
第５５回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2020 年 4 月 22 日に行われました、第 55 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】 TV アニメについて 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】日本が誇る文化の一つであるアニメですが、家で落ち着いて見る方も少なくないでしょう。 

 

キーワード 1：深夜 

キーワード 2：動画サービス 

  

【模範解答 1】296 文字 

TV アニメは深夜に放映されているものもあり、それを観るために眠い目をこすりながら頑張って起きている方

も少なくないでしょう。しかし十分な睡眠を取らないと朝起きるのがつらかったり、日中の仕事や学校に集中で

きなかったりしてしまいます。 

一方で観たい TV アニメを好きなだけ観られて、かつ睡眠不足にもならないのが動画サービスです。動画サービ

スは月額定額料金を支払うことで、TV アニメだけでなく、映画やバラエティなど様々な動画をいつでも好きな

だけ視聴できるものもあります。費用はかかりますが、睡眠不足による健康などへの悪影響を考えたとき、深夜

起きているのとどちらが良いのか一度考えてみる価値はあるかもしれません。 

 

【模範解答 2】291 文字 

アニメは、しばしば日本の文化を紹介する場合に取り上げられる単語かもしれません。実際、アニメが好きとい

う人は子供だけでなく、大人も多いのではないでしょうか。大人は仕事や家事が終わった深夜に TV アニメを見



る場合が多いようです。また最近では TV でリアルタイムで見れなくても、動画サービスを利用して好きな時に

見ることができます。ですので 1 日の終わりにアニメを見ながら、ゆっくりと夜の時間を過ごすという人もいる

でしょう。他にも休日は子供と一緒に TV アニメを見る、という親も多いかもしれません。この場合、TV アニ

メの話で親子の会話が弾むので良いコミュニケーションツールとして活用しているかもしれません。 

 

【模範解答 3】273 文字 

TV アニメは今も昔も高い視聴率を誇りますが、その多くは子供向けのものです。そして子供への教育的また道

徳的メッセージを含んだものが多くあります。しかし、最近は子供向けだけではなく、大人向けの TV アニメが

多く存在し、深夜に放送されていたり、動画サービスで配信されていたりして大人が楽しみやすいようになって

います。また、大人向けのアニメからオタク文化やコスプレ文化が生まれており、それは日本だけに留まらず、

海外にも広がり多くのファンを魅了しています。例えば、コスプレは国内でも海外でも大規模なイベントが開催

され、アニメを通じて多くの人が交流を深めています。 

 

【問.2】家庭料理について 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】一人暮らしをしていると、たまに家庭料理が恋しくなる方も多いのではないのでしょうか。 

 

キーワード 1：母親 

キーワード 2：工夫 

 

【模範解答 1】260 文字  

温かい家庭のイメージとして、家庭料理を思い浮かべる人も少なくないでしょう。仕事や学校から家に帰ってき

て晩ごはんの美味しそうな匂いがしたら、一日の疲れも吹き飛んでしまいます。ですので外食も良いけれど、や

はり家庭料理が好きという人が多いのではないでしょうか。母親から好きな料理のレシピを教わっておけば、自

立してからも懐かしい味を再現できます。また、自分なりのアレンジで工夫をしてみると、飽きずに長く楽しむ

ことができます。これから料理を始めたいと考えているなら、肉じゃがや生姜焼きなど、定番の家庭料理から覚

えるのがお勧めです。 

 

【模範解答 2】259 文字 

家庭料理と言われて、何を思い浮かべますでしょうか。肉じゃがやからあげなど、母親が作ってくれた定番料理

を思い出す方も多いでしょう。そんな家庭料理を自宅で作るならひと工夫が大切です。少し手間をかけるだけで、

母親やお店の味に近づけられます。例えばからあげなら、鶏肉を漬け込む際にマヨネーズとごま油を入れると、

肉が柔らかくなり風味も増します。ナポリタンなら、はちみつを使うことでより深いコクを出すことができるで

しょう。もし母親の味を再現したいのなら、直接作り方のコツを聞くこともオススメです。共にキッチンに立つ

ことで、母親との絆も深まります。 

 

