
第７５回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2021 年 12 月 18 日に行われました、第 75 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】 クリスマスケーキについて 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】クリスマスを家族みんなで過ごすとき、ケーキは必須アイテムと言えるのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：ろうそく 

キーワード 2：サンタクロース 

  

【模範解答 1】276 文字 

クリスマスの楽しみといえば、ディナーの後に食べるケーキだという方も多いのではないでしょうか。最近では、

ケーキ販売店だけではなく、近くのスーパーマーケットでも気軽にケーキを買うことができます。また、クリス

マスケーキは、デコレーションを工夫することで、自分だけのオリジナルケーキにすることができます。例えば

ケーキの上に、サンタクロースの形をした砂糖菓子を乗せるのもよいでしょう。またクリスマスツリーの形をし

たろうそくで飾るのもよいかもしれません。コロナ禍となった今だからこそ、クリスマスケーキをおうちで楽し

んで、素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】257 文字 

クリスマスケーキは、クリスマスの食事を盛り上げる重要なアイテムです。クリスマスに合わせてケーキをお店

で購入するという方も多いでしょう。また、最近ではクリスマスケーキを自宅で作ることができるキットなども

あり、手作りのケーキに挑戦したいけれど、道具や材料を揃えるのが大変だという方も手軽に作れます。このキ



ットには、予め焼き上げられたケーキのスポンジやろうそく、サンタクロースの飾りなどが入っていて、非常に

便利です。これであれば、小さな子供と一緒に手軽にケーキを作ることができ、クリスマスの準備がより楽しく

なりそうです。 

 

【模範解答 3】293 文字 

家族や友達、恋人などと一緒にクリスマスパーティーを行う際、ケーキは必須アイテムと思う人も多いのではな

いか。大体の人が、クリスマスパーティーの際にケーキを食べたことがあるだろう。ケーキの種類は、ショート

ケーキやチョコレートケーキなど多様で、ブッシュドノエルも定番である。その中で一般的なクリスマスケーキ

は、スポンジに生クリーム、その上に果物やサンタクロースの砂糖菓子が乗っているものが多い。そしてパーテ

ィーならばケーキにろうそくを刺し、明かりを灯すこともある。クリスマスケーキは種類も多く、パーティーで

登場する頻度が高いことから、やはりクリスマスを過ごす際にケーキは必須アイテムといえる。 

 

【問.2】プラネタリウムについて 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】寒い冬でも、プラネタリウムでなら星空を楽しむことができるのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：デート 

キーワード 2：家庭用 

 

【模範解答 1】290 文字  

恋人同士や家族で外出したいけれど、賑やかな場所は苦手という方も多いのではないでしょうか。そこでおすす

めしたいのがプラネタリウムです。デートのプランにプラネタリウムを組み込むことで、落ち着いたムードを演

出することができるでしょう。また、家族でプラネタリウムを見に行けば、天体のことを楽しく学べる場にもな

ります。さらに、近年は少人数で使用するための小型プラネタリウムも販売されており、複数の家族を招待する

サービスを行ったり、家庭用として自宅で楽しんだりすることも可能になりました。コロナ禍で外出することが

難しい中、自宅で手軽に楽しめる家庭用プラネタリウムの人気はしばらく続きそうです。 

 

【模範解答 2】244 文字 

プラネタリウムといえば、代表的なデートスポットのひとつではないでしょうか。暗闇の中に映し出される星空

は美しく、2 人の気分を最高潮に盛り上げてくれます。またプラネタリウムは屋内型の施設であるため、天候に

左右されないことも嬉しいポイントです。一方で、最近では家庭用のプラネタリウム装置も販売されています。

小型なうえに設置も手軽で、いつでも綺麗な星空を見ることができるため、とても人気が高まっています。1 人

でも複数人でも楽しむことができるプラネタリウムは、今後も人気が衰えることはないでしょう。 

 

【模範解答 3】264 文字 

プラネタリウムは、室内にいながら満天の星空を眺めることが出来る、とてもロマンチックなものです。恋人同

士で、プラネタリウムデートをしたことがある人も多いのではないでしょうか。プラネタリウムは天気や気温に

左右されず、ほの暗い静寂の時間を過ごすことが出来ます。まさに、二人きりで過ごすデートに最適と言えるで



しょう。また、プラネタリウムは天文館や科学館など大きな施設のものから、自宅に設置出来る家庭用のものま

で様々な仕様があります。なかには音声で解説してくれるものなど色々なものがあるので、興味がある人は一度

調べてみてはいかがでしょう。 

 

