
第６９回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2021 年 6 月 26 日に行われました、第 69 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】 目薬について 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】目が疲れたときに、目薬を使用する方も多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：ドライアイ 

キーワード 2：持ち運び 

  

【模範解答 1】271 文字 

最近は、自宅で仕事をする人が増えたり、自宅でリモート学習する人も増えてたりして、画面を長時間眺めるこ

とが多くなってきました。そのため、目を酷使する人も多いのではないでしょうか。ドライアイになって目薬を

する機会もあり、どのような目薬が良いのか迷っている人もいるかもしれません。そういう時は、ビタミンが配

合されている目薬をお勧めします。販売されているほとんどの目薬は、小さいタイプのものがほとんどなので、

持ち運びに便利です。また、目が疲れた時は、目薬と一緒に目をマッサージすることも効果的です。そして、一

番良いことは、適度に目を休ませることです。 

 

【模範解答 2】286 文字 

最近は仕事でパソコンを使うのが当たり前という時代で、ドライアイという言葉をよく耳にするようになりまし

た。ドライアイとは、目を使いすぎたため、もしくは空気の乾燥などにより起きてしまう目の乾燥です。そうい

った症状に対応した、ドライアイ専用の目薬があります。これは涙の成分に近いものを配合し、目に潤いを補給



する目薬です。また低刺激のものや、コンタクトレンズを装着していても使用可能なものが多いのも特徴です。

容器自体、持ち運びに便利なシンプルでお洒落なデザインが豊富となっています。そして目薬専用のポーチもか

なり多く販売されており、移動が多い方は紛失防止にもなるのでおすすめです。 

 

【模範解答 3】276 文字 

新型コロナウイルスの影響によってオンライン授業やリモートワークが推奨されている今、目薬を使用する機会

が増えた人は少なくないのではないでしょうか。実際、パソコンのモニター画面やスマートフォンを長く見続け

ることが増えたために、ドライアイになってしまったという人が以前よりも多くなっているようです。そこで、

有効な対処法として挙げられるのが目薬の使用です。即効性が高く、簡単に持ち運びもできるため、場所を問わ

ないオンライン授業やリモートワークをしている人々の助けになっています。目が疲れたと感じた時には一度作

業を中断し、目薬で目を潤してみてはいかがでしょうか。 

 

【問.2】ホームパーティーについて 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】お祝い事のとき、自宅でホームパーティーを開く方も少なくないでしょう。 

 

キーワード 1：友達 

キーワード 2：料理 

 

【模範解答 1】279 文字  

準備が大変そう、また料理も得意ではないし、などと考えてしまい、ホームパーティー開催に二の足を踏む人も

多いのではないでしょうか。そんな人には、友達とのポットラックパーティーがお勧めです。ポットラックとは、

招かれた人それぞれが好きな料理を持ち寄る方式で、招いた人だけが料理を準備するものではありません。持ち

寄るものは、買ったものでも良いですし、ドリンクやデザートなど何でも良いのです。事前に、持ち寄る役割分

担を決めておくとスムーズでしょう。お店で食事するのとは一味違うリラックスしたパーティーを楽しむために、

ポットラックパーティーを開いてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】248 文字 

近年、ベビーシャワーという新しいスタイルのホームパーティーが誕生しました。これは、妊婦さんと新しく生

まれてくる赤ちゃんを主役に、健やかな誕生を願うというホームパーティーで、仲の良い友達同士が集まり、料

理やケーキなどで楽しみます。また生まれてくる赤ちゃんが男の子なら青、女の子ならピンクをテーマにして、

壁などには風船などを装飾します。これは外国では一般的に行われていたのですが、最近では日本でも流行して

きているようです。身近に妊婦さんがいる方は、ぜひベビーシャワーを開かれてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】296 文字 

ホームパーティーに招待したり、また招待されたり、みなさん一度は経験があるのではないでしょうか。友達同

士や会社の人たちと集まって自宅で食事をするのは、とても楽しいです。しかし、いざ自分が招待する側になる

と悩んでしまうことがあります。それは、料理のおもてなしです。料理好きな人にとっては、料理もまた楽しみ



の一つではありますが、苦手な人にとっては悩みの種です。ですが、今はデリバリーやネット注文が充実してい

ます。ネットでは材料が全て揃った状態で届き、後は焼くだけというものや、冷凍されていてレンジで温めるだ

け、というものまであり料理が苦手な人でも気軽にホームパーティーを楽しめる時代になっています。 

 

