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平成 30 年度「テレワーク川柳」 入賞・佳作 百選 

 

 

１．グランプリ賞 

   □ できるじゃん 工場勤めの オレにでも        テレワークマイラブ 

 

２．入賞 

 【社会】 

□ 大人たち 会社行くのは 思い込み          チコちゃん（５さい） 

□ まず出勤 信じたあの頃 社畜かも          紫雲山 

 

 【多様な働き方】 

□ 「関係ない」 試してみたら 「半端ない！」     聖者の行進 

□ 社長だけ 家から参加の 役員会           倒立流弾 

□ 足悪く こんな時代を 夢見てた           障 有夫 

 

  【上司部下】 

□ これやって 上司と妻の 二重奏           ヨリコのおまけ 

 

 【働き方（仕事）】 

□ 混乱の ダイヤ横目に テレワーク          ハルル 

□ テレワーク 隣で妻も テレワーク          次男坊 

□ 部長より 良い椅子買って テレワーク        らくちゃん 

□ テレワーク ＩＴ知識 求められ           引田六郎 

 

 【家庭】 

□ 空調の ビルよりわが家の 風通し          ハルル 

□ ドア越しに 仕事終わる？と 妻が聞く        健人坂 

 

４．佳作 

 【社会】 

□ テレワーク 活かす会社に 人集う          にせぐるめ 

□ 新元号 働き方も 新時代              めめりん 

□ Me Tooの 声が増えてる テレワーク         はますだれ 
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□ テレワーク 地方創生 切り札に           らくちゃん 

□ 人材難？ 視点変えよう テレワーク         カジ 

□ テレワーク 地域格差も 生じない          フーマー 

□ 新卒が 選ぶ会社に テレワーク           にせぐるめ 

□ テレワーク 帰宅難民 うみださぬ          ＰＯＮ５ 

□ テレワーク 五輪成功 カギ握る           山宗雲水 

□ テレワーク 埋もれたキャリアを 掘り起こす     ハルル 

□ 働き方 １００人いれば 百通り           春爺 

□ よく稼ぎ よき家庭人 よき人生           三日月 

 

 【多様な働き方】 

□ テレワーク 薦めた会社に 恩返し          さりぼぼ 

□ ロスタイム 解消されて 価値を生む         安田蝸牛（やすだ かぎゅう） 

□ 通えない 弱者も勝者 テレワーク          紫雲山 

□ 年寄りも 参加ができる テレワーク         禿げ頭 

 

 【上司部下】 

□ 岩盤層 骨折以来 推進者              ゆきだるま 

□ テレワーク 深い粘土に 足とられ          らくちゃん 

□ 使い方 教えりゃ課長も できるじゃん        青い春 

□ テレワーク 薦める上司が 出社好き         むね 

□ 推進の 熱意で溶かすぞ 岩盤層           人事担当者 

□ 君たちは どう生きるのか 粘土層          ゆきだるま 

 

 【働き方（仕事）】 

   □ 好きな場所 好きな時間に マイワーク         イナバウアーの白兎 

   □ テレワーク 増える笑顔と 減る疲れ          denkirock 

   □ 会社行く 間にできる 一仕事              あゆか 

   □ つうきんが かぞくかいわに はやがわり       パパのできごと 

   □ テレワーク 実績評価 あまくない          倫太郎 

   □ テレワーク 働きやすさに みな「そだねー」     だいちゃんＺ！ 

   □ 自由だが すべて行動 自己責任           らくちゃん 

   □ 人間の 真価が分かる テレワーク          勝丼マン 

   □ 堂々と 隙間で光り 出す成果            タートルネック 
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   □ 理解され 働く喜び 生む成果            ハッピーエンド 

