
第７１回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2021 年 8 月 21 日に行われました、第 71 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】 折り畳み傘について 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】天候が変わりやすい時期に、折り畳み傘を重宝する方も多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：持ち運び 

キーワード 2：出先 

  

【模範解答 1】274 文字 

朝の天気予報を確認し、雨の予報だと分かった時には、みなさん傘を持って出掛けるかと思います。しかし、実

際に雨が降ることはなく、持っている傘が荷物となってしまった、という経験をした方もいらっしゃるでしょう。

そんな時には、折り畳み傘が役に立ちます。最近の折り畳み傘は、軽量化されたものも多く、出先でもカバンに

入れることができ、持ち運びにとても便利です。また、以前に比べ色やデザインが豊富になり、選ぶ楽しさも増

しています。憂鬱になりやすい雨の日ですが、お気に入りの折り畳み傘を持っていれば、急な雨でも少しウキウ

キした気分を味わうことができるかもしれません。 

 

【模範解答 2】283 文字 

近年、異常気象により、天候が不安定な時期が多くなっています。そんな時期に外出する際、雨が降ってきたら

どうしようと考える人も多いと思います。そのような人に持ち運びしやすい折り畳み傘はとても重宝します。一

般的な洋傘と違い、カバンの中にしまえるので、出先でも邪魔になることがありません。また、最近では、より



使いやすく改良されている折り畳み傘が増えています。ワンタッチで開くことのできる傘や、より重さを軽くし

た傘、コンパクトに収納することのできる傘など、バリエーションが豊富です。不安定な天気が多い昨今ですが、

おしゃれなデザインの折り畳み傘で気分を上げてみてはいかがですか。 

 

【模範解答 3】272 文字 

近年、ゲリラ豪雨など、天候が急激に変化することが多くなっています。突然雨が降ってきて、でも傘を持って

いなくて困ってしまった、という経験をした人も多いことでしょう。そのようなときに持っていると安心なもの

が折り畳み傘です。コンパクトで軽く、バッグの中に入れていてもかさばらないので持ち運びに便利です。なの

で出先で突然雨が降ってきた場合でも、サッと取り出して使うことができます。また、最近では、雨だけでなく

夏の日除け対策に日傘としても使用できる、雨晴兼用の折り畳み傘も人気があります。このように、折り畳み傘

は一つ持っておくと重宝するアイテムなのです。 

 

【問.2】扇風機について 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】暑い夏に、扇風機は欠かせないアイテムの一つではないでしょうか。 

 

キーワード 1：小型 

キーワード 2：デザイン 

 

【模範解答 1】248 文字  

ここ最近は夏が猛暑や酷暑の傾向にあり、暑さ対策は私たちの生活に欠かせないものとなりました。エアコンの

使用はもちろんですが、さらに扇風機を併用することで、とても効果的に室内を涼しくできます。また扇風機は、

梅雨時期の洗濯物を乾かすためにも欠かせません。さらにはコロナ感染症などの感染防止のために、部屋を換気

し空気を循環させる機能としても重宝します。最近は、小型の扇風機や、安全面を考慮して羽のない扇風機も登

場してきました。いろいろなデザイン、いろいろな用途で、扇風機を上手に活用していきたいものです。 

 

【模範解答 2】242 文字 

夏にはエアコンを使う人は多いですが、扇風機も根強い人気があります。その理由としては、扇風機が、エアコ

ンよりも安く買え、電気代も少なくてすむということが挙げられるでしょう。また、最近では、持ち運びのでき

る小型扇風機が人気を集めています。これは、コンセントを使わない電池式であるために、家や職場、外出先で、

いつでも好きな時に使用できます。また、色や形、デザインなども多種多様で、機能も普通サイズの扇風機と遜

色はありません。家電量販店に行き、自分好みの扇風機を選んでみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】278 文字 

連日の暑さで仕事や勉強が捗らないと頭を抱えている人も多いのではないでしょうか。そのようなときに試して

みたいのが、卓上扇風機です。卓上扇風機は自宅や会社のデスクなどに置いて使用する小型の扇風機です。通常

の扇風機に比べると風量はやや劣りますが、涼しい風にあたりながら仕事や勉強ができるということから近年人

気のアイテムです。そしてその人気具合から、様々な種類の卓上扇風機が販売されています。おしゃれなデザイ



ンのものから、USB 式のもの、首振り機能があるものなど、どれにするか迷ってしまうほどです。使用する場所

や静音性などを考え、自分にとって最適な 1 台を選びましょう。 

 

