
第３６回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2018 年 9 月 22 日に行われました、第 36 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。次回以降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、是非ご参照ください。 

 

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】 カップラーメンについて 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】最近のカップラーメンは、様々な種類が販売されていて、味も多様化してきております。 

 

キーワード 1 味 

キーワード 2：手軽 

 

【模範解答 1】246 文字 

カップラーメンはいまやさまざまなメーカーから数多く販売され、どれを選べばよいか悩むほどです。スープの

味もさることながら、麺や具に関しても多種多様になりました。定番はしょうゆやみそ、塩、とんこつですが、

カレー味などの変わり種もあります。麺はノンフライタイプが出て健康面にも配慮されるようになりました。 

中身が多様化した一方で、お湯を注げば数分で出来上がりという手軽さはどの品にも共通しています。昼食や夜

食、おやつなど、いつでもすぐに食べられるので、家庭に数個ストックしておくのはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】283 文字 

カップラーメンがお好きな方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。カップラーメンは、購入してお湯を注

ぐだけで食べられるもので、即席麺とも呼ばれます。調理する時間が取れなかったり、非常時にお湯しか用意出

来なかったりする場合でも食べることができます。更に、便利で値段も安く、手に入りやすいため、手軽な商品

として人気があります。 



また近年、様々な種類のカップラーメンが販売されており、好きな味を選ぶことができます。そして味だけでな

く、塩分や糖質などに配慮した、健康志向の方向けのものも増えています。皆様も気分と好みに合わせて、カッ

プラーメンを楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】297 文字 

ひと昔前のカップラーメンというと、お金がない時の食べ物で、不健康で味もおいしくない、という印象があり

ました。 

しかし最近のカップラーメンは、麺の製法やスープが改良され、味も非常に良くなってきています。またご当地

ものや有名なラーメン店が監修したものなど、ユニークで高品質なカップラーメンも市場に出回るようになりま

した。 

そして最近では災害が多発していることも相まって、ローテーションストックが出来て日持ちする、手軽な非常

食としての役割も高まってきております。 

今ではインターネットで手軽に色々なカップラーメンを手に入れることが出来るので、是非お気に入りのカップ

ラーメンを見つけてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.2】秋の行楽について 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】少しずつ季節が移り変わり、秋の行楽シーズンを迎える時期になったのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：紅葉 

キーワード 2：味覚 

 

【模範解答 1】278 文字  

いよいよ秋本番になってきました。秋の行楽シーズンを迎え、旅行を楽しみにする人も多いのではないでしょう

か。今年人気の紅葉スポットとしては、例えば東京では高尾山、埼玉では長瀞、京都では北野天満宮などが挙げ

られるようです。 

また一方、秋は味覚でも楽しめる季節であり、栗の炊き込みや、少し高級品ですが松茸ご飯も食べたいと思われ

る人もいるでしょう。 

さらに去年不作だったサンマも、今年は豊漁で価格も安くなっているようです。旅先でも求めやすい値段で食す

ることができるのではないでしょうか。 

今年も、紅葉や味覚を満喫できる行楽が楽しめる秋になる事を、誰もが望んでいるでしょう。 

 

【模範解答 2】290 文字 

年々暑くなる日本の夏も終わり、涼しい風が心地よく感じられるようになってきました。いよいよ秋の行楽シー

ズン本番を迎えて、どこにお出かけしようか考えるのはとても楽しい時間です。 

秋を感じる旅をする時に外せないのが、紅葉がきれいなスポットではないでしょうか。日本全国には見事な紅葉

を見ることができる場所が数多くあり、秋の日差しの中で紅葉を愛でる喜びは格別です。そして目の保養が終わ

り、その帰り道に欠かせないのは味覚の満足です。秋の味覚といえば芋、栗、秋刀魚など挙げればきりがありま



せん。最近では一年中手に入る食材も多いものですが、それでも旬の季節に食べられる喜びは何にも代え難いも

のです。 

 

【模範解答 3】270 文字 

猛暑と言われた夏も終わり、少しずつ涼しい秋へ季節が移り変わろうとしています。 

そして涼しさと共に活動しやすくなってきたことで、行楽が楽しくなるシーズンがやってきました。 

秋の行楽シーズンといえば、やはり紅葉を挙げる方も多いのではないでしょうか。赤や黄色で彩られた自然のグ

ラデーションは、都会ではなかなか見る事ができない風景です。また自然の色合いを楽しみながら味覚を堪能す

る、そんなちょっと優雅で贅沢なひと時が過ごせるのも秋の楽しみとして挙げられます。 

これまで暑くて外出を控えられていた方も、この機会に秋の行楽に足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】就職活動について 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 