【問.3】シチューについて 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】じっくり煮込んだシチューが大好きな方も多い事でしょう。 

 

キーワード 1：栄養 

キーワード 2：市販 

 

【模範解答 1】297 文字 

肌寒い季節に食べたくなる料理と聞いて、シチューを思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。シチューの

CM が流れるようになると、季節を感じる人も少なくないと思います。冬の定番とも言えるシチューは体を温め

てくれるだけでなく、野菜を多く摂れることから栄養面でも優れている料理と言えます。市販されているルーを

使えば簡単にできるところも魅力のひとつです。具材も、魚や肉、野菜などいろいろな食材と合い、オリジナル

のシチューを作るのも楽しいかもしれません。作った後は、冷凍保存ができ、ごはんやパスタと合わせてアレン

ジできるところも便利です。寒い時期にはシチューを食べて、温かく元気に過ごしてはいかかでしょうか。 

 

【模範解答 2】293 文字 

ジャガイモやにんじん、たまねぎなどの野菜が入ったシチューは、美味しく手軽に栄養を摂ることができる料理

です。ひとつの鍋で食材を煮込み、煮汁ごとルーにしてしまうため、野菜の栄養をそのまま摂取しやすいと言わ

れています。また不足しがちなビタミン、ミネラル、食物繊維をバランスよく摂取できるシチューは野菜が嫌い

なお子様にもおすすめです。少し手間は掛かりますが、小麦粉や牛乳を用いて最初からルーを作ってもよいでし

ょう。さらに市販のルーを使用すれば、ご家庭で簡単にお店の味を楽しめるかもしれません。これからの暑い時

期、栄養不足を補うために、ご自宅で手軽に作れるシチューを食べてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】299 文字  

冬の寒い時には、温かいシチューを食べたくなる方も多いことでしょう。実はシチューは栄養満点で健康メニュ

ーとも言われています。定番野菜の人参、たまねぎ、じゃがいもなどに含まれる栄養成分はどれもシチュー向き

な具材であることや、シチューにして食べることで体を温める効果も期待できるのです。他には、マッシュルー

ムやブロッコリーなどもシチューにおすすめの具材です。もし、時間が無い方であっても、市販のルーを使って

具材や味で変化をつけるのもおすすめです。市販のルーには、実は固形タイプだけでなく、必要な分だけ使いや

すいフレークタイプや深みのある味わいが特徴なペーストタイプなどあり、必要に応じて使い分けできます。 

 

【問.4】自宅でできる節電の方法について 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】様々な家電を使用していると、どうしても電気料金が気になるという方も多いのではないでし

ょうか。 

 

【模範解答 1】382 文字 

コロナの影響により自宅で過ごす時間が増えている今、電気料金を気にする人は多い。自宅で節電する方法は、

今日からすぐに始められる身近な方法から、生活環境を一新する方法まで様々ある。今すぐ始められる手軽な節

電方法は、使っていない部屋や廊下の電気をこまめに消すことだ。手軽ゆえに忘れがちなので、日頃から電気の

消し忘れがないか確認する習慣をつけることが重要である。またエアコンの設定温度を見直すことも、日常生活

でできる節電方法の一つだ。夏場、必要以上に低い設定温度にしていると電気の無駄遣いとなる。さらに体が冷

え過ぎてしまい風邪をひいてしまったり、お腹を壊したりと健康被害に結び付く可能性もある。固定費を見直す

ということであれば、冷蔵庫や洗濯機といった毎日使う家電を思い切って買い替えるのも良い。最近では消費電

力を抑えられる機能が備わった画期的な家電が数多く発売されている。 

 

【模範解答 2】333 文字 

最近では、コロナウイルスの影響により自宅で過ごすことが長くなっている方も多いのではないでしょうか。自

宅に長くいるため、光熱費が高くなる傾向にあるようで、そのため、節電を心がけている方も増えているようで

す。代表的な節電の方法は、こまめに電気を消したり、使っていないコンセントを抜いたりすることが挙げられ

ます。また、最近では、電力の自由化なども進んでおり、ガス代と電気代をまとめることで節約ができるため、

個々の使い方にあわせて節電プランを選ぶことができるようになっています。さらに、最新の電化製品は、省エ

ネの製品が多くあるため、新しく電化製品を取り替えることにより、電力を節電させることができるようです。

特にエアコンは、夏や冬にも使うため、買い替えることがおすすめです。 

 

