
第７３回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2021 年 10 月 20 日に行われました、第 73 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】 ぬいぐるみについて 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】子供のころたくさんのぬいぐるみを持っていた、という方も多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：動物 

キーワード 2：プレゼント 

  

【模範解答 1】281 文字 

かわいい見た目のぬいぐるみは、子どもだけでなく大人にも人気です。犬やくま、パンダなどの動物のぬいぐる

みは、時代を問わず愛されており、小さいころから同じぬいぐるみが手放せないといった人も多くいます。また

ぬいぐるみはかわいいだけでなく、癒し効果もあります。オキシトシンと呼ばれる物質、通称「幸せホルモン」

は、通常は人と触れ合うことで発生しますが、ぬいぐるみに触ったり話しかけたりするだけでも分泌されるので

す。さらに、抱き枕としてぬいぐるみを使うと安眠効果も得られるようです。クリスマスや誕生日など、今年の

イベントではぬいぐるみをプレゼントしてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】284 文字 

小さい頃に、お気に入りのぬいぐるみを一つは持っていた、と言う人も多いのではないでしょうか。動物や人気

キャラクターのものなど豊富な種類があり、プレゼントとしてぬいぐるみを贈ったことがあるという人も多いか

もしれません。また、ぬいぐるみを見たり、触れたりすることで癒し効果が得られるとも言われており、子ども



だけではなく大人からも人気を集めています。最近では、インターネットやスマートフォンの普及もあり、ネッ

ト通販で簡単に様々な種類のぬいぐるみを購入できるようになりました。日頃、仕事や家事で忙しい皆さんも、

お気に入りのぬいぐるみを手に入れて、癒されてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】297 文字 

子育てをしていると、プレゼントで動物やキャラクターのぬいぐるみをもらう機会も多いのではないでしょうか。

ぬいぐるみの柔らかさと肌触りは、赤ちゃんから大人まで心地よく感じ、とても癒される事でしょう。しかし、

ぬいぐるみが増えるとその保存場所に困る事もあります。そんな時は、天井にハンモックを吊るし、そこにぬい

ぐるみを飾るという方法がお勧めです。これで部屋のスペースを空ける事ができ、またぬいぐるみたちが上から

こちらを見つめる様には愛くるしさも感じられるでしょう。一方でぬいぐるみはダニの温床になりやすいため、

定期的に日光浴させる事をお勧めします。ぬいぐるみを長持ちさせるために、清潔を心がけましょう。 

 

【問.2】スーツについて 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】大人になると、スーツを着る機会が増えてくるのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：通勤 

キーワード 2：冠婚葬祭 

 

【模範解答 1】298 文字  

高校を卒業すると同時に、社会生活のためにスーツを買う人も多いのではないでしょうか。初めて紳士服店に足

を踏み入れた人は、種類の多さに驚き、どんなスーツを選べばよいか迷いやすいです。通勤に使用する場合は、

勤務先の指定がなければ比較的好きなスーツを着用できます。好みのスーツを何着か持ち、その日の気分で選ぶ

ことも楽しいかもしれません。また冠婚葬祭で着用する場合、一般的に結婚式では白のネクタイ、葬式では黒の

ネクタイを着用することが常識とされています。少し畏まった場面での服装が分からない時にスーツを着る人も

います。堅苦しいイメージもあるスーツですが、社会生活ではとても頼りがいのある相棒になるでしょう。 

 

【模範解答 2】288 文字 

仕事で毎日スーツを着なければいけない人も多いのではないでしょうか。最近は、ストレッチ素材が使われ、自

転車通勤の方でも着やすいスーツが増えました。しかしスーツは着る時間が長く、たくさんの人に見られる機会

があるので、かっこよく着こなしたいものです。そのためには、自分の体に合ったものを着ることが大切です。

また、肌や目、髪の色に合ったカラーを選ぶのもよいでしょう。一方で冠婚葬祭ぐらいしかスーツを着る機会が

ないという人には、レンタルスーツはいかがでしょうか。1 日から借りられ、返却の際、クリーニングしなくて

よいものもあり便利です。様々な形で、スーツを上手く使いこなしてみてください。 

 

