
第 12 回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2016 年 9 月 24 日に行われました、第 12 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 

（https://crowd-kentei.or.jp/about_test/grading/） 

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】折り紙について 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】紙を折って花や動物などの形を作る折り紙は、年齢や性別を問わず楽しめる遊びの一つです。 

 

キーワード 1：鶴  

キーワード 2：日本 

 

【模範解答 1】240 文字 

折り紙とは、一枚の紙から動物や植物など様々な形を折りあげていく、日本の伝統的な遊びの一つです。中でも

折り紙を代表する形の一つとして、折り鶴を挙げることができます。 

『鶴は千年、亀は万年』という言葉から長寿のイメージがある鶴は、古くから縁起が良いとされています。その

ため入院中の患者の方などに病気や怪我の回復を願い千羽鶴を贈る風習があります。 

このように折り紙は遊びとしてではなく気持ちや願いを伝える意味合いが含まれる場合もあり、日本人の生活や

文化に密接したものであると言えるでしょう。 

 

【模範解答 2】249 文字 

幼少の頃、折り紙に触れ遊んだことがある方は多いのではないでしょうか。 

色とりどりのきれいな折り紙を使い、鶴や手裏剣などさまざまな形を折る遊びは、子どもから大人まで幅広く親

しまれています。また情操教育として折り紙を取り入れているところもあり、教育の場にも広がりを見せていま

す。 

https://crowd-kentei.or.jp/about_test/grading/


折り紙は、日本で独特の発展を遂げた遊びというだけでなく文化や教育のひとつでもあると言えるでしょう。  

日本人は手先の器用な人種だと言われることがありますが、これは、幼いころから折り紙に触れていることが関

係しているのかもしれません。 

 

【模範解答 3】262 文字 

7 世紀はじめごろに大陸から日本に紙の製法が伝わり、その後、日本独自の製法で和紙が作られるようになりま

した。 

当初、和紙は神への供物を包む紙として利用されていましたが、時代の流れと共に紙そのものを折って楽しむ折

り紙という遊びが生まれました。 

折り紙は様々な折り方をすることで動植物などを作ることができますが、その中でも代表的なものは折り鶴では

ないでしょうか。 

日本では病気になった方に向けて早く病気が治るように折り鶴を千羽作って贈呈する千羽鶴というものがあり

ます。折り紙はただ遊ぶだけのものではなく、贈呈品としても活用されています。 

 

【問.2】ハロウィンについて 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】秋の収穫を祝う海外の祭りハロウィンですが、近年日本でも定着しつつあります。 

 

キーワード 1：仮装 

キーワード 2：お菓子 

 

【模範解答 1】269 文字 

近年日本でもハロウィンのイベントが毎年のように開催されるようになりました。それに伴いイベントの参加者

は年々増加傾向にあるようです。 

諸説ありますが、ハロウィンは欧米から伝わった行事と言われています。魔女やお化けなどに仮装した子どもた

ちが、近所の家々を訪れてお菓子をもらう様子は日本でも有名です。しかし現在の日本では、海外とは違ったハ

ロウィンの楽しみ方が広まっています。 

子どもよりも大人が仮装して行うパレードが行事のメインとなり、思い思いの仮装をした人たちが街中を歩き回

ります。その非日常的な光景は、見る者の目を楽しませてくれることでしょう。 

 

【模範解答 2】281 文字 

昨今、ハロウィンは季節のイベントとして国内でも認知されるようになってきました。 

元来海外でのハロウィンは、悪霊を追い払う宗教的行事でした。しかし現在ではその意味合いは薄れ、秋のイベ

ントとして現在のスタイルに定着とも言われています。特にアメリカでのハロウィンイベントは盛り上がりを見

せています。 

お化けや魔女に仮装した子どもたちが近隣の家々を回り、お菓子をもらう光景が日本のメディアでも伝えられる

ことがあります。一方、日本のハロウィンでは、子どもではなく仮装した若者が街を歩く姿がニュースなどで取

り上げられることなど、アメリカとは違った独特な盛り上がりを見せています。 



 

