
第７７回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2022 年 2 月 19 日に行われました、第 77 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】 サウナについて 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】寒い時期は特に、サウナに入って温まりたいと思う方も多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：血流 

キーワード 2：マナー 

  

【模範解答 1】292 文字 

日頃の疲れを癒したり、ダイエット目的であったりと、サウナが好きな方は多いのではないでしょうか。近年で

は、男女を問わずサウナを好む方が増えています。サウナには、血流を良くする効果があるから、様々なメリッ

トがあるとされています。例えば、美肌効果や、リラックス効果といったところが代表的なメリットといえるで

しょう。サウナに入ってリラックスしながら、美肌効果があれば、女性の方に人気があるのも納得出来ます。一

方で、サウナには守らなければいけないマナーがあります。例えば、入室前に体を洗うことや、大声を出さない

ことなどがサウナのマナーです。マナーを守って、サウナを皆で気持ち良く楽しみましょう。 

 

【模範解答 2】295 文字 

寒い季節になると、スーパー銭湯などのサウナで血流を良くし、温まりたいという方も多いのではないでしょう

か。サウナ発祥の地はフィンランドで、約 1500 年も前から利用されてきました。また一軒家にサウナがついて

いることも珍しくないそうです。日本でサウナのついている自宅は少ないですが、スーパー銭湯などに行くと手



軽に利用することができます。一方でサウナに長時間滞在すると熱中症の恐れがあるので、100 度程度のサウナ

なら 5 分くらい入るのが目安とされてます。そしてしっかり水分補給することも忘れないようにします。またサ

ウナに入る前には体と髪も洗う、大声で話さない、タオルを敷いて座るなどマナーを守ることが大切です。 

 

【模範解答 3】257 文字 

サウナに入ると血流が良くなり、肩こりや筋肉痛が治ると言われています。温泉に入った後などには、サウナに

入って心身を温めたくなると言う方も多いでしょう。サウナはとても魅力的な施設ですが、楽しむ前に必ず守っ

ておかなければならないマナーもあります。まず、サウナに入る前には身体をよく洗うのが鉄則です。サウナに

入ったら、タオルを敷いてから椅子に座ります。そして、タオルを絞って水滴を飛ばすと他のお客様への迷惑に

なるので、絞るときはサウナから出てから行うようにします。これらのマナーを守って、気持ち良くサウナを楽

しみましょう。 

 

【問.2】テスト勉強について 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】テストを目前にして、必死に勉強した思い出を持つ方も多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：徹夜 

キーワード 2：計画 

 

【模範解答 1】242 文字  

テスト直前になって焦り、一夜漬けで勉強した経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。なかには、前日

に徹夜で勉強したことがある方もいることでしょう。しかし、テスト前日の徹夜は、効率的ではないとされてい

ます。理由は、徹夜による疲労や集中力の低下から、テスト本番に実力が発揮できないからです。テストで結果

を出すための勉強は、計画的に行うことが良いでしょう。計画は、無理なく、集中できる時間で区切ることが効

率的と言われています。テスト範囲が発表されたら、計画を立てて効率的に勉強しましょう。 

 

【模範解答 2】286 文字 

テスト勉強をする際、徹夜をするとどのような状態になってしまうのでしょうか。まず注意力が散漫になり、集

中力がなくなった状態で勉強をすることになります。そして集中力が欠けている状態で勉強をしているので、内

容が記憶されず無駄な時間をかけてしまうだけになりがちです。また、テスト本番中にも眠気が襲ってきて、集

中してテストに取り組むことができず、本来の実力を発揮できなくなることもあるので、徹夜での勉強は良くな

いと言えます。なのでテスト勉強はテスト期間と範囲が発表されたら、事前に計画的に勉強のスケジュールを組

むと良いでしょう。そして毎日少しずつでも勉強をして行くことが効果的です。 

 

【模範解答 3】294 文字 

試験の直前に、慌てて勉強をし始めた思い出がある方は多いのではないでしょうか。焦って前日に徹夜をすると、

試験当日に寝不足で、実力を発揮できないかもしれません。そうならないためにも、勉強の計画をしっかり立て

ておくことをおすすめします。まず、カレンダーや手帳などに、一日ごとに勉強する範囲を書き込んでおきます。



そうすることで、その日に達成する目標が明確になります。また、勉強し終わった後にご褒美を用意しておくの

もよいでしょう。これが終わったらテレビを見る、お菓子を食べるなど、楽しみがあるとモチベーションになり

ます。試験を控えた方がいましたら、今日から勉強の計画を立ててみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】掃除グッズについて 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】お部屋の掃除を行う際は、様々なグッズを使うのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：きれい 

