
第 11 回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2016 年 8 月 27 日に行われました、第 11 回本試験ライティング問題の模範解答を記載いたします。本試験では

ライティング問題として実際にテーマに沿った文章を作成して頂きます。次回の本試験の参考にしてください。 

 

【解説】ライティング問題は減点方式を採用しています。 

日本クラウドソーシング検定協会ホームページの解答速報および問題例 

（http://crowd-kentei.or.jp/about_test/about_web_writing_proficiency_exam/） 

ではより詳しくライティング問題のルールを記載しておりますので、ご参考下さい。 

模範解答では下記の点などを守っています。 

 

・キーワードは必ず文中で使用してください。 

・記述すべきテーマから外れないように記述してください。 

・規定された文字数を超えないようにしてください。 

・「です・ます」「である・だ」等表記の統一を行ってください。 

・主語、述語等は正しく使用してください。 

 

【問.1】英会話について 240 文字以上 300 文字以内で記述してください。  

＊文字数は下にカウントされていますのでご参照ください。  

＊ライティング問題は、コピーアンドペーストはできません。  

＊キーワードは必ず文章内で使用してください。  

＊書き出し例文は例文ですので、そのまま使用することは禁止です。  

 

【書き出し例文】ビジネスシーンにおいて英会話を覚えたいという方は多いのではないでしょうか。  

 

キーワード 1：留学  

キーワード 2：ヒアリング 

  

【模範解答 1】279 文字 

国際化が進む昨今、英会話を勉強する方が増えてきました。語学留学として若いうちから海外に行く方も増えて

います。またヒアリング能力を鍛える為、幼いころから英会話スクールに通う子供もいるほどです。しかし英会

話の学習が盛んになる一方で、英会話に苦手意識を持っている方も多くいるのではないでしょうか。 

会話内容や発音が間違っているかもしれないと思うと恥ずかしい、などの気持ちは上達の妨げになってしまいま

す。上手に英語を話したいと思うのであれば、このような気持ちを取り払い、気軽に話すところから始めてみて

はいかがでしょうか。きっとそれが英会話の上達につながることでしょう。 

 

【模範解答 2】294 文字 

最近では海外旅行に出かけても、ホテルやお店などで日本語が通じる場所が多くなってきました。そのことによ

り英会話ができなくても旅行を楽しむことができます。 

しかし英語が話せれば、外国人とのコミュニケーションを広げることができます。 

高度な知識がなくても、ちょっとしたヒアリング能力と中学校で学んだレベルの英語力を持っていればある程度

http://crowd-kentei.or.jp/about_test/about_web_writing_proficiency_exam/


のコミュニケーションがとれるそうです。 

英会話で大切なのは、正しい文法で喋れているのかどうかではなく、何を伝えたいか、何を聞きたいかと言った

部分です。海外旅行に出かけた際には勇気を出して英語で話してみてはいかがでしょうか。きっと旅行が何倍に

も楽しくなることでしょう。 

 

【模範解答 3】284 文字 

昨今の国際化から、日本の企業でも業態によっては英会話が必須な会社があります。 

またそれだけではなく、社内の日常会話でも英語を多用しなければならない会社もあるほど英会話の能力が求め

られています。その中で英会話をマスターしようと、英会話教室に通う方も多くいらっしゃることでしょう。実

際、英語圏の方のネイティブな発音を聞くことでヒアリング能力が鍛えられると共に、耳が英語に慣れることで

発音もよくなると言われます。また、最近ではスマートフォンのアプリなどでも英語発音を確認できるものなど

が出てきました。こういったものを上手に活用し英会話スキルを上達させてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.2】花火について 240 文字以上 300 文字以内で記述してください。 

＊文字数は下にカウントされていますのでご参照ください。  

＊ライティング問題は、コピーアンドペーストはできません。  

＊キーワードは必ず文章内で使用してください。  

＊書き出し例文は例文ですので、そのまま使用することは禁止です。  

 

【書き出し例文】夜を彩る打ち上げ花火は夏の風物詩の 1 つと言えます。  

 

キーワード 1：イベント  

キーワード 2：安全  

 

