
 

 

 

 

 

 

 

 メリーチョコレートが毎年実施している「バレンタイン今どき川柳募集」の第 20回入選作が

決定しました。バレンタインをテーマにした川柳募集に、ハガキやメールで全国から 2万 5千作

の応募作が寄せられました。審査の上 100句が「第 20回バレンタイン今どき川柳傑作選」に選

ばれ、入選作 100名には“うれしいバレンタインプレゼント”として、30年以上続くロングセラ

ー商品「ファンシーチョコレート 80個入」（税込 3,240円）がプレゼントされ、さらに優秀作

10名にはメリーの真髄という名のチョコレート「エスプリ ド メリー25個入」（税込 2,160円）

とサロン・デュ・ショコラ パリ 2016で最高位のゴールドタブレットを獲得し、さらに日本のブ

ランドとして唯一Ｃ.Ｃ.Ｃ.アワードを受賞したチョコレートがプレゼントされます。 

以下が「第 20回バレンタイン今どき川柳傑作選」100句に選ばれた作品です。また、バレンタ

イン 20回目を記念して、過去 20年の作品の一部もご紹介いたします。 

表記は入選作、ペンネーム（希望者）、性別、年齢、住所の順 

 

優秀作 

逆転だ! 隠れ支持者の チョコ来たる     世界の波平／女性／46歳／北海道札幌市中央区 

抑えたい 五輪経費と チョコ予算      ナンサン／男性／76歳／神奈川県横浜市南区 

チョコの数 今年の息子は 神ってる       ﾒﾘｰさんのﾋﾂ子ちゃん／女性／35歳／東京都調布市 

家計簿の 謎の空間 自分チョコ      チョコショコラ／女性／千葉県夷隅郡 

アモーレの チョコが背を押し KSK     チョピコ太郎／男性／神奈川県横浜市鶴見区 

引き出しの チョコに尋ねる 君の名は？ タキオン／男性／38歳／大阪府泉大津市 

チョコで恋 GET出来ずに 三十路へ GO！ スミレ／女性／36歳／茨城県日立市 

本命を 守るわチョコの 真田丸      ニシちゃん／男性／73歳／長野県佐久市 

いい歳も 離脱できない 母のチョコ     Akiki／男性／神奈川県川崎市宮前区 

レガシーと チョコの空き箱 取っておく 秋風／女性／65歳／神奈川県横浜市栄区 

 

入選 

アモーレ 

アモーレに 愛のゴールを 誓うチョコ ぽむぽむ／女性／41歳／大阪府大阪市東住吉区 

アモーレの ゴールネットを 揺らせチョコ！ こたちゃん／男性／58歳／徳島県板野郡 

アモーレの 言葉添えたの 本命チョコ  まびまび／女性／35歳／神奈川県横浜市磯子区 

アモーレと 言わせてみせる このチョコで カジ／男性／69歳／東京都豊島区 

 

神ってる 

神ってる ついでのチョコで 披露宴  こなみ／女性／50歳／千葉県長生郡 

義理チョコの はずが神って 彼ゲット  ふうたん／女性／66歳／埼玉県深谷市 

「アモーレの チョコが背を押し KSK」 

「逆転だ! 隠れ支持者の チョコ来たる」 

メリーチョコレートが「第 20回バレンタイン今どき川柳傑作選」発表 

エスプリがきいた秀逸なバレンタイン川柳 100句 

過去 20年の句もご紹介！ 

 

 



勝負チョコ 味も見かけも 神ってる  ター坊ママ／女性／56歳／栃木県宇都宮市 

義理チョコが やがて本命 神ってる  閑古爺／男性／73歳／ 埼玉県春日部市 

 

君の名は？ 

送り主 名のないチョコに 「君の名は」 nanaco／女性／35歳／長崎県東彼杵郡 

君の名は チョコで始まる お付き合い  まちゃみち／男性／64歳／神奈川県相模原市緑区 

一目惚れ チョコを渡して 君の名は？  はなもも／女性／43歳／東京都台東区 

 

聖地巡礼 

今日ここが 聖地になれと 渡すチョコ  ほり・たく／男性／福島県いわき市  

チョコもらい 聖地となった 歩道橋  くるさん／女性／25歳／神奈川県川崎市宮前区 

 

