
第 18 回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2017 年 3 月 25 日に行われました、第 18 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】 寿司について 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】寿司は、日本を代表する最も有名な食べ物の 1 つと言えるでしょう。 

 

キーワード 1：文化 

キーワード 2：海外 

 

【模範解答 1】282 文字 

酢飯と魚介類を合わせた料理である寿司は、日本を代表する料理の一つです。 

刺身や寿司のように生魚を食べることは、日本特有の食文化とされています。そのため日本に訪れた海外の旅行

者にも寿司は人気が高く、旅行者の多くが寿司屋に訪れるようです。 

また寿司は、海外の方はもちろん日本人にとっても人気の食べ物といえます。更に関東で主流となっている江戸

前寿司や、関西で主流になっている押し寿司など、地域の特色を見ることができます。また、高級な寿司から比

較的安価に食べられる回転寿司など、さまざまなニーズに合わせて寿司を楽しめることからも国内での寿司の人

気をうかがい知ることができます。 

 

【模範解答 2】243 文字 

日本を代表する食文化として寿司を挙げることができるのではないでしょうか。 

近年、寿司は低カロリーやヘルシーさから海外でも人気が高まっているようです。例えば、アボカドやマヨネー



ズを入れて作るカリフォルニアロールの様に、世界中でオリジナルの寿司があることからも、広く海外で受け入

れられていることがわかります。 

また、このような海外で生み出された寿司が日本にも逆輸入され、国内でも気軽に食べられるようになってきま

した。 

これからも寿司という食文化は世界中に広がり、更に進化していくのかもしれません。 

 

【模範解答 3】285 文字 

寿司というと、シャリの上に魚の切り身が乗った握り寿司を思い浮かべる方も少なくないでしょう。しかし寿司

には、押し寿司やちらし寿司、手巻き寿司などさまざまな種類があります。 

そのため、外食で寿司を食べる以外にもホームパーティーなどで手巻き寿司を楽しまれる方も多いのではないで

しょうか。昨今欧米や南米などでは手巻き寿司は「テマキ」もしくは「テマケリア」と呼ばれ、親しまれている

そうです。ご飯と具を海苔で巻くだけでつくれるのでアレンジしやすく、その国好みの味覚に仕上げることがで

きるのも人気の理由なのかもしれません。 

このように寿司は食文化として海外でも広く楽しまれているようです。 

 

【問.2】母の日について 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】母の日をきっかけに、お母さんに贈り物をする方は多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：カーネーション 

キーワード 2：プレゼント 

 

【模範解答 1】241 文字  

「母の日」は５月の第２日曜日に行われる、母に感謝を伝える日として有名です。この日に母にカーネーション

やプレゼントを贈ったことがある方も多いことでしょう。 

この「母の日」は日本だけの行事ではなく世界中でも行われているようです。カーネーションを贈るだけでなく、

菊の花を贈ったりメッセージカードを贈ったりとさまざまなプレゼントを母に贈る風習があるようです。 

しかし各国送るものはさまざまですが、母へ感謝を伝えることは変わりません。日ごろの感謝を込めてプレゼン

トを贈ってみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】259 文字 

5 月の第 2 日日曜日は、母に感謝の気持ちを伝える「母の日」として定着しています。 

この日にプレゼントとして赤いカーネーションを贈る方も多いことでしょう。 

しかし最近ではカーネーションに限らず、フラワーアレンジメントやプリザーブドフラワーなどさまざまな贈り

物をする方が増えています。また、花だけでなくちょっとした小物やメッセージカードなどを合わせてプレゼン

トする方も多いようです。 

このように「母の日」のプレゼントは多様化しているようですので、今年はこれまでと違った贈り物を贈り、感

謝の気持ちを伝えてみるのもよいかもしれません。 



【模範解答 3】258 文字 

「母の日」は、母へ感謝を伝える日として世界各国で認識されています。日本では 5 月の第 2 日曜日とされてお

り、母へのプレゼントとしてカーネーションを贈ることが一般的になっています。 

この日は母へプレゼントを贈るだけでなく、感謝の気持ちを伝えることが大切です。口頭で伝えるのが恥ずかし

い人は、プレゼントと共に日頃の感謝を記したメッセージカードを添えるのがおすすめです。また、メッセージ

カード用の電報サービスなどもありますのでこの機会に活用してみるのも良いかもしれません。 

「母の日」に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】引っ越しについて 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、新生活のため引っ越し先を探す方が増えてきます。 

 

キーワード 1：シーズン 

キーワード 2：梱包 

 

