
第６０回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2020 年 9 月 26 日に行われました、第 60 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】 炊飯器について 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】炊飯器は多くのご家庭にて利用されている調理器具ではないでしょうか。 

 

キーワード 1：高性能 

キーワード 2：簡単レシピ 

  

【模範解答 1】250 文字 

最近の炊飯器は多種多様な機能を兼ね備えています。例えばご飯を炊くだけでなく、保温機能が優れていたり、

パンやお菓子作りができたりする高性能な炊飯器もあります。炊飯器 1 つでさまざまな料理が作れるので、料理

のレパートリーを増やしたい方や忙しい方にはとても便利でしょう。 

また炊飯器を使った簡単レシピもインターネット上でたくさん公開されているので、今ある材料を使って作った

ことがないレシピに挑戦することもできます。今後もさらに高性能な炊飯器が増え、家庭に欠かせない便利な調

理器具として進化していくことでしょう。 

 

【模範解答 2】251 文字 

炊飯器と言えば、通常は米を炊くために使うものだと思う方が多いでしょう。しかしながら最近では、高性能な

炊飯器も販売されています。しかもただ米を炊くだけではなく、煮物やパン生地を作ることができる機能も付い

ています。また、インターネットで炊飯器を使ってできる簡単レシピを検索すると、洋食から和食まで様々な料



理が表示されます。どれも簡単にできるため、うまく炊飯器を使って料理をすることで手間が減り、料理時間の

短縮になるでしょう。その点で、炊飯器は忙しい現代人にぴったりの調理器具と言ってもいいのかもしれません。 

 

【模範解答 3】276 文字 

炊飯器と一口で言っても、その種類は様々です。例えば、簡単レシピがついているものや、まるでかまどで炊い

たような味を再現できるものもあります。現在、コロナ禍で外出自粛を余儀なくされ、外食よりも家の中で食事

を済ます人が増えている傾向にあります。そのため、より楽をしておいしいご飯を食べたいという思いから、高

性能の炊飯器への需要が高まっています。数年前までは、家族でご飯を食べるご家庭で利用される機会が多かっ

たため、5 合炊きの比較的大きいサイズの高性能炊飯器が主流でした。しかし、単身者が増えた現在では、比較

的小さいサイズでも高性能な炊飯器も増えてきています。 

 

【問.2】タクシーについて 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】旅行に出かけた際、宿泊先のホテルや旅館から観光地まで向かう手段として、タクシーを利用

する方は多いことでしょう。 

 

キーワード 1：配車アプリ 

キーワード 2：深夜 

 

【模範解答 1】292 文字  

観光地や仕事先に向かう手段として、タクシーを使うという方は多いことでしょう。しかしタクシー乗り場に行

けばいくらでもタクシーがいると思っていても、早朝や深夜はタクシーがつかまらなくて困ることは多いもので

す。それでも新幹線や飛行機の時刻が決まっている場合など、絶対に遅刻できないシーンでは配車アプリを使う

と便利です。 

もちろんタクシー会社に電話する方法もありますが、混雑していて繋がりにくい場合があります。しかし配車ア

プリでは、繋がりにくいこともなく予約日時の確認もできるため、配車の間違いを防ぐことが可能です。今後タ

クシーを利用する際、配車アプリの活用を考えてみるのもいいかもしれません。 

 

【模範解答 2】286 文字 

旅行や出張中の移動手段として、タクシーを利用する方は多いのではないでしょうか。これまでは、道端で巡回

しているタクシーをつかまえたり、タクシー会社に電話をかけて予約したりすることで利用するのが一般的でし

た。しかし最近は、スマホを使ってタクシーを手配する配車アプリが普及しています。 

巡回しているタクシーのつかまりにくい深夜や、電話が混雑してつながりにくい早朝などに大変便利です。また

自分のいる位置や目的地を、アプリを通して事前に伝えることができ、道順や料金などもわかるため、乗客と運

転手両方にとって利点の多いサービスです。皆様も一度配車アプリを利用してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】291 文字 

