
第 17 回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2017 年 2 月 25 日に行われました、第 17 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】 お花見について 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】春になるとお花見を楽しもうと、公園などでは多くの人で賑わいます。 

 

キーワード 1：桜  

キーワード 2：場所取り 

 

【模範解答 1】294 文字 

春になると公園や桜の名所などに、満開の桜を見ようと花見客が増えてきます。 

レジャーシートの上にお弁当やお酒を並べ、家族や友人などとお花見を楽しむ方は多いのではないでしょうか。 

しかし昨今、お花見のマナーの悪化について、ニュースなどで取りざたされているようです。 

例えば、より良い場所で桜を見るために、立ち入り禁止のスペースで場所取りをするという行為が挙げられます。 

また故意に桜の花を散らして、SNS などでアップする写真の撮影をするなど、公共のマナーやルールに反した行

為がクローズアップされています。 

お花見は多くの方が訪れる公共の場所を使ったイベントですので、ルールを守りながら楽むようにしましょう。 

 

【模範解答 2】240 文字 

お花見というと、満開の桜の花を愛でることを思い浮かべる方は多いことでしょう。 

日中から場所取りに出掛け、家族や友人、知人と共に飲食をしながら桜を眺めるのは楽しいものです。 



しかし、桜以外にも春の訪れを感じることができるお花見として、梅のお花見を挙げることができます。 

紅梅や白梅が咲く梅林を歩くだけでも、少し早い春の訪れを感じることができるのではないでしょうか。 

梅見の名所やスポットは旅行サイトなどでも調べることができますので、この機会に梅のお花見を楽しんでみる

のも良いかもしれません。 

 

【模範解答 3】276 文字 

春になり桜が咲く頃になると、お花見をしようと公園や桜の名所などに多くの方が足を運びます。 

そのため、食事やお酒を味わいながら宴会気分でお花見を楽しむ花見客も目にする機会が増えてきます。 

気候が暖かくなるのでレジャーシートなどで場所取りを行いピクニック気分で桜を楽しむ方は多くいることで

しょう。 

花見スポットなどでは露店が数多く出る場所もありイベントの様に楽しめることから、お花見を心待ちにしてい

る方も多くいるのではないでしょうか。 

これからの時期、さまざまな場所でお花見をすることができるようになります。桜の花を見ながら春の訪れを感

じてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.2】海外旅行について 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】格安チケットやツアーの充実により、海外旅行はより身近なものになったのではないでしょう

か。 

キーワード 1：ショッピング 

キーワード 2：異文化 

 

【模範解答 1】281 文字  

格安航空券やインターネットでの早期チケット購入などの普及により、旅費が比較的安価になったため、以前に

比べると海外旅行は身近なものになりました。それにより海外旅行の楽しみ方は、観光やショッピングだけでな

く多様化しているようです。 

例えば海外で、日本とは違った異文化に触れることで、旅行者は多くの刺激を受けることができます。 

そのため、若い世代の方々を中心したさまざまなツアーや旅行企画が組まれています。 

「海外旅行に行きたいけれどいろいろ不安があって心配」という方もツアーなどを使い、海外旅行に出掛けてみ

るのも良いかもしれません。きっと新しい発見に出会えることでしょう。 

 

【模範解答 2】263 文字 

海外旅行の楽しみ方といえば、観光名所に出かけ海外の異文化に触れたり、綺麗な景色を眺めながら日本とは違

うゆっくりとした時間を楽しんだりと様々です。 

また、それ以外にも日本では食べることができない現地での食事や格安で楽しむことができるショッピングなど、 

海外旅行は私たちに多くの刺激や喜びを与えてくれるものです。 

これまで高額だった航空券も、格安航空券や LCC により比較的安価に購入できるようになりました。そのため、

海外旅行はより身近なものになってきたと言えるでしょう。皆様も長期休暇などを利用して海外旅行に出かけて



みてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】258 文字 

海外旅行といえば、ショッピングや観光を楽しむ姿を思い浮かべる方が多くいることでしょう。 

また、海外の方との交流や日本とは違う異文化に触れることで、自身を成長させる旅を思い浮かべる方もいるか

もしれません。 

海外旅行は日本と違う文化や人に触れることができるので、たくさんの経験をすることができます。 

そのため、若いうちに海外に出かけようと考える方は多いのではないでしょうか。 

現在では格安旅行券を選ぶことで、安価に旅行を楽しめることができるようになりました。海外旅行を考えてい

る方は、この機会に旅行に出てみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】花粉症について 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】花粉の時期になると花粉症予防のためにさまざまな商品が店頭に並びます。 