キーワード 2：便利 

 

【模範解答 1】272 文字 

コロナウイルス感染拡大防止のため、在宅勤務をする機会が増え、以前より部屋の掃除に気を使うようになった

方も多いではないでしょうか。部屋をきれいに保つことは、仕事に集中する環境を整えるうえでもとても重要な

ことです。効率的に部屋の掃除を行うためには、便利な掃除グッズを使ってみてはいかがでしょうか。例えば家

具や家電の狭い隙間を掃除する際には、専用のホコリ取りやブラシを使うことがお薦めです。他にもホームセン

ターや通販サイトには、多種多様な掃除グッズが販売されているので、何かお困りごとがある方は、自分に合っ

た掃除グッズを探してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】290 文字 

ここ最近、便利なお掃除グッズが増えてきました。トイレ掃除をした後にそのまま流せるシートなどが、その良

い例です。お掃除になると、どうしても面倒になってしまい、なかなか手がつけられないという方も多いでしょ

う。そんな方にとって、便利なお掃除グッズは強い味方です。今までつい後回しにしがちだったことも、簡単に

できるとなれば心理的負担が減り、思いついたらすぐお掃除へと取りかかることができます。またきれいになっ

た状態をみると、気持ちも清々しくなります。今では、100 円均一ショップでも様々なグッズが並んでいますの

で、お掃除に苦手意識のある方は、一度ショップをのぞいてみるのも良いかもしれません。 

  

【模範解答 3】256 文字  

部屋をきれいに保つために掃除はとても大切です。しかし、毎日きれいな状態を保つことは意外と難しいもので

す。しかし最近は、そんな悩みを解決できる便利なグッズが多く売られています。例えばスリッパの裏面にモッ

プが付いたグッズは、部屋中を歩くだけで床のモップ掛けが出来るので、忙しい人にとてもお勧めです。このよ

うなグッズでポイントになるのは、効率的で、楽に使えるということです。さらに、デザインが自分好みであれ

ば、掃除すること自体が楽しくなるはずです。掃除が楽しく効率的になれば、日常が少し豊かになるのではない

でしょうか。 

 

【問.4】時間の有効活用のコツについて 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】忙しい毎日だからこそ、限られた時間を有効に使いたいと思われる方も多い事でしょう。 

 

【模範解答 1】381 文字 

日々仕事に追われる中で、ちょっとした空き時間などができた場合は、是非時間を有効に使いたいものです。空

き時間ができたときには、仮眠や休憩をとり心身をリフレッシュすることも悪くないですが、できれば自分の成

長に繋がる自己啓発などに充てるのはいかがでしょうか。スマートフォンなどを使い動画を見れば、限られた時

間の中でも、効率的に自分が欲しい知識が得られます。またユーチューブには様々な内容・時間の動画がアップ

されており、自分に適した動画を選ぶことができます。そして倍速再生などの機能を使えばより効率的に時間を

活用することもできます。他にもポッドキャストなどの聞き流すだけで学習できるツールを使えば、さらに手軽

に自己啓発することができますので、是非一度試してみてください。忙しい中でも時間を有効に使い成長し続け

る人が、ビジネスにおいて良い結果を残せるのではないでしょうか。 

 

【模範解答 2】400 文字 

様々な予定に追われ気付くと一日が終わっていた、ということは誰にでもあるでしょう。本当は終わらせたかっ

た用事ややりたかったことを、翌日に繰り越すことも多くあります。そんな時は、一日の終わりに、その日の出

来事を振り返ってみるのがおすすめです。そうすると、外せない用事の合間に、意外にも隙間時間があることが

わかります。また何気なく過ぎていってしまうこれらの時間は、ちょっとした用事を済ませるのに向いています。

例えば、仕事のメールを返す、電話をするなど、数分でできることに有効活用できます。また、この短い時間で

読書をするのも良いでしょう。本を読みたいのに時間がないと思っている人は、このようなちょっとした時間を

読書に割り当てることで、やりたいことができないという思い込みから抜け出せます。誰にでも平等に与えられ

た時間を有効活用するため、明日から何を変えることができるか、一度考えてみるのも良いかもしれません。 

 

