
作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

春闘は　勇気をもらう　昇タイム（翔タイム） ○ 優秀賞

賃上げの　作戦成功　トラトラトラ

このご時世　歳は増えるが　仕事減る

この仕事　がんばりタイガー　頭回らず

リモートで　わいわい騒ぐ　妹だ

コロナ明け　さっそくサイトで　宿探し

ボーナスが　少なく今年も　春闘（しゅんと）する

春闘は　今年は岸田で　完成（官製）だ

時間外　拒否した者が　恨まれる

COVIDが　GODIVAに見える　40代 ○

家事育児　こなせるパパに　金メダル ○ 努力賞

共稼ぎ　共家事育児　背を見る子

世代超え　集う職場に　見る未来

欲張りか　賃上げ時短　二刀流 ○

ゼロ回答　テディベアで　ガマンかい

いまどきの　銭（ジェン）ダーって　賃上げか

わが家でも　勝ち取りたいな　ジェンダーレス

親ガチャの　ランクアップも　ベア共に

ベアの波　コロナの波より　待ち望む

ビッタビタ　要望額に　妥協なし

投資の　歴史の証人　注記見る

矛盾する　雇用優先　ＡＩ時代

人への投資　親身にならぬ　労使間 ○

2022春闘川柳コンテスト　応募作品一覧　
2022春闘スローガン：未来をつくる。みんなでつくる。

応募総数290作品（171名）
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

池内さん　新天地でも　レッツトライ

池内さん　送別会は　どうしましょう

池内さん　ありがとう　さようなら

22春闘　ゴン攻めで勝ち取る　ベースアップ

賃上げで　未来を見据える　アフターコロナ

牛歩から　ベースアップに　寅い（トライ）する ○ 最優秀賞

未来と流れ　みんなでつくる　格差是正

交渉力　寅（トラ）の威を借り　ベースアップ

悩まずに　みんなで助けあう　賃上げ交渉

桜咲く　暮らしと賃金　底上げを

リアルでも　webでも根強く交渉　ベア確保 ○

コロナ禍は　働き方を代える　良い機会

育休を　取れば気付く　ママの苦労 ○ 努力賞

ありがとう　その言葉が　機動力

良かったと　言われていたい　春闘後

頑張りの　対価はもちろん　ベア実現

コロナ報道に妄想　ベアの第6波！

団体交渉　隠す口元から出る本音

巣籠もりも　タイガーいにして　声あげよう

密にした　要求結果は　蜜の味

ワクチンで　守る家族、ワーク、賃

3密を　避けて正そう　3格差 ○ 努力賞

コロナ禍で　多様化すすむ　良い機会 ○

テレワーク　仕事中なの！　家事分担

でん池の内部摩擦で競争にまた負けた？！

若い芽を　育てともそう　未来の灯 ○
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

寄り添って　未来を築く　仲間の和

大空に　向かって張ろう　みんなの根

リモートの　カメラに声張る　「ガンバロー！！」 ○

15分　短いだけで　パートかよ？

拳あげ　静寂の中　決意する ○

労使間　共に考え　不安を払拭

いつまでも　コロナの所為と言わないで
アフター・ウィズを　語りましょう

経済界　賃上げ前向き言うけれど　総論賛成　各論反対

ベアアップ　笑顔たくさん　マスク下 ○

悪化する　人手不足に　ストップを

ベア上げで　残業減らして　家帰ろう

ふやそうよ　ベースアップ　休業日

このご時世　会社の中でも外でも　交渉中

残業時間　減らして帰ろう　ステイホーム

コロナ禍で　3密避けても　心は密

自宅での　在宅勤務で　羽休め

リモートの　背景だけで　行くハワイ ○

コロナ禍も　リモートできない　現場職 ○

今辛抱　若手の未来　花が咲く

誉めたおし　やる気スイッチ　押す上司

ベア上がり　マスクの下で　笑う口（くち）

