
第７２回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2021 年 9 月 25 日に行われました、第 72 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】 コーヒーについて 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】ちょっと落ち着いたときに、コーヒーを飲みたくなる方も多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：眠気 

キーワード 2：香り 

  

【模範解答 1】271 文字 

ほっと一息つきたいとき、コーヒーを飲む方は多いのではないでしょうか。最近では家庭用のエスプレッソマシ

ーンも販売されており、家にいながら本格的なコーヒーを味わうことができます。また、コーヒーに含まれてい

るカフェインには、眠気を覚ます効果があります。在宅ワークが増え、家で仕事をしているとつい眠くなってし

まう、という方にコーヒーはおすすめです。そんなときに豆を挽く機械である電動ミルがあれば、コーヒー豆本

来の甘さや香ばしさなどを堪能することもできます。便利家電を利用しながら、仕事や家事の合間にコーヒーの

味や香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】271 文字 

リフレッシュしたいときや集中力を高めたいときに、コーヒーを飲むという方も多いのではないでしょうか。コ

ーヒーの苦みと強い香りは、覚醒効果とリラックス効果を両方持ち合わせています。例えば仕事になかなか集中

できないときも、コーヒーを飲めば脳がリフレッシュされ、作業が順調に進むことでしょう。コーヒーに含まれ



るカフェインには眠気を覚ます効果もあり、気分転換には最適です。また、のんびりとしたくつろぎの時間にコ

ーヒーを飲むことで、より深くリラックスすることができます。鼻から抜ける芳醇な香りが気分を落ち着かせ、

充実した時間を過ごすことができるでしょう。 

 

【模範解答 3】283 文字 

食事の後や一息つきたい時に、コーヒーを飲む方はいるのではないでしょうか。コーヒーにはカフェインという

成分が多く含まれています。カフェインは覚醒作用があり、カフェインの摂取によって中枢神経が刺激されるた

め、眠気防止にも効果的です。また、コーヒーの香りにはリラックス効果もあり、コーヒーの香りを嗅ぐと、リ

ラックス状態をあらわすα波が多く出るという実験結果が発表されています。最近では、サードウェーブと呼ば

れる第三次コーヒーブームが世間で巻き起こっており、普段コーヒーを飲まない若い世代からも注目を集めてい

ます。これを機会に、自分好みのコーヒーを探してみるといいでしょう。 

 

【問.2】スニーカーについて 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】休日のお出かけの際に履く靴として、スニーカーを重宝している方も少なくないでしょう。 

 

キーワード 1：軽量 

キーワード 2：収集 

 

【模範解答 1】247 文字  

スニーカーは、ハイヒールやブーツに比べて多く歩いても疲れにくいので、沢山の人に愛されています。最近で

は、軽量かつデザインが優れているものが多く販売されるようになりました。加えて種類も豊富に販売されてい

るので、購入する際どれにするか迷う人も多いのではないでしょうか。中には、スニーカーの収集が趣味で、色

違いで同じ種類のスニーカーを購入する人もいます。また気分や服装でスニーカーを選んでも楽しいでしょう。

スニーカーは通勤通学の他に、遊びに行く時やランニングをする際にも最適な履物ではないでしょうか。 

 

【模範解答 2】254 文字 

スニーカーはどのような時に履く靴でしょうか。仕事がお休みの日にカジュアルスタイルで履く方や、仕事用と

してスニーカーを使用する方、趣味や部活など運動の際に履く方など、あらゆるシーンで欠かせない靴です。最

近では、スーツスタイルにスニーカーを合わせる方もいます。どのような場面でも、軽量のスニーカーはとても

楽に歩くことができるため、人気があります。また、スニーカーは色やデザイン、機能、メーカーなど、たくさ

んの種類があることから、収集するコレクターがいます。スニーカーは、履くだけでなく、集める楽しみもある

靴です。 

 

【模範解答 3】250 文字 

たくさん歩く予定がある場合に、スニーカーを履かれる方も多くいらっしゃるでしょう。スニーカーはブーツや

ハイヒールに比べて歩きやすく、足が疲れにくい作りになっているものが多いので人気の靴です。種類も豊富で、

ランニングやスポーツに適した軽量のものからファッションとして見た目に特化させたものまで、いろいろあり



ます。また、値段も数千円から十万円を超えるものまで幅広いです。限定デザインで二度と手に入らない貴重な

スニーカーもあるので、そういったものを購入して履かずに収集する趣味を持っている方も少なくないです。 

 

