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令和２年度「テレワーク川柳」 入賞・佳作 百選 

 

 

１．グランプリ賞 

   □ リビングが 3社の集う シェアオフィス       カフェイン 

        

２．入賞 

 【社会】 

□ なぜやるを なんでやらぬに コロナ変え       まこっちゃん 

 

 【多様な働き方】 

□ 就活も 新入社員も 自宅から            ゆきだるま 

 

【上司部下】 

□ 見えぬ社員 見えないけれども 見なければ      悩める管理職 

 

 【働き方（仕事）】 

□ 無理だよと 言ってた人ほど テレワーク       ぴかちゅー 

□ 通勤は 「貴重な運動」 痛感し           これピー 

 

 【働き方（職場）】 

□ ありがたや 会議の席次の 悩みなし         Go To テレワーク 

 

【コミュニケーション】 

□ ウェブ会議 熱弁するも ミュートです        無名のサプール 

 

 【育児・介護】 

□ ママ歓喜 時短いらずの テレワーク          はっち 
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 【家庭】 

□ 欲しいのは 個室とネットと 強い意思         みかこ 

□ 宅配便 重要会議を 狙い撃ち            もも侍 

 

３．佳作 

 【社会】 

□ 懐かしむ 時が来るかも 定期券           素敵なワークライフ 

□ オリパラの 代わりにコロナが 普及させ       ステイほうむ 

□ テレワーク 今やみんなの 命綱           山宗雲水 

□ 昭和脳 変換できたよ 在宅脳            キノウ 

□ テレワーク あってよかった コロナ時代       ぴかちゅー 

 

 【多様な働き方】 

□ 爺ちゃんの  働く姿  孫ら知る            寿星 

□ テレワーク 祖父も生き生き 幸齢化         あまた 

□ いつも家 思わぬ老後の シミュレーション      15年目の妻 

□ 勢力図 変わって多数派 テレワーカー        ステイほうむ 

□ テレワーク あと５０年 働くか。          むらた 

 

 【上司部下】 

□ 新人に  リモートワーク  教えられ          ぶうりん 

□ 電話番 オフィスに居るのは 社長だけ        時代は変わる 

□ 時々は 会社で会おうと 上司言い          カジ 

□ 背景に 凝りだす上の 勘違い            恵志 

□ 評価者の 自分が時代に 評価され          悩める管理職 

□ 普段着の 上司がダサイ テレワーク         ハルル 

 

 【働き方（仕事）】 

   □ 週一回 溜まった捺印 出社の日           カジ 

□ モバイルが うまくいかずに 無観客         逆ペリカン 

□ 紙要らず ハンコ要らずの エコワーク                宮のふみ 

□ 朝礼を 仕切る父の背 かっこいい                    やすよ 

□ すごもりや ギガは減らずに キロ増える              ごんたくん 

□ 印鑑の 廃止稟議書 押印す                          TOMO 

□ いざ出社 焦るベルトの きつさかな                  これピー 

□ テレワーク 働く気持ち 自粛せず                    ぴかちゅー 
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□ テレワーク たまの出社が 新鮮に                    次男坊 

□ リモートに 慣れて出社 恐怖症                        桜もち 

□ 切りがいい 豆腐屋の笛 一休み                      たかちゃん 

□ 背景を 設定できず 大掃除                          わかな 

□ 在宅で 増えた脂肪と ストレスよ                    ジャン 

□ ＶＰＮ 速度上がらず 出勤だ                        バブリン 

 

 【働き方（職場）】 

   □ 通勤が  在宅勤務で  おさらば death          N.りょうすけ 

   □ 通勤を 通信に変え 減らす無駄                      山宗雲水 

   □ テレワーク デスクがなくて 段ボール                真夜中 

□ 勤務後は 温泉三昧 それもいい                       ふで 

□ 都心避け 郊外に住む ニューライフ                   おっちゃん 

□ ボロ車 それでも貴重な 執務室                       さすらいのテレワーカー 

□ 自宅から ２キロの範囲で 日々暮らす                 テレワーク・エブリデイ 

□ パワハラも セクハラもなし マイ職場                 やじろべー 

□ あの店も 気づけば化けて シェアオフィス             素敵なワークライフ 

□ 赤とんぼ 止まる指先 ワーケーション                 もふもふ 

□ 給付金  在宅準備に  全て消え                         N.りょうすけ 

□ テレワーク 満員電車にゃ もう戻れぬ                 さきみち 

□ 気分だけ Go To リゾート この背景                   素敵なワークライフ 

    