＊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】学生から社会人にステップアップするため、就職活動を頑張った方も多いのではないでしょう

か。 

 

キーワード 1：面接 

キーワード 2：履歴書 

 

【模範解答 1】290 文字 

高校や大学を卒業し社会人になるため、就職活動を経験した人は多いのではないでしょうか。求人への応募には

一般的に書類選考と、その後数回にわたる面接試験があります。 

書類選考に提出する履歴書には学歴のほか、自分の長所や短所、特技、学生生活で得たものなどを記入します。

具体例を交えることでオリジナリティが増し、人事担当者に興味を持ってもらえるでしょう。 

その後の面接には個人やグループなどいくつかの形式があります。学校などで模擬面接を行ってくれるので、入

念に練習することが大切です。 

どの選考段階においても、自分を飾らずありのままアピールすることで、企業とのマッチングもうまくいくこと

でしょう。 

 

【模範解答 2】286 文字 

就職活動をする上で必ず用意するものが履歴書です。面接の前に書類選考を行う企業も少なくないため、しっか

りと自分を印象付けられるような内容の履歴書が求められます。 

また書類選考は行わず、面接の際に履歴書を持参して提出するという場合もありますが、もちろんこの場合も履

歴書作成の手を抜いて良いということはありません。 

内容だけではなく、履歴書が曲がったり汚れたりしないようファイルに挟むなど、丁寧に扱いましょう。 

最近はパソコンで作成した履歴書が受け入れられるようになりましたが、まだまだ手書きの文化も残っています。 

文字や取り扱いなども見られているという気持ちで就職活動に臨みましょう。 

 



【模範解答 3】288 文字  

就職活動と聞くと、卒業はまだまだ先な時期から頑張った記憶がよみがえる方も多いでしょう。学生時代にアル

バイトの経験をしている方も少なくはないと思われますが、就職ともなれば、自分の人生に影響を与える一大イ

ベントです。面接のシミュレーションを学内で何度も行ったり、先輩や先生に教わりながら履歴書を推敲したり

と、内定が決まるまでは忙しい時期が続いたのではないでしょうか。しかし、真剣に自分の人生と向き合い、ど

う生きて行くのか、そのために何を生業とするのかを考える機会は、人生の中でもあまりないかもしれません。

今、就職活動をしている方には、この貴重な時間を大切に過ごしてほしいものです。 

 

 

【問.4】チーズを使った料理について 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】近年、チーズを使った料理がブームとなり、メディアなどで取り上げられる事も多くなったの

ではないでしょうか。 

 

【模範解答 1】333 文字 

チーズはそのまま食べてももちろんおいしいですが、チーズが使われた料理はよりおいしく感じられる人も多い

のではないでしょうか。 

簡単な料理としては、ピザやチーズフォンデュが挙げられます。最近では手作り用のピザ生地やソース、チーズ

フォンデュキットが販売されているので、家庭でも気軽に楽しめるようになりました。 

またお菓子作りが得意な人には、クリームチーズをたっぷり使ったチーズケーキがおすすめです。生地や焼き加

減によって、スフレ、ベイクド、レアなど、さまざまな食感が楽しめます。出来立ての熱々でも、冷やして食べ

ても、どちらでもおいしいのが魅力です。 

このように、チーズはさまざまな料理に使える、大変応用の利く食材です。皆様も一度家庭でのチーズ料理を試

してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】328 文字 

気温もだいぶ落ち着いてきて、いよいよ食欲の秋がやってまいりました。寒くなってくると温かい食べ物が食べ

たくなりますが、みなさんはどのような食べ物を想像するでしょうか。 

最近では、SNSで写真映えをする料理が流行するなど、味だけではなく見た目にもこだわった料理が増えてきて

います。その中でもチーズを使った料理は特に若い女性に人気があるようです。メディアでも頻繁にチーズ料理

専門店が取り上げられるなど、チーズ料理を目にする機会も増えてきたのではないでしょうか。 

チーズ料理というとチーズフォンデュやグラタン、チーズインハンバーグなど温かい料理が多いように思えます。 

これから徐々に気温が下がり寒い季節になっていきますが、チーズ料理で心も体も温まってみてはいかがでしょ

うか。 

 