【模範解答 1】259 文字 

夏のイベントと言えば花火を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 

何千発、何万発も夜空に打ち上げる有名な花火大会だけでなく、線香花火や手持ち花火、ねずみ花火などコンビ

ニエンスストアやおもちゃ屋で扱われている花火を楽しむのも夏のイベントと呼べるでしょう。 

このような花火を楽しむためには安全に気をつけなければなりません。例えば水が入ったバケツを準備し火気に

気を付けることが重要です。また周辺に通行人などがいない場所で行う、深夜帯に行わないなどが挙げられます。

周囲の安全やマナーにも気を付けながら花火を楽しみたいものです。 

 

【模範解答 2】285 文字 

毎年夏になると日本各地で大きな花火大会が行われ、会場は多くの来場者でにぎわいを見せます。打ち上げ花火

を見るだけでなく、屋台が並んだ会場を歩くだけでお祭り気分が味わえることでしょう。更に特設のステージを

用意して、芸能人を呼ぶなどよりイベント性を高める花火大会もあるほどです。 

そんな楽しいイベント盛りだくさんの花火大会ですが、安全に楽しむためにはいくつか注意すべきことがありま

す。人が多い会場では、同行した人とはぐれてしまった場合の集合場所を決めるだけでなく、野外に出るため虫

よけスプレーや懐中電灯を用意しましょう。万全の準備で挑むことで安心して楽しむことができるでしょう。 

 

【模範解答 3】288 文字 

夏のなると日本各地で花火大会が行われます。その中でも隅田川花火大会は、東京三大花火大会の１つに挙げら



れるだけではなく、記録に残る国内最古の花火大会だと言われています。 

1733 年に幕府が慰霊と悪疫退散をかねて両国橋周辺で花火を打ち上げたのが現在行われる花火大会の起源とさ

れています。また浮世絵師の歌川広重が描いた「名所江戸百景」でも隅田川花火大会の前進である「両国の川開

き」を見ることができます。 

このように花火は日本人にとって夏のイベントというだけではなく文化として定着しています。この夏も安全に

留意した大型の花火大会が日本各地で行われていますので是非出かけてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】コンビニエンスストアについて 240 文字以上 300 文字以内で記述してください。  

＊文字数は下にカウントされていますのでご参照ください。  

＊ライティング問題は、コピーアンドペーストはできません。  

＊キーワードは必ず文章内で使用してください。  

＊書き出し例文は例文ですので、そのまま使用することは禁止です。  

 

【書き出し例文】昼夜を問わずコンビニエンスストアを利用する方は多いことでしょう。  

 

キーワード 1：24 時間   

キーワード 2：日本全国  

 

【模範解答 1】257 文字 

コンビニエンスストアは 24 時間の営業時間とお弁当やサンドイッチ、お菓子などの食料品だけでなくシャンプ

ーや洗剤など日用品まで豊富な品揃えを特徴にして日本全国に利用者を増やしてきました。また、コンビニエン

スストアはコピー機や宅急便の受け取り、公共料金の支払いなどさまざまなサービスも展開しています。 

その為、今では生活に無くてはならないお店の 1 つといっても過言ではないでしょう。 

利便性だけでなく、全国展開された店舗の多さによりどこに行っても同じものが買える安心感から、コンビニエ

ンスストアの普及はますます進むことでしょう。 

 

【模範解答 2】297 文字 

コンビニエンスストアは皆さんの生活に馴染み深い店舗と言ってもいいかもしれません。 

日本全国各地に店舗があり品ぞろえが豊富なことから、一日に何度も店舗に足を運び利用する方も多いことでし

ょう。 

このように私たちの生活に定着しているコンビニエンスストアですが、その歴史は 1927 年にアメリカ・テキサ

ス州のオーククリフという町でオープンした小さな氷小売販売店が始まりと言われています。その後、サービス

を拡充させる中で徐々に現在のコンビニエンスストアの形に変化していきました。 

今後もコンビニエンスストアは利用者のニーズに合わせてさまざまな展開をすると想像され、私たちの生活にと

って更に不可欠な店になることでしょう。 

 

