
第６３回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2020 年 12 月 19 日に行われました、第 63 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】 回転寿司について 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】回転寿司は日本を代表する外食産業として、多くの方に親しまれているのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：家族 

キーワード 2：種類 

  

【模範解答 1】247 文字 

回転寿司は早くて、便利で、しかも安いため庶民の味方といっても過言ではない。近年では、寿司の種類も豊富

だが、寿司以外のメニューもラーメンや唐揚げなど多数そろっており、家族での外出先としてもとても人気があ

る。注文する際もタッチパネルを導入している店舗が多く、食べたいものをすぐその場で選びすぐに注文できる

ため大変便利である。寿司は日本の伝統食として人気がある一方で、高級で敷居の高いイメージがある。しかし、

回転寿司は 1 皿 100 円程度のものも多く、気兼ねなくお腹いっぱい食べることができるのも魅力である。 

 

【模範解答 2】300 文字 

回転寿司は家族連れに人気の外食産業の 1 つです。その人気の理由は、メニューの種類が多いことでしょう。例

えば多くの回転寿司では、ハンバーグや納豆のお寿司なども並んでおり、魚が苦手な子供でも楽しめるような工

夫がされています。また最近では、デザートの種類も豊富です。例えばアイスやケーキだけでなく、コーヒーや

抹茶ラテなどの飲み物があります。そのため大人も、まるでカフェに来ているかのようなくつろいだ気分を味わ



えるのです。さらに、食べ盛りの子供でも満足できるよう、うどんやラーメンなどの麺類も用意されているので

大人数で来店しても安心でしょう。このように回転寿司は、家族連れのニーズに合った外食産業だと言えます。 

 

【模範解答 3】290 文字 

回転寿司は、子どもから大人まで気軽に楽しむことができる外食先の一つです。日本の代表的な食べ物と言えば

寿司であり、多くの人が回転寿司を利用します。回転寿司の魅力としてまず挙げられるのが種類の多さです。マ

グロ、ウニ、エビ、サーモン、イクラなどの定番なものから、その時期にしか味わえない期間限定のものもあり

ます。例えば冬の時期であればカニなどがあります。また、寿司だけではなくサイドメニューも扱っており、種

類も豊富です。スイーツなどの甘いものや、うどん、ラーメンなどの麺類、汁物などがあります。このように、

様々な種類がある回転寿司は、家族での利用がしやすいため人気の場所となっています。 

 

【問.2】お年玉について 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】子供の頃、両親や祖父母などからお年玉をもらった経験がある方は多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：お正月 

キーワード 2：笑顔 

 

【模範解答 1】282 文字  

子供たちにとって、お正月は欠かせないイベントでしょう。なぜならお年玉をもらうことが出来るからです。し

かしお年玉には、普段は会わない親戚同士をつなげる文化という一面もあります。例えば昔は、二世帯で暮らす

家庭が多かったのに比べ、現代は親戚同士が離れて暮らすのが当たり前になっています。ですが離れて暮らして

いても、お正月には叔父や叔母、祖父母がお年玉を渡しに来てくれた、という方も多いのではないでしょうか。

また、そうして子供の笑顔を見ると大人も嬉しいものです。このようにお年玉は、疎遠となりがちな親戚をつな

げ、人を幸せにすることもできる文化と言えるのではないでしょうか。 

 

【模範解答 2】273 文字 

小さい頃のお正月のお楽しみといえば、やはりお年玉でしょう。両親や祖父母から、毎年のようにもらっていた

という人は多いのではないでしょうか。かつて日本では、神様がお供えのお礼として新しい魂を与えてくださり、

そのおかげで１年間健康に過ごせる、と信じられていました。それを家長から子供たちに、金品という目に見え

る形で分け与えたことが、現在のお年玉の風習へと繋がっているようです。つまり小さなポチ袋に入っているの

は、単なるお金ではなく、家族の健康や幸運を願うお正月の特別なプレゼントなのです。だからこそ、あげる側

も貰う側もみんな笑顔になるのかもしれません。 

 