【模範解答 3】367 文字 

最近、チーズを使った料理がブームになっています。特に昨年あたりから話題になっているチーズ料理と言えば、

韓国料理のチーズタッカルビではないでしょうか。韓国版のチーズフォンデュなどと言われていて、鶏肉と野菜



に、コチュジャンなどを加えて炒め、それにチーズや肉などを混ぜて食べる料理だそうです。 

またチーズは美味しいだけでなく、栄養素が実に豊富です。まず、チーズはカルシウムの量が豊富で、しかも体

内への吸収率も良いと言われています。更に、チーズのタンパク質はとても良質で、吸収率もチーズの原料であ

る牛乳よりも高いのです。さらにビタミン B2 も豊かで、脂肪の分解・燃焼に効果的とのことです。 

このような素晴らしい食材であるチーズを使った暖かい料理がふさわしい季節になりました。皆様も手軽に料理

に取り入れて、さらなる健康を目指してみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 36 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 36 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。 

今回の本試験では、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、クラウドソーシング上では納品物として承認され難く試験上でも大きく減点対象

となる内容（例えば主観的な表現など）が見受けられた他、誤変換や誤入力、短い文章の連続、助詞の使用方法

や誤字など細かいミス、文章表現として不自然さが感じられるものが目立ちました。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 カップラーメンについて 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：味 キーワード 2：手軽 

 

【解答例 1】 

「また、以前は安さや手軽さが最大の売りでしたが、人気ラーメン店や、有名シェフが監修した商品や、高級感

を前面に押し出した商品など、種類が多様化しています。」  

 

上記解答例は、一文に助詞である「や」「が」が多用された文章です。 

 

【修正例 1】 

「また、以前は安さや手軽さがカップラーメンの最大の売りでした。しかし人気ラーメン店や、有名シェフが監

修した商品や、高級感を前面に押し出した商品など、種類が多様化しています。」 

 

上記修正例では、全体的に長文でしたので文章を分けました。また助詞の数を整えるため、文意を鑑みながら自

然な形で修正いたしました。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。 

 

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

【解答例 2】 

「このことから、カップラーメンは現在では食として美味しく食べやすい商品として、世間一般に認知されてい

ます。」 

 



上記解答例は、一文の中に「として」という表現が繰り返し使用されております。 

 

【修正例 2】 

「このことから、カップラーメンは現在では食として、また美味しく食べやすい商品として、世間一般に認知さ

れています。」 

 

上記修正例では、「食」と「商品」というものが並列で表現されているので、接続詞「また」を加えることで文章

として通じる形に修正いたしました。 

今回の様に並列の表現になるときは、接続詞などを活用して読みやすい文章となるよう心がけましょう。 

 

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

【解答例 3】 

「その理由は大きく分けて 2 つあります。」 

「二つ目は、保存期間が長いことで非常食としても使用できることです。」 

  

上記解答例では１つの文章の中に「2 つ」「二つ目」のように異なる表現が混在しています。 

 

【修正例 3】 

「その理由は大きく分けて 2 つあります。」 

「2 つ目は、保存期間が長いことで非常食としても使用できることです。」 

 

上記修正例では、「2 つ」に統一しました。同一の文章内に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 4】 

「カップラーメンを中心とした生活されている方の中には、」 

 

上記解答例では、助詞が不足しているため文意が伝わりづらくなっております。 

 

【修正例 4】 

「カップラーメンを中心とした生活をされている方の中には、」 

 

上記修正例では、「生活されている方」を「生活をされている方」と文意が通るように助詞を修正いたしました。

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。 

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 5】 

「カップラーメンとは、カップの中に乾麺や生麺が入っており、お湯を入れて、数分待つだけで食べられるに即

席ラーメンの事です。」 



 

上記解答例は、余分な助詞が記載されているため、文意が伝わりづらくなっております。 

 

【修正例 5】 

「カップラーメンとは、カップの中に乾麺や生麺が入っており、お湯を入れて、数分待つだけで食べられる即席

ラーメンの事です。」 

 

上記修正例では文意を鑑みて、不要な助詞「に」を削除いたしました。2 つの短文の間に接続詞「また」を入れ

る形に修正いたしました。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。 

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 秋の行楽について 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：紅葉 キーワード 2：味覚 

 

【解答例 1】 

「紅葉の絶景を求めて、全国各所に人が集まります秋の行楽のもう一つの楽しみは、この季節ならではの食べ物

です。」 

 

上記解答例では、本来の文末に「。」（句点）が記載されておりませんでした。 

 

【修正例 1】 

「紅葉の絶景を求めて、全国各所に人が集まります。秋の行楽のもう一つの楽しみは、この季節ならではの食べ

物です。」 

 