【模範解答 3】297 文字 

24 時間営業の利便性のみならず、さまざまな商品やサービスを扱っていることから、コンビニエンスストアは多

くの人々に利用されています。 

お弁当やお菓子だけでなく、日用雑貨、電池や携帯電話の充電器など、幅広い商品を取り扱っていることもコン

ビニエンスストアがよく利用されるポイントの１つではないでしょうか。 

その中で、コンビニエンスストア各社が力を入れている物の１つとして、オリジナル商品であるプライベートブ



ランドがあります。プライベートブランドは、類似商品より比較的安価で購入などのメリットがあり、現在は多

くの商品が誕生しています。 

今後も展開が進むプライベートブランド商品を手に取ってみてはいかがでしょう。 

 

【問.4】オリンピックについて 320 文字以上 400 文字以内で記述してください。 

＊ライティング問題は、コピーアンドペーストはできません。  

＊文字数は下にカウントされています。ご参考下さい。  

＊書き出し例文を参考にして文章を書いてください。書き出し例文をそのまま使用することは禁止です。  

＊この問題にキーワードはありません。自由に記述してください 。 

 

【書き出し例文】オリンピックは 4 年に 1 度開催される世界的なスポーツの祭典です。 

 

【模範解答 1】372 文字 

リオデジャネイロでの開催が記憶に新しいオリンピックは世界的なスポーツの祭典です。4 年に 1 度開催される

オリンピックは「夏季オリンピック」と「冬季オリンピック」があり、スポーツファンのみならず多くの人々の

注目を集める大きなイベントです。 

選手が金銀銅のメダルを取る様子のみに一喜一憂するだけではなく、国の代表者として誇りをもって競技に挑む

姿やドラマチックな競技展開に感動を覚える人は多くいることでしょう。 

次回の夏季オリンピックは東京が開催地であるため、選手の育成や選別だけでなく、会場設営や関連商品など、

さまざまなニュースが日々メディアで流されています。 

そのため、東京オリンピックの動向から目を離せない方も多いのではないでしょうか。4 年後に迫った東京オリ

ンピックをさまざまな観点から見つめ、これまでと違ったオリンピックを楽しむのも良いかもしれません。 

 

【模範解答 2】344 文字 

2020 年夏季オリンピックが東京で開催されると決まったことで、オリンピックによる経済効果についてはさま

ざまな人々からの期待が集まっています。 

経済効果はオリンピック開催中の観光収入だけでなく、関連グッズ販売に対しての消費活性化などが挙げられま

す。また、会場設営やインフラ整備による雇用の増強も経済活性化につながるため、オリンピックへの期待は高

まっています。 

しかしオリンピック景気の期待が高まる一方で、オリンピック開催までの課題は山積みと言われています。例え

ば新国立競技場のデザイン変更や建材資産の高騰などによる予算大幅増に対する見直しなど問題があり、開催ま

で一筋縄ではいかない様子もさまざまなメディアで伝えられています。東京オリンピック開催までの動向に目を

離せない方も多いのではないのでしょうか。 

 

【模範解答 3】385 文字 

オリンピックと言えば世界的な規模で行われるスポーツの祭典として有名です。 

また、日本ではオリンピックを「五輪」と例えるように、五色の輪をデザインしたシンボルマークを思い浮かべ

る人は多いことでしょう。 

この五色の輪はオリンピックマークと呼ばれますが、このマークは深い意味を持って表されています。 

それは、五輪がアメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オセアニアの五大陸を表し、これら五大陸の団結と

競技者たちが世界中からオリンピック競技大会に集うことです。 

このことはオリンピック憲章にも記載されております。オリンピックはスポーツ大会としてだけでなく世界の連



帯を願って行われている祭典と言えるでしょう。 

2020 年のオリンピックは東京で開催されます。さまざまなメディアで連日オリンピックの話が流れていますが、

このようなことも知っているとオリンピックに対して新しい発見ができるかもしれません。 

 

 

ライティング問題-総評- 

 