【模範解答 3】281 文字 

家庭料理は外食と比べると安価で、栄養もバランスよく摂ることが出来るのではないでしょうか。もちろん外食



でもしっかりと意識をすればバランスの良い食事はとれるでしょうが、栄養バランスばかり気にすることは難し

いでしょう。家庭料理は毎日工夫を凝らし母親が献立を考えているので、時には食べたくない野菜などが食卓に

並んでいるという場合もあるかもしれません。それでも母親の工夫で冷蔵庫の残り物が様々なおかずへと変化し、

栄養バランスも考えられた食事へと生まれ変わるのです。お金の節約にもなるので、一人暮らしされている方は

母親の事を思い出して家庭料理を作ってみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】布団について 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、寝るときに布団がふわふわで温かいと、寝るのが楽しみになる方も多い事でしょう。 

 

キーワード 1：干す 

キーワード 2：睡眠 

 

【模範解答 1】269 文字 

睡眠の質を高めるには、寝る時の布団がとても重要です。快適な布団で眠ることで、熟睡が可能になり翌朝には

快適な目覚めができると言われています。そのためには、まず布団を清潔に保つことが大切です。人は寝ている

間にコップ一杯の汗をかくと言われ、多くの汗が布団に吸収されています。そこで定期的に布団を干すことが必

要となります。お天気の良い日には必ず布団を干すという人も多いでしょう。一方、忙しくて外に干せないと言

う人もいるかもしれません。そのような人は布団乾燥機の購入を検討しても良いかもしれません。 

 

【模範解答 2】265 文字 

現在では布団よりベッドで寝る方が多いのではないでしょうか。家ではベッドで寝て、布団で寝るのは温泉旅館

などに泊まった時だけという方もいらっしゃることでしょう。しかし、その数少ない布団での睡眠はとても気持

ちの良いものです。布団はマットレスなどと違い、簡単に干すこともできるので太陽の光をたくさん浴びふかふ

かの状態で寝ることができます。 

ベッドもその人に合ったマットレスなどを選ぶことで非常に快適な睡眠をとることができ、どちらも一長一短が

あります。ベッドでの睡眠が多い方は、一度畳に布団の日本人スタイルを思い出してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】275 文字  

睡眠が健康にとって大切だということは、広く知られるようになりました。しかし、睡眠の質を向上させるため

に、まだまだ改善できることがあるという人も多いはずです。たっぷり寝ているはずなのに、最近疲れが取れな

いと感じているなら、睡眠環境を見直してみましょう。例えば、布団は定期的に干すことでふんわりと軽い状態

を保つことができるため、スムーズな寝返りにつながります。また布団用の掃除機を利用すれば、ダニなどのア

レルギー予防にも効果的です。更にこれから暑い季節となりますが、体感温度を下げる敷きパッドなどのアイテ

ムを取り入れると、快適な睡眠生活が送れるでしょう。 

 

【問.4】在宅ワークで気をつける事について 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】働き方には様々な形があり、そのうちの一つとして在宅ワークが挙げられます。 

 

【模範解答 1】352 文字 

自由な働き方の一例として、在宅ワークがあります。通勤時間の短縮や家事育児との両立など、たくさんのメリ

ットがあり大変魅力的です。また一人で仕事を好きに進めていけるので、気楽で良いという人もいることでしょ

う。一方で、在宅ワークならではの注意点もあります。他人の目がない分、集中できなかったり、さぼってしま

ったりということもあるかもしれません。体調管理も含めて、自身の行動を律し、管理していくことが求められ

ます。そのためには、自分なりのスケジュールを組み、計画的に行動することが大切です。また、プライベート

と仕事の空間が同じになってしまうことで、休んでいてもリラックスできないということも出てくるでしょう。

そんな時は、作業の部屋を分ける、休憩中に PC 画面は見ないなど、自分なりのルールを決めておくのがお勧め

です。 

 