【模範解答 3】275 文字 

お正月が近づくにつれてお年玉の準備をする人は多いのではないでしょうか。しかし、お年玉のマナーを知らな

いといった人は多いかもしれません。本来お年玉は、目上の人が目下の人にあげるものと言われています。なの

で相手が子供であっても、上司の子供にお年玉を上げるのは無礼とされています。でも子供の笑顔が見たいがた



めに、知らず知らずのうちにそんな無礼をしてしまっている人も多いのではないでしょうか。またお年玉は、新

しい門出を祝うものとして新札を渡すことが良いとされています。気持ちの良い新年を迎えるためにも、改めて

一つ一つのマナーを勉強してみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】ネット予約について 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】今では多くの人がサービスや商品の購入を、ネット予約で行っているのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：レストラン 

キーワード 2：コンサート 

 

【模範解答 1】291 文字 

デジタル機器が発達している現代では、インターネットのサイト内で完結できるサービスが多くあります。なか

でもネット予約は手軽で便利なので、利用している人は多いのではないでしょうか。ネット予約では、例えばコ

ンサートのチケットをとったり、レストランの事前予約が出来たりします。またネット予約は、テーマパークや

遊園地などで特に活躍します。例えば人気のレストランは通常混雑しており、すぐに席につけないことも多くあ

ります。しかしこのようなネット予約を利用しておけば、レストランの予約時間まで気兼ねなく遊ぶことが出来

るでしょう。このようなサービスを使うことによって、計画的な旅行が可能になるのです。 

 

【模範解答 2】257 文字 

スマホやパソコンでいつでもどこでも簡単に予約申し込みができるのがネット予約です。今では多様なサービス

があり、多くの方がネット予約を利用しているのではないでしょうか。インターネットで検索をしてみると新幹

線やコンサートのチケットや、居酒屋やレストランなど様々なお店のネット予約を行えることが分かります。ま

た、ネット予約を利用するとお得なクーポンがあったり、割引があったりして、豊富なサービスも受けられます。

皆様もお得なサービスがたくさんあるネット予約を利用して、休日に家族でのお出かけを楽しんでみてはいかが

でしょうか。 

 

【模範解答 3】253 文字  

今では電話で予約をするよりもネット予約が主流になりつつあり、レストランの予約からコンサートのチケット

予約までネットで行うことができます。またクレジット決済でポイントを貯めたり、サイト独自の特典を得たり

するためにネットで予約する人も増えているのではないでしょうか。ただ最近ではレストランのネット予約で起

きている問題が話題になっています。例えば、予約が入ったにも関わらず当日に無断キャンセルをされてしまう

事も増えてきて、用意した食材が無駄になってしまうことも多いそうです。便利なネット予約だからこそ、利用

者のマナーやモラルを向上させることが求められています。 

 

【問.4】部屋で温まるために必要なアイテムについて 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】気温が下がり、部屋の中をエアコンやストーブなどを駆使して温めている方も少なくないでし

ょう。 

 

【模範解答 1】391 文字 

気温が下がる冬には、特に冷え性の人は部屋で温まるために様々な工夫をしていることでしょう。しかしエアコ

ンやストーブをつけたままで過ごすと、電気代が高くなるだけでなく、部屋の空気がこもりがちになってしまい

ます。また温かい空気が長時間顔に当たっていると、のぼせてしまったり、気分が悪くなったりする人もいるの

ではないでしょうか。そうならないためには、エアコンやストーブに頼らずに体を温める工夫も必要でしょう。

そこでおすすめなのが湯たんぽです。湯たんぽは足元だけを温められるので、顔がのぼせてしまうことがないの

がメリットです。またこたつのなかに入れれば、こたつの電源をつけなくても暖かいので、電気代も節約できま

す。他にも、寝る前にショウガ入りの飲み物を飲んだり、足湯をしたりするのも効果的でしょう。このように、

たまにはエアコンやストーブ以外のアイテムを使って、温まってみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】348 文字 

最近、急激に気温が下がってしまい、暖房器具を慌てて用意した方も多いのではないでしょうか。部屋を暖める

為のアイテムには色々ありますが、生活に合わせた暖房器具を選ぶ事が大切です。例えばストーブですが、スト

ーブには灯油が必要です。しかし、灯油は重く年配の方には買いに行く事が難しかったり、子供がいる家庭だと

危険だったりします。そこで、電気のみで使用出来る暖房器具を使ってみてはどうでしょうか。電気ストーブだ

けでなく、電気毛布やこたつなど、様々な暖房器具があります。また、これからの時期更に寒くなっていくと思

いますが、エアコンの使用にも注意したいところです。エアコンのみの使用だと、空気が乾燥してしまい風邪や

感染症のきっかけになってしまいます。冬を乗り切るために、様々な工夫をしてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】394 文字 