【模範解答 3】256 文字 

現在では世界中で行われている祭り「ハロウィン」ですが、日本のハロウィンといえば、皆で仮装をして参加す

るイベントを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、元来ハロウィンは秋の収穫を祝う祭りを意

味していました。 

海外で行われるハロウィンではその秋に収穫した野菜を祭りの装飾に使います。中でもカボチャの中身をくり抜

いて作るランタン「ジャック・オー・ランタン」はハロウィンを代表するアイテムの一つと言えます。 

また、仮装をした子供たちが「Trick or Treat」と言いながら家々を練り歩く姿をテレビなどで見る機会が増えて

きました。 

 

【問.3】ランニングについて 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】趣味でランニングを楽しまれている方は多くいることでしょう。 

 

キーワード 1：秋 

キーワード 2：健康 

 

【模範解答 1】267 文字 

気軽に行えるスポーツの一つにランニングがあります。 

ランニングはスポーツウエアとランニングシューズがあれば手軽に始められるだけでなく、有酸素運動で新陳代

謝を上げることが健康に良い影響を与えると言われるため、人気の高いスポーツです。また気温や気候が落ち着

いてくる秋は、ランニングを始めるのに適した時期と言えます。 

見慣れた通学路や通勤路でも、その道をランニングしてみると普段とは違う景色に見え、新しい発見ができるか

もしれません。運動不足解消や健康維持のためだけでなく、ストレス解消のため、この季節にランニングを始め

てみてはいかがでしょうか。 

 

 

【模範解答 2】290 文字 

文部科学省の世論調査によると、成人の 7 割以上が運動不足を感じているというデータがあります。 社会に出

て多忙になることで運動をする時間が取りにくくなることが要因の一つして挙げられています。 

運動を始めたくても準備するのが大変、ジムに通うとしても続けられるか心配、そのように考える方は少なくな

いでしょう。 

そこで、運動不足解消や健康維持のために気軽にできる運動として、ランニングがおすすめです。 

最近ではデザインにこだわったランニングウエアも多くなったことで、オシャレを楽しみながらランニングをす

ることもできます。 

涼しくなった秋の風を感じながら、近所の公園などを走ってみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】281 文字 



健康維持の一つとしてランニングを取り入れている方は多いのではないでしょうか。 

ランニングは、心肺機能の強化やダイエットだけでなくリラックス効果も得られるといわれています。 

近年ではスマートフォンと連動したウェアラブル端末を使うことで、消費エネルギーや走行距離を簡単に把握で

きるようになりました。 

ランニングの記録をデータで見ることで、自分の成長を確認できるだけではなく、より効率的で効果的な方法を

見つけることもできるかもしれません。 

ランニングを取り巻く周辺機器は日々進化を遂げています。スポーツの秋にこのような機器を取り入れ、ランニ

ングを始めてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.4】個人情報の流失対策について 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】個人情報の流失対策は現在の企業にとって必ず行わなければならない対策です。 

 

【模範解答 1】341 文字 

近年、日本では大企業の個人情報流出事件が相次いで起きています。これらは、データのずさんな管理やシステ

ムの誤操作、誤送信により起こるものだと言われています。 

情報流失を防ぐために各企業は情報セキュリティ対策に力を入れています。システム的に防ぐことも大切ですが、

従業員にコンプライアンス遵守を徹底させることも重要と言えるでしょう。サーバーから個人情報をダウンロー

ドしたり、個人情報が入っているＰＣを社外に持ち出したりするのは個人情報の取り扱い上、非常に危険な行為

です。 

このような行為を行う従業員から情報が漏えいする可能が高くなるので、企業側は従業員に対してのコンプライ

アンス遵守は早急に行う必要があります。  

そして従業員一人一人に個人情報の流出対策を周知徹底させる必要性が高まっております。 

 