【問.3】スポーツジムについて 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】日頃の運動不足を、スポーツジムに通うことで解消しようと考える方もいることでしょう。 

 

キーワード 1：筋トレ 

キーワード 2：健康 

 

【模範解答 1】274 文字 

在宅ワークが増え、運動不足を実感している人も多いのではないでしょうか。体を動かしたいときには、スポー

ツジムがおすすめです。スポーツジムは筋トレのためだけに使う施設と思われがちですが、実はそうではないの

です。たとえばパーソナルトレーニングでは、健康維持のためにストレッチや食事指導をしてくれる場合もあり

ます。また最近では、少ない運動量で肺を鍛えることができる低酸素ジムも人気があります。健康でいるために

は、食事・睡眠・運動のすべてをバランスよく行い、生活しなければなりません。運動不足解消の第一歩として、

スポーツジムを利用してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】279 文字 

日々の運動不足解消や、ダイエットを理由に、スポーツジムに通っている方もいることでしょう。スポーツジム

では、筋トレ用のトレーニングマシンやランニングマシンなど、様々な運動器具が揃っています。その他には、

エアロビクスやヨガなどのプログラムもあり、その日の気分や体調に合わせてトレーニングすることも可能です。

最近では、専属トレーナーとマンツーマンでトレーニングを行うパーソナルジムが増えています。トレーナーに

正しいトレーニング方法を教わることで、効率の良い筋力アップが期待できます。この機会にスポーツジムへ通

い、日々の健康や体づくりに役立てていくのも良いでしょう。 

  

【模範解答 3】287 文字  

スポーツジムの目的や選び方は、年齢や性別によってさまざまです。例えば、健康維持を考えるご年配の方であ

れば、ウォーキングマシンやプールなどの体力向上が期待できる設備が整ったジムを利用したいと考えるでしょ

う。また、ダイエットを考えている若い女性であれば、運動が苦手な方でも始めやすいヨガやピラティスなどの

プログラムが整うジムを利用したいと考えるでしょう。引き締まった体を維持したいと考える男性であれば、筋

トレができるマシンが整うジムを選びたいと考えるでしょう。プログラムや設備はさまざまですが、いずれの場

合にも共通して、通いやすい場所にあるスポーツジムを選ぶことがおすすめです。 

 

【問.4】秋の夜長の楽しみ方について 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。ご参考ください。  

＊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】秋も近づいてきて、徐々に日が暮れるのが早くなってきました。 

 

【模範解答 1】383 文字 

秋は夏よりも日が暮れるのが早く、あっという間に夜が訪れるので、どことなく寂しさを感じられる方も多いの

ではないでしょうか。そして秋の夜長と呼ばれるように、どんどん夜が長くなっていきます。そんな秋の夜長に、

さまざまな香りを楽しんでみるのはいかがでしょうか。この時期、秋ならではの味覚がたくさんあります。具体

的には芋、栗、きのこなど、香り高いものばかりです。またたとえば、紅茶を淹れてみるのはいかがでしょうか。

紅茶専門店では秋限定のフレーバーティーがいくつも店頭に並びます。香りは茶葉からも、淹れたての紅茶から

も、二度楽しむことが出来ます。あるいは、お家で炊き込みご飯を炊いてみるのはいかがでしょうか。いつもの

白米にお出汁と具材をあわせるだけで、簡単に炊き込みご飯が出来上がります。ご飯が炊きあがる間、じわじわ

と強くなってくる芳醇な香りも、秋の夜長の楽しみとなるでしょう。 

 

【模範解答 2】338 文字 

秋は夜が長く、おうち時間を楽しむにはちょうど良い季節です。大人女子であれば、夏の間に日焼けした肌のメ

ンテナンスで美容グッズを試すのも良いかもしれません。季節が変わると化粧品会社がこぞってだす秋の新作コ

スメや、美容液、そしてパックなども試すにはちょうど良いタイミングです。また、好きな音楽を掛けて、じっ

くりとお風呂に入ってリラックスするのも楽しみの一つです。夏であれば暑く、なかなか長湯ができませんが、

少し肌寒くなってきた季節にはもってこいです。ほかにも、料理に時間をかけるのも良いでしょう。サンマやマ

ツタケ、カボチャなどの季節の食べ物をじっくりとアレンジすると、より秋を身近に感じることができます。料

理の腕にも磨きをかけることで、より充実した時間を過ごすことができるでしょう。 

 