12 月になると冬支度をする方が多いのではないでしょうか。快適な過ごし方をするために、様々なものが発売さ

れています。なかでもルームシューズや電子レンジで温めることができる湯たんぽなどが人気なようです。また

冷え性の方に特に人気なものとして、暖房器具ではなく、身体を芯から温められるホットドリンクが挙げられま

す。例えば生姜を使った紅茶や、ホットワインのようなアルコール入りのドリンクまで色々なものがあります。

これらは家庭で簡単に作れるものが多く、様々なレシピをネット上で見つけることができます。またホットドリ

ンクは身体の血行を促進し、健康にもよいとされているのも女性から特に人気がある理由かもしれません。冬は

知らないうちに汗をかき水分不足となっていることも多いため、こまめに水分補給をしなければいけません。そ

のような時はホットドリンクで身体を暖めつつ、水分補給することがよいのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 63 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 63 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 回転寿司について 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：家族 キーワード 2：種類 

 

【解答例 1】 

「寿司は日本の伝統食として人気があるが、高級で敷居が高いイメージがある。」 

 

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 1】 

「寿司は日本の伝統食として人気がある一方で、高級で敷居の高いイメージがある。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて助詞を調整し、文章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 2】 

「家族との絆が深まる時間に多くの方々が魅了を感じているのであろう。」 

 

上記解答例では、「魅了」が誤変換となります。 



 

【修正例 2】 

「家族との絆が深まる時間に多くの方々が魅力を感じているのであろう。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「魅力」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 3】 

「お寿司は種類が多いのはもちろん事、お寿司以外のメニューもとても多くなっています。」 

 

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。 

 

【修正例 3】 

「お寿司は種類が多いのはもちろんの事、お寿司以外のメニューもとても多くなっています。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「の」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】 

「順番待ちやネット予約での席の確保など消費者も回転寿司を食べるための計画に家族での会話も弾む事でし

ょう。」 

 

上記解答例は、適切に読点（ 、 ）が使用されておりません。 

 

【修正例 4】 

「順番待ちやネット予約での席の確保など、消費者も回転寿司を食べるための計画に、家族での会話も弾む事で

しょう。」 

 

上記修正例では、適切な場所に読点を加える形で修正しました。読点は適切に使用すると読者にとって読みやす

い文章となりますので、上手く使うよう心がけましょう。 

 

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

【解答例 5】 

「その中でも多くの方に親しまれているのが、回転寿司です。」 

「回転寿司が出来たことで沢山の人が手軽に寿司を楽しめるようになりました。」 

 

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 5】 



「回転寿司が出来たことで沢山の方が手軽に寿司を楽しめるようになりました。」 

 

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。 

 

 

問 2 お年玉について 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：お正月 キーワード 2：笑顔 

 

【解答例 1】 

「両親や祖父母にいつもよりお利口な自分を見せ、アピールした。」 

「お年玉は、基本的に目上の者が目下の者に配るのが特徴です。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「アピールした」「特徴です」のように異なる文末表現が混在しています。 

 

【修正例 1】 

「お年玉は、基本的に目上の者が目下の者に配るのが特徴である。」 

 

上記修正例では、「である調」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。 

 

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

【解答例 2】 

「基本的のは親などからのお小遣いのみが与えられる金銭となります。」 

 

上記解答例では、「のは」が誤入力となります。 

 

【修正例 2】 

「基本的には親などからのお小遣いのみが与えられる金銭となります。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「には」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、誤変換や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 3】 

「お年玉を通して感謝の気持ちや、お金の勉強もできます。」 

 

上記解答例では、並列の表現に違和感があります。 

 



【修正例 3】 

「お年玉を通して感謝の気持ちを感じたり、お金の勉強もできたりします。」 

 

上記修正例では、心の中の状況である「感謝の気持ち」と行動である「お金の勉強」が、並列の助詞である「や」

を挟んで記載され、ともに「できます」という行動を示す言葉に紐づいております。そのため、並列の表現「た

り」を使用して、それぞれに相応しい動詞を紐づける形になるよう修正いたしました。並列や比較の表現では、

その対象が同列のものでない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 4】 

「私自身、子供のころお年玉をもらった時は笑顔を抑えきれず」 

 