第 11 回 WEB ライティング技能検定 本試験を受験頂いた皆様、お疲れ様でした。 

ここでは今回の第 11 回 WEB ライティング技能検定 本試験 ライティング問題の総評をお伝えいたします。 

今回の本試験でも、4 択問題において、高得点の方とそうでない方との差が明白に確認できています。また、合

格された方はほぼ満点でございました。4 択問題は引き続き満点を目指す気持ちで学習を続けて下さい。 

 

実技のライティング問題でも、点数の二極化が確認できております。今回惜しくも不合格となってしまった方は、

本協会からご案内しております解答速報、総評、また教材などをご参考にライティングスキル向上を目指し、学

習に励んで下さい。 

 

ライティング問題の総評では、より細かく、一部の方の解答を参照してご説明いたします。 

まだライティングに自信がない方もライティングに自信がある方も総評を参考に学習して頂ければ幸いでござ

います。 

 

＊今回受験頂いた方の中から主な減点対象を抜粋して総評に加えさせて頂いております。 

 

実技 ライティング問題の個別解答に対する減点箇所 

 

 

問 1 英会話について 240 文字以上 300 文字以内で記述してください。 

キーワード 1. 留学 キーワード 2.ヒアリング  

 

【解答例 1】 

「英会話学校では、クラス単位の授業ではなく個人単位の授業が多く、外国人の英語教師とマンツーマンで授

業が行われています。」 

 

上記解答例では助詞の「の」が一文に 3 回使用されています。 

 

【修正例 1】 

「英会話学校では、クラス単位ではなく個人単位の授業が多く、外国人の英語教師とマンツーマンで授業が行わ

れています。」 

 

上記修正例では、一部の表現を削除する修正を行いました。同じ助詞の使用回数に注意しながら文章作成を心が

けましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



【解答例 2】 

「今の日本で日常に生活において英会話を必要としている人は決して多くないでしょう。」 

 

上記の解答例では「日常に（の）」が誤字となります。 

【修正例 2】 

「今の日本で日常の生活において英会話を必要としている人は決して多くないでしょう。」 

 

１度作成した文章は見直しを行うことをおすすめいたします。見直しを行うことで誤字脱字だけでなく、文章が

不自然になっていないかなどを確認することもできます。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 3】 

「私の周りには英会話を習得した友人がたくさん居ます。その方法は、数年間留学をして英語を話さなければな

らない環境に自らを置くことです。」 

 

上記の解答例では、一文が主観的な表現になっています。 

 

【修正例 3】 

「数年間留学をして英語を話さなければならない環境に自らを置くことで、英会話を習得した方も少なくありま

せん。」 

 

上記修正例では、一部の表現を別の表現に置き換える修正を行いました。主観的な要素が強いと感想文のような

文章になってしまいます。上記のように客観的な視点を交えて文章を作成するように心がけましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 4】 

「理由は、日本の学校教育では英会話の授業はしていないからです。」 

 

上記の解答例では、一文が主観的な表現になっています。 

 

【修正例 4】 

「その理由の一つとして、日本の学校教育では英会話の授業をしていない点が挙げられます。」 

 

主観的な要素が強いと感想文のような文章になってしまいます。 

修正例を参考にして、主観的な表現をしないように注意しましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 5】 

「その為、多くの単語を覚えて英語を聞き取る事は出来ても、英会話特有の言い回しを知らない為に、内容を 

理解することが出来ないという事態に陥る。つまり、意味が理解出来ないのでヒアリングが出来ません。」 

 

上記の解答例では１つの文章の中に「陥る」「出来ません」のように異なる文末表現が混在しています。 

 

【修正例 5】 

「その為、多くの単語を覚えて英語を聞き取る事は出来ても、英会話特有の言い回しを知らない為に、内容を 



理解することが出来ないという事態に陥ります。つまり、意味が理解出来ないのでヒアリングが出来ません。」 

 

上記修正例では、「ですます調」に統一しました。同一の文章内に「ですます調」「だ、である調」などの文末表

現や「そのため」「その為」などの表記ゆれが混在すると、読者に読み難さや違和感を与えてしまいます。このよ

うなものは文章作成後の見直しを行うことで軽減できます。文章作成後は見直しを行うようにしましょう。 

 