ポケモン GO 

あの日だけ ポケモンよりも 探すチョコ としぽん／男性／54歳／宮城県名取市 

ゲットしたい ポケモンよりも 今日はチョコ 鯖ナン／女性／41歳／兵庫県尼崎市 

ほしいのは ポケモンよりも 君のチョコ パパラッチ／男性／57歳／新潟県村上市 

ポケモンより チョコであなたを 捕まえる またコケタ／女性／64歳／神奈川県横浜市港南区 

ポケモンの 様にはゲット 出来ぬチョコ こりどらす／男性／34歳／東京都葛飾区 

バレンタイン ポケモン捕まえ チョコ逃す 凛香／女性／51歳／東京都世田谷区 

ポケモンより GETしたいの 君のチョコ 夏みかん／男性／57歳／奈良県奈良市 

学校中 チョコとポケモン 探す兄  月小町／女性／神奈川県横須賀市 

ポケモン GO チョコもハートも GETだぜ！ 抹茶／女性／16歳／愛知県東海市 

今日だけは ポケモンよりも チョコほしい 中年やまめ／男性／69歳／神奈川県横浜市保土ケ谷区 

 

ピコ太郎・PPAP 

バレンタイン 「I have a チョコ」と 父笑顔 あまた／女性／53歳／埼玉県越谷市 

アップルより パイナップルより チョコほしい ろいまま／女性／44歳／兵庫県神戸市兵庫区 

嬉しくて I have a チョコと 歌ってる  さごじょう／男性／34歳／愛知県清須市 

 

トランプ現象・逆転 

想定外 もらったチョコと 大統領  ろんちゃん／男性／70歳／埼玉県春日部市 

バレンタイン 俺にもあるか 隠れ票  みちるんば／男性／44歳／東京都品川区 

トランプの 奇跡にまなび 贈るチョコ  メルシー僕／男性／32歳／神奈川県横浜市磯子区 

トランプの ように逆転 貰うチョコ  Ｋ・Ｕ／男性／58歳／福島県郡山市 

 

残留・離脱 

義理チョコ派 今年限りで 離脱する  るいるい／女性／千葉県八千代市 

チョコゼロに ぼくは残留 きみ離脱  灯しびと／男性／67歳／神奈川県藤沢市 

彼氏でき 女子会離脱 バレンタイン  女性／35歳／大阪府大阪市旭区  

初チョコだ！ ゼロ更新を 離脱する  sakoちゃん／女性／53歳／東京都練馬区 

  

アスリートファースト・都民ファースト 

妻のチョコ 息子ファースト 俺ラスト  光風雫／男性／福井県福井市 



彼氏より  自分ファースト  チョコ選び  ちおぽん／女性／18歳／大阪府交野市 

バレンタイン 自分ファースト 次は友  mallet／女性／31／東京都日野市 

バレンタイン 家族ファースト 父が説く なるほどマン／男性／63 歳／富山県高岡市 

チョコ選び 自分ファースト 義理は後  ふわり／女性／山口県下関市 

精査して 彼ファーストの チョコ選ぶ  温州みかん／男性／69歳／神奈川県小田原市 

 

レガシー  

初めての 本命チョコは レガシーに  むーむー／女性／34歳／東京都大田区 

 

五輪  

４年ぶり 五輪は来たが チョコは来ず  金砂郷の鴨ちゃん／男性／53歳／茨城県常陸大宮市 

 

4連覇 

チョコの数  パパに息子が  四連覇  モカ／女性／33歳／神奈川県相模原市 

 

アンダーパス 

アンダーパス チョコとハートを 受け止めて ふむふむ／女性／54歳／大阪府寝屋川市 

 

手ぶらでは 

手ぶらでは 帰らせないと 渡すチョコ  犀川一郎／男性／54歳／東京都八王子市 

 

二刀流  

バレンタイン 作って食べる 二刀流  ぷらびだ／男性／53歳／千葉県大網白里市 

プロポーズ チョコと指輪の 二刀流  エウロパ／男性／61歳／大分県佐伯市 

 

豊洲問題・盛り土・空洞 

どや顔で チョコを机に 盛り土する  酒乱 Q／男性／65歳／千葉県市川市 

行き先が 気になる築地と 君のチョコ  ルーク／女性／55歳／東京都八王子市 

チョコ渡し 夫婦の隙間に 盛り土する  みのるくん／男性／43歳／大阪府堺市中区 

見栄のため 自分で購入 盛りチョコし  シバ／男性／21歳／愛知県知立市 

 

違法はないが 不適切  

ママチョコは 不適切だが 違法じゃない MD／女性／54歳／神奈川県相模原市南区 

 