【模範解答 2】368 文字 

個人情報が流失してしまう原因の多くが、人為的なミスによるものです。例えば、個人情報が記載されている書

類やデータの管理方法が煩雑であったり、身に覚えのないメールを開封してしまったり、と言った行為が挙げら

れます。それらを防ぐためには情報管理について個人で注意しなければならないことが多くあります。 

個人情報が記載された書類は机の上に置かず決められた引き出しなどに入れ管理する、セキュリティーソフトを

導入し更新を定期的に行う、などの対策が大切です。 

また、メールや FAX の誤送信も個人情報を流失させてしまう原因の一つです。データの誤送信を行わないよう

に、電子メールや FAX の送信前に宛先を確認することも個人情報の流失対策として重要です。 

個人情報の流失は企業だけでなく個人にまで影響を及ぼすものです。このようなことに注意し、業務を行うこと

をおすすめします。 

 

【模範解答 3】372 文字 

昨今、個人情報の流失や漏洩についてのニュースを目にすることが多くなりました。 

大手企業が保有する顧客個人情報が流失してしまう事件が発生し、社会的な大問題に発展してしまったことは記



憶に新しいのではないでしょうか。  

顧客情報漏えいは、顧客の不利益を巻き起こすことはもちろん、企業の信頼を失墜させてしまいます。それによ

り経済的な大打撃をもたらすなど、企業に与える損害は計り知れません。そのため、個人情報流失の対策を考え

徹底しなければならないと言えるでしょう。 

例えば、個人情報が書かれた書類は一括で管理し、鍵の掛かった引き出しに保管する、個人情報データが入った

パソコンは社外に持ち出さないなどの対策があります。 

個人情報の流出は、企業の規模を問わず対策を講じていくことが重要と言えます。 普段の業務に情報流失の対

策を定着させ、習慣化していくことが大切でしょう。 

 

 

 

 

 

ライティング問題-総評- 

 

第 12 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 12 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は、主観的な表現やテーマからずれてしまった文章など、大幅な減点対象となるミス

をする方が多くみられました。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 折り紙について 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. 鶴 キーワード 2. 日本  

 

【解答例 1】 

「折り紙とは、日本の伝統的な遊びの一つであり、正方形の一枚の紙から動物や植物など様々な物を折りあげて

いく。」 

 

上記解答例では助詞の「の」が一文で 4 回使用されています。 



 

【修正例 1】 

「折り紙とは、日本の伝統的な遊びの一つである。正方形の一枚の紙から動物や植物など様々な物を折りあげて

いく。」 

 

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】 

「千羽鶴とは長寿のシンボルとされている鶴を千羽折り、糸などで束ねたもので縁起が良いとされているもので

す。入院者の贈り物以外でも災害があった現場や学生のスポーツ会場でも見かけることがあります。 

昔から子供の遊びとして親しまれてきましたが、近年では大人にも人気があり、今までにない形を折るアーテ

ィスティックな作品などもあるようです。」 

 

上記の解答例では主語が無いため意味が通りにくい文章となります。 

 

【修正例 2】 

「折り紙は、昔から子供の遊びとして親しまれてきましたが、近年では大人にも人気があり、今までにない形を

折るアーティスティックな作品などもあるようです。」 

 

日本語の文章では主語を省略することができます。その際は前文の主語を引き継ぐルールがあります。しかしこ

の文章の前文の主語は『千羽鶴』であるため、主語を引き継ぐと意味が通じなくなってしまいます。その為、上

記修正例では、主語『折り紙』を加える修正を行いました。 

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

【解答例 3】 

「日本では昔から「鶴は千年、亀は万年」という言葉があり、鶴は健康の象徴の縁起物とされており、この鶴が

千個集まることで鶴のように長生きできるといったような理由から千羽鶴ができた。」 

 

上記の解答例は、一文が長いため情報量が多く読み難い印象を与えるだけでなく、助詞の多用等が見られます。 

 

【修正例 3】 

「日本では昔から「鶴は千年、亀は万年」という言葉があり、鶴は健康の象徴で縁起物とされている。この鶴が

千個集まることで鶴のように長生きできるといったような理由から千羽鶴ができた。」 

 

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。 

一文が長くなってしまう原因は、書きたい要素や内容を詰め込むことです。一文があまりに長いと読 

者は文意を読み取ることが難しくなってしまいます。 

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

【解答例 4】 

「それらには折った人たちの祈りが込められており、折り紙にはその思いを伝える手段であると言えます。」 

 

上記の解答例では、主語と述語のねじれが見られます。 



 