 

問 2 花火について 240 文字以上 300 文字以内で記述してください。 

キーワード 1.イベント キーワード 2.安全 

 

【解答例 1】 

「お祭りや、イベントに行なわれる花火は、とても綺麗な風景です。」 

 

上記の解答例では助詞の「に」が誤った使用方法になっています。また読点が多く全体的に意味の通り難い文書

となっています。 

 

【修正例 1】 

「お祭りやイベントで行なわれる花火は、とても綺麗です。」 

 

上記のように修正しました。ここで記載されている「花火」が「打ち上げ花火」だとした場合、 

「お祭りやイベントで打ち上げられる花火は、」と書くことで「行なわれる」よりも具体的な表現になります。 

また「花火」を「花火大会」だとした場合は「お祭りやイベントで行われる花火大会は」と書くと意味が通じや

すくなります。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 2】 

「しかし、花火大会は日本の夏の風物詩であり、多くの人々の楽しみでもあります。」 

 

上記解答例では助詞の「の」が一文に４回使用されています。 

 

【修正例 2】 

「しかし、花火大会は夏の風物詩であり、多くの人々が楽しみにしているイベントといえます。」 

 

上記修正例では、一部の表現を別の表現に置き換える修正を行いました。同じ助詞の使用回数に注意しながら文

章作成を心がけましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 3】 

「花火は夏になる必ずどこの地域でも開催され、家族やカップル等で賑わっています。」 

 

上記の解答例では「なる（と）必ず」が脱字となります。 

 

【修正例 3】 

「花火は夏になると必ずどこの地域でも開催され、家族やカップル等で賑わっています。」 



 

１度作成した文章は見直しを行うことをおすすめいたします。見直しを行うことで誤字脱字だけでなく、文章が

不自然になっていないかなどを確認することもできます。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 4】 

「しかし花火は安全面を重視してきちんと扱わないと、火事になったり、爆発に巻き込まれ怪我をする危険があ

りますので注意が必要です。」 

 

上記の解答例では、一文の中に「たり」が１度のみしか使用されていません。「たり」を使用する場合は一文の中

に 2 回使用するようにしましょう。 

 

【修正例 4】 

「しかし花火は安全面を重視してきちんと扱わないと、火事になったり爆発に巻き込まれたりして、怪我をする

危険がありますので注意が必要です。」 

 

修正例のように「たり」は二度繰り返し使用するように注意しましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 5】 

「個人でも盛り上げる方法があります。最近では個人で協賛金を寄付する事が出来ますし、寄付すると特等席

で花火を鑑賞出来るおまけ付きというものも出て来ています。」 

 

上記の解答例では、上記の解答例では「何を」盛り上げるのかの説明が省略されているため、理解しにくい文章

となっています。 

 

【修正例 5】 

「個人でも花火大会を盛り上げる方法があります。最近では個人で協賛金を寄付する事が出来ますし、寄付する

と特等席で花火を鑑賞出来るおまけ付きというものも出て来ています。」 

 

上記修正例では、「何を」盛り上げるのかを明確にして、分かりやすい文章構成に修正をしました。 

読み手にとって明快で理解しやすい文章を心がけましょう。 

 

 

問 3 コンビニエンスストアについて 240 文字以上 300 文字以内で記述してください。 

キーワード 1. 24 時間 キーワード 2. 日本全国 

 

【解答例 1】 

「スーパーの営業時間外や、深夜及び早朝にコンビニストアを利用される方が多くなっています。コンビニエ

ンスストアの多くは、２４時間営業を行っているところが多く、日本全国に展開しています。」 

 

上記の解答例では、「コンビニストア」「コンビニエンスストア」と表記ゆれがあります。また、一文に「多く」

という表現が 2 回使われているため読みにくい文章になっています。 

 



 

【修正例 1】 

「スーパーの営業時間外や、深夜及び早朝にコンビニエンスストアを利用される方が多くなっています。一般的

にコンビニエンスストアは、２４時間営業を行っているところが多く、日本全国に展開しています。」 

 

