
第７８回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2022 年 3 月 19 日に行われました、第 78 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】 フリーマーケットについて 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】使わなくなったものや余ったものを、何とかしたいと思っている方も多いのではないでしょう

か。 

 

キーワード 1：中古 

キーワード 2：アプリ 

  

【模範解答 1】278 文字 

買う側、売る側を問わず、フリーマーケットを利用したことのある方は多いのではないでしょうか。フリーマー

ケットとは中古品を定価よりも安く販売することであり、その起源はフランスの蚤の市にさかのぼると言われて

おります。また今までは公園などに不用品を持ち込んで販売することが通常でしたが、近年はアプリによるフリ

ーマーケットも普及しています。アプリを使えば自宅で手軽に中古品の売買が行えるので、利用者は年々増加中

です。環境問題の高まりとともにゴミ削減や資源の有効活用が叫ばれている現代、フリーマーケットは資源問題

を解決する手段として大きな注目を集めていくことでしょう。 

 

【模範解答 2】280 文字 

子供が小さい頃に着ていた服や遊んでいたおもちゃの処分に困ったことはないでしょうか。子供が使用していた

ものだと、ゴミとして処分をしにくいと感じる方もいるでしょう。服やおもちゃの処分に困った時は、フリーマ



ーケットで売るのがお勧めです。フリーマーケットは全国で定期的に行われており、予めエントリーしておけば

出品をすることが出来ます。また最近では、スマートフォンでフリーマーケットのように中古品の販売をするこ

とが出来るアプリもあり、誰でも簡単に売り買いをすることが可能です。興味がある方は、フリーマーケットや

アプリを使って、服やおもちゃの出品をしてみてはいかがですか。 

 

【模範解答 3】287 文字 

使わなくなったものの処分に、困っている方もいるのではないでしょうか。特に、思い出の服やまだ使えそうな

ものは、そのまま捨ててしまうのに抵抗を覚える方も多いでしょう。そんなときは、使わなくなったものをフリ

ーマーケットで売ってみてはいかがでしょうか。古いものが売れるのか不安に思うかもしれませんが、安く手に

入れられて、ちゃんと使えるものであれば、中古で構わないという方は多いものです。また、最近ではフリーマ

ーケットのアプリも出ており、多くの方が使わないものを売ったり、欲しいものを買ったりしています。ゴミを

減らせて環境にもよいので、フリーマーケットをやってみてはいかがでしょうか。 

 

【問.2】ホワイトデーについて 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】3 月のイベントとして、ホワイトデーを思いつく人は少なくないでしょう。 

 

キーワード 1：お返し 

キーワード 2：日本 

 

【模範解答 1】293 文字  

ホワイトデーが、日本発祥のイベントだと知っている方は少ないのではないでしょうか。ホワイトデーは、バレ

ンタインデーに女性からチョコレートなどをもらった男性からお返しをするのが一般的ですが、海外ではそこま

で認知はされていないようです。贈り物をもらったらお返しをするというホワイトデーの風習は、律儀な日本な

らではのイベントなのかもしれません。そんなホワイトデーのお返しとして定番なのは、クッキーやキャンディ、

マシュマロなどのお菓子です。３月になると、デパートなどではホワイトデー向けにおしゃれなお菓子が並びま

す。せっかくのホワイトデーなので、贈る相手が喜んでくれるお菓子を探してみてください。 

 

【模範解答 2】293 文字 

3 月のホワイトデーは、男性から女性へ、バレンタインデーのお返しをするイベントとして定着しています。ホ

ワイトデーは、バレンタインデーと同様に海外のイベントのように思いがちですが、実は日本が起源なのです。

ホワイトデーは 1980 年頃、日本の菓子店がバレンタインデーのお返しとしてマシュマロを販売し、他店もクッ

キーなどを売り出したことが始まりとされています。その背景には、人から何かをもらえば、必ずお返しをする

という日本の習慣があると考えられています。それからホワイトデーは、アジア圏にも広がりを見せ、独自の発

展を遂げました。例えば韓国では、お菓子と一緒に花やアクセサリーを贈ることが多いそうです。 

 

【模範解答 3】278 文字 

ホワイトデーに、バレンタインのお返しとしてプレゼントを渡したことがある方も多いのではないでしょうか。



一般的に日本では、バレンタインで女性が男性にチョコを渡すのが通例となっています。しかし、ホワイトデー

のお返しのことを考えると、憂鬱になる男性も少なくないでしょう。チョコをもらった相手が、義理か本命かに

よってもお返しするプレゼントが違ってきます。どちらにしても、相手の女性にセンスが良いと思われたいもの

です。最近では色々な種類のスイーツが売られています。基本的に女性は甘いものが好きな方も多いので、イン

スタ映えするスイーツを選んでみるのも良いかもしれません。 

 