【模範解答 1】262 文字 

春になると進学や就職、転勤などで引っ越しのシーズンになります。 

引っ越しは、新居を決めたり引っ越し業者の選定をしたりするだけでなく、梱包作業や新居での準備などで時間

や手間がかかるものです。 

引っ越し作業をスムーズに行うためには、家具や生活用品などの梱包を上手に行うことが大切です。例えばキッ

チン用品はキッチン用品の箱にまとめるなどした上で、箱に何が入っているかを記入しておくと、開梱する前か

ら箱の中身を瞬時に把握することができます。 

このような作業を行うことで、新居への搬送作業だけでなく開梱作業もスムーズに進めることができます。 

 

【模範解答 2】264 文字 

3 月から 4 月にかけては、進学や就職、転勤などで引っ越しする人達が多くなるため、この時期は引っ越しのシ

ーズンとなります。 

引っ越し業者にとってこの時期は繁忙期になるため、お客様の予定日に引っ越しができないなどの問題も出てく

ることがあります。 

そのため期間に余裕を持って引っ越し業者を選ぶことが大切です。また、生活用品などを梱包する時間が無い方

は、引っ越し準備までをサービスに含めた業者もありますので事前に確認すると良いでしょう。 

引っ越しは多くの作業を行わなければならないため、できることを事前に確認し円滑に進めることを心掛けまし

ょう。 

 

【模範解答 3】287 文字  

入社試験や入学試験試が終り 3 月になると、新生活に向けた引っ越しのシーズンになります。 

この期間は他の期間に比べ、引っ越し業者の料金が割高になるだけでなく、地域によっては引っ越し業者を確保

することも難しくなる場合もあります。また、引っ越しは荷物の梱包や運搬だけでなく、公共料金や保険など移



転手続の必要もあるため、手間が掛かってしまう場合があります。 

そこで、事前にインターネットサイトなどを上手に活用し、手間を削減してみることをお勧めします。業者の見

積もりや選定だけでなく、公共料金などもインターネット上で移転手続きを行えるものもありますので事前に確

認してみてはいかがでしょうか。 

 

【問.4】 動画配信サービスについて 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】配信動画サービスの充実により、海外ドラマやスポーツ番組などを手軽に楽しめるようになり

ました。 

 

【模範解答 1】371 文字 

映画やドラマ、アニメやスポーツ観戦などさまざまなコンテンツの充実と共に、動画配信サービスは広く知られ

るようになりました。また、インターネットが受信できる環境があれば場所を問わず番組が楽しめるため、動画

配信サービスを利用している人は年々増加しているようです。 

現在では安価で動画配信サービスを楽しめるサイトも増えてきました。それぞれ海外ドラマやスポーツ番組に特

化したものといったように個性があるため、視聴者はニーズに合わせてサービスを選択することができます。ま

た動画共有サイトなどの人気も高く無料で楽しめるものが多いため、自分の予算や観たいものに合わせて選択で

きるようになりました。 

このように、店舗に出掛けレンタルする手間もなく、手軽に好きな番組を楽しめる動画配信サービスは、今後も

ユーザーのニーズに合わせ進化し利用者を増やしていくことでしょう。 

 

【模範解答 2】344 文字 

動画配信サービスとは、映画やドラマなどの動画をインターネット配信しているサイトでのサービスを指します。 

DVD やブルーレイをレンタルすることと比較しても、価格が安価なことやレンタルを行う手間などがかからな

いことから活用する方が増えているようです。 

また、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットなどの機器から閲覧できることやサイト内での番組が充

実したことにより動画配信サービスを利用されている方は多いのではないでしょうか。 

テレビとは違い自分の見たいものだけを限定で見られることや、DVD やブルーレイなどのレンタルと違い見た

いものが借りられているということもないため、気兼ねなく動画を楽しめることができます。 

このように視聴者に対してメリットが多いことも利用者が増えている要因といってもよいでしょう。 

 

【模範解答 3】391 文字 

昨今、動画配信サービスの充実により、気軽にさまざまな番組を楽しめるようになりました。国内外の映画やド

ラマだけでなく、多種多様な番組を視聴できるため動画配信サービスを活用している方も多いことでしょう。 

これまで観たい映画やドラマがあった場合は DVD などをレンタルするのが一般的でした。しかし動画配信サー

ビスでは、ネットを介して自由に閲覧することができます。そのためレンタルショップに足を運ぶなどの手間が

不要になるなどのメリットもあり、サービスの利用者が増大しているようです。 

動画配信サービスを行っているサイトは有料のものや無料のものがあり、それぞれ特徴もあるため、サイトの利



用を考えている場合は自分の趣味や嗜好に合ったサービスを選ぶことが大切です。 

例えば有料のサイトであれば 30 日程度の無料期間が設定されているところも多いので、こうしたものを賢く利

用して、自分に合ったサービスを選びましょう。 

 