【模範解答 3】348 文字 

ビジネスパーソンのなかには、限られた時間を有効活用したい人も多いでしょう。 特に最近は社会人の学び直

しが注目されており、時間を有効活用して使える時間が増えることで、学び直しを効率よく進められます。時間

を有効活用する例としては、隙間時間を無駄なく使うことが挙げられます。例えば、通勤時間、ランチ後の空き

時間などを有効活用してみましょう。このような隙間時間に本を読んだり、動画や音声で勉強したりすることで、

時間がないビジネスパーソンでも効率よく学び直しを行うことができます。 時間がないから勉強する時間がな

い、その結果、思うようにキャリアアップできないと言い訳することは簡単です。しかし、人生 100 年時代を迎

えて学び直しが当たり前になりつつある今、このような言い訳の通用しない時代がやってこようとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 77 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 77 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 サウナについて 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：血流 キーワード 2：マナー 

 

【解答例 1】 

「からだに不調を感じる方は、サウナの利用を試してみてはいかがでしょうか。」 

「凝り固まってしまった体をリラックスさせれば、自律神経が整い免疫力を高める効果も期待できます。」 

 

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

 

【修正例 1】 

「体に不調を感じる方は、サウナの利用を試してみてはいかがでしょうか。」 

 

上記修正例では、「体（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。 

 

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

【解答例 2】 

「冬は寒いので、温泉でゆっくり浸かりたいと思うことが多いでしょう。私もお風呂は大好きです。」 

 

上記解答例は 「私もお風呂は大好きです」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】 

「もしサウナをまだ体験したことない人は、この機会にぜひ試してみてください。」 

 

上記解答例は、副詞の係り受けに誤りがあります。 

 

【修正例 3】 

「もしサウナをまだ体験したことない人がいたら、この機会にぜひ試してみてください。」 

 

副詞「もし」に対しては、「～たら」のような仮定を表す表現が正しい係り受けとなります。そのため上記修正例

では文意を鑑みて、「人がいたら」という表現に修正を行いました。正しい係り受けの表現を行わないと、読者に

違和感を与えかねませんので注意しましょう。 

またこのようなこと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】 

「サウナはたくさんの人が利用するのでマナーに気を付けましょう。大きく３つの点を守れば初心者でも大丈夫

です。 

１、体と頭を洗ってからサウナを利用する 

２、タオルで自分の汗をふく 

３、水風呂の前にかけ湯をして自分の汗を流してから入る」 

 

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】 

「正しい入浴法やマナーを抑えれば、女性にこそたくさんのメリットが得られるものです。」 

 

上記解答例では、「抑えれば」が誤変換となります。 

 

【修正例 5】 

「正しい入浴法やマナーを押さえれば、女性にこそたくさんのメリットが得られるものです。」 

 



上記修正例では、誤変換を修正しました。「押さえれば」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 テスト勉強について 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：徹夜 キーワード 2：計画 

 

【解答例 1】 

「スマートフォンの普及により、アプリで学べるようになりました。動画配信サービスにより、勉強に関する情

報を共有しやすくなりました。」 

 

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 1】 

「スマートフォンの普及により、アプリで学べるようになりました。そして動画配信サービスにより、勉強に関

する情報を共有しやすくなりました。」 

 

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 2】 

「しかし、テストは体調管理も重要な要素です。睡眠不足が続けば頭の回転も悪くなります。私たちは、霊長類

の動物です。体調が良くなくては 100％の力を、発揮することはできません。」 

 

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 2】 

「しかし、テストは体調管理も重要な要素で、睡眠不足が続けば頭の回転も悪くなります。私たちは、霊長類の

動物なので、体調が良くなくては 100％の力を、発揮することができません。」 

 

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 3】 

「試験勉強の計画を建て、スケジュール管理をする。」 



 

上記解答例では、「建て」が誤変換となります。 

 

【修正例 3】 

「試験勉強の計画を立て、スケジュール管理をする。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「立て」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 4】 

「みなさんはテスト勉強に良い思い出を持っている人はあまりいないでしょう。」 

 

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 4】 

「テスト勉強に良い思い出を持っている人はあまりいないでしょう。」 

 

この文章では、登場人物（主語）として「みなさん」と「持っている人」の 2 つが記述されていることで文意が

分かり辛くなってしまっております。そのため上記修正例では、文意を鑑み、主語を１つにする形に修正いたし

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 5】 

「実際に勉強進めていくと、計画と現実にズレが出てくるかもしれませんが、」 

 