【問.3】IC カードについて 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】日々の生活において、IC カードは手放せないものになっている方も多い事でしょう。 

 

キーワード 1：通勤 

キーワード 2：支払い 

 

【模範解答 1】292 文字 

日常生活において、IC カードを使う機会は増えてきているのではないでしょうか。通勤や通学で公共交通機関

を利用する方は、必ずと言っていいほど IC カードを使っています。それ以外の方でも切符を買うことはほとん

どなく、IC カードに現金をチャージして使っているのではないでしょうか。またお店での支払いにも IC カード

を使うことができるので、日々の生活で IC カードを手放せない方も多いでしょう。最近では IC カードのアプリ

が出ており、わざわざ IC カードを取り出さなくても、スマートフォンで改札を通れるし、支払いもできるよう

になっています。とても便利なので、これを機に IC カードのアプリを利用してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】276 文字 

キャッシュレスという言葉が広く使われるようになった中で、日々時間に追われる人たちには受け入れやすい IC

カードの利用者が急増しています。IC カードは、通勤や通学には必須であった定期券に代わり、改札口にかざす

だけで支払い完了という便利なアイテムです。特に忙しく混雑しがちな朝の改札口をスムーズに通過できること

を考えれば、もはや IC カードは、携帯しない手はないでしょう。さらに、駅構内の自動販売機や売店の支払い

にも対応できるというから本当に便利です。年齢を問わず、IC カードのような便利なアイテムは積極的に受け

入れられているのが現代の社会生活なのではないでしょうか。 

  

【模範解答 3】262 文字  

ほとんどの人にとって、IC カードは生活に必要なものではないでしょうか。まず通勤や通学、旅行など交通機関

を使うときに、都度費用を確認しなくても支払いができます。また最近では各商業施設で専用の IC カードもあ

り、それぞれ特典があります。そんな IC カードのメリットは安全性で、チャージした金額しか使えないので、

現金と同じように予算の中でのやりくりが可能です。さらに現金と違って、IC カードであればお釣りがないの

で、財布がお銭で重くなることもありません。そしてアプリで使える IC カードもあるので、自分の生活様式に

合ったものを選ぶと良いでしょう。 

 

【問.4】眠気を覚ます方法について 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】お昼ご飯を食べた後、満足感とともに眠気に襲われてしまう方も多いのではないでしょうか。 

 

【模範解答 1】379 文字 

勉強や仕事に集中している時に、突然来る眠気と戦っている人も多いのではないでしょうか。特に、ランチ後の

昼下がりは満腹感から眠くなりやすいです。そんな時は部屋の窓を開けて、換気を行いましょう。人の多いオフ

ィスなどは二酸化炭素濃度が高くなり、酸素濃度も低くなりやすいのでこまめな換気が必要です。空気を入れ替

える事で、室内の空気もスッキリし頭も冴えてきます。また、コーヒーや紅茶、緑茶を飲んで、覚醒作用のある

カフェインを摂取するのも効果的です。カフェインの効果は、摂取しておよそ 15 分から 30 分後に現れるといわ

れています。ですので、大事な会議がある場合は、会議の開始 30 分前にコーヒーを飲んで準備をしておくとい

いでしょう。ただし、カフェインには胃酸の分泌を促す作用もある為、多量に摂取してしまうと胃が荒れる原因

にもなります。体の事も考えて、飲む回数はほどほどにしましょう。 

 

【模範解答 2】395 文字 

春に近づき気候が暖かくなってくると、ご飯を食べた後、眠気に襲われてしまうことも多いのではないでしょう

か。勤務や車の運転の際に、眠気が起きると業務に響いたり、安全面にも影響が出たりするため眠気は大敵です。

また春に近づくと、花粉が飛び交い始め、花粉症の方は薬を服用せざるを得ず、眠気が生じてしまうこともあり

ます。しかし、日々の生活で睡眠の質を上げることで、眠気を覚ます効果が期待できるでしょう。そのためにま

ず、寝具を見直すと良いかもしれません。普段使っている枕やマットレスは自分の体に合って、体の疲れが取れ

るものかどうか確認してみましょう。そして寝具店に足を運べば、新しい機能のものが出ているかもしれません。

また、ゆっくりと入浴やよく眠るために適度な運動も良いでしょう。できることを行っても、もし眠くなってし

まう場合は、思い切ってスマホの目覚まし機能を利用し、５分でも寝てしまう方法もあります。 

 

