
第５７回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2020 年 6 月 20 日に行われました、第 57 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】 目覚まし時計について 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】朝早く起きるために、目覚まし時計を利用するという人は多いのではないのでしょうか。 

 

キーワード 1：アラーム 

キーワード 2：寝坊 

  

【模範解答 1】273 文字 

寝坊が原因で学校や会社に遅刻してしまう経験がある人は多いのではないでしょうか。そこで欠かせないのは目

覚まし時計です。毎日規則正しく決まった時間に起きるためには欠かせないアイテムとなっています。アラーム

付き時計を利用する人もいたり、携帯電話やスマートフォンに搭載されているアラーム機能を使用する人もいた

りと使用する経路はさまざまです。しかし、アラームばかりに頼ってしまうと時計の電池切れや携帯電話やスマ

ートフォンの充電切れが原因で、アラームが作動せずに寝坊してしまうことも考えられます。寝る前は電池の充

電状況を確認しておいた方が良いかもしれません。 

 

【模範解答 2】287 文字 

朝決まった時間に起きるため、非常に有効なのが目覚まし時計です。自分の起きたい時間にアラームをセットし、

その音や振動で目覚めることで寝坊を防ぐことができます。最近では携帯電話やスマートフォンにもアラーム機

能が搭載されているものも多く、そちらを使っている人も多いのではないでしょうか。また携帯電話やスマート



フォンには、1 度のアラームで起きられなかった場合また数分後に繰り返し鳴らす事ができるスヌーズ機能も搭

載されており、より確実に寝坊を防ぐ事が可能です。さらに持ち運びも手軽なため、外出先でも使い易いという

メリットも持ち合わせており、目覚まし時計としては十分ではないでしょうか。 

 

【模範解答 3】265 文字 

朝決まった時刻に起きる為に、目覚まし時計を利用している方も多いことでしょう。目覚まし時計を利用すると

寝坊や二度寝を防止出来るので便利です。近年では、目覚まし機能が内蔵されたスマートフォンが主流となって

います。アラーム音を自分好みの音楽に設定出来ることで、快適な目覚めへと導いてくれます。またスヌーズ機

能を併せて使うことで、自然と起きられる可能性も上がることでしょう。毎朝同じ時刻に起きることで、体調が

整い生活リズムも改善されると言われています。今まで目覚まし時計を利用していなかった方も、これを機に利

用してみてはいかがでしょうか。 

 

【問.2】レジ袋について 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】スーパーやコンビニなどで、購入した商品をレジ袋に入れる方は多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：エコバッグ 

キーワード 2：ゴミ袋 

 

【模範解答 1】281 文字  

近年、レジ袋の有料化が進んでいます。今まで、スーパーやコンビニなどで無料配布されておりましたし、中に

は、レジ袋をゴミ袋代わりに使用していた方も多いのではないでしょうか。ですから、突然の有料化に戸惑って

いる方も多いと思います。有料化の背景は、経済産業省がレジ袋削減運動をはじめたからです。プラスチックの

過剰な使用は、地球環境問題に大きく関わっていると言われています。もちろんお金を払えば、今後もレジ袋の

利用は可能です。しかし、地球環境問題は深刻であり、一人一人が大きく意識しなくてはならないことです。こ

れを機会に、エコバッグの利用をはじめてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】258 文字 

スーパーやコンビニなどで買い物をした際、購入した商品を持ち帰るため非常に便利なのがレジ袋です。また、

こうした買い物で手に入れたレジ袋を、ゴミ袋として再利用している方も多いのではないでしょうか。しかし、

プラスチック製のレジ袋は大気汚染や野生動物たちによる誤飲など環境への悪影響も長年懸念されており、2020

年 7 月 1 日からは全小売店にレジ袋の有料化が義務付けられる事となっています。そこで現在注目されているの

がエコバッグです。レジ袋が有料化される今、手軽に持ち運べて繰り返し使用できるエコバッグは非常に合理的

と言えるでしょう。 

 