【模範解答 3】337 文字 

秋が深まるにつれて、徐々に日の暮れる時間も早くなり夜が長くなってきます。一般的にはそんな時間の変化を

秋の夜長と表現し、夜が長くなる事によって自宅で過ごす時間が増える人もいることでしょう。そんな時に秋の

夜長をどう楽しむか、と考えてみるのも楽しいかも知れません。ゆっくり自宅でお酒を嗜むのも良し、じっくり

趣味に没頭するのも良し、楽しみ方は人それぞれです。中には天体観測を楽しむ人もいます。秋は空気が澄み始

め星空がとても綺麗に見え、また冬ほど寒くもないので外で天体観測を楽しむには最適な季節でもあります。く

わえて秋は十五夜がある様に月もとても綺麗に見える時期であり、秋の夜長の時期だからこそ見える景色がそこ

にはあります。皆さんも是非この時期に夜の空を見上げてみては如何でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 72 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 72 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 コーヒーについて 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：眠気 キーワード 2：香り 

 

【解答例 1】 

「缶やペットボトルの商品でも、ブラック、微糖、カフェオレなど様々アレンジコーヒーを楽しむことができま

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】 

「缶やペットボトルの商品でも、ブラック、微糖、カフェオレなど様々なアレンジコーヒーを楽しむことができ

ます。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「な」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】 

「最近では、カフェインレスのコーヒーも多く発売されており、妊婦さんでも気軽にコーヒーが楽しめるように

なりました。」 

「飲みすぎには注意が必要ですが、気分転換などに上手にコーヒーを取り入れていきたいですね。」 



 

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】 

「飲みすぎには注意が必要ですが、気分転換などに上手にコーヒーを取り入れていきたいものです。」 

 

上記修正例では「ですね」の口語表現を「ものです」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】 

「他にも、コーヒーの特徴といえば香りですが、４種の違いがあります。 

一つ目は、焙煎する前の生豆からくる香りです。 

二つ目は、コーヒー豆を挽いた時にする香りで、フレグランスと呼ばれています。 

三つ目は、コーヒーを注いだ時にカップからする香りで、アロマと呼ばれています。 

最後に、口に含んだ時にする香りで、フレーバーと呼ばれています。」 

 

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 4】 

「自律神経安定効果など健康に役立つことがが知られるようになってきた。」 

 

上記解答例では、「役立つことがが」が誤入力となります。 

 

【修正例 4】 

「自律神経安定効果など健康に役立つことが知られるようになってきた。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「役立つことが」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 5】 

「コーヒーであれば砂糖やミルクの量は自分で調整することも可能なので自分のライフスタイルに合わせて適

切に飲むことをおすすめします。」 

 

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】 

「コーヒーであれば砂糖やミルクの量は自分で調整することも可能なので、自分のライフスタイルに合わせて適

切に飲むことをおすすめします。」 

 

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 スニーカーについて 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：軽量 キーワード 2：収集 

 

【解答例 1】 

「最近では、厚底などのファッション性の高いスニーカーも増えきており」 

 

上記解答例では、「増えきており」が誤入力となります。 

 

【修正例 1】 

「最近では、厚底などのファッション性の高いスニーカーも増えてきており」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「増えてきており」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】 

「ほとんどの方が、普段使いの楽で歩きやすい靴、と言うかもしれません。」 

「近年、限定販売されたスニーカーを収集するコレクターという人達が増えているようです。」 

 

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

 

【修正例 2】 

「ほとんどの人が、普段使いの楽で歩きやすい靴、と言うかもしれません。」 

 

上記修正例では、「人」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】 

「その機能面の向上のために軽量化が進んでいたり、デザイン性を求めたモデルも発売されるなど、スニーカー

市場はとても大きなものとなっています。」 



 

上記解答例では、一文の中に並列を表現する「～たり」が一度のみしか使用されていません。 

 

【修正例 3】 

「その機能面の向上のために軽量化が進んでいたり、デザイン性を求めたモデルも発売されたりと、スニーカー

市場はとても大きなものとなっています。」 

 

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 4】 

「スニーカーと呼ぶよりは、運動靴と呼ぶことが一般的であった頃は、運動靴を履いて外出することに抵抗のあ

る方も多くいました。最近は、若者だけでなく年配の方々もスニーカーを好んで履くようになりました。」 

 

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 4】 

「スニーカーと呼ぶよりは、運動靴と呼ぶことが一般的であった頃は、運動靴を履いて外出することに抵抗のあ

る方も多くいました。しかし最近は、若者だけでなく年配の方々もスニーカーを好んで履くようになりました。」 

 

上記修正例では、接続詞「しかし」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】 

「なかには趣味の一貫でスニーカーを収集している人もいます。」 

 

