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令和元年度「テレワーク川柳」 入賞・佳作 百選 

 

 

１．グランプリ賞 

   □ モバイルの やり方わからず 出勤し        ピエ助 

 

２．準グランプリ賞 

   □ 茶の間から 出した指令に 社が動く        澄海 

 

３．入賞 

 【社会】 

□ 混雑の 緩和も立派な 「お・も・て・な・し」   テレワーク・デイズ 

□ テレワーク 計画運休 はいどうぞ         まこっちゃん 

□ 『会社来い』 ハラスメントの 時代かも      ぴかちゅー 

□ なんのため 出勤するのか 問われてる       チェミ 

 

 【多様な働き方】 

□ 定年を ぐぐっと伸ばす テレワーク        ゴディバヤシ 

 

 【働き方（仕事）】 

□ 在宅を する前不安 やってファン         つべる 

 

 【働き方（職場）】 

□ ふるさとと 絆深める ワーケーション       波乗りオフィスへようこそ 

□ 虫の声 川の音ある テレ会議            かきくけ子 

 

 【育児・介護】 

□ 父見舞う 病院からでも ONE TEAM        ゆきだるま 

 

 【家庭】 

□ 参観日 隣のママも テレワーク            ハルル 
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４．佳作 

 【社会】 

□ 我が社でも 五輪支える テレワーク         うめ吉 

□ マラソンは ワーケーションして 観ようかな     テレワーク・デイズ 

□ 悪天候 通常運行 テレワーク             むーむー 

□ ご近所が 起業ですかと 聞いてくる         しんちゃん 

□ 何十年 通勤時間 何だった             かきくけ子 

□ 人生の オプション増やす テレワーク        安田 蝸牛 

□ 格差婚 俺は食卓 妻書斎              ヨリコのおまけ 

□ 勤め先 自宅令和の 新時代             ろんちゃん 

□ 災害時 命を守る テレワーク            ゆきだるま 

□ 非常時も 帰宅難民 なりはせぬ           財政猫 

 

 【多様な働き方】 

□ 引きこもり 泣いてた息子が テレワーク       ぴかちゅー 

□ 人材を 発掘させる テレワーク           安田 蝸牛 

□ テレワーク まだまだいけると 古希が言う      やすよ 

□ 寝たきりの ベッドの上が マイオフィス       ぴかちゅー 

□ 在宅で 始まる妻の 第二章             山宗雲水 

□ 自己実現 夢をかなえる テレワーク         山野柘榴子 

 

 【上司部下】 

□ 台風で 上司４時起き 俺７時            山宗雲水 

□ 部下自宅 上司の力量 よく見える          ハリー・キャラハン 

□ ボス在宅 秘書に代わって Siri奮闘         ゆきだるま 

 

 【働き方（仕事）】 

   □ やってみた。 ホントにどこでも 働けた。      電気ロック 

   □ やる前の わが社じゃ無理を 自主返納         つべる 

   □ テレワーク 顔を出さずに 結果出す         安田 蝌蚪 

   □ 成果出る。 台風、大雪、 猛暑でも         電気ロック 

   □ テレワーク スクラム組んで トライする       ろんちゃん 

   □ 久々に 会社に来たら 迷ってる           アントニオ馬場 

   □ コンペ前 音読できる テレワーク          つべる 

   □ テレワーク はじめの一歩 自己管理         アカエタカ 

   □ テレワーク 外には出ずに 出す結果         けーこ 

   □ 睡眠が 充分とれて やる気出る           法螺吹き 



3 

 

   □ 時は金 教えてくれる テレワーク          アカエタカ 

   □ 職業欄 選択肢にある テレワーク          星形ニンジン 

   □ 顔見せず グラフが上がる 社のエース        しんちゃん 

   □ テレワーク 制度じゃなくて 生き方だ        電気ロック 

   □ オンオフは 心のチャイム 鳴らしてる        むーむー 

   □ 昼休み 床に大の字 ああ極楽            あのひん 

   □ 五七五 在宅の良さ 言い切れず           つべる 

   □ アイデアを 息子にもらう 居ノベーション      つべる 

   □ 見える化が 在宅可への 第一歩            山宗雲水 

   □ 事例見て うちも出来ると 確信し          山宗雲水 

   □ ONと OFF ドア一枚で 区画され          かきくけ子 

   □ 会社より 能率あがる テレワーク          法螺吹き 

   □ スッピンに 慣れてうっかり 外出し         むーむー 

   □ パソコンに ハラスメントを 受けてます       アカエタカ 

 

