
第６４回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2021 年 1 月 20 日に行われました、第 64 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】 宝くじについて 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】今では様々な種類の宝くじが販売されており、ネットでも手軽に購入できるようになりました。 

 

キーワード 1：夢 

キーワード 2：番号 

  

【模範解答 1】268 文字 

宝くじが当たったら何をしようか、そんな想像を楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。宝くじといって

も最近ではいろいろな形態で販売されており、オーソドックスに番号がふられているだけのものから、ビンゴの

ようなものまで多種多様にあります。当選金額の違いや購入金額もそれぞれ違っているので、自分のお財布事情

に合っている、もしくは狙った当選金額がある宝くじを購入するといいでしょう。また最近ではネットでも宝く

じが購入できるので、より手軽に楽しめるようになりました。庶民の夢として愛され、多くのファンを持つ宝く

じを購入してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】253 文字 

宝くじに当選してお金持ちになるというような奇跡を、誰しも一度くらいは夢見たことがあるのではないだろう

か。最近では、インターネットでも宝くじを購入できるようになってきている。宝くじ売り場へ実際に赴いて購

入する楽しみもあるが、スマホで買った方が時短にもなり、思い立ったとき誰でも気軽に運試しを楽しめる。ま



た、メールや専用のアプリを使って当選番号を確認できるのも、最近の宝くじの便利な点である。こういったス

マホでのサポートが今後もさらに充実していけば、宝くじは人々にとってより一層身近な夢となっていくことだ

ろう。 

 

【模範解答 3】297 文字 

宝くじには夢があります。宝くじの種類によって当選金額は異なりますが、買った人は皆一等が当たったらなに

をしようかな、と考えるはずです。それは買った瞬間から始まり、家を買おう、海外へ旅に行こう、また今であ

れば仮想通貨に投資しようなんて考える人もいるでしょう。もしかしたら皆は宝くじを買うというより、その先

にある夢を買っているのではないでしょうか。実際に当たらなくても、考えるのが楽しくてついつい買ってしま

う人も少なくないでしょう。そして抽選日には胸をドキドキさせ当選番号の確認を行い、今回もダメだったかと

ガッカリした人も多いでしょう。それでもまた買ってしまうのが宝くじの魅力と言えるかもしれません。 

 

【問.2】漫画について 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】世界でも人気がある漫画は、日本が誇るカルチャーの 1 つといえるのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：アプリ 

キーワード 2：本屋 

 

【模範解答 1】271 文字  

漫画といえば、１０年前は漫画本が主流で発売日に本屋さんへ行って買うことが当たり前でした。しかし、最近

ではアプリをダウンロードすることで携帯やタブレットでも漫画を読むことができるようになっています。 

本を持ち運ぶ手間が減り、スマートフォンやタブレットで気軽にどこでも読めることで、待ち合わせの時間など

ちょっとしたすき間時間にも漫画を楽しめるようになりました。さらに、この手軽さのため移動中に読む人もい

ます。しかし移動しながらスマートフォンやタブレットに集中することはとても危険なので、漫画をアプリで読

むシチュエーションは考える必要があるでしょう。 

 

【模範解答 2】252 文字 

漫画は日本が誇るべき文化であり、世界中で親しまれ愛されています。漫画の聖地に行きたいが為に、はるばる

海外から日本へと訪れる外国人もいるくらいで、その経済効果は計り知れません。また一昔前まで漫画は本屋へ

行って購入していましたが、今では通販で簡単に購入できるようになりました。さらにスマートフォンやタブレ

ットなどの端末へアプリをインストールすれば手軽に読めるので、より漫画を楽しめます。その結果、海外でも

日本の漫画が広がり、日本経済の一翼を担うといっても過言ではないカルチャーに成長したのではないでしょう

か。 

 

【模範解答 3】287 文字 

インターネット回線の高速化とスマートフォンの普及により、どこでも漫画を楽しめるようになりました。漫画

専用のアプリも多様に存在しており、好きなジャンルのものを手軽に選択して、読んでいる方も多いでしょう。



一方で、最近本屋が閉店するケースが増えているようです。インターネットが普及する以前は、本屋に行って、

好きな漫画を探すのが楽しみだったという方も多いのではないでしょうか。また全く知らないジャンルの漫画を

偶然本屋で見つけて、読んだら好きになったという経験をした方もいるでしょう。漫画アプリで便利になること

はよいことですが、それによりなくなるものがあることも現実であると言えます。 

 

