見りゃ　課長の字 怪傑もぐり３３世 392票

第84位 反抗期　「既読」が返事　代わりなり スマホパパ 386票

第85位 神ってる　全て裏目を　出す上司 いいだやカネタロウ 380票

第86位 遺伝子を　コピーしていた　通信簿 光源氏 371票

第87位 我が家では　「これ・捨てて・きて」が　「ＫＳＫ」 まぶ 370票

第88位 空いている　上座に座る　新社員 はっぱ２３２３ 354票

第89位 アモーレに　会う日は仕事　二倍速 ピコりん 341票

第90位 待機児童　二人目産むのも　待機しそう 二人目欲しい妻 317票
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※第 33 位・第 67 位・第 74 位は同数のため同順位。 

※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。 

順位 作品 雅号 得票数

第91位 欠席も　スタンプひとつ　新社員 えま 310票

第92位 ＡＩに　入社試験で　落とされる はぐれ雲 305票

第93位 七五三　写真の修正　望む母 美魔女無理 295票

第94位 口ほどに　その手動けば　早帰り 残業ヤダ男 283票

第95位 合コンで　鍛えられたよ　プレゼン力 セルフプロモーター 251票

第96位 自主返納　主夫免許には　ありません 世帯主 229票

第97位 ジョギングの　振りして探す　モンスター なんちゃってアスリート 228票

第98位 ＡＩも　「愛」に見えるよ　婚活中 リラックモ 219票

第99位 フリクション　消せればいいな　バツイチも 独身危機族 169票

第100位 地団駄で　又も達成　一万歩 万歩計夫 130票