 

キーワード 1：マスク 

キーワード 2：対策  

 

【模範解答 1】256 文字 

春先になると、花粉が飛び始めるニュースを目にすることが多くなります。 

この時期に飛ぶスギやヒノキの花粉による、目のかゆみやくしゃみ、鼻水といった症状に悩まれている方は多い

のではないでしょうか。 

一般的な花粉症の対策として帽子やメガネ、マスクなどをつけ、身体に花粉を付けないことが挙げられます。 

また、室内に花粉が入り込まないよう窓の開閉に注意を払うことや、室内に侵入してしまった花粉を除去する為

こまめに掃除することなども有効な対策と言えるでしょう。 

このような対策を行い花粉症の症状の軽減に努めてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】246 文字 

スギやヒノキの花粉が飛び始める春先に掛けて、花粉のアレルギー反応により、くしゃみ・鼻水・鼻詰まりなど

さまざまな症状に悩む方は少なくないでしょう。 

この時期は薬局などでマスクや目薬など、数多くの花粉症対策グッズが並ぶため、花粉症でない方も、よく見か

けるのではないでしょうか。 

最近ではマスクや目薬の他、鼻に薬液を入れ花粉を洗い流すための商品や鼻腔に直接つける薬用クリームなど多

種多様な花粉対策グッズもあります。このような商品の中からご自身に合ったものを使い、花粉症対策をしてみ

てはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】265 文字  

春は、スギやヒノキの花粉が飛散する時期でもあるため、街中で花粉対策マスクやメガネをかけた方を見かける



ことが多くなります。この時期になると花粉症の症状に悩まれている方は多いのではないでしょうか。 

最近ではマスクやメガネ以外にも、花粉症対策の薬やスプレーなどさまざまな商品をドラックストアやコンビニ

で目にする機会が増えてきました。 

このような商品で、花粉症対策を講じるのはもちろん大切なことですが、病院でも花粉症の相談を受けてくれる

ところが多くありますので、花粉症の症状に悩まれている方は一度、病院に相談に出かけてみてはいかがでしょ

うか。 

 

【問.4】 電子書籍について 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】読書をするときに電子書籍を選ぶ方も増えてきたのではないでしょうか。 

 

【模範解答 1】348 文字 

昨今、スマートフォンやタブレットの普及により、電子書籍での読書が一般化してきました。 

電子書籍は、小説や漫画、写真集など様々な書籍のデータをダウンロードするだけで、簡単に書籍を閲覧するこ

とができます。またこのような手軽さだけでなく、紙の書籍に比べ比較的安価に書籍の購入ができるメリットや、

書籍の保管場所を取らないメリットなどにより、電子書籍を使用する方が増えてきたものと考えられます。 

その一方で、紙の書籍の方が読みやすく持ち運びにも気にならない、という声もあるようです。 

しかし薄い文庫本などの書籍ならば持ち運ぶのには気にならないかもしれませんが、専門書や辞書などの厚さに

なると、持ち運びも苦労することでしょう。そのため、読みたい本の種類に合わせて電子書籍と紙の書籍を使い 

わけると良いかもしれません。 

 

【模範解答 2】378 文字 

スマートフォンやタブレット端末が普及したことより、書籍の購入や読書の際に紙媒体ではなく電子書籍を選ぶ

方が増えているようです。 

これまでは、購入した書籍を本棚などに収納するため、蔵書数によってはかなりの場所を準備しなければなりま

せんでした。しかし、電子書籍では本をデータで取り扱うため収納場所は必要とせず省スペースにつながるメリ

ットがあります。また、複数の書籍をデータとして持ち歩くことができるので、持ち運びが簡単なだけでなく長

距離移動などに読書をする際にも多くの書籍を楽しむことができます。 

更に、書籍を購入する前に、試し読みのサービスを行っている販売サイトも多くあります。そのため、実際に書

店で本を選ぶのと同じように内容を確認した上で購入できることも大きなメリットと言えるでしょう。 

電子書籍を利用したことが無い方も、この機会に活用してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】391 文字 