【模範解答 3】280 文字 

買い物の際にレジ袋で商品を持って帰る方は多いのではないでしょうか。レジ袋はある程度頑丈なので、一度利

用しただけで、使えなくなることはありません。そのため、一度使用した後のレジ袋をゴミ袋として利用される



方が多いのです。近年レジ袋の大量消費による環境汚染が問題視されています。なので環境汚染を意識してか、

スーパーやドラッグストアなどでは、無料でのレジ袋の配布をやめて、有料化が当たり前になってきています。 

有料化に伴いエコバッグも普及してきて、環境汚染を意識する方も増えてきました。今までレジ袋を無料で貰っ

ていた方は、今後エコバッグを利用してみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】リュックについて 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】荷物をたくさん入れることができるリュックを、国内や海外の旅行で愛用したという方は多い

ことでしょう。 

 

キーワード 1：通勤 

キーワード 2：アウトドア 

 

【模範解答 1】259 文字 

旅行やアウトドアでリュックが必要不可欠なアイテムとなっている方も多いのではないでしょうか。リュックと

言えばアウトドアなイメージが強いですが、最近ではビジネス用として通勤でも若年層を中心に人気を集めてい

ます。機能性を重視したものからデザイン性を重視したものまでリュックだけでも多種多様です。 

しかし、ビジネスにおいてはリュックで外出先に出向いてしまうとカジュアルな印象が強く、お客様の中にはマ

ナー違反として見られてしまうケースがあります。できるだけ外出先での使用は避けて、通勤用と外出用で使い

分けを心掛けることが大切です。 

 

【模範解答 2】242 文字 

荷物をたくさん入れる事ができ、腕に負担をかけず使用できるリュックは多くの人々に好まれ使用されています。 

またリュックには多くのデザインがあり、日常使いはもちろん通勤やアウトドアなど様々な場面に合わせて使い

分ける事が可能です。さらにリュックを使用する事で両手が空くため、小さなお子さんと手を繋いで歩かなくて

はならない母親や、部活道具など多くの荷物が必要な学生の通学などにも非常に便利です。そのため老若男女問

わず、幅広い年齢層の人々に使用されているのもリュックの大きな特徴と言えるでしょう。 

 

【模範解答 3】290 文字  

外出の際にはリュックが手放せないという方は、多いのではないでしょうか。リュックはドリンクや小物をたく

さん入れることができ、通勤やアウトドアにも使えます。通勤用としては、iPad やノートパソコンを収納するこ

とができるリュックがあります。そのようなリュックは USB ポートが付属しており、モバイルバッテリーを併

用することで、充電しながら持ち運びができるようになっています。アウトドア用としては、大容量であること

はもちろんのこと、ドリンクホルダーや防水機能が付いているリュックもあります。リュックを普段使用してい

ないという方は、通勤用やアウトドアに適したリュックを一度試してみてはいかがでしょうか。 

 

【問.4】夏の涼み方について 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】夏が近づき、快適に涼むために扇風機やエアコンを使用し始めている方も多いのではないでし

ょうか。 

 

【模範解答 1】345 文字 

夏が来るとうだるような暑さに嫌気がさす人も多いのではないでしょうか。そんな時に行える涼み方といえばど

のようなものがあるでしょうか。昔から日本での夏の涼み方というと、風鈴やうちわを想像する人も多いかもし

れません。実際にあるテレビ番組では風鈴の音を聞くと、日本人は涼しく感じるといった実験結果が放送されて

いました。しかし近年では、エアコンや扇風機を使用して涼しくなる方法が主流となっています。エアコンをつ

けただけではなく、冷たい空気と暖かい空気の上手な循環で部屋の温度を下げる必要があります。ただ、室内で

のエアコンだけだと電気代がかかる一方なので、外に出て海やプールといったところで遊ぶと涼しくなるのでは

ないでしょうか。また、避暑地に行って夜に花火をしたり星を見たりするのも良いかもしれません。 

 

