
第６７回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2021 年 4 月 21 日に行われました、第 67 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】 お守りについて 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】希望する学校に受かりたいと願い、お守りを購入した思い出を持つ方も多いのではないでしょ

うか。 

 

キーワード 1：受験 

キーワード 2：神社 

  

【模範解答 1】288 文字 

受験の際に、家族や友人からお守りを貰ったことがある人も多いでしょう。お守りとは主に神社やお寺で売られ

ている幸運グッズのひとつです。病気や事故、災難から身を守ってくれたり、学業成就、商売繁盛などの幸運を

もたらしてくれたりと、お守りにはそのご利益によってたくさんの種類があります。特に、学問の神様として有

名な菅原道真公を祀った天満宮のお守りが有名です。天満宮は日本全国にあり、受験シーズンになると多くの受

験生や家族が参拝し、合格を祈願します。受験シーズンは、菅原道真公が好んだとされる梅の花が見頃な季節で

もあります。合格祈願と同時に梅の花を観賞して心を落ち着けるのもよいでしょう。 

 

【模範解答 2】280 文字 

受験前の合格祈願や交通安全、出産前の安産祈願などで、神社にお参りをしたことがあるという人も多いのでは

ないでしょうか。神社にはパワースポットとして、ご利益を得るために訪れる人が多いようです。そしてそのご



利益を身近に置くためお守りを購入することもあります。お守りは、神社へ行って購入するのが一般的ですが、

今ではインターネットで購入できることもあり、希望の神社が遠くても気軽に買えるようになりました。また、

色やデザインのバリエーションも豊富で、キャラクターが描かれたものやキーホルダータイプのものなど様々に

あり、おしゃれを楽しむようにお守りを選ぶこともあるようです。 

 

【模範解答 3】293 文字 

どうしても譲れない願いがある、叶えたい想いがある、そんな時にお守りを購入するといった経験を持っている

人は多いのではないでしょうか。例えば学生時代、寝る間も惜しんで受験勉強に勤しみ、息も凍て付きそうな寒

空の中で神社へと赴き、願い掛けをします。その結果、受験に合格すれば、祈りが通じたと仰る人もいます。お

守りとは、決してその人の願いが叶うことを保証するようなものではありません。それでも毎年、願い掛けの為

に神社へと足を運ぶ学生が後を絶ちません。これは、努力だけでは実らないかもしれないという不安を拭うため

や、自信が持つための最後の後押しとして少なからず役に立っているからなのかもしれません。 

 

【問.2】スケジュール帳について 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】お仕事の予定を管理するのに、スケジュール帳を用いている方も多い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：デザイン 

 

【模範解答 1】296 文字  

仕事やプライベートの予定を管理するのに、スケジュール帳が必要な方は多いでしょう。以前はスケジュール帳

といえば紙の手帳型が主でした。しかしスマートフォンが普及するにつれ、スケジュールアプリを利用する方も

増えているようです。アプリにはたくさんの種類があり、デザインや機能もさまざまです。ウィークリー型、マ

ンスリー型のどちらがよいか、アイコンはたくさん利用するかなど、いくつかのアプリを比較して、自分に使い

やすいものを選ぶとよいでしょう。一方で、デジタルでのスケジュール管理は機能が多すぎて使い勝手が悪いと

感じて、紙の手帳型に戻る方も増えています。手帳型も種類は豊富ですので、自分の好みで選べます。 

 

【模範解答 2】293 文字 

昨今、自身の予定を管理するツールとして、スケジュール帳の機能を持てるアプリが増えてきています。スケジ

ュール帳は多くの場合、持ち歩きが簡単ですぐに自分の予定を確認するにも便利です。しかし、スケジュール帳

も結局はノートなので、使っていればやがてページが減り、新しい物を購入しなければなりません。一方、スマ

ートフォンが流通してから、機能の充実したスケジュール帳のアプリが公開されてきています。紙ではないので

メモに限界はなく、デザインもシンプルで使いやすく、尚且つ無料である場合が多いので、スマートフォンを用

いる今どきの社会人の皆様にはスケジュール帳を持ち歩くよりも楽になったと言えるでしょう。 

 