労災は　隠しちゃいけない　正直に

労使で築く改革春闘　明るい未来　創るまで

オンライン　できる職場は　恨めしい

ベアに向け　われらの時間だ　ショータイム

共存へ　コロナとよい　お付き合い
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

マスク美人　感染防止と　目の保養

取らないで　コロナを超える　その顔面

日々つくる　明るい未来　積み重ね

交渉は　根気と熱意の　二刀流 ○

ノー残業デー　妻と子供が　お出迎え

休暇増え　ベアもＵＰで　やる気出る ○

コロナ禍で　在宅増えて　妻笑顔

元気よく　力を合わせて　組合は！！

オンライン　意外な一面　その服装

在宅で　嫁のすごさ　思い知る

ONE TEAMで　賃金アゲアゲ　景気アゲ

「ありがとう」感謝の心を忘れずに　みんながすれば　いい会社

今年こそ　飲み会したいが（タイガー）　見えぬ先

テレワーク　パパの仕事に　家事追加 ○

久々に　出社し困惑　席どこだ

ベアアップ　ベアベアアップ　ベアアップ！！ ○

車ほしい　バイクもほしい　ベアアップ

俺たちの　願いを込めた　不況打破

明日を拓く　最初の一歩　切り開こう

ベアアップ　ライフとワーク　充実に

コロナ予防　社会も止めない　二刀流

物価高　対応する為　ベア上げて！！

オミクロン　まん延怖い　低回答

ストレスも　コロナも無くなって　いい頃な

終息に　挑めコロナと　格差社会 ○ 努力賞

ベアアップ　明るい未来　見えてくる
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

増やしたい　みんなの笑顔と　ヘソクリと

改革で　残業減って　副業増え

賃上げと　格差是正に　トラ（寅）イする ○ 努力賞

賃上げ交渉　しても上がらぬ状況に　こちらもパンデミック

在宅で　増える家計費　減る手取り

「ガンバロー」　叫びたい気持ちの　退職者

ベースアップ　あるといいね　年金も

ソーシャルで　ベースアップを　捉（寅）えよう ○

コロナには　労使協調　立ち向かう

コロナでも　みんなで寅
トラ

イ！　未来人

ワンチーム　勝ち取ろう　ベースアップ

全員で　賃上げ交渉　がんばろう

ベア獲得！　手づくり弁当　1品増

改革で　「ととのう」身体　ストレスゼロ

再確認　職場実態と　要求額

懐かしい　久々出社で　会う仲間 ○ 優秀賞

ベア実現　みんなの頑張り　金メダル ○

在宅で　脂肪とストレス　たくわえる ○

ベアアップ　実現しなきゃ　寅バーユ

ベア上げて　気持ちも上げて　ショー（昇）タイム

賃上げで　副反応おこせば　未来は明るい

ベア上げて　目指そう　働き方改革

今やろう　スキルアップで　明るい未来

よい仕事　するにはまずは　よい休暇 ○ 努力賞

スキルアップ　なりたい自分の　近道だ

ベア分は　リモートワークの　電気代 ○
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

多様性　認め広がる　可能性 ○ 努力賞

リモートで　仕事と家事の　二刀流 ○ 優秀賞

立ち上がれ　今こそ変化だ　ビッグボス

コロナ禍で　新たな挑戦　ゴン攻めだ

働き方　変えた努力へ　報いよう

ベア上げて　皆の不安　打ち祓おう

ベア実現　宣言下でも　ノー自粛

残業は下げて　仕事の質上げて

賃金を　上げて社員の　モチ「ベア」ップ ○

未来へと　繋ぐ若手と　ベテラン社員

在宅で　改めて思う　雑談の有難さ

コロナ禍でも　ベアＵＰで　モチベーションＵＰ

出勤時　願う思いは　受験結果

労組の　見せ場はここだ　ベア交渉

がんばります　努力実り　花開く

コロナ禍も　団結力で　乗り越えよう

賃上げに　トラ(寅）イして　賃上げタイガー

コロナ禍でも　期待させてね　ベアＵＰ