【模範解答 2】389 文字 

ここ数年で働き方改革が進んだことで、在宅ワークをする方が増えてきているようです。その中で、これまでの

出社しオフィスで働く働き方と大きく異なるポイントは、より自己管理能力が必要とされる点ではないでしょう

か。上司や同僚の監視がない中、いかに効率よく働き成果を残すか、をまず自分で整理する必要があります。ま

た、同僚やチームとコミュニケーションをより細かく自主的にとることも求められます。 

同時に、在宅ワークをするための自宅のハード面や環境面を強化する必要もあります。例えばインターネット回

線やセキュリティソフト、オンラインミーティングシステム等の整備や用意が考えられます。これらツールは会

社で準備してもらえる場合も多いですが、環境面の整備としてデスク、椅子、照明などはご自身での整備も必要

かもしれません。結果として、自己管理能力向上と仕事環境整備の両面が在宅ワークで求められるでしょう。 

 

【模範解答 3】387 文字 

働き方改革により、現代では働き方もさまざまな形態が出てきております。その中の一つとして、会社に出勤せ

ず、自宅で仕事を行う在宅ワークがあります。在宅ワークは、出勤時間や拘束時間がないことが利点です。しか

し自宅の環境を整えなければ満足に仕事をすることができません。例えば在宅ワークでデザインの仕事を行うの

であれば、デザインするのに必要なソフトをインストールしたり、そのソフトが快適に動作できるパソコンに変

えたりする必要があります。さらに企業や個人の情報を扱う場合もあるため、情報セキュリティにも気を付けな

ければなりません。セキュリティソフトを導入することはもちろん、取り扱うファイルにはパスワードをかける

など、徹底した管理が重要となります。また、在宅ワークでは自己管理も重要となります。体の健康だけでなく

心の健康にも配慮し、ときには休憩を取ってストレスを発散することも大切です。 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 55 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 55 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 択問題において満点、または満点に近い得点の方がほとんどでした。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や違うテーマの文章など）が見受けられた他、同様な表現の繰り返し、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 . TV アニメ食品について 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：深夜 キーワード 2：動画サービス 

 

【解答例 1】 

「その人気は日本に留まらず、海外にも多くのファンがいます。TV 放送のほか、動画サービスも昨今では充実

しており、生活パターンに応じていつでもどこでもアニメを楽しむことが出来ます。」 

 

上記解答例では、文と文の間に適切な接続詞が使用されておりません。 

 

【修正例 1】 

「その人気は日本に留まらず、海外にも多くのファンがいます。また TV 放送のほか、動画サービスも昨今では

充実しており、生活パターンに応じていつでもどこでもアニメを楽しむことが出来ます。」 

 

上記修正例では、接続詞「また」を追記いたしました。適切な接続詞を用いることでその前後の文章が繋がり、

読みやすい文章になります。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】 

「大人は仕事や家事が終わった深夜に TV アニメを見る人が多いようです。」 

 

上記解答例では、表現のねじれが見受けられ、違和感があります。 



 

【修正例 2】 

「大人は仕事や家事が終わった深夜に TV アニメを見る場合が多いようです。」 

 

上記修正例では、この文章における主語部分である「大人は」に正しく係るよう、文意を鑑みて表現を整え、自

然な形で修正いたしました。文中に表現のねじれが生じてしまうと、読者に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。なお、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。 

 

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

【解答例 3】 

「休日は子供と一緒に TV アニメを見ると親も多いかもしれません。」 

 

上記解答例では表現の一部が不足しており、違和感があります。 

 

【修正例 3】 

「休日は子供と一緒に TV アニメを見るという親も多いかもしれません。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて「いう」を追記しました。適切な表現で文章を作成しないと、読者に読み難さや