【問.3】賞味期限について 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】買いだめしていた食材の賞味期限を、いつの間にか切らしてしまった方も多いのではないでし

ょうか。 

 

キーワード 1：うっかり 

キーワード 2：表示 

 

【模範解答 1】290 文字 

注意していた筈なのにうっかり賞味期限を切らしてしまった、そういう方も多いのではないでしょうか。勿体な

いけれど期限が切れているから廃棄する、そんな事が多い方は賞味期限の意味をしっかりと把握して、勿体ない

を減らしていきましょう。まず、賞味期限の表示ですが、それはあくまで味の保証であり、その表示年月日を越

えると味が落ちるという意味なのです。表示した日を越えたら危険だと注意喚起しているのは消費期限で、賞味

期限と消費期限は似ていますが全くの別物だという事を覚えましょう。しっかりとした賞味期限の知識を持ち、

表示の確認作業を怠らないようにして、勿体ない廃棄がなくなるようにしたいものです。 

 

【模範解答 2】282 文字 

食材には賞味期限がありますが、うっかり賞味期限を忘れてしまい、手をつけずに捨ててしまった経験のある方

も多いのではないでしょうか。近年食品業界では、フードロスの問題が話題になっています。フードロスとは食

べられる食材を廃棄してしまうことで、日本では年間約 600 万トン以上のフードロスが起こっています。この社

会的問題を解決するために、最近では賞味期限の表示を年月日から年月に切り替える動きが出てきています。そ

れにより、大幅なフードロスの改善へと繋がり、社会課題解決に繋がると予測されています。皆様も、改めて冷

蔵庫の中にある食材の賞味期限表示を確認してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】251 文字  

食材を購入すると必ず表示されている賞味期限ですが、みなさんはいつも気にしていますでしょうか。スーパー

で購入する際は注意して賞味期限表示を見るが、買った後はうっかり期限を切らしてしまうなんて方も多いかも

しれません。食材に対する期限表示には賞味期限と消費期限があり、それぞれ意味合いが異なっています。賞味

期限はおいしく食べられる期間を、消費期限は期限が過ぎた場合に食べない方がよい期間を表しています。ただ

しこの期間は開封していない場合の期限なので、一度開封した食材はできるだけすぐに食べるようにしましょう。 

 

【問.4】コロナ禍における手の除菌の重要性について 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】コロナ禍において、手の除菌や消毒の重要性は高まったかのではないでしょうか。 

 

【模範解答 1】325 文字 

昨年から猛威を振るっているコロナウイルスですが、今までよりうがいや手洗い、消毒の徹底を心掛けている方

が増えたのではないでしょうか。今ではどこへ行っても消毒液が設置されており、手の消毒を徹底しています。

なぜ手だけを消毒すればいいのかという疑問も出てきますが、人間の手はいろいろなものに触れるため菌が付着

しやすいのです。その手で商品やほかの人に触れてしまうと、そこからさらに感染が拡大する恐れもあるため、

手の消毒が徹底されています。それに菌が付いてしまった手で自身の顔に触れてしまうと感染してしまうリスク

もあるので、感染拡大を防ぐためにも消毒は大切なのです。やはり一人一人が感染拡大の防止を心掛けて手洗い

や消毒を徹底することが、必要な意識となるでしょう。 

 

【模範解答 2】325 文字 

最近では、毎日のようにメディアでコロナに関しての話題が取り上げられています。感染者も右肩上がりになり、

日本では二度目の緊急事態宣言が発令されました。歴史に残るような状況の中で、今後感染拡大を防止するため

にも手の除菌は重要になっていきます。コロナウイルスの感染経路に関しては、飛沫感染もしくは接触感染が中

心になります。ですので、手の除菌をすることにより、接触感染のリスクが抑えられます。さらにマスクをする

ことにより飛沫感染のリスクも抑えられるのです。国民一人一人の意識が、国全体の感染拡大を防止することに

繋がっていきます。そして、ワクチンも開発されて日本でも近いうちに接種可能となれば、よりコロナウイルス

による感染のリスクも低下していくと考えられます。 

 