上記解答例では、「一貫」が誤変換となります。 

 

【修正例 5】 

「なかには趣味の一環でスニーカーを収集している人もいます。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「一環」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 3 スポーツジムについて 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：筋トレ キーワード 2：健康 

 

【解答例 1】 

「年末年始での暴飲暴食や、夏の向けて薄着になった時にカッコイイ体を見せたい、など理由は様々です。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 1】 

「年末年始での暴飲暴食や、夏に向けて薄着になった時にカッコイイ体を見せたい、など理由は様々です。」 

 

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 2】 

「かつてはトレーニングを趣味とする方が、主に筋トレなどの目的で入会しているイメージが強かったですが、

近年は必ずしもトレーニングなどを目的とするだけではなく、運動不足の解消を目的としている方の入会も見ら

れるようになってきました。」 

 

上記解答例は、一文に助詞である「と」「が」「の」が多用された文章です。 

 

【修正例 2】 

「かつてはトレーニングを趣味とする方が、主に筋トレなどの目的で入会しているイメージが強かったです。し

かし近年は必ずしもトレーニングなどを目的とするだけではなく、運動不足の解消を目的としている方の入会も

見られるようになってきました。」 

 

上記修正例では、全体的に長文であったため、文を 2 つに分けることで助詞を調整いたしました。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】 

「個人でなかなか出来ない方は、スポーツジムに通って、健康的な体を作っていくのもいいのでがないでしょう

か。」 

 

上記解答例では、「いいのでが」が誤入力となります。 

 



【修正例 3】 

「個人でなかなか出来ない方は、スポーツジムに通って、健康的な体を作っていくのもいいのではないでしょう

か。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「いいのでは」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】 

「なかなかスポーツが長続きしない人や、方法がわからない人などには、トレーナーに適切な指導も受けられる

スポーツジムは恰好な施設であろう。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 4】 

「なかなかスポーツが長続きしない人や、方法がわからない人などには、トレーナーの適切な指導も受けられる

スポーツジムは恰好な施設であろう。」 

 

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 5】 

「日々の運動不足解消のため、スポーツジムに通われる方は多いでしょう。かくいう私も、そのひとりです。」 

 

上記解答例は 「かくいう私も、そのひとりです」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。 

 

 

問 4 秋の夜長の楽しみ方について 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】 

「これは、釣りに行けないときに、釣りの計画を立てたり、準備をしたりすることを指します。」 

 

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 1】 

「これは、釣りに行けないときに、釣りの計画を立てたり、準備したりすることを指します。」 

 

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 2】 

「一年で夜が一番長い日は 12 月 22 日ごろです。なのでその日に向けて 9 月 23 日ごろからどんどん太陽が出る

時間が短くなっているのです。なのでさらに気温が寒くなっていくので薄着で外を歩けるのもあと 1 ヶ月～2 ヶ

月程度でしょう。なので読書や散歩など新しいことに挑戦するにも、良い季節が秋の夜長と言えます。」 

 

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 2】 

「一年で夜が一番長い日は 12 月 22 日ごろで、その日に向けて 9 月 23 日ごろからどんどん太陽の出る時間が短

くなっているのです。そのため、さらに気温が寒くなっていくので薄着で外を歩けるのもあと 1 ヶ月～2 ヶ月程

度でしょう。なので読書や散歩など新しいことに挑戦するにも、良い季節が秋の夜長と言えます。」 

 

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 3】 

「二つ目は、レジャーシートです。寝転んで星を見られると、視界全体で天体観測を楽しむ事ができます。」  

 

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 3】 

「二つ目は、レジャーシートです。寝転んで星を見ると、視界全体で天体観測を楽しむ事ができます。」 

 

この文章においては、寝転んだ人の行動としての星を見る行為を示す上では「見られる」ではなく「見る」がふ

さわしいです。そのため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 4】 

「また、秋は空気が澄む始めるので星を眺めるには絶好の季節でもあります。」 



 

上記解答例では、「澄む始める」が誤入力となります。 

 

【修正例 4】 

「また、秋は空気が澄み始めるので星を眺めるには絶好の季節でもあります。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「澄み始める」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】 

「天体観測には絶好のシュチュエーションです。」 

 

上記解答例では、「シュチュエーション」が誤入力となります。 

 

【修正例 5】 

「天体観測には絶好のシチュエーションです。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「シチュエーション」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。 

 

 

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、指定キーワードが使われていなかったり、文章の内容が指定テーマから逸脱したりすると大幅な減点とな

ります。なので、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。 

 