最近では、読書の際に紙の書籍だけでなく電子書籍を選ぶという選択肢も定着してきたようです。しかし今なお、

紙媒体とデータとでは、どちらが良いのかという議論を耳にすることもあります。 

読書をする際、双方にさまざまなメリットがあります。例えば紙の書籍であれば、ページをめくる感覚や、コレ

クションとして集めている実感など、本という「物」を扱う部分はデータでは味わえない良さといえます。 

反面、電子書籍では持ち運びや購入の手軽さ、保管場所の省スペース化などをメリットとして挙げることができ



ます。また、画面に映し出される文字の大きさを調節できるため、老眼の方などにも読みやすく歓迎される声も

あるようです。 

このように、紙の書籍と電子書籍はそれぞれの利点があり、どちらかの文化を駆逐するものではないと言えるで

しょう。そのため利用者が相互のメリットを把握し、上手に利用することが必要なのではないでしょうか。 

 

 

ライティング問題-総評- 

 

第 17 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 17 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、全体的な表現としては良い文も多かったのですが、細かく見ると説明を省略して

しまったために意味が通りにくい文章や助詞の多用・誤使用など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、本協会より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考に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 お花見について 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：桜 キーワード 2：場所取り 

 

【解答例 1】 

「私も毎年友達とたくさんのお酒や料理を買って近くの公園へお花見に出かけます。桜を見ながらお酒や料理を

食べるとより一層おいしく、楽しくなります。」 

 

上記解答例では、主観的な表現がみられます。時に「私は●●です」「私は●●だと思います」のような表現は筆

者の意見が強くなり感想文のような内容になってしまいます。またそのような文章はクラウドソーシングサイト

で承認を得られないことも多くありますので主観的な表現を使わないように注意しましょう。 

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

【解答例 2】 

「お花見は、桜が咲く頃になると桜の名所などに多くの人が訪れます。」 

 

上記解答例は、主語となる部分が 2 つ存在するため違和感や読み難さを与えてしまう文章です。 

 



【修正例 2】 

（１）「桜が咲く頃になると桜の名所などに多くの人が訪れます。」 

（２）「お花見は、桜が咲く頃になると桜の名所などに多くの人が訪れるイベントです。」 

 

修正例（１）では、「人が（主語）」+「訪れる（述語）」の形で修正をおこないました。 

また修正例（２）では「お花見は（主語）」+「イベントです（述語）」という形で修正をおこないました。 

一文に主語が複数個あると複数の文意が生まれてしまいます。そのため読者に違和感や読み難さを与える文章に

なります。主語と述語の関係を把握し文章を作るようにしましょう。 

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

【解答例 3】 

「日の当たる時間の桜も綺麗ですが、夜桜もとても綺麗です。 

特にライトアップされた名所などはバスのツアーも組まれるほどの人気です。 

このように日本には四季があり、春には綺麗な桜を眺めることができます。 

日本人に生まれてよかったと思える季節です。」 

 

上記の解答例では、短文で構成されているため、箇条書きのような印象を与えてしまう文章です。 

 

【修正例 3】 

「日中の桜も綺麗ですが、夜桜もとても趣があり、特にライトアップされた桜の名所などはバスツアーも組まれ

るほど人気です。 

日本には四季があるため、春になると桜は綺麗な花を咲かせます。この桜を見ると、その美しさから、日本人

に生まれてよかったと思う方は多いのではないでしょうか。」 

 

上記修正例では文意を調整し違う語尾でまとめた文章にするという修正をおこないました。 

このことにより、単調な印象を変えることができます。 

また、解答例「このように日本には四季があり、春には綺麗な桜を眺めることができます。」の箇所は、内容が

違う文章を「このように」という接続詞で文章をつないでいるため、話のつながりが悪く違和感を与える文章に

なっていました。接続詞を削除し文意を整える修正をおこなうことで、読みやすい文章にすることができます。 

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

【解答例 4】 

「土日の場合は前日や朝一番から張り切って場所取りに臨む姿も多く見られますが、公園によっては夜間の出入 

りが禁止されていたり、場所取り自体が禁止となっている場合もありますので注意が必要となります。」 

 