【模範解答 3】360 文字 

コロナ禍となり、普通の生活をすることが出来なくなりました。旅行に行くことはもちろんのこと、友達と普通

にあって食事をすることも難しくなっている状態です。この状況を打破するには、個人の感染予防が非常に重要

ではないでしょうか。現在ではほとんどの方がマスクを着用し、徹底した手の除菌をおこなっているかと思われ

ます。そのため一時期は店頭から除菌液や消毒液の在庫がなくなり、転売されているような状況にもなりました。

それほど、除菌は大切だと個人の認識が高まったのではないでしょうか。また飲食店はもちろん、会社や様々な

店舗の入り口には必ずと言っていいほど、除菌のスプレーなどが置いてあります。しっかりとそこで除菌を行う

ことにより、少しでも感染を防ぐことが大切になるはずです。これからもみんなで感染防止の意識を高めて生活

していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 64 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 64 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 宝くじについて 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：夢 キーワード 2：番号 

 

【解答例 1】 

「その場で当選したかわかるスクラッチタイプや、番号が書かれたものを購入して当選日まで待つタイプなど、

様々な種類があります。」 

 

上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 1】 

「宝くじには、その場で当選したかわかるスクラッチタイプや、番号が書かれたものを購入して当選日まで待つ

タイプなど、様々な種類があります。」 

 

上記修正例では、「宝くじには」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 2】 

「外れても当たった時のことを考えるのが楽しかったりするので、夢を買うという言葉はあながち間違いではな



いのかもしれません。」 

 

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 2】 

「外れても当たった時のことを考えるのが楽しいので、夢を買うという言葉はあながち間違いではないのかもし

れません。」 

 

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 3】 

「宝くじを購入するとき、人は漠然と、もし当選したら家や車、宝石を購入したい。と夢見心地な気持ちになる

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 3】 

「宝くじを購入するとき、人は漠然と、もし当選したら家や車、宝石を購入したい、と夢見心地な気持ちになる

ことでしょう。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて句点を読点に修正いたしました。句点や 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 4】 

「この宝くじには、組と番号の上 5 桁目まで同じ番号で、末尾 0～9 まで 10 枚セットである連番と、全く番号

が異なるバラの 2 パターンで購入できます。」 

 

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 4】 

「この宝くじは、組と番号の上 5 桁目まで同じ番号で、末尾 0～9 まで 10 枚セットである連番と、全く番号が異

なるバラの 2 パターンで購入できます。」 

 

上記修正例では、この文章における主語部分である「宝くじ」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 5】 



「宝くじと一言でいっても、現在はいろいろな種類のくじが発売されています。」 

「最高当せん額が数億円にのぼり、ジャンボくじが特に有名ですね。」 

 

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 5】 

「最高当せん額が数億円にのぼり、ジャンボくじが特に有名です。」 

 

上記修正例では「有名ですね」の口語表現を「有名です」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。 

 

 

問 2 漫画について 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：アプリ キーワード 2：本屋 

 

【解答例 1】 

「漫画の聖地に行きたいが為に、はるばる海外から日本に訪れる外国人もいるくらいで、その経済効果は計り知

れません。」 

 

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 1】 

「漫画の聖地に行きたいが為に、はるばる海外から日本へと訪れる外国人もいるくらいで、その経済効果は計り

知れません。」 

 

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】 

「近年は、スマートホンやタブレットのアプリでも漫画が購入できるようになりました。」 

 

上記解答例では、「スマートホン」が誤入力となります。 

 

【修正例 2】 

「近年は、スマートフォンやタブレットのアプリでも漫画が購入できるようになりました。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「スマートフォン」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】 

「漫画アプリを覗けば部屋のベッドに寝転がったまま、立ち読みもできるし、購入もできる。」 

 

上記解答例では、情報の整合性が取れず、文意が伝わり難くなっております。 

 

【修正例 3】 

「漫画アプリを覗けば部屋のベッドに寝転がったまま、漫画を読むこともできるし、購入もできる。」 

 

通常「立ち読み」とは立った状態で本を読むことを示します。しかしベッドに寝転がった状態では立ち読みはで

きないため、上記修正例では文意を鑑みて文章を修正いたしました。このように情報の整合性が取れないと、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】 

「漫画専用のアプリも種類が多く存在しており、好きなジャンルのものを手軽に選択して、読んでいる方も多い

でしょう。現在、個人の本屋が閉店するケースが増えているようです。」 

 

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 4】 

「漫画専用のアプリも種類が多く存在しており、好きなジャンルのものを手軽に選択して、読んでいる方も多い

でしょう。一方現在、個人の本屋が閉店するケースが増えているようです。」 

 

上記修正例では、接続詞「一方」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】 

「勿論、購入する人にも様々なメリットがあります。宝くじには番号が記されています。もし番号が当選される

と、賞金や賞品が貰えます。」 

 