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 5】 

「実際に勉強を進めていくと、計画と現実にズレが出てくるかもしれませんが、」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「を」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。 

 

 

問 3 掃除グッズについて 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：きれい キーワード 2：便利 

 

【解答例 1】 

「また、落ちにくい汚れも、簡単に汚れを落とすスプレーなども販売されています。」 



 

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 1】 

「また、落ちにくい汚れも、簡単に落とすスプレーなども販売されています。」 

 

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 2】 

「捨てるはずの物をもう一度活躍させてお部屋をきれいにできたら最高ですね。」 

「ご自宅にお掃除に使えそうな物がないか探してみましょう。」 

 

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 2】 

「捨てるはずの物をもう一度活躍させてお部屋をきれいにできたら最高ではないでしょうか。」 

 

上記修正例では「最高ですね」の口語表現を「最高ではないでしょうか」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】 

「例えば掃除機は、騒音が原因で使える時間が限られます。忙しい毎日の隙間時間を使って掃除を進めるために

は、便利な掃除グッズは不可欠です。」 

 

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 3】 

「例えば掃除機は、騒音が原因で使える時間が限られます。なので忙しい毎日の隙間時間を使って掃除を進める

ためには、便利な掃除グッズは不可欠です。」 

 

上記修正例では、接続詞「なので」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 4】 

「なぜなら、平日疲れて帰ってきてご飯を作るだけでも大変なのに、洗い物までやるのは大変だと感じる方もい

らっしゃると思います。」 



 

上記解答例は、副詞の係り受けに誤りがあります。 

 

【修正例 4】 

「なぜなら、平日疲れて帰ってきてご飯を作るだけでも大変なのに、洗い物までやるのは大変だと感じる方もい

らっしゃると思われるからです。」 

 

副詞「なぜなら」に対しては、「～だからだ」のような理由を表す表現が正しい係り受けとなります。そのため上

記修正例では文意を鑑みて、「と思われるから」という表現に修正を行いました。正しい係り受けの表現を行わな

いと、読者に違和感を与えかねませんので注意しましょう。 

またこのようなこと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】 

「そして、このうち１つでも条件が揃わなければ、繁殖を抑えることができると言われています。」 

「カビや菌は、人体に悪影響を及ぼす原因の一つです。」 

 

上記解答例では１つの文章中に「1 つ」「一つ」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 5】 

「カビや菌は、人体に悪影響を及ぼす原因の 1 つです。」 

 

上記修正例では、「1 つ（算用数字表記）」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 4 時間の有効活用のコツについて 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】 

「どうしたら時間が有効活用できるかを知りたいという方は多いのではないでしょうか。」 

「時間の有効活用のコツとして、スキマ時間の有効利用があげられる。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「ないでしょうか」「あげられる」のように異なる文末表現が混在しています。 

また一文に助詞である「の」が多用された文章です。 

 

【修正例 1】 

「時間を有効活用するコツとして、スキマ時間の有効利用があげられます。」 

 

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。また文末表現を「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 2】 

「なぜなら、やらねばならないことを先に先に片付けてしまわないと、結果また終わらせることができない悪循

環へ戻ってしまうからです。」 

 

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 2】 

「なぜなら、やらねばならないことを先に先にと片付けてしまわないと、結果また終わらせることができない悪

循環へ戻ってしまうからです。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「と」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 3】 

「例えば、主婦の方であれば子供の睡眠時間にオンラインでレッスンをうけてみたりすることをおすすめしま

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 3】 

「例えば、主婦の方であれば子供の睡眠時間にオンラインでレッスンをうけてみることをおすすめします。」 

 

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 4】 

「サラリーマンなら、会社への通勤時間があります、都市部では大抵、満員電車での通勤になるでしょう。」 

 

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 4】 

「サラリーマンなら、会社への通勤時間があります。都市部では大抵、満員電車での通勤になるでしょう。」 

 

上記修正例では、文意を鑑み、本来句点が使用されるべきところに読点が使用されているので修正いたしました。

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 5】 

「仕事で家に帰ってから深夜遅くまでゲームをしている人が多くいると思います。」 

 

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 5】 

「仕事で家に帰ってから深夜までゲームをしている人が多くいると思います。」 

 

「深夜」は「夜遅く」という意味になりますため、「深夜遅く」という表現では「遅く」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。 

 

 

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、係り受けの誤りなどが多く見受け

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。 

 