上記解答例では、助詞「が」が多用された文章です。また比較表現の「たり」が一回しか使われておりません。 

 

【修正例 4】 

「土日の場合は前日や朝一番から張り切って場所取りに臨む姿も多く見られます。しかし公園によっては夜間の 

出入りや場所取り自体が禁止となっている場合もありますので注意が必要となります。」 

 

上記修正例では、文章を分け助詞のバランスを整える修正を行いました。文章を区切るべきところを助詞でつな

げてしまうことで、冗長で読み難い文章になってしまいますので注意してください。 

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



【解答例 5】 

「お花見の開始の前日から場所取りをしている方もいますので年々より良い場所を取るため、早めに場所取りを

する様になってます。」 

 

上記解答例では、一文に口語と文語の混在が見られます。 

 

【修正例 5】 

「お花見の開始の前日から場所取りをしている方もいますので年々より良い場所を取るため、早めに場所取りを

する様になっています。」 

 

上記修正例では、「なっています」という形で修正を行いました。このような口語表現がある文章は、 

読者に違和感を与えてしまうだけでなく、稚拙な印象を与えてしまいますので注意しましょう。 

 

問 2 海外旅行について 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：ショッピング キーワード 2：異文化 

 

【解答例 1】 

「世界にはたくさんの国がありまだまだ自分の知らないことに出会える海外旅行は自分を高めるためにもどん

どん挑戦していきたいものです。」 

 

上記解答例は、修飾部が長いため意味が伝わりにくい印象を与えてしまう文章です。また、読点が使用されてい

ないため、読みにくい文章になっています。 

 

【修正例 1】 

「世界にはたくさんの国があります。海外旅行に出かけることでまだまだ自分の知らないことに出会えることも

多いので、自分を高めるためにもどんどん挑戦していきたいものです。」 

 

上記修正例では、「世界にはたくさんの国がありまだまだ自分の知らないことに出会える」という修飾部の意味

を分け、文脈を整える修正をおこないました。修飾部が長くなってしまうと、読者に読み難さを与えてしまうだ

けでなく、意味が通りにくい文章になってしまいますので注意しましょう。 

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

【解答例 2】 

「特に、バック、時計などのブランド品は、国によっては日本で購入するよりも、ずっと安く購入できるものが

あるようです。」 

 

上記解答例は 一文で読点が多用されている文章です。 

 

【修正例 2】 

「特にバックや時計などのブランド品は、国によっては日本で購入するよりもずっと安く購入できるものがある

ようです。」 

 

上記修正例では、文意を鑑み読点を 3 つ削除するという修正を行いました。 



不要な読点が多い文章は読者に読みにくさを与えてしまうだけでなく、場合によっては複数の文意が生じ、意味

が通じにくいものになってしまいますので注意しましょう。 

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

【修正例 3】 

「ツアーの種類も増え、格安なものから豪華なもの、ショッピングを目的にしたものやグルメを目的にしたもの

個人のニーズに対応するツアーが多くなっています。」 

 

上記修正例は、並列表現が正しくないため、違和感をあたえてしまう文章です。 

 

【修正例 3】 

「ツアーの種類も増え、格安なものから豪華なもの、ショッピングを目的にしたものやグルメを目的にしたもの

など、個人のニーズに対応するツアーが多くなっています。」 

 

上記解答例は、「格安なものから豪華なもの」「ショッピングを目的にしたもの」「グルメを目的にしたもの」 

というツアー内容と「個人のニーズに対応するツアー」を接続詞と読点で分ける修正をおこないました。このよ

うに、接続詞や読点を使わないことで、文章が読みにくくなってしまうだけでなく、文章に複数の意味が生じて

しまうこともありますので注意しましょう。 

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

【解答例 4】 

「交通手段として飛行機を、多くの方が利用するようになってからは海外旅行を楽しむ方が増えています。」 

 

上記の解答例は、読点の使用位置によって文意が伝わりにくくなっている文章です。 

 

【修正例 4】 

（1）「交通手段として飛行機を多くの方が利用するようになってからは、海外旅行を楽しむ方が増えています。」 

（2）「交通手段として多くの方が飛行機を利用するようになってからは、海外旅行を楽しむ方が増えています。」 

 