 

ライティング問題-総評- 

 

第 18 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 18 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、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、主

観的な表現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 寿司について 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：文化 キーワード 2：海外 

 

【解答例 1】 

「今や寿司屋も海外進出も盛んになり、世界中で食べることができます。」 

 

上記解答例は、並列関係が不自然な文章です。助詞の「も」は一文中に二回使用すると並列関係を示すものとな

ります。そのため「寿司屋」と「海外進出」の並列関係が不自然なものになっています。 

 

【修正例１】 

「今や寿司屋も海外進出が盛んになったため、世界中で寿司を食べることができます。」 

 

上記修正例では、修正例のように別の助詞に置き換える修正を行いました。これにより意味が通じやすい文章に

なりました。一度作成した文章を見直し、意味が通じやすい文章になっているかなどを確認することが大切です。 

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

【解答例 2】 

「寿司を食すことは古くから日本人になじみのある文化で、特に江戸時代に爆発的に人気を博した食べ物です。」 

 



上記解答例では、助詞「に」が多用されています。 

 

【修正例 2】 

「寿司を食すことは古くから日本人になじみのある文化で、特に江戸時代に爆発的な人気を博した食べ物です。」 

 

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 3】 

「外食と弁当、握り寿司と箱寿司など、地域によって違います。」 

 

上記解答例は、文章の説明が省略されているため意味が通じない文章となっています。 

 

【修正例 3】 

「寿司を食べる場合でも外食か弁当かを選ぶことができます。また握り寿司や箱寿司など、地域によってもさま

ざまな種類の寿司があります。」 

 

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ため、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 4】 

「寿司は高級なお店から 100 円寿司まで幅広くあり、寿司のバリエーションも豊富です。そして最近では海外の

方達にも寿司はヘルシーで美味しいと評判で、海外にお店を出す人も増えてきています。」 

 

上記解答例は「そして」という接続詞を使う箇所がおかしいため違和感を与えてしまう文章です。 

そのため「寿司はヘルシーで美味しいと評判」と「海外にお店を出す人も増えている」の話が書かれていますが、

因果関係が不自然な文章と言えます。 

 

【修正例 4】 

「寿司は高級なお店から 100 円寿司まで幅広くあり、寿司のバリエーションも豊富です。また最近では海外の方

達にも寿司はヘルシーで美味しいと評判で人気が高いため、海外にお店を出す人も増えてきています。」 

 

上記解答例では、接続詞「そして」を「また」に変え文脈や因果関係などを整えました。因果関係が不自然な場

合には読者に違和感を与えてしまう文章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】 

「これからも日本で、海外で、様々な寿司が食べられ、新たな寿司が生み出され、世界中に寿司文化が受け入れ

られるでしょう。」 

 

上記解答例は、句読点が多用された文章です。 



 

【修正例 5】 

「これからも日本や海外で様々な寿司が食べられるだけでなく、新たな寿司が生み出され世界中に寿司文化が受

け入れられるでしょう。」 

 

上記修正例では、文意を鑑み読点を 3 つ削除し文章を整える修正を行いました。 

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。 

 

 

問 2 母の日について 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：カーネーション キーワード 2：プレゼント 

 

【解答例 1】 

「「母の日」に対して「父の日」は、6 月の第 3 日曜日とされている。「父の日」は「母の日」と違って何か 

物をあげる習慣などは薄く、感謝を示す日という意味では同じですが、日本ではべストファーザーイエロー 

リボン賞が発表されるなどしています。」 

 

上記の解答例では１つの文章の中に「されている」「発表されるなどしています」のように異なる文末表現が混在

しています。 

 

【修正例 1】 

「「母の日」に対して「父の日」は、6 月の第 3 日曜日とされています。「父の日」は「母の日」と違って何か 

物をあげる習慣などは薄く、感謝を示す日という意味では同じですが、日本ではべストファーザーイエロー 

リボン賞が発表されるなどしています。」 

 

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。 

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

【解答例 2】 

「「母の日」誕生のきっかけは、20 世紀初頭のアメリカで起きました。」 

 

上記解答例では、主語と述語のねじれが見られます。 

 

【修正例 2】 

「「母の日」誕生のきっかけは、20 世紀初頭のアメリカで起こった事件に由来します。」 

 