【模範解答 3】283 文字 

ビジネスパーソンにとって、スケジュール帳によるスケジュール管理というものは必要事項である。なぜなら、



スケジュール管理体制が確立していなければ、仕事の納期や取引先とのアポイントメントなどの予定を管理する

ことが困難だからだ。もしこれを失念していた場合、大企業であれば数億円の売り上げをそのまま失うことだっ

てある。スケジュール帳は、以前はワンパターンなものがほとんどであったが、今では様々なデザインの中から

選べる。また、スマートフォンの普及により、アプリでのスケジュール管理も可能となり、これはスケジュール

帳を持ち歩く必要がないため、現代のビジネスパーソンに大人気である。 

 

【問.3】たこ焼きについて 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】できたてのたこ焼きを見ると、ついつい買ってしまうという方も少なくないでしょう。 

 

キーワード 1：ソース 

キーワード 2：持ち帰り 

 

【模範解答 1】275 文字 

たこ焼きは美味しくて手軽に作れるので、多くの人に愛されている料理のひとつなのではないでしょうか。 

お店で食べるたこ焼きもいいですが、たこ焼きは持ち帰りしやすい形をしているのでお家に持ち帰りして食べる

人が多いかもしれません。また中には、ご自宅にたこ焼き器があり具材をたこ以外のものに変えて楽しんでいる

人もいるのではないでしょうか。たこ焼きにかけるソースをマヨネーズやチーズ、明太子、チョコレートなど自

分好みの味付けに変えられることも魅力のひとつです。定番のたこにソースだけではなく、世界にひとつだけの

アレンジレシピを考案してみるのも面白いかもしれません。 

 

【模範解答 2】296 文字 

たこ焼きは、年齢を問わずに人気のある商品の一つです。最近では、どのお店でも工夫を凝らし、定番のソース

を付けたものだけではなく、様々な味のたこ焼きが販売されています。例えば、濃い味が好きな方には、コクと

うま味のあるてりやきソースと新鮮たまごをトッピングしたたこ焼きがあります。一方、味が濃いのが苦手な方

には、ネギを乗せてソースではなく、さっぱりとした天つゆに浸して食べるたこ焼きもあります。また、新型コ

ロナウイルスの影響もあり、お店で食べるのではなく、持ち帰りで購入される方も多いのではないでしょうか。

家でも、感染防止対策には努めながら、家族や友人たちと楽しくたこ焼きを食べるのも良いでしょう。 

 

【模範解答 3】249 文字  

買い物を終えた後、スーパーの一角で売られているたこ焼きのいい匂いにつられてつい買ってしまう、そんな経

験は誰にでもあるでしょう。焼き立てをその場でふーふー言いながら食べるのはもちろんですが、持ち帰りとし

てお土産にしても喜ばれるものです。たこ焼きの材料は至ってシンプルですが、あの甘辛いソースとの組み合わ

せは、日本人だけでなく、外国人にとっても魅力的な食べものとして愛されています。味だけでなく、たこ焼き

の丸い型の上でクルクルと素早く生地を返す様子は、見るものを引き込む、素晴らしい職人技でもあります。 

 

【問.4】プレゼントを贈るときに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】何かの記念にプレゼントを贈ると、相手に喜ばれることが多いでしょう。 

 

【模範解答 1】375 文字 

入学祝、結婚祝、出産祝など、プレゼントを贈る機会はよくあるでしょう。プレゼントは相手の状況や好みによ

って適切なものが異なりますので、できるだけ事前に調べるとよいでしょう。さらに、どのタイミングで送ると

よいかなどにも気をつけると、受け取った方に喜んでもらえるでしょう。 

また、一方で、避けた方がよいプレゼントもありますので、注意が必要です。たとえば入院中の方へのお見舞い

で、鉢植えの植物は厳禁です。根っこのある植物は、長居を連想させるからです。また、ボタンの花は、花ごと

落ちてしまうので縁起が悪いとされており、避けた方がよいでしょう。相手が誰かによっても最適なものは異な

ります。商品券や現金は、学生の入学祝には喜ばれるでしょうが、上司など目上の方には失礼にあたります。 

そのため、タブーとされるものは事前に調べ、相手の状況や好みに合ったものを選びましょう。 

 

