
今年のテーマ：賃上げと働き方の見直し

№ 作　　　　品
一次審査
通過作品

最終選考
結果

43 9

1
働き方改革とかけまして　花粉症とときます
その心は　「スギに注意です」

2
働き方とかけまして　人間の体温とときます
その心は　「どちらも３６を守りましょう」

○ 優秀賞

3
春闘とかけまして　ラグビー日本代表とときます
その心は　「一致団結のスクラムで勝利への期待もふくらむでしょう！」

4
賃金格差とかけまして　オリンピック体操種目とときます
その心は 「平均台が重要です」

5
春闘とかけまして　渋野日向子とときます
その心は 「どちらもスマイルシンデレラ」

6
春闘とかけまして　キャッシュレスとときます
その心は 「どちらも還元を求めています」

○ 最優秀賞

7
働き方改革とかけまして　自然災害時の公共交通とときます
その心は 「どちらも休みが必要です」（年休取得と計画運休）

8
春闘とかけまして　この秋の熊の大量出没とときます
その心は 「ベアを確保します」

9
春闘とかけまして　東京オリンピックとときます
その心は 「金を取るために一生懸命頑張っています。」

○

10
春闘勝利とかけまして　二人三脚とときます
その心は 「想いをひとつに足並みをそろえることが大切です。」

11
人手不足による長時間労働とかけまして　ドミノ倒しとときます
その心は 「1人倒れると皆倒れます」

○

12
春闘とかけまして　近所の小学校とときます
その心は 「大きく良い返事が聞けるでしょう」

13
春闘とかけまして　誕生日とときます
その心は 「どちらも景気（ケーキ）が大切です」

14
働き方改革とかけまして　化粧水とときます
その心は 「どちらも浸透させることが大事です」

○

15
組合員の生活とかけまして　パンチのないラーメンとときます
その心は 「交渉（コショー）次第で変わるでしょう」

○

16
春闘とかけまして　東京オリンピックを控える日本のムードとときます
その心は 「どちらも上げ上げ（アゲアゲ）でしょう」

17
春闘とかけまして　ラグビー日本代表とときます
その心は 「どちらもOｎｅTｅａｍで頑張りましょう」

○

18
春闘とかけまして　トランプ政権とときます
その心は 「どちらもハートが大切です」

19
働き方改革とかけまして　10日間の年次有給休暇とときます
その心は 「5日（いつか）取るでしょう」

20
36協定とかけまして　ラグビー日本代表のスクラムとときます
その心は 「見直し（皆押し）が必要でしょう」

21
学生時代とかけまして　仕事と子育てに忙しい働き世代とときます
その心は 「どちらも両立が大切でしょう」

22
人手不足とかけまして　子育てとときます
その心は 「ＡＩ（アイ・エーアイ）が必要です」

23
ベースアップとかけまして　ラグビーのスクラムとときます
その心は 「組み合い（組合）のパワーが必要です」

○ 優秀賞

24
有給休暇とかけまして　老後の蓄えとときます
その心は 「いつか（五日）必要です」

25
春闘とかけまして　東京オリンピックとときます
その心は 「勝つ事で勇気と希望が持てます」

○

26
人手不足とかけまして　お化け屋敷とときます
その心は 「悲鳴しか聞こえないでしょう」

○

27
働き方改革の推進とかけまして　夫婦円満の秘訣とときます
その心は 「格差ない（隠さない）ことが大事です」

○ 優秀賞

28
春闘とかけまして　東京オリンピック2020とときます
その心は 「成果（聖火）がないとはじまりません！」

○ 努力賞
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29
働き方改革とかけまして　高級タンスとときます
その心は 「思い切り（重い桐）が必要です」