上記修正例では、「。」（句点）を追記して文意が伝わるようにいたしました。良い内容の文章でも、「。」（句点）

や「、」（読点）を適切に使用しないと文章の評価が落ちてしまいます。 

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】 

「暑い夏が過ぎ涼しくなってくるとお出かけしやすくなりますね。」 

「秋はシルバーウィークもあり行楽にうってつけのシーズンです。」 

 

上記解答例は、口語表現と文語表現が混在する文章です。 

 

【修正例 2】 

「暑い夏が過ぎ涼しくなってくるとお出かけしやすくなります。」 

 

上記修正例では「なりますね」の口語表現を「なります」という文語表現に修正を行いました。 

このように口語表現と文語表現が混在してしまうと、場合によって読者に違和感を与えてしまいますので注意し

ましょう。 



 

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

【解答例 3】 

「猛暑と言われた夏も徐々に涼しくなり秋に移り変わろうとしています。活動しやすくなってきて、行楽シーズ

ンがやってきました。」 

  

上記解答例では「活動しやすい」事と「行楽シーズンがやってくる」事の間での関係性が弱く、文意が伝わりづ

らい文章です。 

 

【修正例 3】 

「猛暑と言われた夏も徐々に涼しくなり秋に移り変わろうとしています。行楽シーズンを迎え、活発に動かれる

方も多いのではないでしょうか。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて自然な形で修正いたしました。 

「活動しやすい」事は「行楽シーズンがやってくる」事に対して直接の関係性はありません。このような文章は、

読者に読み難さを与えかねませんので注意しましょう。 

また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 4】 

「食欲の秋、味覚の秋、英術の秋、読書の秋、行楽の秋、スポーツの秋など」  

 

上記解答例は、「英術の秋」が誤入力になります。 

 

【修正例 4】 

「食欲の秋、味覚の秋、芸術の秋、読書の秋、行楽の秋、スポーツの秋など」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「芸術の秋」が正しい表現となります。 

特に WEB ライティングでは誤字脱字が起こりやすいので、一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 5】 

「○○の秋といえば、読書の秋やスポーツと様々ですが、」  

 

上記解答例は、「読書の秋」と「スポーツ」での並列表現に問題があります。 

 

【修正例 5】 

「○○の秋といえば、読書の秋やスポーツの秋と様々ですが、」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて「スポーツの秋」と並列表現が成り立つように修正いたしました。 



並列の表現は、お互いの関係性が合わないと読者に読み難さを与えかねませんので注意しましょう。 

 

 

問 3 就職活動について 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：面接 キーワード 2：履歴書 

 

【解答例１】 

「企業面接での立ち振る舞い、履歴書等を観て、本当に御社で貢献して長く働き続けてくれるのかどうかをチェ

ックしています。」  

 

上記解答例では、「御社」の部分が敬語の使い方として誤っております。 

 

【修正例 1】 

「企業面接での立ち振る舞い、履歴書等を観て、本当に自社で貢献して長く働き続けてくれるのかどうかをチェ

ックしています。」 

 

上記修正例では、「自社」に修正いたしました。文脈として、面接する企業側の目線で書かれている文章ですの

で、「御社」では自らを敬称することになってしまいます。 

敬語の使い方を誤ると、相手に対して失礼な文章となりまねませんので、使用する時は注意しましょう。 

また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 2】 

「面接の際、自分の強みを表現出来るようにすることで、そうすることで充実した就職活動を行うことが可能と

なります。」 

 

上記解答例は、同様の表現を繰り返してしまっております。 

 

【修正例 2】 

「面接の際、自分の強みを表現出来るようにすることで、充実した就職活動を行うことが可能となります。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて、繰り返し表現にならないよう修正を行いました。 

同様の表現を繰り返してしまうと、読者に読み難さを与えかねませんので注意しましょう。 

またこのような事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】 

「もちろんこの場合も履歴書の手を抜いて良いということはありません。」 

 

上記解答例では、助詞の使用方法に誤りがあります。 



 

【修正例 3】 

「もちろんこの場合も履歴書の作成で手を抜いて良いということはありません。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて自然な形で修正いたしました。 

「履歴書の手」でも意味は伝わりますが、これは口語表現的になります。ここでは、文章表現としては「履歴書

作成の手」の方が正しい表現となります。 

WEB ライティングでは一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】 

「面接の前に書類選考を行う企業も少なくないため、しっかりと自分を印象付けられるような履歴書を作ること

が求められます。」 

 