駆けつけ警護  

母からの 駆け付けチョコに 救われる  レート 64／女性／64歳／新潟県新潟市西区 

 

新判断  

義理チョコも 新判断で 本命に   八十日目／男性／77歳／神奈川県平塚市  

 

真田丸  

本気チョコ 挑む気分は 真田丸   汐海 岬／女性／44歳／東京都板橋区 

  



民泊 

民泊で 出会ってチョコあげ 恋人に  豆助／女性／76歳／大阪府枚方市 

  

琴バウアー 

チョコ贈る 琴バウアーで 気合入れ  三郎／男性／66歳／千葉県柏市 

 

メンタルリセット  

失恋は メンタルリセット チョコに賭け みらいむ／女性／57歳／東京都板橋区 

 

男ごころ  

素敵だわ 義理チョコなのに あの笑顔  くにたろう／男性／68歳／三重県津市 

もらえずに 残り粘って ちょこゲット  ヒロシこの夜／男性／65 歳／千葉県千葉市中央区 

数じゃない 愛あるチョコを ひとつ待つ 完熟きのこ／女性／63歳／愛知県江南市 

友？本命？ 微妙なチョコに 悩む俺  あっこ／女性／49歳／栃木県小山市  

あきらめて 帰るところに チョコひとつ 男性／69歳／東京都練馬区 

 

お父さん  

うちの父 チョコと魚は 買ってくる  島根のぽん太／女性／48 歳／島根県安来市 

 

妻のチョコ 

子が産まれ 本命チョコも 代替わり  にじのいろ／女性／39歳／千葉県木更津市 

愛情の 復興支える 妻のチョコ   男性／51歳／千葉県柏市 

 

幸せ  

息子チョコ 孫チョコ選ぶ 妻の幸  白猫／女性／73歳／静岡県湖西市 

至福です チョコと主人と この時間  さりお／女性／32歳／神奈川県川崎市宮前区 

 

福は内  

鬼は豆 恋はチョコ撒き 福は内   チョコっとおやじ／男性／45歳／奈良県吉野郡 

鬼は外 恋は内へと チョコを撒く  メリ―とデート／男性／26 歳／京都府宇治市 

 

チョコぢから  

好きですと 言えないセリフを チョコが言い 宮のふみ／女性／栃木県宇都宮市 

あのチョコが 無ければ私 今ひとり  あーさまま／女性／57歳／大阪府大阪狭山市 

義理チョコで  ギスギス職場が  まろやかに メリー千代子／男性／66 歳／千葉県千葉市稲毛区 

メールより 多くを語る チョコひとつ  雪うさぎ／女性／55歳／埼玉県さいたま市大宮区 

好きだけじゃ ないよ感謝の チョコレート やえ子／女性／38歳／北海道網走郡 

不細工な チョコでも愛が 詰まってる  ヴィヴィアン／女性／70 歳／兵庫県明石市 

 

チョコがご縁 

散歩道 チョコがご縁で お付き合い  宝花義一／男性／77歳／兵庫県宝塚市 

 

渡る世は 



渡る世は 義理と人情 あとはチョコ  夜明け前／男性／55歳／岡山県津山市 

 

待機中 

パパはチョコ 子は幼稚園 待機中  泉州のみずなす／男性／65 歳／大阪府高石市 

 

ラストチャンス  

毎年が ラストチャンスと 配るチョコ  女性／46歳／大阪府交野市 

 

義理チョコ 

義理という 言葉の意味を チョコで知る ワイさん／男性／62歳／兵庫県神戸市灘区 

義理チョコも 数をこなせば 何時か芽に まごたけ／男性／64歳／神奈川県横浜市都筑区 

チョコくれる 同情愛情 義理も好き  大そうじ／女性／58歳／千葉県習志野市 

 

母心  

子の部屋の チョコの香りに ホッとする エコ爺／男性／82歳／岐阜県恵那市 

これも愛 息子のカバンに そっとチョコ もものたね／女性／40歳／埼玉県さいたま市見沼区 

 

ましな姉  

チョコ作る 相手いるだけ マシな姉  ななちん／女性／46歳／新潟県新潟市中央区 

 

娘の成長  

嫁ぐ日の 朝に手紙と チョコ渡し  むっく／女性／広島県竹原市 

子からチョコ 終わったんだね 反抗期  ひよこまめ／女性／59歳／神奈川県川崎市高津区 

チョコ作る 我が子を見つめ 知る成長  ルーキー／男性／36歳／山梨県甲府市 

 