上記修正例では、文脈を鑑みて読点を適切な位置で使用する修正をおこないました。また、（２）では「飛行機

を」の位置を移動することで、より読みやすくすっきりした文章にすることができます。 

読点の使用位置によっては読者に違和感を与えるだけでなく、複数の文意が生じ、意味が通じにくいものになっ

てしまう場合もありますので注意しましょう。 

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

【解答例 5】 

「週末だけ海外旅行に行く方もいます。昔に比べると身近になってきております。 

海外旅行の醍醐味は、料理やショッピングになります。日本では、買えない物や食べられない物などを味わえま

す。特に料理は、文化の違いを感じることが多いです。」 

 

上記解答例は、短文の連続で構成された文章です。また言い切りの表現が多くみられます。 

 

【修正例 5】 

「最近では週末だけ海外旅行に行く方もいるように、昔に比べると身近になってきております。 

海外旅行の醍醐味として、料理やショッピングを挙げる方が多いのではないでしょうか。 



その理由として、日本では買えない物や食べられない物などが多く、特に料理は、文化の違いを感じる方が多い

ことでしょう。」 

 

上記修正例では、接続詞などを使うことで前文との文意をつなげ、箇条書きのような表現にならないよう修正を

おこないました。長すぎる文章は読者に読みにくい印象を与えてしまいますが、逆に短い文章が連続してしまう

と、読者に稚拙な印象を与えかねませんので、注意しましょう。 

また、「海外旅行の醍醐味は、料理やショッピングになります」や「特に料理は、文化の違いを感じることが多い

です」というような言い切った表現は、情報を限定してしまうため読者に違和感を与えてしまうものになります。

このような文章表現にも注意して文章作成を行いましょう。 

 

問 3 花粉症について 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：マスク キーワード 2：対策  

 

【修正例１】 

「春になると圧倒的に花粉症の人が、何かしらの症状が出てしまう季節です。」 

 

上記解答例では「圧倒的」という表現の影響で文章にねじれが見られます。 

 

【修正例 2】 

「春になると花粉症を持った多くの人が、何かしらの症状が出てしまう季節です。」 

 

上記修正例は、文意を鑑みて修正を行いました。表現のねじれがあると読者に違和感だけでなく、読みにくさも 

与えてしまいかねませんので注意しましょう。 

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

【解答例 2】 

「花粉症は杉と檜の春を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。」 

 

上記解答例は、説明を省略してしまったため、意味が通りにくく違和感を与えてしまう文章になっています。 

 

【修正例 2】 

「花粉症といえば、杉と檜の花粉が飛び交う春を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。」 

 

上記解答例では、文脈を鑑みて内容を補う修正をおこないました。 

文章を作成する際に、頭の中では明確なイメージがある為、必要な表現を省略して文章を書いてしまう場合があ

ります。このような文章は読者にとって読みにくいものになってしまいかねません。書き終えた文章を見直すだ

けで軽減できますので、見直しをするよう心掛けましょう。 

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

【解答例 3】 

「最近では店頭に花粉症対策グッズがコーナーを設けられています。」 

 

上記解答例には助詞の使用方法に誤りが見られます。 

 



【修正例 3】 

「最近では店頭に花粉症対策グッズのコーナーが設けられています。」 

 

上記修正例では、文脈を鑑み正しい助詞を使用する修正を行いました。 

助詞の誤使用は読者に違和感を与えてしまうものです。書き終わった後に文章の見直しを行うだけで、間違えを

見つけることができます。助詞の誤使用には注意しましょう。 

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

【解答例 4】 

「花粉症は、スギをはじめとしたさまざまな植物の花粉が原因となり、くしゃみが出たり、涙が出たり、目がか

ゆくなったりといったアレルギー症状がでます。」 

 

上記解答例では、助詞「が」の多用が見られます。 

 

【修正例 4】  

「花粉症は、スギをはじめとしたさまざまな植物の花粉が原因となり、くしゃみや涙、目のかゆみといったアレ

ルギー症状がでます。」 

 

上記修正例では助詞「が」の数を整える修正を行いました。また「くしゃみがでたり」などの比較表現が続くと、

やや冗長で稚拙な表現になりかねませんので、すっきりした文章を作るように心がけましょう。 

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

【解答例 5】 

「これから研究が進み、特効薬が出て花粉症の人が楽に春を楽しめる季節が来てほしいものです。」 

 