【模範解答 3】296 文字 

大人になるにつれてスーツを着ている時間の方が長いという方は多いのではないでしょうか。日々の通勤や、冠

婚葬祭など、スーツは大人には欠かせないアイテムのひとつです。しかし、最近では在宅ワークが増えたことで、



スーツを着る機会がむしろ減っている方も少なくありません。リモート会議に、ジャケットだけ羽織ってボトム

スは部屋着のままで参加する、という経験をした方もいらっしゃることでしょう。そのような情勢に合わせて、

外で着るスーツ程かっちりしすぎず、部屋着程カジュアルすぎない、家の中で着るのに適したスーツを販売して

いるスーツ専門店もあります。生活の変化に合わせて、上手にスーツを活用していきたいものです。 

 

【問.3】味噌汁について 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】毎日の食事において、味噌汁は欠かせない、という方も少なくないでしょう。 

 

キーワード 1：具材 

キーワード 2：インスタント 

 

【模範解答 1】287 文字 

朝食に味噌汁を飲むと、体が温かくなり元気になります。できれば毎日飲みたいものですが、忙しい朝に具材を

刻んだり出汁をとったりすることは大変です。そんな時は、インスタント味噌汁をお勧めします。インスタント

は味気ないと、気分が乗らない人もいるかもしれません。しかし、今はインスタント技術が進み、味も良くて具

だくさんの味噌汁を、お湯を注ぐだけで作ることができます。特に、フリーズドライ加工された味噌汁が近年話

題になっています。これは本格的な味がする味噌汁を、ほんの数分で堪能することができる優れものです。皆様

も寒い朝の眠気覚ましに、インスタント味噌汁を試してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】263 文字 

毎日の朝ごはんに、味噌汁を飲んでいる人は多いのではないでしょうか。味噌汁は、日本人のソウルフードとい

っても過言ではありません。具材やだしを変えれば、違った味わいを楽しむことができます。そしておいしい味

噌汁を作るコツは、素材によってだしの取り方を変えることです。例えば煮干しは頭と腹を取って、水からゆで

始めましょう。対して、カツオは水が沸騰してから入れ、5 分くらいで引きあげましょう。時間がなくて最初か

ら味噌汁が作れないというときは、インスタントを使うといいでしょう。種類も豊富で、短時間でおいしい味噌

汁を味わうことができます。 

  

【模範解答 3】276 文字  

味噌汁は、日本人にとってとてもなじみ深い料理の一つです。朝ご飯には必ず味噌汁を食べたいという方も多い

でしょう。しかしながら、毎日味噌汁を自炊するのもなかなか手間がかかるものです。そんな時は、お湯を注ぐ

だけで手軽に作れるインスタント味噌汁はいかがでしょうか。今やインスタント味噌汁は豊富な種類があり、具

材も様々なものが揃っています。カップタイプのものであれば、お湯さえあれば外出先でも味噌汁を食べること

ができます。最近では、減塩タイプのように、健康に配慮した製品も増えてきました。ぜひ、自分の好みに合っ

たインスタント味噌汁を探してみてはいかがでしょうか。 

 

【問.4】上手なスケジュール管理方法について 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】仕事や予定が立て込んでしまい、次の予定が何かわからなくなった、という経験をされた方も

いらっしゃる事でしょう。 

 

【模範解答 1】351 文字 

上手なスケジュール管理方法は様々あるのではないでしょうか。例えば手帳を工夫するという人も多いでしょう。

自分にとってなるべく使い勝手の良い手帳を購入するのも一つの方法です。手帳は大きめのものや小さめのもの、

細かくスケジュールを書き込めるものなどいろいろな種類が出回っています。また最近では手帳を使わず、スマ

ートフォンのアプリでスケジュールを管理する人も増えています。アプリでスケジュールを管理すると、重たい

手帳を持ち歩く必要がなく便利ですが、その反面かえって使いにくいという人もいます。手帳もスマートフォン

のアプリもそれぞれメリット、デメリットがあります。その人にあったものを活用すると良いでしょう。いずれ

にせよ、上手なスケジュール管理法は、アナログでもデジタルでも丁寧にスケジュールを記録することです。 

 