【模範解答 3】369 文字 

毎日生活をする中で気になるのが、電気代だという方は多くいるでしょう。例えば日本の夏は気温が高いので、

部屋で快適に過ごすためにはエアコンの使用は必須です。しかしエアコンを毎日使えばもちろん電気代は高くな

ってしまうので、サーキュレーターを併用して節電する方もいるようです。サーキュレーターは部屋全体にエア

コンの冷たい風を循環させることができるので、エアコンが微風でも涼しく感じられます。また他にも、冷蔵庫

は中の温度が少し上がると温度を下げようと多くのパワーが必要になり、その結果、電気代は高くなるので気を

付けなければなりません。さらに冷蔵庫の開け閉めを手短に済ますという簡単なことでも節電になります。料理

で頻繁に使う材料や調味料は手が届く位置に置いたり、何か物を取り出すときは一度で複数の物を取ったりと節

電へとつながる工夫をしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 69 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 69 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 目薬について 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：ドライアイ キーワード 2：持ち運び 

 

【解答例 1】 

「目薬によりリフレッシュしたり、ストレスが軽減するので用途にあった目薬を使用しましょう。」 

 

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】 

「目薬によりリフレッシュしたり、ストレスが軽減したりするので用途にあった目薬を使用しましょう。」 

 

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】 

「どのような目薬が良いのか迷っている人もいるかもしれません。」 

「そして、一番いいことは、適度に目を休ませることです。」 

 



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

 

【修正例 2】 

「そして、一番良いことは、適度に目を休ませることです。」 

 

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 3】 

「目薬はドラックストアなどにも販売しており、小さいものなので持ち運びも便利となっているので、是非購入

してみてはいかがでしょうか。」 

 

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】 

「目薬はドラックストアなどにも販売しており、小さいものであり持ち運びも便利となっているので、是非購入

してみてはいかがでしょうか。」 

 

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】 

「ドライアイや眼精疲労対策をするのは、オフィスワーカーとして当たり前になっています。」 

「そもそもなぜドライアイは起こるのか。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「なっています」「起こるのか」のように異なる文末表現が混在しています。 

 

【修正例 4】 

「そもそもなぜドライアイは起こるのでしょうか。」 

 

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】 

「市販で購入できる目薬には、かゆみ、充血、乾き、疲れなど、総合的に効果のあるものになっております。」 

 



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】 

「市販で購入できる目薬には、かゆみ、充血、乾き、疲れなど、総合的に効果があります。」 

 

上記修正例では、この文章における主語である「目薬」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。 

 

 

問 2 ホームパーティーについて 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：友達 キーワード 2：料理 

 

【解答例 1】 

「料理についてはスタイルが色々とあります。パーティーの参加者が一品ずつ持ち寄りみんなで負担をするパー

ティーをポットラックパーティーと呼び、ホストに負担のかからないスタイルです。」 

 

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 1】 

「料理についてはスタイルが色々とあります。例えばパーティーの参加者が一品ずつ持ち寄りみんなで負担をす

るパーティーをポットラックパーティーと呼び、ホストに負担のかからないスタイルです。」 

 

上記修正例では、接続詞「例えば」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】 

「お友達を呼んで美味しい料理やケーキ屋お酒などをみんなで美味しくいただき、」 

 

上記解答例では、「ケーキ屋」が誤変換となります。 

 

【修正例 2】 

「お友達を呼んで美味しい料理やケーキやお酒などをみんなで美味しくいただき、」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「ケーキや」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】 



「家族や友人と一緒にご飯を食べながらおしゃべりや、くつろいだりできることが魅力となっています。。」 

 

上記解答例は、文末で「。」（句点）が多く記載されており誤入力です。 

 

【修正例 3】 

「家族や友人と一緒にご飯を食べながらおしゃべりや、くつろいだりできることが魅力となっています。」 

 

上記修正例では、句点の誤入力を修正しました。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 4】 

「日本でホームパーティーを開くのは、子供の誕生日などに親しい友達を数人呼んで、ささやかに行う程度の小

規模なものが多いですが、欧米では誕生日だけでなく、スポーツの試合中継をしたいから、珍しい食べ物が手に

入ったから、などという些細な理由で友達を大勢呼んで、大規模なホームパーティーを開くのは当たり前となっ

ています。」 

 