30
働き方改革とかけまして　庭のリフォームとときます
その心は 「まずは意識（石木）を変えましょう」

31
働き方改革とかけまして　長期政権とときます
その心は 「浸透（新党）が望まれます」

○ 努力賞

32
賃金ベースアップとかけまして　東京オリンピックとときます
その心は 「どちらも成果（聖火）が大事です」

○

33
春闘とかけまして　ボクシングとときます
その心は 「駆け引きが重要です」

34
春闘とかけまして　ラグビーワールドカップとときます
その心は 「組合（組み合い）の団結力が必要です」

35
長時間労働とかけまして　野球とときます
その心は 「どちらも休息（球速）が大事です」

○

36
長時間労働とかけまして　ねずみとときます
その心は 「出っ放し（出っ歯なし）はきついです」

37
ベースアップとかけまして　天ぷらとときます
その心は 「あがる（揚がる）と嬉しいものです」

38
ベースアップによる懐とかけまして　ヒートテックとときます
その心は 「すごく暖かくなります」

39
増税対策によるポイントとかけまして　歌舞伎役者の子供とときます
その心は 「還元（勸玄）です」

40
春闘とかけまして　東京オリンピックとときます
その心は 「成果（聖火）も重要」

○

41
春闘とかけまして　美しい肉マンとときます
その心は 「どちらも中味が大事です」

42
春闘とかけまして　東京オリンピックとときます
その心は 「笑顔あふれる結果を期待しよう」

43
春闘とかけまして　夏休みの子供の宿題とときます
その心は 「ギリギリまで粘ります」

○

44
春闘とかけまして　オリンピックの開催とときます
その心は 「成果（聖火）をかかげましょう」

45
春闘交渉とかけまして　ラグビーの試合とときます
その心は 「どちらも状況把握した戦術が大事です」

46
万年サラリーマンとかけまして　キャッシュレス決済とときます
その心は 「まわりはペイペイだらけです」

○

47
長時間労働とかけまして　結婚とときます
その心は 「ひろうします」

48
労働者とかけまして　オセオセ場面での代打とときます
その心は 「どちらも 初球（昇給）をねらうでしょう」

49
オリンピックとかけまして　2020春闘への思いとときます
その心は 「日毎に盛り上がっていく一方です」

○

50
組合活動とかけまして　聖火リレーとときます
その心は 「どちらも団結の火を絶やしてはいけません」

51
働き方改革とかけまして　1月のスキー場とときます
その心は 「もうそろそろ歓喜（寒気）が欲しいです」

52
賃金引き上げとかけまして　野球のホームベースでのクロスプレーと
ときます　その心は 「どちらもベースの死守が大事です」

53
春闘とかけまして　ラグビー日本代表とときます
その心は 「毎回トライして勝ちとります」

○

54
非正規労働者の格差とかけまして　コロナウイルスとときます
その心は 「早く手を打つことが肝心です」

○

55
格差是正とかけまして　不倫問題とときます
その心は 「いつになったらなくなるのでしょう」

56
賃上げとかけまして　手作り弁当とときます
その心は 「心もふところもあたたまります」

57
長時間労働とかけまして　コロナウイルスとときます
その心は 「虚偽報告で悪化します」

○
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58
春闘とかけまして　オリンピックとときます
その心は 「成果（聖火）に期待します」