瓢箪から駒 

きっかけは チョコで結婚 おしどりに  あんどらごら／男性／32 歳／長野県中野市 

 

1998年～1999 年 

この頃、「ストーカー」などの言葉が使われ始めた。「タイミング この日ばかりは ス

トーカー」（25 歳、女性）、「うそオ！本当！」などという若者言葉も流行した。「う

そオ！本当！ 信じられない 僕にチョコ」（24歳、男性）また、誰からももらえな

い男性が自分で買うチョコを詠んだ句が多く入選した。「妻や子に もてるふりして 

チョコを買い」（50歳、男性）、「見栄っ張り 自分で買った チョコもあり」（56歳、

女性）。香港がイギリスから中国に返還、1997 年 4 月に消費税が 3%から 5%に引き上げになり、11 月に

は山一証券が 3 兆 5000 億円の負債を抱え自主廃業を決定した年でもある。1998 年発表では「リストラ

の パパを励ます 絆チョコ」（20 歳、女性）、1999 年発表では「リストラに 負けちゃ駄目よと 妻

のチョコ」（52歳、男性）、「リストラの 父にファイトの チョコ渡す」（24 歳、女性）などが入選し、

「リストラ」テーマは 2004年発表ころまで続いた。 

2000年 

前年の 1999年、「癒し」をテーマに、南紀熊野を会場としてユニークな地方博覧会を

企画、実現した和歌山県知事が新語・流行語大賞に選ばれた。「リストラに 妻から癒し

の チョコ一つ  」（女性）、「義理チョコも 貰えぬ夫に 癒しチョコ」（38歳、女性）



が選ばれた。 

 

2002年 

2001年 1月にアメリカでジョージ・ブッシュ大統領が就任、4月には小泉純一郎内閣

が始まった。12 月には皇太子妃・雅子さまが第 1 子をご出産した。1999 年にインタ

ーネットに接続できる携帯電話新サービス「ｉモード」が登場し新語・流行語大賞に

選ばれた。川柳に読まれるようになったのは 2002年発表から。「待っててね チョコ

がとりもつ 愛モード」（36 歳、女性）、「メールより チョコで伝えて 愛モード」

（37歳、女性）などがある。 

 

2004年 

2003 年はアメリカ・イラク戦争、六本木ヒルズがオープン、地上デジタル放送開始

などがあった。メリーチョコレートが 1958年 2月に伊勢丹新宿本店で「バレンタイ

ンセール」を初めて行ってから約 50年近く。バレンタインデーをきっかけにしたカ

ップルもおじいさん、おばあさん世代になっている。そこで「遠き日の 思い出う

かぶ 妻のチョコ」（68 歳、男性）、「子に言えぬ チョコでとうさん 釣ったこと」

（55 歳、男性）などが入選した。現在の「振り込め詐欺」は 2004 年 11 月までは、

“オレオレ詐欺”と呼ばれていた。2004年には「オレオレと 電話でチョコを 催促し」（70歳、男性）、

「オレオレと 電話でチョコを 請求し」（51歳、男性、2005年入選）が入選した。 

 

2005年 

2004年はアテネ五輪が開催、韓流ドラマ「冬のソナタ」が放送され、韓流ブームが

始まった。2005 年発表の川柳には早速「冬ソナに 火を付けられた 妻のチョコ」

（男性）、「ハングルで チョコは何かと 辞書を引き」（51歳、女性）が入選した。

2004年のアテネオリンピックで銅メダルを獲得した浜口京子さんのお父さんのアニ

マル浜口さんの言葉からは「気合いだ！と 一粒入魂 返事待つ」（26 歳、女性）、

「気合だと 叫んでみたが チョコ一個」（69歳、男性）が入選した。 

 

2006年 

前年の 2005 年はインドネシアのスマトラ島西方で M8.7 の地震が発生、株式争奪戦

を繰り広げていたフジテレビとライブドアが和解、第 44回衆議院選挙で自民党率い

る与党が 326 議席を獲得し大勝している。2005 年の新語・流行語大賞にはライブド

ア堀江貴文社長の「想定内（外）」が選ばれた。川柳でも「想定の 範囲むなしく 義

理もなく」（25歳、女性）、「今年こそ 想定外の チョコを待つ」（70歳、男性）、「想

定外 義理のつもりが 本気（マジ）チョコに」（16歳、女性）が入選。 

 