上記解答例は、一文に助詞である「で」「を」「の」「に」「な」「が」が多用された文章です。 

 

【修正例 4】 

「日本でホームパーティーを開くのは、子供の誕生日などに親しい友達を数人呼んで、ささやかに行う程度の小

規模なものが多いです。しかし欧米では誕生日だけでなく、スポーツの試合中継がしたいから、珍しい食べ物が

手に入ったから、などという些細な理由で友達を大勢呼んで、大規模なホームパーティーを開くのは当たり前と

なっています。」 

 

上記修正例では、まず全体的に長文であったので文を 2 つに分けました。更に文意を鑑みて助詞を調整する形で

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】 

「一度、家でなかなか食べることのできない豪華な料理を親しい友人とホームパーティーを開いてみてはどうで

しょうか。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 5】 

「一度、家でなかなか食べることのできない豪華な料理で親しい友人とホームパーティーを開いてみてはどうで

しょうか。」 



 

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 3 シチューについて 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：栄養 キーワード 2：市販 

 

【解答例 1】 

「スーパーに行くと様々な種類が並んでおります。あまり見かけない顆粒タイプもあります。」 

 

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】 

「スーパーに行くと様々な種類が並んでおります。またあまり見かけない顆粒タイプもあります。」 

 

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 2】 

「鶏肉とじゃがいもと人参と玉ねぎ、我が家のおふくろの味です。」 

 

上記解答例は 「我が家のおふくろの味です」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 3】 

「主に販売されているものは、スープを作るときに必要なルーと呼ばれるものが、市場では以前より流通してい

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 3】 

「主に販売されているものは、スープを作るときに必要なルーと呼ばれるもので、市場では以前より流通してい

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 4】 

「寒い冬には温かい食べ物が欲しくなりますよね。」 

「体が温まるじっくり煮込んだシチューが好きな方も多い事でしょう。」 

 

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 4】 

「寒い冬には温かい食べ物が欲しくなることでしょう。」 

 

上記修正例では「なりますよね」の口語表現を「なることでしょう」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 5】 

「シチューのルウは小麦粉をバターで炒めて作りますが少し時間がかかります。」 

 

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】 

「シチューのルウは小麦粉をバターで炒めて作りますが、少し時間がかかります。」 

 

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 4 自宅でできる節電の方法について 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】 

「暑さを我慢することは体にも悪いので、自宅できる節電方法について、ご紹介します。」 

 

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 1】 

「暑さを我慢することは体にも悪いので、自宅でできる節電方法について、ご紹介します。」 



 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「で」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 2】 

「自宅で過ごす時間が増えた分、電気代が高くなってしまったという人は多いのではないでしょうか。なるべく

なら安く抑えたい電気代ですが、自宅でできる節電の方法にはどんなものがあるのでしょうか。」 

 

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】 

「自宅で過ごす時間が増えた分、電気代が高くなってしまったという人は多いのではないでしょうか。またなる

べくなら安く抑えたい電気代ですが、自宅でできる節電の方法にはどんなものがあるのでしょうか。」 

 

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接続詞の修正を行いました。 

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】 

「最近では、電力自由化もあり。電気そのものを選ぶ時代になりました。」  

 

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】 

「最近では、電力自由化もあり、電気そのものを選ぶ時代になりました。」 

 

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】 

「家庭でもできる節電には主に以下のものがあります。 

 

・こまめにスイッチを切る 

・待機電力を減らす 

・証明の明るさを調整する 

・冷蔵庫を上手に使う 

・クーラーなどの利用は計画的におこなう 

 



これらのことを日常から少し意識するだけでも効果があります。」 

 

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】 

「冷蔵庫などの電源を切ることが出来ないものを除いて、テレビやスイッチのついているコンセプトは電源を切

っておきます。」 

 

上記解答例では、「コンセプト」が誤入力となります。また一文に助詞である「を」が多用された文章です。 

 

【修正例 5】 

「冷蔵庫などの電源を切ることが出来ないものは除いて、テレビやスイッチのついているコンセントは電源を切

っておきます。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「コンセント」が正しい表現となります。また助詞を調整する形で修正

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。 

 

 

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。 

 