   □ はかどりが 半端ないって テレワーク        にせぐるめ 

   □ たまに着る スーツがきつい テレワーク       ハルル 

   □ 寝坊した でも大丈夫 テレワーク          ＡＫＯ 

   □ 月一回 初心に戻れる 出社の日           カジ 

   □ テレワーク 明日に控えて ワークワク        カゲえもん 

   □ 在宅で 仕事とイクメン 二刀流           くろしお 

   □ 十分の 昼寝でアタマ 冴える午後          なるほどマン 

   □ 困りもの 過信 停電 家事 チャイム          ばいなりい 

   □ オレオレに 「いつもお世話になってます」       らくちゃん 

   □ 朝ラン中 仕事の段取り 考える           ワークランバランス 

 

 【働き方（職場）】 

   □ カエル鳴く 田舎の画面 グローバル          稲岡俊一 

   □ 離れても ぐっと縮まる 社間距離           逆ペリカン 

   □ 台風も 物ともせずに 報告書              ホラ吹き 

   □ マイホーム ここが我が家と 実感し         オールドファッション 

   □ 過疎地でも 能力発揮 テレワーク          ホラ吹き 

   □ 無縁だね ラッシュも猛暑も 台風も          大雪も平気 

   □ 仕事場へ 走る時間が 九秒台            かきくけ子 

   □ ハワイから できたらいいな テレワーク       倒立流弾 

   □ テレワーク ロンドン上海 春日部市         らくちゃん 

   □ 海外に 嫁いでもやるよ テレワーク         ロッキー 

   □ ＡＩも ＩＴもある 郷の村             らくちゃん 

   □ 移住して さわやかアイディア 湧いてくる      四季 

 

 【コミュニケーション】 

□ テレワーク 「自由と孤独」を 教えられ       ＰＲＩＤＥ 

   □ 課長との 会話が増えた オフィスより         わたがし 

 

 【育児・介護】 

□ テレワーク 介護支える 命綱            くろしお 

□ キ―ボード さわる手すぐに 子をなでる          こまっちょ 

□ 隣室の 母の介護に 小休止             稲岡俊一 
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 【家庭】 

□ もこみちの 味を再現 昼休み            ハルル 

□ 「今日在宅」 言った瞬間 妻不機嫌         松尾でしょう？ 

□ 迷ったら 後ろで妻が それいいね          四季 

□ にねんせい とうこうみれて ぱぱなみだ       パパのできごと 

□ 最大の 抵抗勢力 妻だった             家にいられず 

□ 追い込みに 気が利く我が子 お茶を出し       社長 

□ 愛犬も 賛成してる テレワーク           はますだれ 

□ 上司より 妻の評価が 嬉しいな           一番大事 

□ お疲れと 宿題終えた 子とニヤリ          フーマー 

□ テレワーク 成果家族と 共にする          アカエタカ 

□ 在宅で 子に知恵借りる テレワーク         ホラ吹き 

□ 仕事ぶり 孫がときおり 見まわりに         カジ 

□ 主婦業の 過酷さ知った テレワーク         紫雲山 

□ 終業を 指折り待っている娘             ばいなりい 

□ 仕事終え 家族で繰り出す ハッピーアワー      松尾でしょう？ 

□ 仕事部屋 クローゼットへ 左遷され         風鱗 

□ ゴミを出し Ｕターンして テレワーク        アカエタカ 

□ ご近所で もっぱら評判 失業中           ホラ吹き 

□ 親と子の 絆を繋ぐ テレワーク           尊の君 

□ お天気を 気にせず洗濯 外に干し          便利さ実感 

□ だがしやで ぱぱのぶんかい おすそわけ       パパのできごと 

□ 「なぜ家に」 娘に熱く 語る父           青い春 

□ 家事もやり 厳しい娘に 見直され          オールドファッション 

□ 在宅と キスで封じる 妻の愚痴           山宗雲水 

□ どこ行くの？ あなたの仕事場 お家でしょう     カジ 

□ らんどせる しょったすがた はつみれた       パパのできごと 

□ 終業後 即冷蔵庫 待つビール            フーマー 

□ パソコンも 回線もない 俺の部屋          凸凹粘土層 