【修正例 4】 

「それらには折った人たちの祈りが込められており、折り紙にはその思いを伝える手段があると言えます。」 

 

上記修正例では「折り紙には」に対し「手段がある」という文章で修正しました。文章に主語と述語のねじれが

あると読者に読み難さや違和感を与えてしまいます。また、文意が伝わりにくくなりますので、主語と述語のね

じれには注意しましょう。 

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

【解答例 5】 

「鶴を 1000 羽折ることで、病気。長寿が叶うという俗信があり、入院患者への贈り物なでとしてよく用いられ

る。」 

 

上記の解答例では句点が誤って使われているだけでなく、病気と長寿が叶うという意味になり誤解を与えてしま

う文章になっています。また『なで（など）』の誤字があります。 

 

【修正例 5】 

「鶴を 1000 羽折ることで、快癒や長寿が叶うという俗信があり、入院患者への贈り物などとしてよく用いられ

る。」 

 

上記修正例では、病気が治癒するという意味を持った「快癒」という言葉を使用しました。この修正以外でも「病

気が治る、また長寿が叶うという俗信があり」としても良いでしょう。 

 

 

問 2 ハロウィンについて 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. 仮装 キーワード 2. お菓子 

 

【解答例 1】 

「かぼちゃのお面「ジャック・オー・ランタン」を飾ったり、子供が魔女などの仮装をして街を歩きお菓子を貰

う祭りに変化しました。」 

 

上記の解答例では助詞の「を」が多用されています。また、一文の中に「たり」が一度のみしか使用されていま

せん。 

 

【修正例 1】 

「かぼちゃのお面「ジャック・オー・ランタン」を飾ったり、魔女などに仮装した子どもがお菓子を貰ったりす

る祭りに変化しました。」 

 

対等表現の際に用いる「たり」を使い上記のように修正しました。それにより、これまでのハロウィンが、「ジャ

ック・オー・ランタン』を飾り「仮装した子どもたちがお菓子を貰う」祭りに変化した、と言う意味を伝えやす

くなります。 

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

【解答例 2】 



「毎年１０月３１日に行われますが、アメリカでは仮想した子供たちが近所を周り、お菓子を貰う姿が良くテレ

ビで映し出されています。」 

 

上記解答例では「仮想（仮装）」が誤字になります。 

 

【修正例 2】 

「毎年１０月３１日に行われますが、アメリカでは仮装した子供たちが近所を周り、お菓子を貰う姿が良くテレ

ビで映し出されています。」 

 

たと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。一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 3】 

「毎年 10 月 31 日に行われる、ヨーロッパを発祥とする祭りである。」 

 

上記の解答例は冒頭文なのですが、ハロウィンという主語がありません。 

 

【修正例 3】 

「ハロウィンは、毎年 10 月 31 日に行われる、ヨーロッパを発祥とする祭りである。」 

 

冒頭で主語を省略させた文章を書いてしまうと意味が通りにくく読者に読み難い印象を与えてしまいます。一度

書いた文章を書き直し、主語が抜けていないか確認を行いましょう。 

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

【解答例 4】 

「ハロウィンとは毎年 10 月 31 日に行われるお祭りです。大人や子供がみんな仮装して楽しみます。 

仮装は魔女やお化け等、様々な仮装をします。」 

 

上記の解答例では、短文が連続して使用されているため、箇条書きのような印象を与えてしまいます。 

 

【修正例 4】 

「ハロウィンとは毎年 10 月 31 日に行われるお祭りです。このお祭りは大人や子供が魔女やお化け等、様々な

仮装をして楽しむものです。」 

 

上記修正例では一文をつなげる修正を行いました。このことにより、前文との係り受けが生まれ理解しやすい文

章になります。短文の連続のような文章になってしまった場合は接続詞を使うなどして前文や後文をつなげると

良いでしょう。ただし、つなげ過ぎて必要以上の長文にならないように気を付けてください。 

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

【解答例 5】 

「ハロウィンは、ご近所さんやお友達、家庭間で楽しい時間を過ごせる楽しい祭りで、現在日本でも普及し始め

ている。」 

 