上記解答例は、短い文が連続した表現となっております。 

 

【修正例 5】 

「勿論、購入する人にも様々なメリットがあります。宝くじには番号が記されていて、もし番号が当選すると、

賞金や賞品を貰えます。」 

 

上記修正例では文意を鑑みながら、3 つの短文を 2 文にまとめる形で修正いたしました。 

短文での表現は、文章に勢いを付ける意味では有効ですが、主語が抜けた表現などとなり口語（話し言葉）に近

い表現となってしまいます。また、このような表現は試験では減点対象となってしまいますので、短文表現はあ



まり使わないように注意しましょう。 

 

 

問 3 賞味期限について 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：うっかり キーワード 2：表示 

 

【解答例 1】 

「食品によっては賞味期限の表示が読みずらい、あるいは見つけにくい場所にある場合があります。」 

 

上記解答例では、「読みずらい」が誤入力となります。 

 

【修正例 1】 

「食品によっては賞味期限の表示が読みづらい、あるいは見つけにくい場所にある場合があります。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「読みづらい（読み辛い）」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】 

「賞味期限と消費期限と違いについては、表示のとおり。」 

 

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】 

「賞味期限と消費期限の違いについては、表示のとおり。」 

 

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】 

「賞味期限をもっと大きく表示してくれていたらいいのに！なんて思ったことはないだろうか。」 

「そんな日常も良いかもしれない。」 

 

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

 

【修正例 3】 

「賞味期限をもっと大きく表示してくれていたら良いのに！なんて思ったことはないだろうか。」 



 

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 4】 

「・冷蔵庫へ入れるときは重ねて入れずに縦置きにしてパッと見えるようにする 

・表示を分かりやすくラベリングする 

・賞味期限が近いものを分かりやすいところに表示しておく 

など分かりやすい収納と表示でうっかりを減らすこともできるのではないでしょうか。」 

 

上記解答例は、箇条書きとなってしまっております。 

箇条書きでの記載は、見た目はスッキリしていますが、文章としては内容が薄くなってしまいがちです。そのた

め、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。 

そして試験でも大きな減点対象となってしまいますので、箇条書きではなくしっかりと文章を作成するよう心が

けましょう。 

 

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

【解答例 5】 

「アプリを使って賞味期限の表示を写真に撮り管理するというアプリがあります。」 

 

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】 

「スマホのカメラを使って賞味期限の表示を写真に撮り管理するというアプリがあります。」 

 

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。 

 

 

問 4 コロナ禍における手の除菌の重要性について 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】 

「さらにマスクをすることにより飛沫感染のリスクも抑えれます。」 

 

上記解答例では、文語表現として誤りがあります。 

 



【修正例 1】 

「さらにマスクをすることにより飛沫感染のリスクも抑えられます。」 

 

上記修正例では、文語表現である「抑えられます」に修正しました。いわゆる「ら抜き言葉」は話し言葉として

使用されることが多く、文語表現としては正しくありません。そして文章が口語的表現と取られてしまいますの

で気を付けましょう。このようなものは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】 

「一人一人が感染拡大を心掛け、手洗いや消毒を徹底することが」 

 

上記解答例では、情報の整合性が取れず、文意が伝わり難くなっております。 

 

【修正例 2】 

「一人一人が感染拡大の防止を心掛け、手洗いや消毒を徹底することが」 

 

文意を鑑みると、一人一人が心掛けるのは感染拡大ではなく「防止」のはずです。そのため上記修正例では正し

い意味を示すよう文章を修正いたしました。このように情報の整合性が取れないと、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】 

「例えば感染者の方が自分のマスクを触り」  

 

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】 

「例えば感染した方が自分のマスクを触り」 

 

今回の解答例においては、「感染者の方」では「感染した人の人」という表現になってしまいます。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】 

「コロナ渦に陥って約一年になりますが」 

 

上記解答例では、「渦」が誤変換となります。 

 



【修正例 4】 

「コロナ禍に陥って約一年になりますが」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「禍」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】 

「手を除菌することでウイルスが体内に侵入することを防げることから、コロナ禍において手を除菌することは

かなり重要だと言われています。」 

 

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 5】 

「手を除菌することでウイルスが体内に侵入することを防げることから、コロナ禍において手の除菌はかなり重

要だと言われています。」 

 

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。 

 

 

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、、

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、情報の整合性が取れない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。 