上記解答例は、一文に助詞である「を」が多用された文章です。 

 

【修正例 4】 

「面接の前に書類選考を行う企業も少なくないため、しっかりと自分を印象付けられるような履歴書作成が求め

られます。」 

 

上記修正例は、文意を鑑みて助詞の数を整え自然な形で修正いたしました。同じ助詞を多用してしまうこと

で、読者に読み難さを与えかねませんので注意しましょう。 

 

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

【解答例 5】 

「履歴書なども初めて書くという経験だったのではないでしょうか。」 

 

上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 5】 

「多くの方が、履歴書なども初めて書くという経験だったのではないでしょうか。」 

 

上記修正例では、「多くの方が」を追記することでこの文章の主語を明確にし、文意が通るよう修正いたしまし

た。 

一文中で主語が不明確になると文章としては不完全となり、口語（しゃべり言葉）のように読者に取られかねま

せん。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。 

 

 

問 4 チーズを使った料理について 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】 

「チーズ料理というとチーズフォンデュや、ハンバーグの中にチーズが入ったチーズインハンバーグなど」 

 

上記解答例は、同様の表現を繰り返してしまっております。 

 

【修正例 1】 

「チーズ料理というとチーズフォンデュや、チーズインハンバーグなど、」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて、繰り返し表現にならないよう修正を行いました。 

同様の表現を繰り返してしまうと、読者に読み難さを与えかねませんので注意しましょう。 

また今回のような表現の場合、試験において指定文字数を満たすための文字稼ぎと取られて減点対象になりかね

ませんので、出来る限りシンプルな表現を心がけましょう。 

 

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

【解答例 2】 

「チーズの味を存分味わうことのできる、」 

  

上記解答例では、適切な助詞が使用されておりません。 

 

【修正例 2】 

「チーズの味を存分に味わうことのできる、」 

 

上記修正例では文意を鑑みながら助詞「に」を追記する形で整えました。 

適切な助詞を使用しないと、読者に読み難さを与えかねませんので注意しましょう。 

また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 3】 

「子供、大人どちらでも気軽に楽しめるチーズフォンデュ、デザートと、として楽しめるチーズケーキなど」  

 

上記解答例は、「と、として」が誤入力になります。 

 

【修正例 3】 

「子供、大人どちらでも気軽に楽しめるチーズフォンデュ、デザートとして楽しめるチーズケーキなど」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「として」が正しい表現となります。 

特に WEB ライティングでは誤字脱字が起こりやすいので、一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】 



「その理由は 3 つあります。」 

「この三つの理由から、」 

  

上記解答例では１つの文章の中に「2 つ」「三つ」のように異なる表現が混在しています。 

 

【修正例 3】 

「その理由は 3 つあります。」 

「この 3 つの理由から、」 

 

上記修正例では、「3 つ」に統一しました。同一の文章内に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 5】 

「まだまだ知らないチーズ料理がある中で、日本で一般的になりつつあるチーズフォンデュは、パーティーなど

大勢で食卓を囲む際に、チーズにつける食材を個人個人で選べるため、あまり深く考えずに準備が出来るという

点でも、日本人に受け入れられ、普及したのかもしれません。」 

 

上記解答例では、一文に助詞である「で」「に」「を」が多用された文章です。また全体的に長文となっておりま

す。 

 

【修正例 5】  

「まだまだ知らないチーズ料理がある中で、日本でも一般的になりつつあるチーズフォンデュは、パーティーな

ど大勢で食卓を囲む際に人気です。 またチーズにつける食材を個人個人で選べるため、あまり深く考えずに準

備が出来るという点でも好評のようです。 これらの理由から、日本人にも受け入れられ、普及したのかもしれ

ません。」 

 

上記修正例では、文書を 3 つに分け、更に文意を鑑みて助詞の数を整えました。 

同じ助詞を多用してしまうこと、更に長文になると、読者に読み難さを与えかねません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、助詞の連続使用や使い方、

表記ゆれ、口語表現と文語表現の混在、誤字脱字や誤変換などが多く見受けられました。 

 

そして、文章表現として不自然さを感じさせる内容は、読者に読み難さを与えてしまうだけでなく、クラウドソ

ーシング上でも非承認となりやすい文章となります。特に文章中の主語は何なのか、が不明確になると不自然さ

が強くなってしまいますので注意しましょう。 

 



他にも一文に情報を詰め込み過ぎてしまうと、助詞の連続使用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文章の見直しを行い、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よう

にしましょう。 

 

 