【模範解答 2】391 文字 

あまりの忙しさに予定を忘れてしまった、という経験をしたことがある人もいることでしょう。大事な予定を忘

れないためには、スケジュール帳などのツールで予定を上手く管理することが重要です。近年では、スマートフ

ォンが広く普及したことにより、スケジュールアプリを利用する人も増えてきました。デジタル機能を利用する

ことで、場所を取らずに予定管理ができることに加えて、シンプルで見やすいものが多く使いやすいという意見

もあります。その一方で、紙の温かみを好む場合は、ノート型のスケジュール帳が使いやすいという人もいるで

しょう。紙で管理する場合には、カラフルなペンやかわいいシールを使い、予定のページをデコレーションする

人もいるようです。自分好みのページに仕上げることで、予定へのモチベーションが上がる効果も期待できます。

皆さんも、自分に合った方法で上手にスケジュールを管理してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】399 文字 

スムーズに仕事をする上で、スケジュール管理はなくてはならないものです。複数の仕事を抱えている場合に、

とある予定が立て込んでしまい、次の予定に影響してしまった経験がある方もいるのではないでしょうか。 

スケジュールを管理する際、最初にやるべきことは、各仕事の締め切りをはっきりさせることです。急ぎの仕事

なのか時間に余裕のある仕事なのかを明確にするだけで、今やるべきことが見えてきます。それを、ツールを使

って視覚化し、全体像が見えるようにしましょう。例えば、手帳を使ってみるのはいかがでしょうか。仕事の種

類によって、色を変えて書き込むだけで印象が強まり、記憶に残りやすくなります。手書きが苦手な方は、スマ

ホのアプリなどを使ってみるといいでしょう。スケジュール調整がうまくいかないと、自分が困るだけでなく、

お客様や仕事仲間にも迷惑をかけてしまいます。自分に合った管理法で、快適なビジネスライフを送りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 73 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 73 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 ぬいぐるみについて 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：動物 キーワード 2：プレゼント 

 

【解答例 1】 

「ぬいぐるみはほほえましい商品です。動物にたとえたものも多いです。部屋の中に飾っている人も多いのでは

ないでしょうか。」 

 

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】 

「ぬいぐるみはほほえましい商品で、動物にたとえたものも多いです。そんなぬいぐるみを部屋の中に飾ってい

る人も多いのではないでしょうか。」 

 

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】 

「ぬいぐるはたくさんの種類がありますが、動物をイメージしたものが多いです。」 



 

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

 

【修正例 2】 

「ぬいぐるみはたくさんの種類があり、なかでも動物をイメージしたものが多いです。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「ぬいぐるみ」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。また文意を鑑み

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。 

 

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

【解答例 3】 

「誕生日やクリスマスなどに、両親やおじいちゃんおばあちゃんからプレゼントされた思い出がある人も多いで

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】 

「誕生日やクリスマスなどに、両親やおじいちゃんおばあちゃんからぬいぐるみをプレゼントされた思い出があ

る人も多いでしょう。」 

 

上記修正例では、「ぬいぐるみを」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】 

「ぬいぐるみというとどんな印象を受けますか。私は、子供のころに大切にしていたものという印象があります。」 

 

上記解答例は 「私は、子供のころに大切にしていたものという印象があります。」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 5】 

「不安を耐えしのぐ為の大切なお守り変わりになるからです。」 

 

上記解答例では、「変わり」が誤変換となります。 

 



【修正例 5】 

「不安を耐えしのぐ為の大切なお守り代わりになるからです。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「代わり」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 スーツについて 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：通勤 キーワード 2：冠婚葬祭 

 

【解答例 1】 

「しかし一口でスーツと言っても、」 

 

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】 

「しかし一口にスーツと言っても、」 

 

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】 

「好みのスーツを何着か持ち、その日の気分で選ぶことも楽しいかもしれません。冠婚葬祭で着用する場合は、

一般的に結婚式では白のネクタイ、葬式では黒のネクタイを着用することが常識とされています。」 

 

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 2】 

「好みのスーツを何着か持ち、その日の気分で選ぶことも楽しいかもしれません。また冠婚葬祭で着用する場合

は、一般的に結婚式では白のネクタイ、葬式では黒のネクタイを着用することが常識とされています。」 

 

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 3】 

「スーツには清潔な印象があります。スーツを着るとそれだけできっちりとした印象を受けますよね。」 

 



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】 

「スーツには清潔な印象があります。やはりスーツを着るとそれだけできっちりとした印象を受けます。」 

 

上記修正例では「受けますよね」の口語表現を「受けます」という文語表現に修正し、併せて文意を鑑みて修正

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】 

「人と会う機会の多い営業職は、パリッとしたスーツスタイルで仕事をされてる方多くいらっしゃるかと思いま

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。また一文に助詞である「と」

が多用された文章です。 

 