違和感を与えてしまいますので注意しましょう。また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】 

「アニメが今後どのような広まりかたをするのが見逃せないものとなっていくでしょう。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 4】 

「アニメが今後どのような広まりかたをするのか見逃せないものとなっていくでしょう。」 

 

記修正例では、文意を鑑みて助詞を修正いたしました。助詞の使い方を誤ると、本来伝えたい内容が上手く読者

に伝わらなくなってしまうので注意しましょう。 

また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】 

「動画サービスが始まったことによって、いつでも好きな時間に好きなアニメを視聴することが出来るようにな

りました。」  

 

上記解答例は、一文に助詞である「に」が多用された文章です。 

 



【修正例 5】 

「動画サービスが始まったことで、いつでも好きな時間に好きなアニメを視聴することが出来るようになりまし

た。」 

 

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。 

 

 

問 2 . 家庭料理について 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：母親 キーワード 2：工夫 

 

【解答例 1】 

「クックパッドなどレシピが簡単に手に入る世の中ですが、いざ自分で再現しようと思っても、なかなか思い通

りの味にならないこともあります。」 

 

上記解答例は、助詞が不足しているため文意が伝わり難い文章となっております。また一文に助詞である「に」

が多用された文章です。 

 

【修正例 1】 

「クックパッドなどでレシピが簡単に手に入る世の中ですが、いざ自分で再現しようと思っても、なかなか思い

通りの味とはならないこともあります。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「で」を追記いたしました。そして助詞の数を整え、自然な形で修正い

たしました。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】 

「いつもは母親任せになっている夕飯を、日曜日は父親が買って出るのも良いかもしれません。」 

 

上記解答例では表現の一部が不足しており、違和感があります。 

 

【修正例 2】 

「いつもは母親任せになっている夕飯の準備を、日曜日は父親が買って出るのも良いかもしれません。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて「夕飯」を「夕飯の準備」に修正しました。適切な表現で文章を作成しないと、

読者に読み難さや違和感を与えてしまいますので注意しましょう。また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 3】 

「家庭料理といえば、やはり母親が家族の健康と好みを考えて、愛情いっぱい注いで作ってくれたものを想像し



てしまいます。」 

 

上記解答例は「～想像してしまいます」という主観的な表現がみられます。このような主観的な表現は筆者の意

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 4】 

「どうしても万人に受けて且つ一定の味が目指されます。」 

「愛情料理と言っても良いかもしれませんね。」 

 

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 4】 

「愛情料理と言っても良いかもしれません。」 

 

上記修正例では「しれませんね」の口語表現を「しれません」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 5】 

「そういった環境でも、工夫を凝らすことで簡単に料理を作るができます。」 

 

上記解答例は、「作るができます」が誤入力となります。 

 

【修正例 2】 

「そういった環境でも、工夫を凝らすことで簡単に料理を作ることができます。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「作ることができます」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、誤入力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入力だけでなく、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。 

 

 

問 3 . 布団について 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：干す キーワード 2：睡眠 

 

【解答例 1】 

「適切な睡眠をとる事で、健康的になったり、様々なメリットがあるので、自分にあった布団を選んで使ってい

る方も多い事でしょう。」 

 

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 1】 

「適切な睡眠をとる事で、健康的になるなど様々なメリットがあるので、自分にあった布団を選んで使っている

方も多い事でしょう。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて「～たり」を削除する形で修正を行いました。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。 

 

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

【解答例 2】 

「そうすると、質の良い睡眠がとれます。」 

「ご自分の好みに合わせて、新しい布団を購入するのもよいかもしれません。」 

 

上記解答例では１つの文章中に「良い」「よい」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 2】 

「ご自分の好みに合わせて、新しい布団を購入するのも良いかもしれません。」 

 

上記修正例では、「良い」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

えてしまいますので注意しましょう。また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 3】 

「この睡眠時間をいかにに快適に過ごせるかが重要です。」 

 