上記の解答例では、一文に「楽しい」という形容詞を連続で使っているため、稚拙な印象を与えてしまいます。 



 

【修正例 5】 

「ハロウィンは、ご近所さんやお友達、家庭間で楽しい時間を過ごせる祭りで、現在日本でも普及し始めている。」 

 

上記修正例では、「楽しい」を一つ削除しました。同じ形容詞を連続で使用すると読者に稚拙な印象を与えてしま

いますので、注意しましょう。 

 

 

問 3 ランニングについて 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. 秋 キーワード 2. 健康 

 

【解答例 1】 

「スポーツの秋と言えば、手軽に始めれれるランニングも良いでしょう。」 

 

上記の解答例では、「始めれれる（られる）が誤字となります。 

 

 

【修正例 1】 

「スポーツの秋と言えば、手軽に始められるランニングも良いでしょう。」 

 

たと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】 

「なぜスポーツの秋というかというと。１９６４年の東京オリンピックを開催を記念して「体育の日」が制定さ

れたことが大きな要因となっている。」 

 

上記の解答例では句読点の誤使用や助詞の誤使用、文章のねじれが見られます。 

 

【修正例 2】 

「なぜスポーツの秋というかというと、１９６４年の東京オリンピックの開催を記念して「体育の日」が制定さ

れたことが大きな要因となっているからである。」 

 

上記修正例では、句読点や助詞「を」を「の」に修正しました。また「なぜスポーツの秋というかというと」と

いう問に対し「大きな要因となっている」という若干のねじれがあるため、「からである」に変え、通りの良い文

章に修正しました。主語と述語のねじれや意味のねじれがある文章は読者に読み難い印象を与えてしまうので注

意しましょう。 

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

【解答例 3】 

「最近では多くの人がランニングを日課として取り入れている人がいます。」 

 

上記解答例では一文に「人が」という表現を多用しているため、稚拙な印象を与えてしまいます。 



 

【修正例 3】 

「最近では多くの人がランニングを日課として取り入れています。」 

 

上記では「取り入れている人がいます」の「人が」を削り文章を整える修正を行いました。同じ表現の使用回数

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】 

「秋の気温は人間にとって過ごしやすく、秋が好きという人が多い。そのような秋にちなんでスポーツの秋とい

われる。夏のように暑すぎず、冬のように寒すぎないからだ。」 

 

上記解答例は、主観的な文章になります。また「スポーツの秋」の説明が不足しているため読者に読み難さや違

和感を与えてしまう文章になります。 

 

【修正例 4】 

「秋の気温は夏のように暑すぎず、冬のように寒すぎないため、運動に向いた時期と言われている。 

また、東京オリンピックの開催日 10 月 10 日にちなんで「スポーツの秋」と呼ばれている。」 

 

上記修正例では、主観的な文章を修正し「スポーツの秋」の由来を加えました。主観的な文章は読者に読み難さ

を与えるだけでなく意味が通りにくい稚拙な文章になってしまうことが多くあります。主観的な表現を避け、客

観的な情報や視点で文章を作成しましょう。 

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

【解答例 5】 

「そのほか野球、サッカー、バスケットボールなどの球技や、体操競技における跳馬の助走など、いろいろな 

スポーツのなかに走る動作として現れる。 

ランニングの運動は、健康に良く秋になると公園などではランニングをする人が近年増えてきております。」 

 

上記解答例では、「現れる」「おります」のように「です・ます調」と「だで・ある調」の混在が見られます。読

点の誤使用のため、文意が通じにくい箇所があります。 

 

【修正例 5】 

「そのほか野球、サッカー、バスケットボールなどの球技や、体操競技における跳馬の助走など、いろいろな 

スポーツのなかに走る動作として現れる。 

ランニングの運動は健康に良く、秋になると公園などではランニングをする人が近年増えてきている。」 

 

上記修正例では、「だ・である調」に整える修正を行いました。また読点を適所に打つことで意味が通りやすい文

章に修正を行いました。読点を打ち間違えることで、意味が通じ難くなるだけではなく、複数の文意が生じる場

合もありますので注意しましょう。 

 