上記修正例では、一部の表現を別の表現に置き換える修正を行いました。 

同様の表現の連続使用や、表記ゆれについても文章作成後の見直しを行うことで軽減できます。文章作成後は見

直しを行うようにしましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 2】 

「早朝でも深夜でも利用できるコンビニエンスストアは日本人にとって今ではなくてはならない存在になって

いるのではないでしょうか。日本全国どこの店舗に行っても同じものが同じ価格で販売されており、食料品

から日用品までの品揃えがある安心感と２４時間いつでも利用できる便利さが重宝されている。」 

 

上記の解答例では１つの文章の中に「でしょうか」「されている」のように異なる文末表現が混在しています。 

 

【修正例 2】 

「早朝でも深夜でも利用できるコンビニエンスストアは日本人にとって今ではなくてはならない存在になって

いるのではないでしょうか。日本全国どこの店舗に行っても同じものが同じ価格で販売されており、食料品から

日用品までの品揃えがある安心感と２４時間いつでも利用できる便利さが重宝されています。」 

 

上記修正例では、「ですます調」に統一しました。同一の文章内に「ですます調」「だ、である調」などの文末表

現や「そのため」「その為」などの表記ゆれが混在すると、読者に読み難さや違和感を与えてしまいます。このよ

うな表現は文章作成後の見直しを行うことで軽減できます。文章作成後は見直しを行うようにしましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 3】 

「コンビニエンスストアは一人か二人の管理者で営業されており、小規模なセルフサービス式の店で食料品や

日用雑貨を中心として、24 時間営業の店が多いです。」 

 

上記解答例では助詞の「の」が一文に 3 回使用されています。 

 

【修正例 3】 

「コンビニエンスストアは一人か二人の管理者で営業されており、小規模なセルフサービス式の店で食料品や日

用雑貨を中心として、24 時間営業を行っている店が多いです。」 

 

上記では一部の表現を別の表現に置き換える修正を行いました。同じ助詞の使用回数に注意しながら読みやすい

文章構成を心がけましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 4】 

「またコンビニエンスストアが、これほどまでに重宝される理由は、基本的に 24 時間営業でありいつでも利用

していくことができるという点にもあります。 

 



上記解答例では「していくことができる」という表現は冗長な表現になります。 

 

【修正例 4】 

「またコンビニエンスストアが、これほどまでに重宝される理由は、基本的に 24 時間営業でありいつでも利用

できるという点にもあります。 

 

上記修正例では「利用できる」というように修正しました。１度作成した文章は見直しを行うことをおすすめい

たします。見直しを行うことで文章が不自然になっていないかなどを確認することもできます。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 5】 

「近年のコンビニエンスストアでは買い物に利用するだけでなく、銀行の引き落としやチケットの購入などもで

きてしまうために、人々の暮らしの中では欠かせない小売店となっています。」 

 

上記解答例では助詞の「の」が一文に 5 回使用されています。 

 

【修正例 5】 

「昨今コンビニエンスストアでは買い物に利用するだけでなく、銀行の引き落としやチケット購入などのサービ

スを行うところが多くあります。そのためコンビニエンスストアは人々の暮らしの中で欠かせない小売店となっ

ています。」 

 

上記修正例では、一部の表現を別の表現に置き換える修正を行いました。同じ助詞の使用回数に注意しながら文

章作成を心がけましょう。 

 

 

問 4 オリンピックについて 320 文字以上 400 文字以内で記述してください。 

キーワード なし 

 

【解答例 1】 

「いろいろな国の選手が誇りをかけて競技を行う姿は見るものを感動させルことも少なくありません。」 

 

上記解答例では「感動させル（る）」が誤字となります。 

 

【修正例 1】 

「いろいろな国の選手が誇りをかけて競技を行う姿は見るものを感動させることも少なくありません。」 

 

例え良い文章であってもたった一文字の誤字で文章の評価を下げてしまいます。１度作成した文章は見直しを行

い文章が不自然になっていないかなどを確認しましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 2】 

「今年２０１６年のブラジルで行われたリオオリンピックでは、水泳、体操、柔道、レスリング、バトミントン

で、金メダルが獲得されました。」 

 