【問.3】食パンについて 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】手軽にお腹を満たしたい時、食パンが家にあると助かるのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：朝食 

キーワード 2：高級 

 

【模範解答 1】287 文字 

忙しいときや小腹がすいたときに、食パンで手軽に朝食をとる人も多いのではないでしょうか。食パンはイチゴ

やピーナッツのジャムをつけたり、ハムとスライスチーズをのせてトースターで焼いたりなど、人それぞれお気

に入りの食べ方があり、飽きないところが魅力的です。また、食パンの他にも様々な種類のパンが販売されてい

るので、パンを食べるときはどれを購入するか迷うこともあるでしょう。スーパーやコンビニで手軽に購入出来

るパンですが、最近では素材にこだわったパンを販売するお店も増えて来ました。高級感があり、値段もスーパ

ーやコンビニより割高ですが、いつもと違うパンを食べてみたい人にお薦めです。 

 

【模範解答 2】240 文字 

朝食に毎日食パンを食べるという方も多くいるのではないでしょうか。食パンは、トースターで焼いた後にハム

や卵を乗せたり、バターやジャムをつけたりするだけでも美味しく食べられます。そのため、さっと調理ができ

る食パンは、忙しいサラリーマンや主婦にとっては心強い味方です。また最近では、食パンを焼かず、トッピン

グもしなくても美味しい生食パンが人気を集めています。こちらは、しっとりもちもちでパンの耳まで美味しい

高級食パンであるため、たまには自分へのご褒美として買ってみてはいかがでしょうか。 

  

【模範解答 3】299 文字  

朝食はお米よりもパン派という家庭も多いのではないでしょうか。パンは手軽に食べられるので、出かける準備

などで時間がない朝にもぴったりの食べ物です。スーパーなどで売っている食パンも美味しいですが、少しリッ

チな朝食にしたい場合におすすめなのが高級食パンです。高級食パンはこだわりの材料を使って作られた食パン

で、お店ごとに様々な工夫がされています。そして食パン業界では数年前から高級食パンブームが起きていて、

現在も高級食パンのお店が次々とオープンしています。お店には美味しい食パンを求めて長蛇の列ができること

も珍しくはありません。朝食に高級食パンを食べれば、リッチな気分で 1 日を過ごすことができるでしょう。 

 

【問.4】疲労回復の方法やコツについて 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】毎日のお仕事や家事に追われて、疲労が溜まっている方も多いのではないでしょうか。 

 

【模範解答 1】377 文字 

ストレス社会と呼ばれている昨今、常に疲労がたまっていると感じる方も多いのではないでしょうか。ですので、

いかに疲労回復を効率よくできるかが、時間のない現代人にとってはとても重要なことかもしれません。最近で

はチェーン展開している、気軽に入ってマッサージを受けられるお店も増えてきました。ここで身体をほぐして

もらうことで、リラックス効果が得られ、効率よく疲労も解消されることでしょう。そして疲労はマッサージな

どの身体面だけではなく、精神面でも解消が必要です。例えば好きな動画をみたり、音楽を聴いたりするのも良

いでしょう。またゆったりした時間を過ごすことも、充分にリラックス効果が得られます。時間に追われる毎日

から少し離れて、自分と向き合う時間も確保していきたいものです。そして心と身体の両面から自分を大切にし

ていくことが、特に現代では重要なことかもしれません。 

 

【模範解答 2】397 文字 

日々の生活に追われ、疲労が溜まっているのではないでしょうか。疲労回復と聞くと、十分な睡眠や栄養のある

食事などを思い浮かべる人も多いでしょう。しかし今、サウ活が注目されているのはご存知でしょうか。サウ活

とはサウナ活動の略で、サウナに行くという行為一連のことを指しています。サウ活での疲労回復の流れとして

は、まずサウナではたくさんの汗をかきます。スポーツをした時の汗とは違い、サウナでは身体に溜まっている

老廃物が出やすくなるといわれています。そして水風呂に入って身体を冷やすことで、サウナの暑さで高まった

交感神経の作用を、副交感神経優位な状態に戻してくれます。この一連の作用から、サウ活では自律神経が整う

とされています。現代社会では、ストレス要因による疲労もあります。自律神経を整えることで、ストレス耐性

が高まるという研究もあり、サウ活は現代の新たな疲労回復方法の一つといえるのではないでしょうか。 

 