59
残業ゼロとかけまして　喫煙者とときます
その心は 「妻にいるだけでけむたがれる」

60
春闘とかけまして　コロナウイルスとときます
その心は 「早期解決を望みます」

61
働き方改革とかけまして　食生活とときます
その心は 「どちらもバランスが大事です」

○

62
春闘とかけまして　オリンピックとときます
その心は 「どちらも協議（競技）が大事です」

63
春闘妥結とかけまして　東京オリンピックとときます
その心は 「期待がふくらみます」

64
春闘とかけまして　新型コロナウイルスとときます
その心は 「どちらも目が離せません」

65
春闘とかけまして　木登りの熊とときます
その心は 「ベアＵＰするでしょう」

66
春闘とかけまして　食後のデザートとときます
その心は 「景気（ケーキ）がいいでしょう」

67
働き方改革とかけまして　景色がきれいに見える観覧車とときます
その心は 「時間がゆっくり流れて心が豊かになります」

68
春闘とかけまして　オリンピックとときます
その心は 「金（きん・かね）がたくさんがいい」

69
春闘とかけまして　江戸時代とときます
その心は 「戦国の後、平和な文化がさかえます」

70
早期退職＆念願のセカンドライフとかけまして　流行りのオーガニックな
お菓子とときます　その心は 「当分（糖分）期待できません」

○

71
春闘とかけまして　ヘルシオとときます
その心は 「どちらも期待通りの解凍（回答）となるでしょう！！」

72
ベースアップとかけまして　とり料理を美味しく食すとときます
その心は 「どちらも揚げる（上げる）のが一番です！」

73
春闘交渉の妥結点とかけまして　男子トイレとときます
その心は 「どちらも一歩前が必要です」

74
会計年度任用職員の継続雇用試験とかけまして　高齢者ドライバーの
免許更新とときます　その心は 「どちらも認知機能検査でしょう」

○

75
格差是正とかけまして　市場の腕の見せ所とときます
その心は 「どちらも成果（青果）の配分が重要です」

76
人手不足解消のための賃上げとかけまして　乾燥わかめとときます
その心は 「どんどん増えるでしょう」

○

77
長時間労働とかけまして　新型コロナウイルスとときます
その心は 「根絶が必要です」

○ 努力賞

78
賃上げとかけまして　東京オリンピックとときます
その心は 「金がほしいです」

79
働き方改革とかけまして　ラグビーとときます
その心は 「何事にもトライが大事です」

80
春闘とかけまして　スポーツとときます
その心は 「かけ引きが大事です」

81
春闘とかけまして　新幹線とときます
その心は 「どちらもひかりとのぞみがあるでしょう」

○ 努力賞

82
長時間労働とかけまして　発表会とときます
その心は 「どちらも疲労（披露）するでしょう」

83
春闘とかけまして　高級レストランとときます
その心は 「どちらもお代（お題）が気になるでしょう」

84
格差社会とかけまして　円周率とときます
その心は 「どちらも割り切れないでしょう」

85
非正規雇用者とかけまして　ラーメンとときます
その心は 「どちらも伸びると職（食）が進みません」

86
ベースアップとかけまして　生クリームとときます
その心は 「どちらも景気（ケーキ）には欠かせません」

○
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87
非正規労働の処遇改善とかけまして　夫婦関係とときます
その心は 「平等になることを願います」