問 4 個人情報の流失対策について 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】 

「代表的な流出対策としては以下のことが考えられます。 

 

・電子メールや FAX を送る前に宛先を確認する 

・個人情報が含まれる書類をシュレッダーで破棄する 

・個人情報を持ち出せないようにする 

・安全確認を取れていない web サイトで個人情報を入力しない 

・定期的にパスワードを変更する 

・ファイル共有ソフトを利用しない 

・セキュリティソフトを導入して更新をする 

・公共の場で個人情報を含む会話をしない 

・個人情報に対するアクセス制限 

・従業員が自由にソフトをインストールできないようにする」 

 

上記解答例は、箇条書きとなり大幅な減点対象となります。箇条書きは文章としては短文の連続使用のように見

えて評価することが難しく、また稚拙な印象を与えてしまいがちです。 

 

【修正例 1】 

「個人情報の流出対策として、電子メールや FAX を送る前に宛先を確認することが大切です。また、個人情報

が含まれる書類をシュレッダーで破棄することも情報流失対策の一つと言えます。 

メールやファックスでの誤送信や不要になったデータを適切に処理することも必要ですが、従業員が個人情報

を持ち出せないようにするなども怠ってはいけない対策の一つです。」 

 

上記修正例は、箇条書きの一部を文章にする修正を行いました。WEB ライティング技能検定 本試験実技問題で

は、箇条書きでの表現を使用しないようにしましょう。 

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

【解答例 2】 

「企業では個人情報を流出をすることで、どのような被害があるのか、法的措置がとられるのかという講義を定

期的に従業員に行うべきだと考える。」 

 

上記の解答例では助詞「を」について誤使用と多用がされています。また「べきだと考える」という主観的な表

現があります。 

 

【修正例 2】 

「企業では個人情報を流出させてしまうことで、どのような被害があるのか、法的措置がとられるのかという講

義を定期的に従業員に行うべきではないだろうか。」 

 

上記修正例では、「流失をする」を「流失させてしまう」に修正を行いました。また「考える」という主観的な表

現を「べきではないだろうか」と修正しました。主観的な表現は「個人の意見」のように捉えられてしまいます。 

そのことで、文章が感想文のような印象になってしまいますので、主観的な表現は避けましょう。 

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

【解答例 3】 



「セキュリティチェックは、パソコンのセキュリティの定期的なアップロードや外部のセキュリティソフトの利

用をして漏えいを防ぐことが出来ます。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に助詞「の」が連続して使われています。 

 

【修正例 3】 

「セキュリティチェックは、パソコンのセキュリティを定期的にアップロードすることが大切です。 

また外部のセキュリティソフトを利用することで漏えいを防ぐことが出来ます。」 

 

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】 

「個人情報の流出は近年大きく取り上げられるようになりました。」 

 

上記の解答例では、個人情報の流失が「どこ」で取り上げられているのかが記載されていないため、意味の通り

難い文章になります。 

 

【修正例 4】 

「個人情報の流出は近年新聞やテレビなどのさまざまなメディアで大きく取り上げられるようになりました。」 

 

上記修正例では、大きく取り上げられている場所を記載するという修正を行いました。これにより文意が伝わり

やすくなります。必要な情報を省略してしまうと読者にとって読み難い文章になってしまいますので注意しまし

ょう。 

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

【解答例 5】 

「個人情報が流出するということは、企業の信用が失い、最悪の場合倒産する遠因にもなっています。」 

 

上記解答例では、助詞の誤使用により不自然な印象を与えてしまう表現があります。 

 

【修正例 5】 

「個人情報が流出するということは、企業の信用を失い、最悪の場合倒産する遠因にもなっています。」 

 

上記修正例では、助詞「を」を使い修正を行いました。この修正例以外にも、信用を失ったのは企業になります

ので、「企業の信用が失われ」としても良いでしょう。 

 

 

実技 ライティング問題の総合的な減点箇所 

 

 

今回受験頂いた方の内、惜しくも不合格となられた方々に共通する減点箇所としては、主観的な表現の使用や主



語と述語のねじれなどが挙げられました。その他では、同じ助詞の複数使用や助詞の誤用、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。 

 

 