旅行やちょっとしたお出かけの際、タクシーを利用する方は多いのではないでしょうか。旅行中でその土地のこ



とがわからない時、電車やバスよりも早く便利に移動したい時、配車アプリを使うことができます。配車アプリ

は時間制限がなく、深夜に足がない時でも、いつでもどこでも自分の居場所まで駆けつけてくれます。また、料

金も予め距離で設定されていて、クレジット払いをアプリ内で済ませることもできます。そのためできるだけ無

駄なく早く目的地まで行きたい時、現金を持ち合わせていない時にも、スマートに移動が可能となります。今や

海外でも主流になってきている配車アプリ、登録していて損はないのではないでしょうか。 

 

【問.3】日曜大工について 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】人生の楽しみの 1 つとして、日曜大工を始めている方が増えているようです。 

 

キーワード 1：DIY 

キーワード 2：趣味 

 

【模範解答 1】254 文字 

日曜大工とは、一般の人が休日や余暇を利用して行う木工作業のことです。現在では Do It Yourself の略で DIY

と呼ばれることが増え、一度は耳にしたことがある人も多いと思います。現在、コロナ禍で不用意に外出するこ

とができなくなり、趣味として自分の好きな家具やインテリア、アクセサリーなどを作る人が増えています。日

曜大工のメリットとしては、購入するよりも安い費用で、部屋のサイズに合った家具やインテリアを作ることが

できます。また、自分に合ったオリジナルのアクセサリーも簡単に作れるので、男性だけではなく女性の取り組

みも増えています。 

 

【模範解答 2】247 文字 

昔から日曜大工を趣味にしていた人は多数いましたが、近年ではメジャーな趣味として更に注目を集め始めてい

ます。きっかけは日曜大工という名称が DIY と呼ばれるようになったことが挙げられます。このことにより、趣

味としておしゃれなイメージを持つ人が増え、DIY 専門店が増えただけでなく、DIY 専門雑誌もいくつか刊行さ

れ始めました。その中には女性向けの雑誌も存在しています。日曜大工は男女比率でみるとまだまだ男性の割合

が多いですが、女性も徐々に増えてきています。そのため趣味として、今後もっと活性化するかもしれません。 

 

【模範解答 3】260 文字  

最近では、日曜大工は立派な趣味の一つとして数えられる。日曜大工と聞くと、以前は男性が行う趣味のイメー

ジであったが、現在では女性も手軽に楽しめて、部屋の飾りつけを可愛らしくするのにも一役買っているようだ。

その為、ホームセンターでも DIY コーナーと称して、日曜大工の用品が簡単に購入できるようになった。さらに

DIY キットという商品が販売されており、小物だけでなく少し大きめの家具なども気負わず作成できるようにな

った。最近ではテレビ番組でもよく取り上げられ、目にすることが多くなり、これからも日曜大工が趣味という

人は増えてくるだろう。 

 

【問.4】インターネットで商品を買うことについて 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】インターネットを利用して欲しいものを購入することは、多くの人にとって当たり前の時代に

なっているのではないでしょうか。 

 

【模範解答 1】371 文字 

これまでに一度はインターネットでショッピングをしたことがある、という方も多いのではないでしょうか。 

近頃はインターネットでショッピングをするとポイントが付いたり、お店で直接購入するよりも安くなっていた

りしてお得なことが多くなっています。また、お米や水など持ち運ぶのに重くて大変なものも自宅まで持ってき

てもらえることは、女性やお年寄りにも便利です。商品を欲しい時に昼夜をかまわず、すぐ注文ができるのはイ

ンターネットでショッピングすることの特徴とも言えます。 

しかし、いざ注文したものが届いてみると自分の思っていたイメージと違うことがあったり、不良品だったりな

んてこともあるかもしれません。インターネットを利用してショッピングするのはとても便利ですが、お店で購

入することと比べてメリット・デメリットをよく考えて賢く使い分けることが重要になりそうです。 

 

【模範解答 2】349 文字 

現在、インターネットで商品を購入することに抵抗がある人は少ないかもしれません。お店に行かずしてインタ

ーネットで商品を購入できるのは、とても便利です。しかしその一方、便利であるがゆえに気を付けなければい

けないことがあります。それは個人情報の流出です。防止するにはパソコンをまめにアップデートしたり、ウィ

ルスチェックをしたりして、悪意のあるスパイウェアから守る必要があります。また、不用意に見知らぬメール

を開かないなど対策を取ることも求められます。そしてインターネットで商品を購入する際は、商品を売ってい

る店舗が信用できるか見極めることも大切です。便利さと引き換えに自らを危険にさらしてしまっては意味があ

りません。以上のことを気に留めることで、快適で便利な買い物をすることができるのではないでしょうか。 

 