【模範解答 2】397 文字 

プレゼントを贈るタイミングや、空気など、人の数ほど注意すべき点があり、だからこそ正解がわからず悩むと

いう人は多いのではないでしょうか。日頃の感謝を伝えるため、記念日に良い物をあげたい、或いはもっと特別

な事情があるのかもしれません。だからこそ、プレゼントする相手には最大限喜んでほしいと考えるものです。

ですので内容には悩みますし、かといってプレゼントを決められず渡せないというような結果は避けたいと考え

るでしょう。例えば、相手が心情を大切にする人物であるのなら、実のところプレゼントの内容自体にはあまり

拘らず、プレゼントしてもらったという結果が喜ばしいということもあります。こういった人が相手である場合、

深く考えず貴方の思った、より良い物が一番喜んでもらえるでしょう。ただし、高価すぎる物には注意が必要か

もしれません。何故なら、勿体無くて使えないと言われ、倉庫で眠ってしまうかもしれないからです。 

 

【模範解答 3】387 文字 

お祝いなどで、プレゼントを贈ったことがある人は多いのではないでしょうか。プレゼントは、相手を敬う気持

ちがあれば気持ちは伝わるものです。しかし、相手によっては避けるべき物がありますので、プレゼント選びは

慎重になることが大切といえます。例えばハンカチには、別れといった意味があることをご存知でしょうか。そ

ういった気持ちがなくても、貰った時に自分との付き合いをやめたいと考えているのだろうか、と考えてしまう

人も少なくないようです。また、会社の上司など目上の人に贈るときに注意したいプレゼントとしては、靴下な

どが挙げられます。履きものは、足で踏むとして失礼にあたるといわれているからです。まだ相手のことをよく

知らない場合は、そういった物は避けることが無難といえるでしょう。相手に気持ち良く受け取ってもらうため

にも、その物のもつ意味を知っておく必要があるといえるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 67 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 67 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 お守りについて 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：受験 キーワード 2：神社 

 

【解答例 1】 

「受験といって何を思い出すかといったら、」 

「合格祈願と言ったら神社。」 

 

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

 

【修正例 1】 

「受験といって何を思い出すかと言ったら、」 

 

上記修正例では、「言ったら」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】 

「お守りには、厄除け、招福、加護などの人の願いを象った物として、多くの人たちに親しまれています。」 

 

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 2】 

「お守りは、厄除け、招福、加護などの人の願いを象った物として、多くの人たちに親しまれています。」 

 

上記修正例では、この文章における主語である「お守り」がその後の文章と正しく繋がるよう、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】 

「病気、事故、災難から身を守ってくれるとされるものや、学業成就、商売繁盛などの幸運のもたらしてくれる

とされるものなど、」 

 

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】 

「病気、事故、災難から身を守ってくれるとされるものや、学業成就、商売繁盛などの幸運をもたらしてくれる

とされるものなど、」 

 

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】 

「息も凍て付きそうな寒空の中で神社へと赴き、願掛けをする。」 

「そんな時にお守りを購入するといった経験を持っている方は多いのではないでしょうか。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「願掛けをする」「ないでしょうか」のように異なる文末表現が混在していま

す。 

 

【修正例 4】 

「息も凍て付きそうな寒空の中で神社へと赴き、願掛けをします。」 

 

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。 

 

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

【解答例 5】 



「受験生の方は目標の学校に受かるため日々受験勉強を頑張っているかと思います。」 

 

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 5】 

「受験生の方は目標の学校に受かるため、日々受験勉強を頑張っているかと思います。」 

 

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。 

 

 

問 2 スケジュール帳について 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：デザイン 

 

【解答例 1】 

「私も手書きのスケジュール帳を利用しています。」 

 

上記解答例は 「私も手書きのスケジュール帳を利用しています」という主観的な表現がみられます。時に「私

は●●です」「●●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 2】 

「昨今、自身の予定を管理するツールとして、スケジュール帳の機能を持つ出来るアプリが増えて来ています。」 

 

上記解答例では、「持つ出来る」が誤入力となります。 

 

【修正例 2】 

「昨今、自身の予定を管理するツールとして、スケジュール帳の機能を持てるアプリが増えて来ています。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「持てる」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】 

「そんな人にはアプリのスケジュール帳がオススメです。」 

「また、他の人と予定を共有もできるのもスケジュールアプリのメリットですね。」 

 

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 3】 

「また、他の人と予定を共有もできるのもスケジュールアプリのメリットです。」 

 

上記修正例では「メリットですね」の口語表現を「メリットです」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 4】 

「新年度を前に、文房具店ではスケジュール帳を求める人が多くなっています。学校や仕事で用いるためです。」 

 