88
長時間労働とかけまして　竹とときます
その心は 「どちらも長いと倒れます」

89
働き方改革とかけまして　考えすぎで胃痛とときます
その心は 「どちらも賛成（酸性）です」

90
36協定を守らない人とかけまして　令和とときます
その心は 「どちらも平静（平成）でいられません」

○

91
働き方改革とかけまして　子育てとときます
その心は 「心のゆとりが大事です」

92
春闘とかけまして　新型コロナウイルス発生の中でのオリンピック開催
とときます　その心は 「うまく成果（聖火）をあげられることを願います」

○

93
春闘とかけまして　コロナウイルスとときます
その心は 「不安でしょうがない」

○

94
春闘とかけまして　新人投手とときます
その心は 「今年の快投（回答）に期待！」

○

95
長時間労働とかけまして　スルメとときます
その心は 「疲れるのが当たりめーです」

96
春闘とかけまして　飛行機とときます
その心は 「期待（機体）が大きいです」

97
春闘結果とかけまして　果物とときます
その心は 「気（木）になります」

98
春闘交渉とかけまして　風通しの悪い職場とときます
その心は 「歓喜（換気）したいでしょう」

○

99
定時退社が基本の職場とかけまして　レジ袋とときます
その心は 「どちらも優良（有料）です」

100
非正規雇用とかけまして　冬休みの家族旅行とときます
その心は 「先行き（先、雪）が晴れることを願います」

101
春闘とかけまして　ラグビーとときます
その心は 「怯まない心を持ち何度も立ち向かいます」

○

102
とおり雨とかけまして　粘り強い賃金改定要求とときます
その心は 「いずれあがるでしょう」

103
人手不足とかけまして　定期的に開かれる飲み会とときます
その心は 「高齢化（恒例化）になっていくでしょう」

104
組合員の団結力とかけまして　ダイヤモンドとときます
その心は 「とても固い意志（硬い石）です」

105
春闘交渉とかけまして　我が家の大黒柱とときます
その心は 「過程（家庭）が大切です」

106
桜を見る時に追い詰められた政治家とかけまして　労働組合員と
ときます　その心は 「どちらもシュンと（春闘）する」

107
学生帽とかけまして　春闘とときます
その心は 「どちらも交渉（校章）がつきものです」

108
春闘交渉とかけまして　個人情報とときます
その心は 「後悔（公開）してはいけません」

109
春闘交渉とかけまして　ラグビー日本代表とときます
その心は 「何度もトライしてほしいです」

○

110
長時間労働の削減とかけまして　オリンピック開会式とときます
その心は 「成果（聖火）が見たいです」

111
春闘とかけまして　オリンピックとときます
その心は 「協議（競技）者の能力が重要です」

112
給料とかけまして　筋トレとときます
その心は 「払われる（腹割れる）と嬉しいでしょう」

113
賃金改定とかけまして　選挙者のマニフェストとときます
その心は 「どちらも交渉（高唱）内容が重要です」

114
人手不足とかけまして　おつかいに行く子供とときます
その心は 「どちらも雇用（小用）を頼まれる」

115
春闘とかけまして　暖冬とときます
その心は 「ダウンはいりません」

○ 努力賞
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116
賃金UPとかけまして　オリンピック日本代表とときます
その心は 「上昇（常勝）に期待します」

○

117
春闘とかけまして　ラグビーとときます
その心は 「ワンチームで挑むことが大切です」

118
賃金とかけまして　嫁の手作り弁当とときます
その心は 「増やす要望が中々通りません」

119
長時間労働とかけまして　USBメモリとときます
その心は 「要領（容量）が大事です」

120
スナイパーとかけまして　働き方改革とときます
その心は 「どちらも精度（制度）の良さを求めます」

○

121
人手不足とかけまして　ラグビー日本代表のスクラムとときます
その心は 「ワンチームで乗り越えよう」

122
長時間労働とかけまして　健康診断とときます
その心は 「体を気に掛けることが大事です」

123
春闘とかけまして　ラグビー稲垣選手とときます
その心は 「いつか笑うだろう」

○

124
ベースアップとかけまして　マグロの一本釣りとときます
その心は 「必ずつり上げます」

○

125
ベースアップとかけまして　便乗値上げとときます
その心は 「底上げをしています」

126
長時間労働とかけまして　フルマラソンとときます
その心は 「どちらも体力が労働（ロード）で消耗しまする」

127
長時間労働とかけまして　テニスのサービスエースとときます
その心は 「休息（球速）が必要です」

○

128
春闘とかけまして　覚えたてのドローン操作とときます
その心は 「なかなか上がりません」

129
春闘交渉とかけまして　走高跳びとときます
その心は 「高ければ高い程難しいです」

130
南米の絶滅危惧種問題とかけまして　勤務表の状況とときます
その心は 「サイ（差異）が挙がるでしょう」

131
格差多い会社に転職した人とかけまして　今年の干支とときます
その心は 「中途泣いてます（チューとないてます）」

132
オリンピックとかけまして　春闘とときます
その心は 「金を勝ち取りたい」

133
長時間残業とかけまして　家庭ゴミとときます
その心は 「どちらも減らしていきたい」

134
春闘とかけまして　一流アスリートになるには？とときます
その心は 「継続的な協議（競技）を続けてこそ花が咲くでしょう」

○

135
総理の国会答弁とかけまして　春闘の回答とときます
その心は 「どちらも”アップアップ”でしょう」

136
ラグビーとかけまして　働く仲間とときます
その心は 「ワンチーム」

137
ベースアップとかけまして　東京オリンピックとときま
その心は 「どちらも（盛り）上がることを期待します」

138
働き方改革をした会社とかけまして壊れた電化製品とときます
その心は 「どちらも基盤（基板）からかえる必要があるでしょう」

139
春闘とかけまして　ベンチプレスとときます
その心は 「少しでも上がってほしい」

140
賃上げとかけまして　手作りコロッケとときます
その心は 「揚げ（上げ）たてはおいしいものです」
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