【模範解答 3】367 文字 

疲労がたまっていると、仕事や家事もなかなか捗らなくなるものです。疲労の原因には、身体的な疲れもあれば、

精神的な疲れもあるでしょう。もし疲労の原因が身体的な疲れの場合には、休養をとることが大切です。例えば、

十分な睡眠をとったり、銭湯でゆっくりお湯に浸ったり、マッサージを受けたりしても良いでしょう。また、精

神的な疲れの場合には、気分転換をすることがおすすめです。例えば、美味しいものを食べに行ったり、人気の

観光地に行ってみたりしても良いでしょう。しかし、最近は、コロナ禍ということもあり、感染リスクを抑える

ために、外出して疲労回復をすることは難しくなりました。そのため、家でもできる疲労回復の方法を一人一人

が見つけなくてはなりません。視点を変えれば、コロナ禍だからこそできることもあるため、意外な疲労回復の

方法も見つかるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 71 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 71 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 折り畳み傘について 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：持ち運び キーワード 2：出先 

 

【解答例 1】 

「手のひらサイズまで小さくなる物や、200g と軽量な物も出てきているので子供や女性も持ちやすくなってい

ます。書類やカバンを持っているサラリーマン向けには、持ち手にボタンがあり、それを押すと自動で開いたり、

閉じたりする物も出ています。」 

 

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】 

「手のひらサイズまで小さくなる物や、200g と軽量な物も出てきているので子供や女性も持ちやすくなってい

ます。さらに書類やカバンを持っているサラリーマン向けには、持ち手にボタンがあり、それを押すと自動で開

いたり、閉じたりする物も出ています。」 

 

上記修正例では、接続詞「さらに」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】 

「今年の夏はとりわけ雨の日が続いていますが、皆さんはどうお過ごしでしょうか。」 



「そんな雨の日には持ち運びに便利な折り畳み傘は非常に便利ですね。」 

 

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 2】 

「そんな雨の日には持ち運びに便利な折り畳み傘は非常に便利です。」 

 

上記修正例では「ですね」の口語表現を「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 3】 

「親骨は多ければ多いほど耐久性が高まり、8～10(通常は 6 本)本のものがいいそうです。」 

 

上記解答例では、単位の表記位置に問題があります。 

 

【修正例 3】 

「親骨は多ければ多いほど耐久性が高まり、8～10 本(通常は 6 本)のものがいいそうです。」 

 

上記修正例では、「本」の表記位置を修正いたしました。括弧の内外で同じ単位を表記する際は、同様な表記表現

となるようにしないと、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】 

「折り畳み傘はそんな時に便利なアイテムです。」 

「いざというときに必ず役に立つ便利なアイテムです。」 

 

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

 

【修正例 4】 

「折り畳み傘はそんなときに便利なアイテムです。」 

 

上記修正例では、「とき」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 5】 

「そこで、いつもバッグの中に折り畳み傘入れてをおくのはいかがでしょうか。」 

 

上記解答例では、「折り畳み傘入れてをおくのは」が誤入力となります。 



 

【修正例 5】 

「そこで、いつもバッグの中に折り畳み傘を入れておくのはいかがでしょうか。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「折り畳み傘を入れておくのは」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。 

 

 

問 2 扇風機について 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：小型 キーワード 2：デザイン 

 

【解答例 1】 

「工事現場の職人さんは、扇風機内臓の空調服を着ている方がほとんどです。」 

 

上記解答例では、「扇風機内臓」が誤入力となります。 

 

【修正例 1】 

「工事現場の職人さんは、扇風機内蔵の空調服を着ている方がほとんどです。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「扇風機内蔵」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】 

「今では一人に一台が小型扇風機で涼を楽しめる、おしゃれな必須アイテムへとチェンジしました。」 

 

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】 

「今では一人が一台の小型扇風機で涼を楽しめる、おしゃれな必須アイテムへとチェンジしました。」 

 

上記修正例では、この文章における主語である「小型扇風機」がその前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】 

「暑い日が続く夏、その対策として一つ、手に取って使用してみるのも良いでしょう。」 

 



上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 3】 

「暑い日が続く夏、その対策として一つ、小型の扇風機を手に取って使用してみるのも良いでしょう。」 

 

上記修正例では、「小型の扇風機を」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 4】 

「熱中症対策にもお手軽で効果的なのでぜひ使ってみてはいかがでしょうか。」 

 

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】 

「熱中症対策にもお手軽で効果的なので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。」 

 

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】 

「扇風機をいうとどのような形をイメージされますでしょうか。」 

 

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】 

「扇風機というとどのような形をイメージされますでしょうか。」 

 