【模範解答 2】399 文字 

夏の暑い日が続くと、どうしてもエアコンなどの冷房機に頼りがちになります。今やエアコンは自宅やショッピ

ングモールだけではなく、小学校などの施設でも利用されています。熱中症対策には欠かせない物と言っても過

言ではないでしょう。ただエアコンを長時間利用すると空気が乾燥してしまう為、嫌がる方も多いようです。で

もそういった方にとって有効な、エアコンを利用せずとも涼むことの出来る方法は他にもあります。例えば、冷

風扇を利用するというのも方法の一つです。エアコンほど涼しくはなりませんが、空気の乾燥を軽減することは

可能です。また体が冷えすぎるといった点においても、心配はいりません。また他にも、簡易的な冷却グッズを

使う方法もおすすめです。中でもハンディファンは、安価で手に入れることが出来ます。野外のライブ会場など

に持っていくのも良いでしょう。暑い夏を乗り切る為にも、様々な工夫を凝らしてみてはいかかでしょうか。 

 

【模範解答 3】400 文字 

日差しが強くなり、汗ばむ日も増えてきて、夏が近づいていることを感じる方も多いのではないのでしょうか。 

過ごしやすい季節ではない夏をより快適に過ごすため、人々は様々な工夫を施してきました。例えば風鈴をつけ

ると、軽やかな音色が風で心地よく鳴らされることによって、聴覚的に涼やかな気持ちとなることができます。 

かき氷やアイスなど冷たい物を食べることも涼しむための工夫と言えます。体温を下げることによって、体感す

る暑さを軽減します。また、夏になると看板や商品のパッケージをはじめ、様々な物に青色が使われることが増

えます。青色は水や冷たい温度を連想させる色ですので、これも視覚効果を狙った涼しむための工夫と言えそう

です。このような夏に涼しむための工夫は、それ自体が夏の定番と認識され、風物詩となっている物も数多くあ

ります。エアコンで温度調整はできますが、夏ならではの工夫で、季節を感じながら涼むこともおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 57 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 54 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 目覚まし時計について 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：アラーム キーワード 2：寝坊 

 

【解答例 1】 

「目覚まし時計代わりにアラームを利用する方が増えてきました。」 

「スケジュール管理代わりに活用する人も多いです。」 

 

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 1】 

「スケジュール管理代わりに活用する方も多いです。」 

 

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 2】 

「以前は、時計の専門店や雑貨屋など、ベルが鳴るタイプのものやデジタルタイプのものなどがよく販売されて

いました。」  

 



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「の」

が多用された文章です。 

 

【修正例 2】 

「以前は、時計の専門店や雑貨屋などで、ベルが鳴るタイプやデジタルタイプなどがよく販売されていました。」 

 

上記修正例は、文意を鑑みながら格助詞「で」を自然な形で追記修正し、助詞の数を整えました。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。ま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 3】 

「その場合、私はスマートフォンのスヌーズ機能を使用します。」 

 

上記解答例は「私は～」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】 

「さらに持ち運びも手軽なため外出先でも使い易いというメリットも持ち合わせています。」 

 

上記解答例は、読点が正しく使われていないため読み難い文章となっております。 

 

【修正例 4】 

「さらに持ち運びも手軽なため、外出先でも使い易いというメリットも持ち合わせています。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて読点を 1 つ挿入いたしました。読点が正しく使われていない文章は読者へ読み難

さを与えてしまいますので注意が必要です。 

 

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

【解答例 5】 

「寝坊してしまうことがあるでしょう。」 

「テレビがつくと起きてしまいますよね。」 

 

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 5】 

「テレビがつくと起きてしまいます。」 

 

上記修正例では「しまいますよね」の口語表現を「しまいます」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。 



 

 

問 2 レジ袋について 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：エコバッグ キーワード 2：ゴミ袋 

 

【解答例 1】 

「買い物の時もエコバッグを使用したりして、マイクロプラスチックの発生を防ぐ事が重要です。」 

 

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 1】 

「買い物の時もエコバッグを使用して、マイクロプラスチックの発生を防ぐ事が重要です。」 

 

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】 

「近年レジ袋は大量消費による環境汚染が問題視されています。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 2】 

「近年レジ袋の大量消費による環境汚染が問題視されています。」 

 

上記修正例では、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 3】 

「日本全国のスーパーやコンビニでは、レジ袋を有料化するなど、地球環境問題に取り組んでいます。個人でレ

ジ袋を使わない為に、エコバッグを持参する方も増えています。」 

 