2007年 

前年は第 1 回 WBC で王貞治監督率いる日本が優勝、イラクのサダム・フセイン元大

統領の死刑が執行された年である。2006年の新語・流行語大賞に「格差社会」が選

ばれた。川柳でも「この世相 でるぞ格差が 義理チョコで」（69歳、男性）、「バ

レンタイン チョコにも格差 義理・本命」（56 歳、女性）、「配るチョコ 格差の

狭間 愛で埋め」（67歳、男性）などが寄せられた。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF_(2004%E5%B9%B4)


2008年 

2007年は第 1回東京マラソンが開催され、7月には第 21回参議院選挙で自民党が民

主党に歴史的大敗を喫した。新語・流行語大賞に東国原英夫・宮崎県知事の「（宮

崎を）どげんかせんといかん」が選ばれた。川柳では「三十路過ぎ どげんかせん

と いかんチョコ」（56 歳、女性）が入選。またメタボという言葉も一般化し「メ

タボより ポリフェノールと 強請る（ねだる）父」（42 歳、女性）、「妻からも 

メタボ対策 チョコがない」（49歳、男性）などが集まった。 

 

2009年 

2008 年 9 月麻生内閣が誕生、11 月にオバマ大統領が当選している。12 月に麻生首

相が定額給付金についての演説会で「さもしい」という言葉を使って批判を浴びた。

「さもしいと 言われてもいい チョコを待つ」（75歳、男性）、その給付金につい

ては「貰うのは 今年もきっと 給付チョコ」（33 歳、男性）、「欲しいのは 給付

金より チョコレート」（29歳、男性）が選ばれた。天海祐希主演の金ドラ「Around40」

から広まった言葉「アラフォー」（2008年の新語・流行語大賞）も格好の言葉となっ

た。「希望の灯 消さずアラフォー チョコを撒き」(25歳、女性）「アラフォーの チ

ョコには大人の センス有り」（65歳。男性）、「アラフォーの チョコに漂う 焦燥

感」（44歳、男性、2010年）など。 

 

2010年 

2009年 8月の衆院総選挙で民主党は議席を大きく伸ばして圧勝した。選挙による政

権交代が実現したのは初めてのことで「政権交代」が 2009年の新語・流行語大賞に

なった。「政権は 変われどチョコは 減らさない」（58歳、男性）、「このチョコで 

政権交代 彼女の座」（23歳、女性）などが入選した。「事業仕分け」も新語・流行

語大賞になったが、川柳では「仕分けされ 廃止決定 オレのチョコ」（44 歳、女

性）、「義理チョコも 事業仕分けで うすく撒く」（55歳、女性）が入選。 

 

2011年 

2010年は鳩山首相辞任、菅直人首相誕生という

年であった。川柳では「本命も 総理も毎年 

変わってる」（46 歳、女性）、「首相なみ チョ

コの相手が また変わり」（女性）と皮肉られ

た。「イクメン」も流行語になった。「イクメン

に 嫁の実家の 感謝チョコ」（76歳、男性）「イクメンの パパありがとう チョコ贈る」（31歳、女

性）「イクメンに 子供と渡す 感謝チョコ」（53歳、女性）といった具合。新語・流行語大賞からは「チ

ョコあげて 整いました 私たち」（45 歳、女性）、「見栄張って もらったなうと ツイッター」（35

歳。女性）、「女房が くれたチョコの値 下下下の下(ゲゲゲのゲ)」（47歳、男性）などが入選。 

 

2012年 

2011 年には東日本大震災が起こった。「絆」が

新語・流行語大賞に入った。「復興の 疲れに

届け 絆チョコ」（69 歳、男性）、「東北の 彼

と結んだ 絆チョコ」（52 歳、女性）、「渡すこ



と できるうれしさ 絆チョコ」（30 歳、女性）といった句が入選した。震災後の節電を詠んだ句も多

く入選した。「節電の 寒さをチョコが 温める」（47 歳、女性）、「節電の 冬にホットな チョコ届く」

（51 歳、女性）など。2011 年のうれしいニュースでは女子Ｗ杯ドイツ大会で「なでしこジャパン」が

優勝した年でもある。「なでしこの ように決めたい チョコゴール」（31歳、女性）、「なでしこに 勇

気をもらい 渡すチョコ」（38 歳、女性）など、なでしこジャパンに勇気づけられた。 

 