【模範解答 3】349 文字 

お昼ご飯を食べた後、急に眠くなり困った経験がある人も多いのではないでしょうか。そんな眠気を覚ます方法

としておすすめなのが、適当に仮眠をとるという方法です。なぜなら仮眠には眠気を覚ますだけでなくエネルギ

ーを回復させ、気分もリフレッシュさせる効果があるからです。また仮眠は、眠りが深くならないよう 15 分以

下の短い時間にすませるのが良いとされています。 最近では、眠気による従業員の作業効率の低下を防ぐため、 

仮眠制度を導入する企業が増えています。そして企業の中には従業員がモチベーションを高めて仕事に臨めるよ

う、オフィスに仮眠室を設定しているところもあるようです。 多くの企業が仮眠制度を導入する理由は、仮眠に

は確実に眠気を覚ます効果があるからでしょう。ぜひ眠気を覚ます方法として、仮眠を活用してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 78 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 78 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 フリーマーケットについて 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：中古 キーワード 2：アプリ 

 

【解答例 1】 

「使わなくなった物をそのまま捨てるのは勿体無いという人には、」 

「アプリを通してその商品を買いたいと言う人から」 

 

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

 

【修正例 1】 

「アプリを通してその商品を買いたいという人から」 

 

上記修正例では、「いう人（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 2】 

「どのような内容のフリーマーケットなのか出品されている製品をあらかじめ調べてから出向くことをおすす

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 2】 

「どのような内容のフリーマーケットなのか、出品されている製品をあらかじめ調べてから出向くことをおすす

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。 

 

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

【解答例 3】 

「その使い方は、アプリ内で中古品の写真とコメントを掲載すると、それを見て欲しい方からの連絡を待ちます。」 

 

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。また一文に助詞である「を」が多用された文

章です。 

 

【修正例 3】 

「その使い方は、アプリ内で中古品の写真とコメントについて掲載し、それを見た欲しい方からの連絡を待ちま

す。」 

 

上記解答例において、「掲載した」写真やコメントを見た方からの連絡を待つのであって、「掲載すると」では違

和感を覚えてしまいます。そのため上記修正例では、文意を鑑みて表現を整え、また助詞の数も整えて自然な形

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】 

「購入者とメッセージのやり取りをしたり、匿名で品物を配送することも可能です。」 

 

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 4】 

「購入者とメッセージのやり取りをしたり、匿名で品物を配送したりすることも可能です。」 

 

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 5】 

「どの家庭にも、使わなくなった中古品と呼べるものや余ったものがり、」 



 

上記解答例では、「余ったものがり」が誤入力となります。 

 

【修正例 5】 

「どの家庭にも、使わなくなった中古品と呼べるものや余ったものがあり、」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「余ったものがあり」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。 

 

 

問 2 ホワイトデーについて 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：お返し キーワード 2：日本 

 

【解答例 1】 

「日本ではコスメ、ハンドクリームや入浴剤などお菓子以外の贈り物をする人が増えています。それにはもらっ

てうれしくなるような商品が選ばれているようです。」 

 

上記解答例は、前文にかかる指示語の使い方に違和感があります。 

 

【修正例 1】 

「日本ではコスメ、ハンドクリームや入浴剤などお菓子以外の贈り物をする人が増えています。その際はもらっ

てうれしくなるような商品が選ばれているようです。」 

 

この場合、前文では「お菓子以外の贈り物をする」という行動をする人のことを表現しています。そのため、指

示語としてはその行動に対してかかる表現である「その際」の方がより相応しくなるので、修正しました。適切

な指示語を用いないと、本来伝えたい文意を読者に伝えられなくなってしまう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】 

「ホワイトデーに送るものもチョコレートやキャンディ、マシュマロやクッキーなどのお菓子にとどまらず、」 

 

上記解答例では、「送る」が誤変換となります。 

 

【修正例 2】 

「ホワイトデーに贈るものもチョコレートやキャンディ、マシュマロやクッキーなどのお菓子にとどまらず、」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「贈る」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】 

「以前バレンタインデーは、チョコレートを贈り、お返しとしてホワイトデーはキャンディというのが主流でし

た。最近は、キャンディだけではなく、チョコレート、ハンドクリームなど女性に喜ばれそうな商品の宣伝が過

熱してます。」 

 

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 3】 

「以前バレンタインデーは、チョコレートを贈り、お返しとしてホワイトデーはキャンディというのが主流でし

た。しかし最近は、キャンディだけではなく、チョコレート、ハンドクリームなど女性に喜ばれそうな商品の宣

伝が過熱してます。」 

 

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 4】 

「ホワイトデーの起源は諸説あるようですが、日本のお菓子メーカーの宣伝販売というのが根強いようですが、

このように根付いたのは頂いた物にはきちんとお返しをするといった日本人の性質に合っていたのでしょう。」 

 

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。また一文に助詞である「の」が多用された文章です。 

 

【修正例 4】 

「ホワイトデーの起源は諸説あるようですが、日本のお菓子メーカーによる宣伝販売というのが根強いようです。

このように根付いたのは頂いた物にはきちんとお返しをするといった日本人の性質に合っていたのでしょう。」 

 