上記解答例では、「いかにに」が誤入力となります。 

 

【修正例 3】 

「この睡眠時間をいかに快適に過ごせるかが重要です。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「いかに」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、誤入力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

ことで誤入力だけでなく、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】 

「例えば、布団は定期的に干すことでふんわりと軽い状態を保つことができるため、スムーズな寝返りにつなが

ります。布団用の掃除機を利用すれば、ダニなどのアレルギー予防にも効果的です。」 

 

上記解答例では、文と文の間に適切な接続詞が使用されておりません。 

 

【修正例 4】 



「そ例えば、布団は定期的に干すことでふんわりと軽い状態を保つことができるため、スムーズな寝返りにつな

がります。また布団用の掃除機を利用すれば、ダニなどのアレルギー予防にも効果的です。」 

 

上記修正例では、接続詞「また」を追記いたしました。適切な接続詞を用いることでその前後の文章が繋がり、

読みやすい文章になります。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 5】 

「手軽な方法としては布団を干すというのが最もポピュラーではないかと思います。」 

 

上記解答例は、一文に助詞である「と」が多用された文章です。 

 

【修正例 5】  

「手軽な方法としては布団を干すというのが最もポピュラーではないでしょうか。」 

 

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。 

 

 

問 4 . 在宅ワークで気をつける事について 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】 

「社内で仕事をしているときは対面でのコミュニケーションができるため、」 

 

上記解答例では、名詞と動詞の使い分けに問題があります。 

 

【修正例 1】 

「社内で仕事をしているときは対面でのコミュニケーションを取る事ができるため、」 

 

解答例では、「コミュニケーション」という名詞に「できる」が係っています。このままでも意味は伝わります

が、「できる」は原則として動詞に係る表現がより相応しい形になります。 

その為、上記修正例では名詞「コミュニケーション」の後に動詞「取る」を追記する形に修正しました。 

このような表現は、話し言葉ではあまり違和感は感じませんが、文字にすると読者に違和感を与えかねませんの

で注意しましょう。 

 

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

【解答例 2】 

「自宅をオフィスとして働くフリーランスの方も居ます。」 

「どれだけ誠実で人当たりの良い人でも」 

 

上記解答例では１つの文章中に「方」「人」のように異なる表現が混在しております。 



 

【修正例 2】 

「どれだけ誠実で人当たりの良い方でも」 

 

上記修正例では、「方」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

てしまいますので注意しましょう。また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 3】 

「自分の趣味のもの目がいってしまったり」  

 

上記解答例は、助詞が不足しているため文意が伝わり難い文章となっております。 

 

【修正例 3】 

「自分の趣味のものに目がいってしまったり」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「に」を自然な形で追記修正しました。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】 

「通勤時間の短縮や家事育児との両立など、たくさんのメリットがあり大変魅力的です。一人で仕事を好きに進

めていけるので、気楽で良いという人もいることでしょう。」 

 

上記解答例では、文と文の間に適切な接続詞が使用されておりません。 

 

【修正例 4】 

「通勤時間の短縮や家事育児との両立など、たくさんのメリットがあり大変魅力的です。また一人で仕事を好き

に進めていけるので、気楽で良いという人もいることでしょう。」 

 

上記修正例では、接続詞「また」を追記いたしました。適切な接続詞を用いることでその前後の文章が繋がり、

読みやすい文章になります。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 5】 

「最近は様々な働き方が増えてきて、子育てや介護をしながらでも働くことができる在宅ワークが注目されてい

ます。」 

 

上記解答例は、一文に助詞である「が」が多用された文章です。 

 

【修正例 5】 



「最近は様々な働き方が増えてきて、子育てや介護をしながらでも働くことのできる在宅ワークが注目されてい

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。 

 

 

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、読点の使い方、誤字脱字や誤変換、接続詞の使い方などが多く見受けられました。 

 

そして、主観的な文章表現や文脈的に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。 

 