心情は　満額回答　Ｂｉｇ Ｂｏｓｓ ○ 優秀賞

在宅で　仕事と家事の　二刀流

ベアアップ　明日への投資　明るい未来

年増えて　仕事も増えるが　金増えず

年明けて　年始そうそう　妥協する

冬財布　春の訪れ　賃上げで

テレワーク　打ち合せ中も　下パジャマ

無精髭　毎日マスクで　問題なし
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

ベア上げて　ベースアップで　財布ウハウハ

Ｔｅａｍｓで　つながる輪と輪　ワンチーム ○

密回避　上司と心は　密ですが

コロナ抜け　人材育成　OFF-JT

コロナ禍で　現場と在宅　二刀流

幸先の　悪い棘など　うっせぇわ

未来へ投資　かわいい甥へ　お年玉

リモートで　パソコン使うの　取ら（寅）ないで

多様性　活かして変える　働き方

残業の　まん延防止　みな望む ○

ベア上げを　願って書いた　かべ新聞

賃上げで　明るい未来を　ゲットだぜ

コロナ明け　使えるお金　増えて欲しい

労働を　生き甲斐に　ＤＥＩ

供給が　不足してても　増産だ

ベアをして　やる気もＵＰ　効率ＵＰ

お父さん　今日も休み？　いや在宅です！

テレワーク　掃除に料理　休みある？

賃上げに　あらゆる手段を　とら（虎）ないと ○

マスクでも　気持ちは同じ　隠さない（格差ない） ○ 優秀賞

格差是正　ＳＤＧｓへ　まず一歩 ○

健康は　本人以外　管理不可

あなたのおかげで　今の私　次はあの子へ

また値上げ　賃上げなければ　音を上げる ○

勝ち取るぞ！　大きく声上げ　喚起（換気）する ○ 努力賞

密をさけ　行動制限　もう嫌だ
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

ちょっと待て　コロナを理由に　手を抜くな

「コ」コでいま　「口
クチ

」数減らすの　「ナ」ンセンス　（コロナ） ○

希望わく　賃上げ何度も　ブースター

コロナにも負けない熱い思い　心ひとつに春闘へ

身タイガー　ひめいを上げる　過労働

「コロナ」だと　ベアをしぶる　経営陣 ○

手紙書き　漢字忘れて　スマホ打ち

下腹が　気づかぬ内に　ひょっこりはん

春闘も　一緒にやろう　スマイルで

気になるわ　コロナ拡大　我が財布

コロナ禍で　賃上げ少し　欲しいんです

早よ終えたい　接種３回　ベア実現

団結を　みせるぞ今こそ　コロナ禍で ○

要求を　欲求のままに　勝ち取ろう

コロナ禍を　言い訳にしない　ベア要求

コロナでも　絶対確保　雇用維持 ○

底上げは　未来へつなぐ　第一歩！！ ○ 努力賞

勝ちとるゾ！　コロナ消滅　ベアアップ

ベアなしの　いいわけ無用　うっせぇわ ○

増やしてくれ　ストレスではなく　給料を！

人減って　残業増えて　ベース維持

ベア叶う　そんな頃には　退職金

ベア実現　起きたら布団の　中だった

ノー残業　子供は笑顔　妻なみだ

責任と　仕事増えれど　賃上がらず

家賃補助　出るけどオレは　嫁いない
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

新しい　働き方で定時帰社　余暇を楽しみ　家庭円満

積もった雪と要求は　必ず解凍　満額回答！

聞いてください社長様　大事な社員の懐へ　利益還元たのんます

後輩に　教えるたびに　知識増え

ＩＴやＤＸ　不得意な社員も　今年はトラ（寅）イ

春闘の　結果で変わる　晩御飯

ベア目指し　全集中で　トラ(虎）イする！ ○

定時退社　子は喜ぶが　妻怒る

おつかれと　先帰る上司を　睨む部下

在宅勤務　やってみたが　気が引ける

「在宅」で　給料下がる？　と心配する高齢者

コロナ来るな　良い菌（金）だけ来てな

社長さん　♪にらめっこしましょ　アップ（ＵＰ➚）ッぷ ○