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 食パンについて 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：朝食 キーワード 2：高級 

 

【解答例 1】 

「食パンは共働きで食事を作る時間のない母親が、子供達自身で取り出してジャムを塗って食べられる手軽さが

あるからです。」 



 

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 1】 

「食パンは共働きで食事を作る時間のない母親にとって、子供達自身で取り出してジャムを塗って食べられる手

軽さがあるからです。」 

 

上記修正例では、この文章における主語である「食パン」が、その後の母親と子供との関係に正しく繋がるよう、

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 2】 

「最近では、全粒粉入りのものや、バターが練りこまれたデニッシュ食パンなど、種類も豊富になりました。食

パンの値段も手ごろなものから、パン屋さんで売っている高級なものまで様々となりました。」 

 

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】 

「最近では、全粒粉入りのものや、バターが練りこまれたデニッシュ食パンなど、種類も豊富になりました。ま

た食パンの値段も手ごろなものから、パン屋さんで売っている高級なものまで様々となりました。」 

 

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 3】 

「なかでも食パンはアレンジが施しやすくて重宝します。バターをたっぷり塗ったトースト。ピザソースを塗っ

てチーズを乗せて焼けば、ピザ風。」 

 

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 3】 

「なかでも食パンはアレンジが施しやすくて重宝します。例えばたっぷりバターが塗られたトーストも、ピザソ

ースを塗ってチーズを乗せて焼けば、ピザ風にもなります。」 

 

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。 

 



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

【解答例 4】 

「ひと工夫を加えて豪華に味わえることもできる、それが食パンです。」 

 

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 4】 

「ひと工夫を加えて豪華に味わうこともできる、それが食パンです。」 

 

「味わえる」は「味わうことができる」という意味になりますため、「味わえることもできる」という表現では

「できる」が重複してしまいます。重複表現は、口語（会話）では使用しても大きな問題は無いですが、文章に

すると読者に違和感を与えかねません。また WEB ライティングのお仕事として納品するとクライアントから承

認を得られない場合もありますので注意しましょう。 

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】 

「ここ数年の食パンブームはすごいと感じているのは、私だけでしょうか。」 

 

上記解答例は 「私だけでしょうか」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。 

 

 

問 4 疲労回復の方法やコツについて 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】 

「そんな時におすすめの食材を挙げていくと、 

１、老廃物の代謝をよくするビタミン B1 が豊富な豚肉。 

２、疲労の原因となる体内の組織の酸化を抑制してくれるイミダゾールペプチドがたっぷりの鶏のむね肉。 

３、風邪の予防に役立つベータカロチンたっぷりの緑黄色野菜に分類されるニンジン・ほうれん草・カボチャ。 

４、体温の維持に役立つ鉄分がたっぷりのレバー。 

５、人間の細胞の酸化を防ぐ働きが強いビタミン E を多く含むうなぎ。 

いずれの食材も美味しいものばかり。」 

 

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 2】 

「また、水風呂に入って身体を冷やすことで、サウナの暑さで高まった交感神経の作用を、副交感神経優位の状

態に戻してくれます。」 

 

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 2】 

「また、水風呂に入って身体を冷やすことで、サウナの暑さで高まった交感神経の作用を、副交感神経優位な状

態に戻してくれます。」 

 

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 3】 

「例えば、十分な睡眠をとったり、銭湯でゆっくりお湯に浸ったり、マッサージを受たりしても良いでしょう。」  

 

上記解答例では、「受たり」が誤入力となります。 

 

【修正例 3】 

「例えば、十分な睡眠をとったり、銭湯でゆっくりお湯に浸ったり、マッサージを受けたりしても良いでしょう。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「受けたり」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 4】 

「睡眠の質を上げるために必要な食事のポイントは朝食にあます。」 

 

上記解答例では、「あます」が誤入力となります。 

 

【修正例 4】 

「睡眠の質を上げるために必要な食事のポイントは朝食にあります。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「あります」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】 

「日常的に行なっている行動が、疲労回復を妨げているかもしれません。」 

 

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】 

「日常的に行なっていることが、疲労回復を妨げているかもしれません。」 

 

「行動」は「動作を行う」という意味になりますため、「行っている行動」という表現では「行う」が重複してし

まいます。重複表現は、口語（会話）では使用しても大きな問題は無いですが、文章にすると読者に違和感を与

えかねません。また WEB ライティングのお仕事として納品するとクライアントから承認を得られない場合もあ

りますので注意しましょう。 

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。 

 

 

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。 

 