上記の解答例は、読点が適切な箇所にないため、意味が通じにくい文章になっています。 

 

【修正例 5】 

「これから研究が進み特効薬が出ることで、花粉症の人が楽に季節を楽しめる春が来てほしいものです。」 

 

上記修正例では、文脈を鑑みて読点を打つ修正をおこないました。また、「春」と「季節」を入れ替える修正を行

いました。書き終えた文章を見直すことで句読点や表現などで違和感を与えてしまう箇所を見つけることができ

ます。文章を書き終えたら見直しを行うようにしましょう。 

 

 

問 4 電子書籍について 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】 

「では、場所をとり、重さがあり、経年劣化してく紙の本の魅力とは何なのでしょうか。」 

  

上記解答例は、「経年劣化して（い）く」といった脱字がみられます。また読点を多用した文章です。 

 

【修正例 1】 



「では、場所をとり重さがあり経年劣化していく紙の本の魅力とは、何なのでしょうか。」 

 

上記修正例では、脱字を修正し読点の数を整える修正をしました。キーボードでの文字入力は、筆記とは違い打

ち間違えによる誤字や脱字が多くなってしまいます。書き終わった文章を見直すことで誤字や脱字を減らすこと

ができます。書き終わった文章は見直しを行うようにしましょう。 

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

【解答例 2】 

「パソコンやスマートフォンの普及により、電子書籍を好む人が増えているように思います。 

メリットは、かさばらないこと、購入するのが手軽にできること、などが一般的に思いつくことだと思います。」 

 

上記解答例では、「思います」という主観的な表現がみられます。時に「私は●●です」「私は●●だと思います」

のような表現は筆者の意見が強くなり感想文のような内容になってしまいます。またそのような文章はクラウド

ソーシングサイトで承認を得られないことも多くありますので主観的な表現を使わないように注意しましょう。 

 

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

【解答例 3】 

「エコの視点からも紙資源の消費削減や印刷時のエネルギーの節約、在庫保管場所の軽減もできる電子書籍。こ

れからますます普及していくことでしょう。」 

 

上記解答例では、助詞「の」が多用されています。 

 

【修正例 3】 

「エコの視点から見ても電子書籍はメリットが多くあります。例えば紙資源の消費削減や印刷時に必要なエネル

ギーの節約などです。また、在庫保管場所の軽減などにも期待できます。 

このようにメリットが多い電子書籍はこれからますます普及していくことでしょう。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて助詞の数を整え自然な形で修正を行いました。同じ助詞を多用してしまうことで、

読者に読みにくさを与えかねませんので注意しましょう。 

 

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

【解答例 4】 

「ニュースの中で特に議論されいるのが紙の本か、電子書籍かということです。」 

 

上記解答例は、説明不足のため意味が通じない文章となっています。また「議論され（て）いる」と脱字 

もみられます。 

 

【修正例 4】 

「ニュースの中で、紙の本と電子書籍とではどちらが良いか、などの議論がされることがあります。」 

 

上記修正例では、文章内で省略されている「何が議論になっているのか」を中心に修正しました。 

説明を省略した文章は意味が通りにくく読みにくい印象を与えてしまいますので注意しましょう。 

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



【解答例 5】 

「電子書籍は年々種類も増加し、いまでは活字の本だけでなく、漫画や雑誌、写真集までが、購入できるように

なりました。」 

 

上記解答例は、一文で読点が多用されている文章です。 

 

【修正例 5】 

「電子書籍は年々種類も増加し、いまでは活字の本だけでなく漫画や雑誌、写真集までが購入できるようになり

ました。」 

 

上記修正例では、文意を鑑み読点を二つ削除するという修正を行いました。 

不要な読点が多い文章は読者に読みにくさを与えてしまうだけでなく、場合によっては複数の文意が生じ、意味

が通じにくいものになってしまいますので注意しましょう。 

 

 

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、説明が省略された文章表

現や助詞の多用・誤使用が挙げられました。その他では、誤字脱字や句読点の誤使用などが目立っております。

説明が省略された文章や助詞が多用された文章は読みにくいものになるだけでなく、稚拙な文章と捉えられてし

まいかねませんので、注意しましょう。また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にく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。 

 

 