上記修正例では、ねじれを直し文意を整える修正をおこないました。 

文中に主語と述語のねじれが生じてしまうと、違和感を与えてしまう文章になりますので、注意しましょう。 

また、書き終えた文章を見直すだけでもこのようなミスを減らすことができます。 

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



【修正例 3】 

「先日、コンビニにふと立ち寄った際に、「母の日ギフトコーナー」が一角を占めており、カーネーション等の

贈答品予約を始め、様々な商品が陳列されていました。」 

 

上記解答例では、主観的な表現がみられます。時に「私は●●を見ました」「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試験では大きな減点対象となってしまいます。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 4】 

「母の日は、世界中の多くの国で制定されて、その趣旨は「母へ感謝を伝える日」とされています。日本では、

5 月の第 2 日曜日とされています。」 

 

上記の解答例は、接続詞が使われていないため短文的な印象を与えてしまう文章です。 

 

【修正例 4】 

「母の日は、世界中の多くの国で制定されて、その趣旨は「母へ感謝を伝える日」とされています。その中でも

日本では、5 月の第 2 日曜日とされています。」 

 

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より理解しやす

い文章になります。また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】 

「その一方で自身はこれまで母の日に気恥ずかしさも伴い、プレゼントだけでなく、感謝の気持ちも伝えられて

いない事にも気付き、情けない気持ちにもなりました。」 

 

上記解答例は、全体的に主観的な表現が見られます。「私は情けない気持ちになりました」「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試験では大きな減点対象となっ

てしまいますので注意しましょう。 

 

 

問 3 引っ越しについて 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：シーズン キーワード 2：梱包  

 

【修正例１】 

「引越しシーズンになると、引越し業者の料金もオフシーズンより高額になったり、深夜や早朝の作業になるこ

ともある。」 

 

上記解答例では、比較表現の「たり」が 2 回しか使われておりません。 

 



【修正例１】 

「引越しシーズンになると、引越し業者の料金もオフシーズンより高額になったり、深夜や早朝の作業になった

りすることもある。」 

 

上記修正例では、「～たり」を 2 回使用し文意を整える修正を行いました。このように読者にとって違和感を与

えず読みやすい文章を心がけるようにしましょう。 

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

【解答例 2】 

「春から始まる新生活をひかえた新入生や新社会人がそれぞれの生活圏へと、自分の身の回りの荷物を梱包し、

引越しの準備をして旅立って行きます。」 

 

上記解答例では、一文に「の」が 5 回「を」が 3 回と、同じ助詞が多用されて使われています。 

 

【修正例 2】 

「春から始まる新生活をひかえた新入生や新社会人がそれぞれの生活圏へと旅立ちます。その際、生活用品など

の荷物を梱包し、引越しのため準備を整えます。」 

 

上記修正例について、文章を 2 つに分けて一部の文章を変更し、助詞の使用回数を整えたる修正を行いました。

助詞を使い過ぎてしまうと、一文の情報量が多くなり、読者にとって読み難い文章になってしまいかねません。

これらは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】 

「企業などの人事異動や入学は春に集中しますから、引っ越し業界にとっては書き入れ時なのでしょう。」 

 

上記解答例では、「人事異動」と「入学」が「企業など」に掛かります。そのため解答例では「企業などの人事異

動」と「企業などへの入学」という意味になってしまうため、並列表現が正しくありません。そのため違和感を

与えてしまう文章になります。 

 

【修正例 3】 

「企業などの人事異動や大学・専門学校などの入学は春に集中しますから、引っ越し業界にとっては書き入れ時

なのでしょう。」 

 

上記修正例では、文脈を鑑み、「企業などの人事異動」と「大学・専門学校などの入学」に分け、並列表現を整え

る修正を行いました。並列表現が正しく書かれていない場合は読者に違和感を与えてしまう場合があります。 

一度作成した文章を見直し、意味が通じやすい文章になっているか、などを確認することが大切です。 

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

【解答例 4】 

「そこで引っ越し屋に依頼する方もいる事でしょう。業者によって様々なサービスや料金設定があるので、選ぶ

時には注意が必要です。引っ越しをすると近所の方達に挨拶をしたり、贈り物を渡したりといった習慣があり

ます。」 

 

上記解答例は、短文の連続で構成された文章です。 



 

【修正例 4】  

「そこで引っ越し屋に依頼する方もいる事でしょう。業者によって様々なサービスや料金設定があるので、選ぶ

時には注意が必要です。また引っ越しをすると近所の方達に挨拶をしたり、贈り物を渡したりといった習慣が

あります。」 

 

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。 

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

【解答例 5】 

「その一方でトラブルも多発しているようで、全て、インターネット上で契約・打ち合わせが完了するため、実

際に引っ越しが始まってからトラブルが多発するケースも多く、逆に梱包が甘く荷崩れしてしまう等の依頼者側

の過失で引っ越し業者の負担も高まり双方が円満に引っ越しを完了できるケースは少ないそうです。」 

 