【問.3】手袋について 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】毎朝の通勤通学の際に、手袋をつけている人を多く見かけるようになったのではないでしょう

か。 

 

キーワード 1：防寒 

キーワード 2：おしゃれ 

 

【模範解答 1】287 文字 

寒さに耐えかねて、手袋などの防寒具をつけ始めた方も多くなっているのではないでしょうか。手袋には、末梢

である手を冷やさないことによって体の熱を逃がさない役目があります。そのため、手袋は防寒具として使われ

ることが多いです。しかし、手袋は服装の一部にもなり、おしゃれとしての側面もあります。特に女性では、手

袋は防寒具よりもおしゃれの道具としての位置づけにあるのではないでしょうか。また、最近ではスマホの普及

により、手袋をしたままでスマホを操作できることを求める方も多くなっています。そのため、手袋には防寒具

やおしゃれとしてだけではなく、機能性も必要とされつつあるのかもしれません。 

 

【模範解答 2】277 文字 

手袋は手軽な防寒アイテムとして、子どもから大人まで、長年多くの人に愛用されてきました。通勤通学の際や

屋外で過ごすとき、手袋があるだけで体感温度が上昇するといわれています。素材は様々で、毛で編まれたもの

や革製のもの、防水機能が備わったものまであります。またそれぞれの指が分かれたものや手先が丸くなったも

のなど、形も多様化してきております。他にも、作業しやすいよう指先が出せるものなどがあります。そのため

防寒だけでなく、おしゃれアイテムのひとつとしてコーディネートに取り入れることも可能です。手袋という手

軽なアイテムで、個性を発揮してみてはいかがでしょうか。 

  

【模範解答 3】279 文字  

気温が下がり、冷え込むと、手袋をつける人が多くなるのではないだろうか。寒くなると、指先が冷えるため、

手袋は防寒具として活用される。寒いなかで、雪や何か冷たいものに触れたとしても、手袋をつけていれば楽に

触れる。また最近ではおしゃれな手袋も増えてきており、カシミヤと呼ばれる高級なものや、婦人用の手袋も販

売している。そして手袋をしたままスマートフォンの画面をスクロールできる、といった機能性の高い手袋も人

気である。手袋は防寒具でありながら、ファッションの一部として楽しむこともできる。この冬、自分に合った

デザインや機能性を持つ手袋を、探してみてはいかがだろうか。 

 

【問.4】年末年始特有のイベントについて 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】年末年始に行わなければならない事などが次々と思い浮かぶ方も多い事でしょう。 

 

【模範解答 1】371 文字 

年末年始のイベントはたくさんありますが、多くの方に共通することといえば、大掃除とおせち料理ではないで

しょうか。大掃除には、一年の汚れを取り除き、爽やかな気持ちで新しい年を迎えるという意味が込められてい

ます。しかし、年末まで仕事に追われていると、限られた時間内で家の隅々まできれいにするというのは難しい

でしょう。そこで大切なのが、普段から小掃除を行っておくことです。週ごと、月ごとに掃除する箇所を決めて

おき、年末にはそれ以外の箇所に集中すれば、家中を効率よく掃除することができます。また、おせち料理は、

自分で作る方もいれば、取り寄せる方もいます。特に有名ホテルなどのおせち料理は高価なものが多く、つい遠

慮してしまうという方も多いでしょう。しかし、一年の終わりに自分や家族へのご褒美として、普段なかなか食

べられない料理を頼むことも嬉しいものです。 

 