【模範解答 3】342 文字 

インターネットで商品を買うことは、近年では当然のことになっているのではないでしょうか。ネットショップ

はすでに充実化しており、外出しないと購入できないような商品はほぼ無くなっています。そのため、自宅で仕

事をしている人は一歩も外に出なくても生活ができるようになっています。また、重い荷物を担ぎながらお店か

ら家まで運ぶ手間が不要な上、ショップ独自のセールやポイント制度も発展しており、ネットで買った方がお得

という商品もあります。さらに、最近では VR を利用してバーチャル空間で市場を開催するという催しも行われ

ています。このことにより商品写真だけでは気づかない事がわかり、買う前の事前検討がより詳細に実施できま

す。数十年後には、外出して商品を買う人の方が少なくなる時代が来るのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 60 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 60 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 炊飯器について 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：高性能 キーワード 2：簡単レシピ 

 

【解答例 1】 

「炊飯器には、タイマー機能やご飯の炊き上がりの硬さなど調整する機能が備わっています。朝すぐにご飯を食

べたい時には助かります。」 

 

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】 

「炊飯器には、タイマー機能やご飯の炊き上がりの硬さなど調整する機能が備わっています。なので朝すぐにご

飯を食べたい時には助かります。」 

 

上記修正例では、接続詞「なので」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】 

「粒立ちがシャッキリ食感のごはんを炊けます。」 

「ご飯を炊くだけじゃなく、ビーフシチューや肉じゃがを簡単レシピで調理できる炊飯器もあります。」 

 



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

 

【修正例 2】 

「粒立ちがシャッキリ食感のご飯を炊けます。」 

 

上記修正例では、「ご飯」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】 

「最近ではご飯を炊く以外にも、便利機能が備わっているものや、ご飯以外の料理を作れるものなど、高性能な

炊飯器が増えてきている。」 

 

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】 

「最近ではご飯を炊く以外にも、便利な機能が備わっているものや、ご飯以外の料理を作れるものなど、高性能

な炊飯器が増えてきている。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「な」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】 

「機能的もなり炊き上がりの時間や米の種類など多機能になっています。」 

 

上記解答例では、「機能的もなり」が誤入力となります。 

【修正例 4】 

「機能的にもなり炊き上がりの時間や米の種類など多機能になっています。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「機能的にもなり」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 5】 

「また、簡単なレシピをインターネットや書籍などを参考に料理を作ることができます。」 

 

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 5】 



「また、インターネットや書籍などから探せる簡単なレシピを参考に料理を作ることができます。」 

 

上記修正例では、この文章における主語部分である「簡単なレシピ」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。 

 

 

問 2 タクシーについて 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：配車アプリ キーワード 2：深夜 

 

【解答例 1】 

「仕事や会食等で帰りが夜遅くなったり土地勘のない場所に出かけた際など、タクシーは便利な手段です。」 

 

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】 

「仕事や会食等で帰りが夜遅くなったり土地勘のない場所に出かけたりした際など、タクシーは便利な手段で

す。」 

 

上記修正例では、「～たり」を 2 回使用し、また文意を鑑みながら自然な形に修正しました。 

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 2】 

「友人と出かけ、終電を逃した際、交通の便が普及していない地域において移動手段として、タクシーを利用す

る方は多いことでしょう。」 

 

上記解答例は、読点が適切に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 2】 

「友人と出かけ、終電を逃した際、交通の便が普及していない地域において、移動手段としてタクシーを利用す

る方は多いことでしょう。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて読点の場所を変更いたしました。読点が適切に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 3】 

「たくさんのタクシー会社が参加している配車アプリを開き、配車希望の場所と時間などを指定すれば簡単に配



車手続きをすることが出来ます。」 

 