 【コミュニケーション】 

□ 密避けて 密に連絡 テレワーク                       あずきち 

□ マイクオフ 指摘する俺 マイクオフ                   さびこ 

□ 会わずとも タテヨコナナメの 意図つなぐ               スタートナウ 

□ 固まった 変顔でみな 笑みあふれ                     星形ニンジン 

□ Web会議 zoomしないで すっぴんよ                 けんちゃん 

□ 発言を しないとフリーズ 疑われ                    やすよ 

□ テレワーク ああ懐かしの 縄のれん                   かかし 

□ webの顔 みんな違って みんないい                   アカエタカ 

□ 同僚の 子どもと今や 顔なじみ                       ウェブ会議マニア 

□ 背景が 気になり会議 上の空                         やすよ 

□ 襖から ちらりと覗く 好奇心                           二児の親猫 

□ テレワーク 心の距離は 蜜にする                     ひろぴー 

□ じっくりと シチュー煮ながら WEB会議              宮のふみ 
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□ この丸顔 誰かと思えば 自分だし                     これピー 

□ 声被り どうぞどうぞと また被る                     バリュー委員会 

□ ウェブ会議 場所はそのまま ウェブ飲みに             あざみの かかし 

□ ウェブ会議 妻と子どもは お散歩に                   配慮に感謝する夫 

□ ＷＥＢ会議 終始フリーズ する部長                    逆ペリカン 

□ Web会議 始めた途端 宅配便                           たろさん 

 

 【育児・介護】 

□ 子が映り 社長おもわず パパの顔             けんちゃん 

□ 絵本読み ばあの子守りも テレワーク                 マヌカン 

□ テレワーク お腹のベビーも 守られて                 亜北斎 

□ パパもまたゲームするのと児が覗く                     西東南北 

 

 【家庭】 

□ 残業は止めてと電源妻が切る                           西東南北 

□ 鬼女房 あの上司さえ 愛おしい                       かかし 

□ 晴れた日は お庭でポカポカ エコワーク               箱魔古 

□ WEB会議 漏れ聞くチャイム 宅配便                  かふぇおれ 

□ テレワーク ペット乱入 子の妨害                     ハルル 

□ 「出勤日 いつ？」と何度も 妻が問う                 やすよ 

□ 押入れを ＤＩＹで テレワーク                       こうちゃん 

□ 家に居る いつもいないのに 今日も居る                 みかこ 

□ 18時！ PC 閉じて 風呂入る                         ゆうタロう 

□ 席並べ ドキドキするねと 妻が言う                   夏の雪 

□ ネコ着地 キーボードの上 ハイ送信                   せみさん 

□ リビングの 仕事姿に ギャップ萌え                   あそう 

□ テレワーク 机の下は 秘密基地                       吉 哉郎 

□ 今日会社？ めずらしいね、と 問うムスメ             Hヤマ 

□ 「ランチ何？」 夫婦で在宅 オウム返し               バリュー委員会 

□ テレワーク 妻とはいつもの ディスタンス             減点パパ 

□ 在宅で 空いた時間で 親孝行                         しゅな 

□ 昼休み 布団で昼寝 テレワーク                       らくちゃん 

□ ゴミ出しで 分かる隣りも テレワーカー               こすもす 

□ 背景を 求めて彷徨う 部屋の中                       みやもと 

□ おいしいな 定時ジャストで 飲むビール               バリュー委員会 
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□ 在宅も オフィスも同じ コンビニ弁当                  ＩＭＡ３ 

□ リビングで 妻と争う 一等席                          オーカーン 

 

 

※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。 