【模範解答 2】389 文字 

年末年始に行われるイベントといえば、どのようなことが思い付くだろうか。年末といえば、大晦日に家の大掃

除を行い、夜に年越しそばを食べる家庭が多いのではないだろうか。その後は、テレビを見ながら年越しのカウ

ントダウンをする。そして年越し後はそのまま起き続け、初日の出を見に行ったり、初詣に行ったりする人も少

なくはないだろう。また年始といえば初詣に行きお参りする人が多く、お参り後におみくじを引いて一喜一憂し

たり、お守りを買ったりするのではないだろうか。そのほか、親戚周りをする人も多いだろう。親戚一同でおせ

ちを食べたり、子どもはお年玉を貰ったりして過ごす。その後、こま回しやカルタなどの正月遊びをした思い出

がある人もいるのではないだろうか。年末年始のイベントは、新しい年を迎える大切な時期であるため、様々な

ものがある。皆さんも年末年始はどのように過ごすか、考えてみてはいかがだろうか。 

 

【模範解答 3】340 文字 

年末年始には、様々な特有のイベントがあります。まず、年越しそばは定番ではないでしょうか。夜ごはんとし

てテレビを観ながら食べたり、日付が変わる直前に食べたりと、家庭によって様々なルールがあるでしょう。1

年の思い出を振り返りながら食べる年越しそばは、いつものそばより少し美味しく感じられるかもしれません。

そして、新年を迎えるとお節料理が登場します。お節料理は原則としてお正月にしか食べないものであり、豪華

な見た目に心躍る人が多いでしょう。元々保存食として作られたお節料理は、全体的に味が濃くなっています。

そのため、お酒のつまみとしてもよく合い、お酒が好きな人にも嬉しい食事となります。仕事や家庭でするべき

ことをしっかりと納めて、年に一度しかない年末年始特有のイベントを楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 75 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 75 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 クリスマスケーキについて 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：ろうそく キーワード 2：サンタクロース 

 

【解答例 1】 

「クリスマスの楽しみと言えば、やはりクリスマスケーキではないでしょうか。」 

「店頭に並ぶクリスマスケーキはキラキラしていて彩りが綺麗ですよね。」 

 

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 1】 

「店頭に並ぶクリスマスケーキはキラキラしていて彩りが綺麗です。」 

 

上記修正例では「綺麗ですよね」の口語表現を「綺麗です」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 2】 

「この時期、こども達はサンタクロースにどんなおもちゃをもらおうか考え、大人はプレゼント探しに大忙しだ

ったりします。」 

 



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 2】 

「この時期、こども達はサンタクロースにどんなおもちゃをもらおうか考えたり、大人はプレゼント探しに大忙

しだったりします。」 

 

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 3】 

「クリスマスのお祝いに欠かすことのできないもの言えばクリスマスケーキではないでしょうか。」 

 

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 3】 

「クリスマスのお祝いに欠かすことのできないものと言えば、クリスマスケーキ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「と」及び読点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 4】 

「また、ろうそくも様々な大きさなデザインの物があり、選ぶのを迷う方もいるのではないでしょうか。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 4】 

「また、ろうそくも様々な大きさのデザインの物があり、選ぶのを迷う方もいるのではないでしょうか。」 

 

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。 

 

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

【解答例 5】 

「今年のクリスマスにはどのようなケーキを選ぶのか楽しみながら購入し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 5】 

「今年のクリスマスにはどのようなケーキを選ぶのか、楽しみながら購入し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。 

 

 

問 2 プラネタリウムについて 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：デート キーワード 2：家庭用 

 

【解答例 1】 

「また、最近では家庭用のプラネタリウムが販売している。」 

 

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】 

「また、最近では家庭用のプラネタリウムが販売されている。」 

 

上記修正例では、この文章における主語である「家庭用のプラネタリウム」に対してかかるその後の文章が正し

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】 

「プラネタリウムは、雨の日や寒い日でも満点の星空を楽しめる人気のスポットです。」 

 

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】 

「プラネタリウムは、雨の日や寒い日でも満点の星空を楽しめる人気スポットです。」 

 

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】 

「2011 年には、名古屋市の科学館に世界一の大きさをもつプラネタリウムドームが誕生し、連日行列ができる

ほど話題とりなりました。」 



 

上記解答例では、「話題とりなりました」が誤入力となります。 

 

【修正例 2】 

「2011 年には、名古屋市の科学館に世界一の大きさをもつプラネタリウムドームが誕生し、連日行列ができる

ほど話題となりました。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「話題となりました」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】 