 【働き方（職場）】 

   □ テレワーク 都会と田舎 ワンチーム          らくちゃん 

   □ トイレ五歩 出勤三歩 我が職場            逆ペリカン 

   □ 都会へは 行かず地元で テレワーク          ろんちゃん 

   □ 職場から 離れていても ワンチーム         だいちゃんＺ！ 

   □ サテライト 異業種交流 生む空間          笑わない男 

   □ 家選び 駅近よりも テレワーク            ハルル 

   □ 終業は 地域のメロディ ５時の声          ハルル 

   □ Ｕターン 同じ企業で テレワーク          オリンポスのカミカミ 

   □ テレワーク 今日はハワイで 明日はタイ       オリンポスのカミカミ 

   □ マイホーム どこでもドアで そく事務所       らくちゃん 

   □ 窓の外 四季を感じて テレワーク          財政猫 

   □ テレワーク はなれていても ワンチーム       たまのいわし 

   □ マイルーム 俺のオフィスに なった今日       テレワーク師匠 

   □ 職場まで ０分とある 社案内            春爺 

   □ 昼間から 埼玉都民が 埼玉に            雄之介 

   □ 通勤を 仕事に替えて みな笑顔           鮨詰め君 

   □ 都市と地方 ＳＯＨＯ(双方)メリット テレワーク   博之介♪ 

 

 【コミュニケーション】 

□ 令和だし 始業の礼は 画面越し           ぴかちゅー 

   □ タピオカを 吸いつ送信 テレワーク          らくちゃん 
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   □ 会うことの 意義を高める テレワーク         つべる 

   □ 終業後 チャットを介して 部の宴会          ハリー・キャラハン 

 

 【育児・介護】 

□ 子を背負い 自宅オフィスで さあ復帰        かなりや 

□ テレワーク 今日は余裕の お迎えだ            り子れ子ママ 

□ 実家から 介護しながら テレワーク         オリンポスのカミカミ 

□ 家事育児 家庭円満 テレワーク           もふもふ 

□ 子育ても 仕事も家事も 二重丸           もふもふ 

 

 【家庭】 

□ テレワーク 助かりますよと 宅配便         ろんちゃん 

□ テレワーク 妻が気にする 戦力外          まご命 

□ パパっ子に 娘を変える テレワーク         山宗雲水 

□ テキパキと 仕事のノウハウ 子も覚え        とんからり 

□ 熱の子の 迎えの早さ 驚かれ            春爺 

□ 俺仕事 娘は勉強 肩並べ              博之介♪ 

□ 仕事終え 妻と目が合い テレ笑う          コクラボ太郎 

□ 父さんに ただいま言える テレワーク        ゆきき 

□ 午後からは 妻のイビキが ＢＧＭ          なるほどマン 

□ テレワーク １品増えた 子のおかず         霧の小町 

□ 痛勤が なくなり我が家で する団欒         財政猫 

□ 社の理解 妻の承認 テレワーク           ハルル 

□ パパがいる いってきますも ただいまも       ルーキー 

□ 隣で子 宿題をする テレワーク           しゃんしゃん 

□ 妻助言 アイデア湧いて 新企画           法螺吹き 

□ テレワーク 妻もスマイル シンデレラ        らくちゃん 

□ 在宅も 女房元気で 留守が良い           八尾のひらりん 

□ 衣装代 洗濯代も 助かるわ             蛙屋 柳斎 

□ テレワーク 嫁が嫌がり 片頭痛           まご命 

 

 

※入賞・佳作作品を含めた「テレワーク川柳」応募作品及びイラストの著作権は、一般社団

法人日本テレワーク協会に帰属致します。 