上記解答例は、一文が長いため情報量が多く読み難い印象を与えてしまう文章です。また一文に助詞の多用も見

られます。 

 

【修正例 5】 

「その一方でトラブルも多発しているようです。全て、インターネット上で契約・打ち合わせが完了するため、

実際に引っ越しが始まってからトラブルが多発するケースも多くみられます。逆に梱包が甘く荷崩れしてしまう

等の依頼者側の過失で引っ越し業者の負担も高まり双方が円満に引っ越しを完了できるケースは少ないそうで

す。」 

 

上記修正例では、文脈を鑑みて一文を適度に区切る修正を行いました。このように一文の長さを調整し適度な情

報量が書かれた読みやすい文章を作ることができますので参考にしてください。 

 

 

問 4 動画配信サービスについて 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】 

「例えば日中に普通の日常生活を送っている人は問題ないでしょうが、夜間に仕事を行い、余暇は日中になる人

たちにとって、動画配信サービスはいまやなくてはならないサービスでしょう。」 

  

上記解答例では、「日常生活を送っている人は問題ない」「余暇が日中になる人たちにとって、なくてはならない」

というような言い切りの表現がみられます。 

言い切りの文章は主観的にとらわれやすく、また、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。 

 

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

【解答例 2】 



「このようにレンタルショップなどでレンタルする手間がなく、好きな番組を楽しめる動画配信サービスは、こ

れからも利用者のニーズに会わせて進化していくことでしょう。」 

 

上記の解答例では、「会わせて（合わせて）」が誤字となります。 

 

【修正例 2】 

「このようにレンタルショップなどでレンタルする手間がなく、好きな番組を楽しめる動画配信サービスは、こ

れからも利用者のニーズに合わせて進化していくことでしょう。」 

 

「あう」のように同音異義語が複数存在する単語をパソコンで打つと、誤字になってしまう可能性が高くありま

す。そのため、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。 

また、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ので注意してください 

 

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

【解答例 3】 

「かつて、スポーツの贔屓チームの中継など、地上波では見られない自分の好きな番組は、衛星放送で視聴する 

ものでありましたが、スマートフォン・タブレットなどのデバイスの普及に伴い、衛星放送は携帯の動画配信サ

ービスにシェアが取って代わられようとしています。」 

 

上記解答例は、一文が長いため情報量が多く読み難い印象を与えてしまう文章です。また一文に助詞の多用も見

られます。また「衛星放送は携帯の動画配信サービスにシェアが取って代わられようとしています」の箇所は何

のシェアなのかが明記されていないため、意味が通じ難い文章になっています。 

 

【修正例 3】 

「かつて、贔屓するスポーツチームの中継など、地上波では見られない自分の好きな番組は、衛星放送で視聴す

るものでありました。しかしスマートフォンやタブレットなどのデバイスが普及したことにより、利用者のシェ

アは、衛星放送から動画配信サービスに取って代わられようとしています。」 

 

上記修正例では、一文を区切り、「しかし」という接続詞で文章をつなげる修正を行いました。また「利用者のシ

ェア」と明記し意味が通りやすいよう修正を行いました。一文が長く情報量が多い文章や主語となる箇所の説明

が不明確な場合などは読者にとって読み難い印象を与えかねませんので注意しましょう。 

 

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

【解答例 4】 

「携帯の配信動画サービスは、場所を選ばす、どこでも気軽に、好きな時間に、好きな番組だけを視聴できる 

というメリットがあります。」 

 

上記解答例は 一文で読点が多用されている文章です。また「選ばす（ず）」といった誤字もみられます。 

 

【修正例 4】 

「携帯の配信動画サービスは場所を選ばず、どこでも気軽に、好きな時間に好きな番組だけを視聴できるという

メリットがあります。」 



 

上記修正例では、誤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 5】 

「人気が出るとまるで芸能人のように扱われたり、莫大なお金を稼いでいる人もいます。」 

 

上記解答例では、一文の中に並列を表現する「～たり」が 1 度のみしか使用されていません。 

 

【修正例 5】 

「人気が出るとまるで芸能人のように扱われたり、莫大なお金を稼いだりしている人もいます。」 

 

上記修正例では、「～たり」を 2 回使用し文意を整える修正を行いました。読者にとって読みやすい文章を心が

けるようにしましょう。また助詞の「の」は一文に 2 回までを心がけましょう。 

 

 

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、主観的な表現などが挙げられました。その他では、短文が連続した文章や句読点の誤

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。 

 

 

 

 