「プラネタリウムは、天気や季節に関係なく、満点の星空を眺める事ができるため、カップルのデートにもうっ

てつけの場所です。また、どの星もはっきりと眺めることができるため、星座を見つけて楽しむこともできるで

しょう。また最近では、周辺にプラネタリウムの施設がない方向けに、家庭用のものが販売されています。」 

 

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 4】 

「プラネタリウムは、天気や季節に関係なく、満点の星空を眺める事ができるため、カップルのデートにもうっ

てつけの場所です。また、どの星もはっきりと眺めることができるため、星座を見つけて楽しむこともできるで

しょう。そして最近では、周辺にプラネタリウムの施設がない方向けに、家庭用のものが販売されています。」 

 

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接続詞の追加を行いました。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 5】 

「雨の日のデートや寒い冬でも見られることができるので、とても人気があります。」 

 

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 5】 

「雨の日のデートや寒い冬でも見ることができるので、とても人気があります。」 

 

「見られる」は「見ることができる」という意味になりますため、「見られることができる」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。 

 

 

問 3 手袋について 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：防寒 キーワード 2：おしゃれ 

 

【解答例 1】 

「自分用としても、プレゼントとしても喜ばれるのではないでしょうか。」 

 

上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 1】 

「自分用としても、プレゼントとしても手袋は喜ばれるのではないでしょうか。」 

 

上記修正例では、「手袋は」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。 

 

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

【解答例 2】 

「恋人や友人へのクリスマスプレゼントといえば、手袋を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。手袋は、

防寒のためにほとんどの人々が１度は使ったことがあるでしょう。」 

 

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

 

【修正例 2】 

「人や友人へのクリスマスプレゼントといえば、手袋を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。手袋は、

防寒のためにほとんどの方々が１度は使ったことがあるでしょう。」 

 

上記修正例では、「方」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】 

「様々な素材や用途のある手袋をあらゆる場面で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 3】 

「様々な素材や用途のある手袋を、あらゆる場面で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 4】 

「最もよく見かけるのが、五本指に分かれているスタンダードな形の手袋です。指１本１本に密着するため、と

ても暖かい作りになっています。」 

 

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

 

【修正例 4】 

「最もよく見かけるのが、5 本指に分かれているスタンダードな形の手袋です。指１本１本に密着するため、と

ても暖かい作りになっています。」 

 

上記修正例では、表記を漢数字ではなく算用数字に統一しました。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】 

「手袋があれば、防寒対策となり手をポケットに入れっぱなしになることもなくなりますので、転倒時も手を使

うことが出来るので安心です。」 

 

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 5】 

「手袋があれば、防寒対策となり手をポケットに入れっぱなしになることもなくなり、また転倒時も手を使うこ

とが出来るので安心です。」 

 

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し、また接続詞の追加を行いました。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 4 年末年始特有のイベントについて 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】 

「直前になって慌てず、楽しい時間を過ごすため、それぞれのイベントごとに必要な準備リストを用意しました。 

 



・クリスマス 1 ヶ月前からお店の候補探し予約 

・大掃除   半月前から掃除場所をリストアップし道具を準備 

・初詣    1 ヶ月前から近隣の飲食店の営業時間を確認。 

・成人式   半年前から振袖選び、2 ヶ月前から美容院を探し予約。」 

 

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】 

「仕事をいつもより速めに行い、支障が出ないように配慮もしなければならないでしょう。」 

 

上記解答例では、「速め」が誤変換となります。 

 

【修正例 2】 

「仕事をいつもより早めに行い、支障が出ないように配慮もしなければならないでしょう。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「早め」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】 

「年末年始のイベントは、どれも私たちをわくわくさせたり、新しい１年の重要性を再認識させてくれるものば

かりです。」  

 

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】 

「年末年始のイベントは、どれも私たちをわくわくさせたり、新しい１年の重要性を再認識させてくれたりする

ものばかりです。」 

 

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】 



「クリスマス、年越しからお正月の機関の行事は枚挙にいとまがありません。」 

 

上記解答例では、「機関」が誤変換となります。 

 

【修正例 4】 

「クリスマス、年越しからお正月の期間の行事は枚挙にいとまがありません。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「期間」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 5】 

「年末年始の準備は進んでますでしょうか。私はまだ断捨離が終わっていないので焦っています。」 

 

上記解答例は 「私は焦っています」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。 

 

 

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。 

 