在宅で　家事と仕事の　二刀流

緊急事態　値上げ続出　ベアはなぜ？

コロナ禍で　人流と財布　抑えられ

目指せベア！　揚げろ心の　組合旗！

格差社会　ここでなくそう　いざ春闘！

負けないで　うがい手洗い　ベアに期待 ○

便利な世の中　こんなに便利なのに　利用しないのか

ベア実現　目指して取組む　交渉に

ベアアップ　叶わず上がる　体脂肪

ベア目指し　交渉にトラ（虎）イ　全力で

みなのため　虎（トラ）ねばならぬ　ベアアップ ○ 努力賞

春闘で　公私の二刀流　目指したい

賃上げに　日和ってる会社
ヤツ

いる？　いねぇよなぁ！？
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

ベア僅か　頼りにするは　給付金

無理な指示　受けます　これが組織力！！

上搾取　若手サクサク　笑顔咲く

新時代　サラリーマンにも　副業を

リモートは　関係の無い　現場職

待機中　妻との会話　減るばかり

伝えてく　知識と経験　後輩へ ○

次世代へ　未来を託す　頼んだぞ

教育費　出費は多いが　ます期待

コロナ禍も　減らぬ業務量　是非とも賃上げを！！

熱が出た　コロナじゃなくても　在宅に

リモートで　上は仕事着　下パジャマ

春闘で　ベアをとら（寅）なきゃ　意味がない

ベア上げて　未来へ繋ごう　高賃金

ベア上げて　やる気を上げて　上場へ

ベア変わらず　家内の食事も　黙食へ

「ベア上げて？」　会社の返事　「うっせぇわ！」

勝ち取ろう　ココロは密に　ベースアップ

やればできる　苦しい時こそ　助け合い
今こそ勝ち取る　豊かな暮らし

旅行したい　早くコロナ　収まって

コロナ禍で　見たことのない　本当の顔

令和世代　若者への投資で　未来にトラ（寅）イ！

春闘で　今こそ団結　賃金交渉
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

ベア上がり　高めていこう　働く意欲

賃金が　あがればあがる　モチベーション ○

三密を　回避しながら　外回り

現場での　ふれ合い無くし　コロナかな

趣味仕事　オレはいつから　そうなった ○

残業を　減らして増える　家族時間

午前0時　外は真っ暗　心は快晴

とりあえず　やる気をだせと　上司が言う

コロナでも　元気を出して　仕事せよ

やってやる　気合を入れて　のりきろう

コロナ禍で　支出へったのに　財政赤字

オミクロン　増えても仕事は　減りません

コロナ禍で　外出減ったが　支出増

コロナ禍で　落ちた気分を　ベアでアップ

春闘に　コロナ怖いが　密求む

ワンチーム　みんなで作ろう　格差なし ○

効率化　図る準備で　残業だ

厳しい将来　目指すは明るい未来

みんなつくる　明るい職場と　明るい未来

労使の絆で　心を一つに　明るい未来

今だからこそ　勇気を出して　踏み出せその一歩

賃金引上げ　人件費抑制　共に培おう互いのＷＩＮ
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作　　　　品
一次選考
通過作品

最終選考

手取額　去年と見比べ　変化なし

偉い人　汚
オ

金
カネ

も除菌し　社員へ還元

元気なく　賃金減り　居場所なく

いってきます　マスク忘れて　家戻る ○

職場から家庭から　ジェンダー平等

生活向上へ　賃金上昇　ベアアップ

ものづくり　人づくり　未来を切りひらく

賃上げと　未来づくりの　二刀流 ○

あたらしい　資本主義が　アダらしい

虎
トラ

振
ブル

るだ　格差なくすぞ　皆笑顔
　ガオ―

ー

賃上げて　息子へ投資　させてくれ

おもいきり　消費ができる　MAKE未来

賃上げで　孫への投資でばあばの存在格上げに!

ベアアップ　後輩達に繋げます

12


	HP用一覧