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二文に文章を分けました。また文意を鑑みて助詞

を調整する形で修正いたしました。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。 

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】 

「2 月の下旬になると、街にはホワイトデーイベントがあちこちの店で開かれ、とても賑やかになります。」 

 

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 5】 

「2 月の下旬になると、街ではホワイトデーイベントがあちこちの店で開かれ、とても賑やかになります。」 

 



上記解答例においては、「街にはホワイトデーイベントが」と「ホワイトデーイベントがあちこちの店で」という

2 つの意味が取れてしまいます。そのため上記修正例では文意を鑑み、「街では」として表現を整える形で修正し

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。 

 

 

問 3 IC カードについて 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：支払い 

 

【解答例 1】 

「最近では、自動販売機や店舗での決済ができるもの増えています。」 

 

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。 

 

【修正例 1】 

「最近では、自動販売機や店舗での決済ができるものが増えています。」 

 

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】 

「接触型 IC カードにはクレジットカードやプリペイドカードがあり、主に支払い手段として利用されています。

非接触型 IC カードには交通系 IC カードや社員証があり、通勤や仕事で役立てられています。」 

 

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】 

「接触型 IC カードにはクレジットカードやプリペイドカードがあり、主に支払い手段として利用されています。

一方、非接触型 IC カードには交通系 IC カードや社員証があり、通勤や仕事で役立てられています。」 

 

上記修正例では、接続詞「一方」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】 

「電車やバスに乗車する際、多くの方が IC カードを使用するのではないでしょうか。」 

 

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 3】 

「電車やバスに乗る際、多くの方が IC カードを使用するのではないでしょうか。」 



 

「乗車」は「車両に乗る」という意味になりますため、「電車やバスに乗車」という表現では車両関連の表現部分

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。 

 

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

【解答例 4】 

「また、ＩＣカードで買い物や食事の料金を支払ことも出来るようになりました。」 

 

上記解答例は、送り仮名が不足しております。 

 

【修正例 4】 

「また、ＩＣカードで買い物や食事の料金を支払うことも出来るようになりました。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら送り仮名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 5】 

「通勤や通学で使用する IC カードは支払い方法を簡単に行えとても便利です。」 

 

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 5】 

「通勤や通学で使用する IC カードは支払いを簡単に行えとても便利です。」 

 

この文章において、簡単に行えるのは支払う行為であり、支払う方法ではありません。そのため上記修正例では、

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。 

 

 

問 4 眠気を覚ます方法について 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】 

「眠気を覚ます方法について紹介します。 

部屋の換気をする・・・二酸化炭素が多いと眠気につながりがちになります。換気を行うことにより解消します。 

冷水で顔を洗う・・・神経に刺激があると眠気が覚めます。冷水は一番簡単に刺激を行える方法です。 

ストレッチを行う・・・血液の循環を良くする目的です。屈伸など軽い運動を行います。 

仮眠をとる・・・１０から３０分ほど仮眠をとると眠気が改善されます。 



この方法を実施してみてください」 

 

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】 

「睡眠と健康は深く関係していると言われています。」 

「専門医に相談することも選択肢の 1 つである。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「言われています」「１つである」のように異なる文末表現が混在しています。 

 

【修正例 2】 

「専門医に相談することも選択肢の 1 つです。」 

 

上記修正例では、「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 3】 

「前日に夜更かししてしまった日の翌日や、ご飯を食べた後、激しい眠気に襲われる人は多いことでしょう。」  

 

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 3】 

「前日に夜更かししてしまった日や、ご飯を食べた後、激しい眠気に襲われる人は多いことでしょう。」 

 

上記解答例の該当部分では、文意としては夜更かししてしまった翌日のことを表現しようとしております。しか

し時系列を追っていくと、前日に夜更かしした日の「翌日」となるので、夜更かしした日の 2 日後について表現

され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、夜更かしした翌日を示すよう修正いたしまし

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】 

「それでも眠気が覚めないという方は、5 分だけでも良いので、外に出てウォーキングをすると眼が覚めてきま

す。」 

 



上記解答例では、「眼が覚めて」が誤変換となります。 

 

【修正例 4】 

「それでも眠気が覚めないという方は、5 分だけでも良いので、外に出てウォーキングをすると目が覚めてきま

す。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「目が覚めて」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 5】 

「以上になりますが、やっぱり眠気に襲われないためには日頃から前日にしっかり睡眠をとる規則正しい生活を

送ることが一番です。」 

 

上記解答例は、一文に助詞である「に」が多用された文章です。 

 

【修正例 5】 

「以上となりますが、やっぱり眠気に襲われないためには日頃から前日にしっかり睡眠をとる規則正しい生活を

送ることが一番です。」 

 

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。 

 

 

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、箇条書き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。 

 