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 3】 

「たくさんのタクシー会社が参加している配車アプリを開き、配車希望の場所と時間などを指定すれば簡単に配

車手続きが出来ます。」 

 

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 4】 

「稀に深夜料金がかからないタクシーもあるので注意して見ることをオススメです。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 4】 

「稀に深夜料金がかからないタクシーもあるので注意して見ることがオススメです。」 

 

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 5】 

「位置情報を入力するだけですぐに来てくれる。」 

「乗車前に目的地を入力しておくことで簡略化ができるといった、機能に優れたものがたくさん出ています。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「くれる。」「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 5】 

「位置情報を入力するだけですぐに来てくれます。」 

 

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」「である調」などの文末表現が

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。 

 

 

問 3 日曜大工について 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：DIY キーワード 2：趣味 



 

【解答例 1】 

「自宅で楽しめるものとして日曜大工を始めている方が増えているようです。」 

「家具やインテリアを趣味の一環として自作する人が増え、」 

 

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】 

「自宅で楽しめるものとして日曜大工を始めている人が増えているようです。」 

 

上記修正例では、「人」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】 

「最近の休日には祖父とウッドデッキを作り、私の新しい趣味も DIY となりました。」 

 

上記解答例は「私の～」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 3】 

「ハードルが高そうなＤＩＹだが、それほど難しくないと言われており、作業に必要な工具は素材もホームセン

ターで大抵手に入るようだ。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 3】 

「ハードルが高そうなＤＩＹだが、それほど難しくないと言われており、作業に必要な工具や素材もホームセン

ターで大抵手に入るようだ。」 

 

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 4】 

「普段は大工とは違う仕事をしている人が休日や余った時間で木工作業をすることを指す。」 

 



上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 4】 

「日曜大工とは、普段は大工とは違う仕事をしている人が休日や余った時間で木工作業をすることを指す。」 

 

上記修正例では、「日曜大工とは」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。 

 

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

【解答例 5】 

「近年テレビなどでも特集など紹介される機会も増えてきた日曜大工。」 

 

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 5】 

「近年テレビなどでも特集される機会も増えてきた日曜大工。」 

 

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。 

 

 

問 4 インターネットで商品を買うことについて 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】 

「最近では食べ物や家具なんかもインターネットを通して買う方も増えてきました。」 

「そういったことも大切なんだよと自分に言い聞かせて、インターネット販売を効率よく使用していきたいです

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 1】 

「そういったことも大切なんだよと自分に言い聞かせて、インターネット販売を効率よく使用していきたいもの

です。」 

 

上記修正例では「いきたいですね」の口語表現を「いきたいものです」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 2】 

「利用者の見極める大事さが求められるようにもなりました。」 

 

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】 

「利用者が見極める大事さが求められるようにもなりました。」 

 

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】 

「以前は通販サイトでモノを買うと、洋服の場合サイズが合わなかった、返品ができない、想像していたものと

違うなど、」  

 

上記解答例は、一文中で過去形と現在形の表現が混在しております。 

 

【修正例 3】 

「以前は通販サイトでモノを買うと、洋服の場合サイズが合わなかった、返品ができなかった、想像していたも

のと違ったなど、」 

 

上記修正例では、全体的に過去形の表現に統一いたしました。このように表現の時系列が違ってしまうと、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 4】 

「うまく使い分けることができればさらに便利に楽しく買い物になるでしょう。」 

 

上記解答例では、「楽しく」が誤入力となります。また助詞「に」が多用された文章です。 

 

【修正例 4】 

「うまく使い分けることができればさらに便利で楽しい買い物になるでしょう。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「楽しい」が正しい表現となります。また、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。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 5】 

「無数のネットショップがあり、その中から自分のお気に入りのショップを見つけるのも一つの楽しみになって

います。」 

 

上記解答例は、一文に助詞である「の」が多用された文章です。 

 

【修正例５】 

「無数のネットショップがあり、その中から自分が気に入ったショップを見つけるのも一つの楽しみになってい

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、句点読点の使い方、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。 

また、文章の内容が指定テーマから逸脱してしまうと大幅な減点となりますので、文章作成後、一度読み返して

指定テーマについてしっかりと書かれているか確認するようにしましょう。 

 

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。 