【修正例 4】 

「人と会う機会の多い営業職は、パリッとしたスーツスタイルで仕事をされてる方が多くいらっしゃるのではな

いでしょうか。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「が」を自然な形で追記し、また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。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】 

「今は着心地がよくて高品質なスーツを手ごろな値段で購入できる時代です。」 

「ビジネスマンにとって、スーツは良い第一印象を与えるための大切な物です。」 

 

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

 

【修正例 5】 

「今は着心地が良くて高品質なスーツを手ごろな値段で購入できる時代です。」 

 

上記修正例では、漢字表記に統一しました。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。 

 

 

問 3 味噌汁について 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：具材 キーワード 2：インスタント 

 

【解答例 1】 

「日本の食事に欠かせないものは味噌汁です。毎日の食事で必ず１回は飲むという方もいるかと思います。 

味噌汁は色々な具材を楽しめます。定番は大根、わかめ、豆腐でしょうか。」 

 

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】 

「日本の食事に欠かせない味噌汁を、毎日の食事で必ず１回は飲むという方もいるかと思います。味噌汁は色々

な具材を楽しめますが、定番は大根、わかめ、豆腐でしょうか。」 

 

上記修正例では文意を鑑みながら、4 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】 

「そのため味噌汁は、忙しくてなかなか自炊をすることのできない、一人暮らしの方などにとても重宝します。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 2】 

「そのため味噌汁は、忙しくてなかなか自炊をすることのできない、一人暮らしの方などがとても重宝します。」 

 

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 3】 

「インスタント食品の具材も、野菜がたくさん入っている物や減塩されているものなど豊富な種類の中から選ぶ

ことができ、」 

 

上記解答例では一文中に「物」「もの」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 3】 

「インスタント食品の具材も、野菜がたくさん入っているものや減塩されているものなど豊富な種類の中から選

ぶことができ、」 

 



上記修正例では、ひらがな表記に統一しました。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】 

「各家庭ごとに個性的な味噌汁がありますが、」 

 

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】 

「家庭ごとに個性的な味噌汁がありますが、」 

 

「各家庭」と「家庭ごと」は、共に「それぞれの家庭」を示す言葉になりますため、「各家庭ごと」では「それぞ

れ」の部分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】 

「味噌汁といえば、手作りのイメージがありますが、昨今では、インスタントの味噌汁も増えています。具材が

たっぷり入ったものから、シンプルなものまで様々な種類のインスタント味噌汁が販売されています。」 

 

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 5】 

「味噌汁といえば、手作りのイメージがありますが、昨今では、インスタントの味噌汁も増えています。例えば

具材がたっぷり入ったものから、シンプルなものまで様々な種類のインスタント味噌汁が販売されています。」 

 

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。 

 

 

問 4 上手なスケジュール管理方法について 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】 

「手帳にスケジュールを書き込むことで、いつでも見返すことができるので予定がわからなくなったりする心配

はありません。」 

 

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 1】 

「手帳にスケジュールを書き込むことで、いつでも見返すことができるので予定がわからなくなるような心配は

ありません。」 

 

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 2】 

「それによって必要なことが明確になります、その上で、月間、週間、1 日のスケジュールを作ります。」 

 

上記解答例は、句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 2】 

「それによって必要なことが明確になります。その上で、月間、週間、1 日のスケジュールを作ります。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて読点を句点に変更いたしました。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 3】 

「スケジュール管理をスマートフォンのアプリで管理されている方も多いのではないでしょうか。」  

 

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】 

「スケジュールをスマートフォンのアプリで管理されている方も多いのではないでしょうか。」 

 

この文章においては、「スケジュール管理」を「アプリで管理」するという重複表現になってしまっております。

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】 

「そんなスケジュール管理がスムーズに行えるアプリが近年増えてきているのでこちらを活用してみてはどう

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】 



「そんなスケジュール管理がスムーズに行えるアプリが近年増えてきているので、こちらを活用してみてはどう

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】 

「以前はノート式のものが主流でしたが、最近はスマホのアプリケーションでスケジュール管理の出来るものも

多様に出回っています。」 

 

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 5】 

「以前はノート式のものが主流でしたが、最近はスマホのアプリケーションでスケジュールを管理出来るものも

多様に出回っています。」 

 

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、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。 

 