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】 

「新年度を前に、文房具店ではスケジュール帳を求める人が多くなっています。それは学校や仕事で用いるため

です。」 

 

上記修正例では、接続詞「それは」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】 

「またオンライン化されたことで、デザインも様々なものが選べる時代だ。また、企業として大勢の従業員のス

ケジュール管理ができるようになったのも画期的だ。」 

 

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】 

「またオンライン化されたことで、デザインも様々なものが選べる時代だ。さらに、企業として大勢の従業員の

スケジュール管理ができるようになったのも画期的だ。」 

 

今回の解答例においては、接続詞「また」で始まる文章が連続してしまっております。その為上記修正例では、

文意を鑑みて接続詞を変更する形で修正を行いました。 

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 3 たこ焼きについて 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：ソース キーワード 2：持ち帰り 

 

【解答例 1】 



「ソースをかける様になったのは、戦後にとんかつソースや中濃ソースが登場してからで、昭和３０年代ごろと

いわれています。」 

 

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 1】 

「ソースをかける様になったのは、戦後にとんかつソースや中濃ソースが登場してからで、昭和３０年代からと

いわれています。」 

 

今回の解答例においては、「年代」「ごろ」という期間を示す言葉が連続して使用されてしまっております。その

為上記修正例では、文意を鑑みて変更する形で修正を行いました。 

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 2】 

「その場でおやつ代わりに食べたり、持ち帰っても美味しく食べることができます。」 

 

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 2】 

「その場でおやつ代わりに食べても、持ち帰っても美味しく食べることができます。」 

 

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 3】 

「持ち帰るまでにたこ焼きの温度が下がらないように、ソースを別につけてくる店員さんの気遣いには頭が下が

ります。」 

 

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 3】 

「持ち帰るまでにたこ焼きの温度が下がらないように、ソースを分けてつけてくれる店員さんの気遣いには頭が

下がります。」 

 

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。 



 

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

【解答例 4】 

「ソースをかけて持ち帰りをすると家に着く頃にはたこ焼きがべちゃべちゃになってしまいせっかくの味が損

なわれてしまいます。」 

 

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 4】 

「ソースをかけて持ち帰りをすると、家に着く頃にはたこ焼きがべちゃべちゃになってしまい、せっかくの味が

損なわれてしまいます。」 

 

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】 

「みなさん、たこ焼きは好きですか。ショッピングセンターや移動販売車などで見かけます。」 

 

上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 5】 

「みなさん、たこ焼きは好きですか。たこ焼き屋は、ショッピングセンターや移動販売車などで見かけます。」 

 

上記修正例では、「たこ焼き屋は」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。 

 

 

問 4 プレゼントを贈るときに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】 

「まず、相手の好みを知っていればある程度は贈りやすくなります。相手に何が欲しいか聞くことができると一

番いいです。贈るタイミングも重要です。」 

 

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 1】 

「まず、相手の好みを知っていればある程度は贈りやすくなります。また相手に何が欲しいか聞くことができる

と一番よく、さらに贈るタイミングも重要です。」 



 

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。 

 

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

【解答例 2】 

「誕生日やクリスマスなど毎年やってくるイベントや、結婚・出産などの限られた素敵なイベントでは、プレゼ

ントを贈ることがあります。」 

「相手の好みではないものを送ったところで無価値になってしまうので、」 

 

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

 

【修正例 2】 

「相手の好みではないものを贈ったところで無価値になってしまうので、」 

 

上記修正例では、「贈る」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】 

「しかも手紙はずっとその人の側でずっと残り続けます。」  

 

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 3】 

「しかも手紙はその人の側でずっと残り続けます。」 

 

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。 

 

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

【解答例 4】 

「相手が喜んでもらえるとプレゼントを贈った人も嬉しいものです。」 

 

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 4】 

「相手に喜んでもらえるとプレゼントを贈った人も嬉しいものです。」 



 

上記修正例では、「相手」に「喜んでもらえる」が正しく係るよう、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】 

「自分では、選ばないようなものを、贈ることが相手の方にとって新しい発見となって、喜ばれることもあり、

お勧めです。」 

 

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 5】 

「自分では選ばないようなものを贈ることが、相手の方にとって新しい発見となって喜ばれることもあり、お勧

めです。」 

 

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。 

 

 

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、表現のねじれ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。 

 