上記解答例は 「私自身」という主観的な表現がみられます。時に「私は●●です」「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 5】 

「この冬のお正月はお年玉も変わるといわれています。」 

「子どもたちから笑顔でありがとうと言われると」 

 

上記解答例では１つの文章中に「いわれています」「言われると」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 5】 

「子どもたちから笑顔で「ありがとう」といわれると」 

 

上記修正例では、ひらがな表現に統一しました。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。 

 

 

問 3 ネット予約について 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：レストラン キーワード 2：コンサート 

 

【解答例 1】 

「ネット上で空き状況が確認できたり、メニューや評判等も記載されていることもあり、消費者にとって大変便

利である。」 

 

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】 



「ネット上で空き状況が確認でき、またメニューや評判等も記載されていることもあり、消費者にとって大変便

利である。」 

 

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】 

「ネット予約が増えることによるメリットとして、時間や場所に囚われず、誰でも行えることではないだろうか。」 

 

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】 

「ネット予約が増えることによるメリットとして、時間や場所に囚われず、誰でも行えることが挙げられる。」 

 

上記修正例では、「メリットとして、」につながる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】 

「飲食関係では、食べログやぐるなび等で居酒屋、カフェ、レストランなど様々なお店や、メニューから選び予

約できます。」 

 

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

 

【修正例 3】 

「飲食関係では、食べログやぐるなびなどで居酒屋、カフェ、レストランなど様々なお店や、メニューから選び

予約できます。」 

 

上記修正例では、「など」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 4】 

「新幹線や居酒屋、レストラン、コンサートなど様々なお店でネット予約を行えることが分かります。」 

 

上記解答例では、並列の表現に違和感があります。 

 

【修正例 4】 

「新幹線やコンサートのチケットや、居酒屋やレストランなど様々なお店でネット予約を行えることが分かりま



す。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みてそれぞれ並列表現に相応しいものに分ける形で表現を整え、自然な形で修正いた

しました。「である調」に統一しました。並列や比較の表現では、その対象が同列のものでないと読者に違和感を

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 5】 

「GoTo イートキャンペーンにより、沢山のレストラン等の飲食店がネット予約を導入したことにより、ネット

予約を利用する人も急増しました。」 

 

上記解答例は、一文中で同様の表現を繰り返してしまっております。 

 

【修正例 5】 

「GoTo イートキャンペーンにより、沢山のレストラン等の飲食店がネット予約を導入したこともあって、ネッ

ト予約を利用する人も急増しました。」 

 

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 部屋で温まるために必要なアイテムについて 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】 

「また、これからの時期更に寒くなっていくと思いますが、エアコンの使用にも注意したところです。 

」 

 

上記解答例では、「注意したところ」が誤入力となります。 

 

【修正例 1】 

「また、これからの時期更に寒くなっていくと思いますが、エアコンの使用にも注意したいところです。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「注意したいところ」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、誤変換や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 2】 

「快適な過ごし方をするために、様々なものが発売されています。ルームシューズや電子レンジで温めることが

できる湯たんぽなどが人気なようです。」 

 

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 2】 

「快適な過ごし方をするために、様々なものが発売されています。なかでもルームシューズや電子レンジで温め

ることができる湯たんぽなどが人気なようです。」 

 

上記修正例では、接続詞「なかでも」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 3】 

「加湿器は、意外と購入が後まわしになったりもするが冬に必要不可欠なマストアイテムである。」  

 

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 3】 

「加湿器は、意外と購入が後まわしになったりもするが冬に必要不可欠なアイテムである。」 

 

今回の解答例においては、「必要」と「マスト」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 4】 

「清音性にも優れているので作業時や就寝時にも活躍します。」 

 

上記解答例では、「清音性」が誤変換となります。 

 

【修正例 4】 

「静音性にも優れているので作業時や就寝時にも活躍します。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「静音性」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 5】 

「気温が下がってくると、エアコンなどを使って体を温めている方が多いでしょう。」 

「特に、朝方や、夜になるととても冷え込みますよね。」 

 

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】 

「特に、朝方や、夜になるととても冷え込むのではないでしょうか。」 

 

上記修正例では「ありますよね」の口語表現を「あります」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。 

 

 

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、同様表現の繰り返し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。 