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 3】 

「日本全国のスーパーやコンビニでは、レジ袋を有料化するなど、地球環境問題に取り組んでいます。また個人

でレジ袋を使わない為に、エコバッグを持参する方も増えています。」 

 

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 4】 

「いずれはレジ袋の代わりにエコバッグが主流となる日も近い事でしょう。」 

 

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 4】 

「レジ袋の代わりにエコバッグが主流となる日も近い事でしょう。」 

 

今回の解答例においては、「シェア」と「共有」は同じ意味を表しております。その為上記修正例では、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 5】 

「コンビニやドラッグストアでは無料でレジ袋に購入して商品を入れてくれましたが、」 

 

上記解答例では、「購入して」が誤入力となります。 

 

【修正例 5】 

「コンビニやドラッグストアでは無料でレジ袋に購入した商品を入れてくれましたが、」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「購入した」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 リュックについて 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：通勤 キーワード 2：アウトドア 

 

【解答例 1】 

「リュックは背負うタイプのカバンなので、両手が開くのがメリットです。」 

 

上記解答例では、「開く」が誤変換となります。 

 

【修正例 1】 

「リュックは背負うタイプのカバンなので、両手が空くのがメリットです。」 

 



上記修正例では、誤変換を修正しました。「空く」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、誤変換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

とで誤変換だけでなく、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】 

「アウトドアには欠かせない道具を１つまとめて携帯することができるからです。」 

 

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。 

 

【修正例 2】 

「アウトドアには欠かせない道具を１つにまとめて携帯することができるからです。」 

 

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 3】 

「近年、通勤や通学でリュックを愛用している人が増えています。」 

「ロゴが小さければスーツにも合いますよ。」 

 

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 3】 

「ロゴが小さければスーツにも合います。」 

 

上記修正例では「合いますよ」の口語表現を「合います」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 4】 

「利点が多くあり、普段使いにも良いでしょう。」 

「自身の使用する状況に応じてリュックを選択するといいでしょう。」 

 

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

 

【修正例 4】 

「自身の使用する状況に応じてリュックを選択すると良いでしょう。」 

 

上記修正例では、「良いでしょう」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 5】 

「リュックは背負う時に、両肩への負担を均等にする事ができる為、荷物を楽に持ち運べます。」 

 

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】  

「リュックは背負う時、両肩への負担を均等にする事ができる為、荷物を楽に持ち運べます。」 

 

上記修正例では、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。 

 

 

問 4 夏の涼み方について 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】 

「他にはすだれや植物の壁によって日光の光を遮る方法も有効です。」  

 

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 1】 

「他にはすだれや植物の壁によって日光を遮る方法も有効です。」 

 

「日光」は「日（太陽）の光）」という意味になりますため、「日光の光」という表現では「光」が重複してしま

います。重複表現は、口語（会話）では使用しても大きな問題は無いですが、文章にすると読者に違和感を与え

かねません。また WEB ライティングのお仕事として納品するとクライアントから承認を得られない場合もあり

ますので注意しましょう。 

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 2】 

「また、濡らしたタオルを数秒手で振り回すだけで冷たくなるタオルも発売され」 

 

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】 

「また、濡らして数秒手で振り回すだけで冷たくなるタオルも発売され」 

 



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】 

「涼しくするのにうちわや扇子で仰いだりしている時代もあったそうです。」  

 

上記解答例では、「仰いだり」が誤変換となります。また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 3】 

「涼しくするのにうちわや扇子で扇いでいる時代もあったそうです。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「扇ぐ」が正しい表現となります。また文意を鑑みて「～たり」を削除

する形で修正を行いました。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変換だけでなく、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】 

「もう 1 つのエコ涼み方として、」 

 

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 4】 

「もう 1 つのエコな涼み方として、」 

 

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 5】 

「この時期になると快適に過ごす為に、エアコンや扇風機を使用し始める方も多いのではないでしょうか。」 

 

上記解答例では、一文に助詞である「に」が多用された文章です。 

 

【修正例 5】 

「この時期になると快適に過ごす為、エアコンや扇風機を使用し始める方も多いの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。 

 

 

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。 

 