2013年 

2012 年はスカイツリーが完成し、ロンドンオリ

ンピックが開催された。競泳日本代表 松田丈志

さんの「手ぶらで帰らせるわけにはいかない」が

話題になった。「手ぶらでは 帰すわけには チ

ョコ持たす」（51歳、女性）、「手ぶらでは 帰せ

ませんと チョコもらい」（50 歳、女性）と使われた。二大政党の次の勢力になりうる政党「第３極」

も話題になった。「チョコもある 本命義理に 第三極」（37歳、女性）、「想定外 第三極から チョコ

レート」（37歳、女性）。京都大学ｉＰＳ細胞研究所所長 山中伸弥さんのノーベル賞受賞が話題になっ

た。「チョコひとつ 何に化けるか iPS」（38歳、女性）、「ｉｐｓ チョコで増殖 愛・細胞」（36

歳、女性）といった具合。 

 

2014年 

2013 年は流行語の多い年だった。まずオリンピ

ックが東京に決まった。「ケネディも 五輪も来

るぞ チョコも来い」（50歳、女性）、「義理チョ

コも 笑顔添えれば おもてなし」（70歳、男性）、

「我が子から チョコという名の おもてなし」

（27歳、女性）、「今年流 義理チョコ改め おもてなし」（女性）。「倍返し」も格好のテーマになった。

「義理チョコが 無言で求める 倍返し」（67歳、男性）、「チョコ渡し 夢と期待の 倍返し」（54歳、

女性）「お疲れ様 チョコと笑顔を 倍返し」（女性）など。ＮＨＫの朝ドラ『あまちゃん』の「じぇじ

ぇじぇ」からも「配り終え じぇじぇじぇ夫の チョコ忘れ」（男性）、「10年ぶり 妻からのチョコ

に じぇじぇじぇのじぇ」（58 歳、男性）などの句が詠まれた。 

 

2015年 

2014年は『アナと雪の女王』がヒットした。そ

こから「ありのまま 報告しよう チョコの数」

（32歳、女性 ）、「末永く ありのままでと 

妻のチョコ」（67歳、男性）。女性お笑いコンビ

日本エレキテル連合の言葉からは「義理じゃな

い  ダメよダメダメ  気が付いて」（41 歳、男性）「私以外 本命チョコは ダメよダメダメ！」（27 歳、

女性）が入選。壁ドンという言葉も流行った。「チョコ渡し 壁ドンされる イメトレ中」（34歳、女性）、

「憧れの  壁ドン狙いで チョコ渡す」（32歳、女性）。政務活動費の不明朗支出が指摘された野々村竜

太郎兵庫県議が記者会見で号泣して潔白を訴えた。早速「チョコもらい  号泣県議の  ように泣き」（女

性）、「チョコがゼロ 号泣会見  したくなる」（女性）が入選した。 

 

 



2016年  

ラグビーワールドカップで活躍した五郎丸歩さんから「受け取って！ 祈るポーズ

は 五郎丸」（51歳、女性）、「五郎丸 祈りを真似て チョコを置く」（80歳）。

いまでは勢いが衰えたが中国人の爆買いも話題になった。「爆買いの 一部なんだ

ね 僕のチョコ」（37歳、男性）、「爆買いに 紛れ一つは 本命の」（30 歳、女

性）。新語・流行語大賞には選ばれなかったが CM で話題になった言葉が使われた。

「あのチョコが 結果にコミット 今ダンナ」（38 歳、男性）、「本命チョコ 結果にコミット ゴール

イン」（41歳、女性）。 

 

2017年 

20 回目の今年は、昨年の「イギリスの EU 離脱」、「神ってる」、「君の名は？」、「ポケモン GO」、

「トランプ現象」、「ピコ太郎」、「盛り土」、「五輪」、「レガシー」、「アスリートファースト」、

「アモーレ」など、話題になった言葉がずらり並んだ。 

 

「逆転だ! 隠れ支持者の チョコ来たる」（46歳、女性） 

「抑えたい 五輪経費と チョコ予算」（76歳、男性） 

「チョコの数 今年の息子は 神ってる」（35歳、女性） 

「家計簿の 謎の空間 自分チョコ」（女性） 

「アモーレの チョコが背を押し KSK」（男性） 

「引き出しの チョコに尋ねる 君の名は？」（38歳、男性） 

「チョコで恋 GET 出来ずに 三十路へ GO！」（36歳、女性） 

「本命を 守るわチョコの 真田丸」（72歳、男性） 

「いい歳も 離脱できない 母のチョコ」（男性） 

「レガシーと チョコの空き箱 取っておく」（65歳、女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