上記の解答例では主語が省略されていて、理解しにくい文章となっています。 

 

【修正例 2】 

「今年２０１６年のブラジルで行われたリオオリンピックにおいて日本は、水泳、体操、柔道、レスリング、バ

トミントンで金メダルを獲得しました。」 

 

上記修正例では、主語を明確にして、一部の表現を別の表現に置き換える修正を行いました。 

このように主語を入れるだけでも意味が伝わりやすい文章となります。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 3】 

「次の２０２０年のオリンピックは開催国日本で東京で行われます。現在、日本では日本オリンピック委員会を

中心に、競技場の建設、運営スタッフの人選、復活した競技種目の調整、競技選手の育成と人選を急ピッチでお

こなっています。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「行われます」と「おこなわれます」で表記ゆれがあります。 

また「日本で東京で」と「で」の連続や「競技場の建設、運営スタッフの人選、復活した競技種目の調整、競技

選手の育成」と助詞「の」が連続して使われています。 

 

【修正例 3】 

「次の２０２０年のオリンピックは東京で開催されます。現在、日本オリンピック委員会が中心となり、競技場

の建設、運営スタッフの人選を行っています。またそれだけではなく、復活した競技種目の調整、競技選手の育

成や人選なども急ピッチで行っています。」 

 

上記修正例では、一部の表現を別の表現に置き換える修正を行いました。一文の中に伝えたいことを詰め込み過

ぎてしまうのはよくありません。不要な表現を削除する、文を分けるなどを行い、同じ助詞の使用回数に注意し

ながら読みやすい文章構成を心がけましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 4】 

「オリンピックは技術と人間模様が合わさっているので見る者を虜に、応援させ感動するのでしょう。」 

 

上記の解答例では主語と述語のねじれがみられます。 

 

【修正例 4】 

「オリンピックは技術と人間模様が合わさっているので、見る者を虜に、応援させ感動させるのでしょう。」 

 

上記修正例では「オリンピック」が主語である場合「見る者を虜に（して）」「応援させて」「感動させる」という

形になります。また、文末を「感動する」とした場合であれば見る者が「虜になり」「応援して」「感動する」と

いう形になります。文章を書き終えた後に見直しを行うことで、文章が不自然になっていないかなどを確認する

ことができますので意識して見直しを行うことを心がけましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【解答例 5】 

「先日まで行われていたリオデジャネイロオリンピックの閉会式でも、次回開催地である東京にちなんで、日本



の様々な文化を高い技術を用いて紹介されるなど、デザイナーや音楽家というような非常に多くの人たちが、

自分たちの持っている能力を最大限に発揮する場所としての側面が強調されていました。」 

 

上記解答例では助詞の「の」が一文に 5 回使用されています。 

 

【修正例 5】 

「先日まで行われていたリオデジャネイロオリンピックの閉会式でも、次回開催地である東京にちなんで、日本

の様々な文化を高い技術を用いて紹介されました。その中でもデザイナーや音楽家などが、自分たちの持って

いる能力を最大限に発揮する場所として強調されていました。」 

 

上記修正例では、一部の表現を別の表現に置き換える修正を行いました。一文の中に伝えたいことを詰め込み過

ぎてしまうのはよくありません。不要な表現を削除する、文を分けるなどを行い、同じ助詞の使用回数に注意し

ながら読みやすい文章構成を心がけましょう。 

 

 

実技 ライティング問題の総合的な減点箇所 

 

 

 今回受験頂いた方に共通する減点箇所としては、助詞の連続使用や主観的な表現などが挙げられました。 

その他では、理解しにくい文章構成、口語表現と文語表現の混在などが目立っております。一文に情報を詰め込

み過ぎたり口語表現を混在させてしまったりすると、助詞の連続使用や稚拙な表現など意図しないミスが多くな

ることがあります。ライティングを終えた際にはきちんと文章の見直しを行うことで、誤った表現や意味が通り

難い文章の有無などを確認することができます。作成した文章は見直しをするように心がけましょう。 

 


