
第８０回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2022 年 5 月 21 日に行われました、第 80 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】 アクセサリーについて 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】外出時のおしゃれなアイテムとして、お気に入りのアクセサリーを身につける方も多いことで

しょう。 

 

キーワード 1：値段 

キーワード 2：プレゼント 

  

【模範解答 1】256 文字 

服装を引き立てる人気のアイテムとして、アクセサリーを身につけてる方も多いのではないでしょうか。アクセ

サリーといえば、ネックレス、ピアス、ブレスレットが定番です。そして日常的に装着することができるため、

プレゼントの候補として、アクセサリーは人気のアイテムです。また恋人へのプレゼントとして定番のアクセサ

リーですが、自分へのプレゼントとしても人気です。お値段についても、高いものだけではなく、お手頃価格の

ものも多いです。服装をより引き立たせるために、さらにご自身のご褒美として買ってみるのもよいのではない

でしょうか。 

 

【模範解答 2】277 文字 

毎日の外出時、服装に合わせて身につけるアクセサリーを選んでいる方も多いのではないでしょうか。また反対

に、恋人からのプレゼントなど、思い入れのあるアクセサリーを常時身につけている方もいらっしゃるでしょう。



アクセサリーを一つ取り入れるだけで、見た目の印象が変わることも少なくありません。例えば、大ぶりのピア

スをすることで顔まわりが華やかな印象になったり、スッキリしたデザインの指輪をつけることで指が長く見え

たりすることもあります。最近は、お手頃な値段のアクセサリーも増えていますので、おしゃれのワンポイント

としてアクセサリーを活用してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】271 文字 

アクセサリーは男性女性問わず、その日の洋服などと合わせて外出時に身に着けるアイテムです。その為、誕生

日や記念日のプレゼントとして、異性に渡す方も多いのではないでしょうか。しかし、アクセサリーの贈り物に

は意味があるので注意が必要です。例えば、指輪には永遠という意味が、ネックレスやブレスレットには束縛と

いう意味があります。さらに、値段にも注意が必要です。相手がくれたプレゼントよりもかなり高額な物だと相

手にもプレッシャーを与えることになりかねません。アクセサリーをプレゼントしようと考えている方は、この

ようなことに気を付けて選ぶと良いでしょう。 

 

【問.2】地図アプリについて 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】今やどこか出かけるのに地図アプリが欠かせない、という方も多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：目的地 

キーワード 2：お店 

 

【模範解答 1】258 文字  

今や肌身離さずに持ち歩くアイテムとなったスマートフォンですが、外出する際にとても便利なのが地図アプリ

です。大きな地図帳を広げて歩くこともなく、GPS 機能により目的地までのルートを示し、自分の居場所までも

正確に画面表示してくれます。また、音声案内によって次の曲がり角などを事前に教えてくれるのも便利な機能

です。そして地図アプリはルートだけではなく、周辺のお店まで表示してくれます。例えばカーナビとして使用

した際、周辺のコンビニやガソリンスタンドなどを表示してくれるのは、ドライバーにとっては大変助かる機能

といえるでしょう。 

 

【模範解答 2】273 文字 

一昔前までは、地図は本などの紙で見る方が主流でした。しかし今では地図アプリを使用している方が殆どでは

ないでしょうか。スマートフォンの位置情報をオンにすると、現在自分がいる場所から行きたい目的地までの道

のりをすぐ表示してくれて、スムーズに行くことができます。また、お気に入りのお店やよく行くお店などの場

所を保存したり、近くにあるお店を検索したりすることができるため、とても便利です。地図アプリには、個人

の目的や使い方に合ったものがたくさんありますので、色々な地図アプリを使ってみて、是非自分に合ったベス

ト地図アプリを見つけてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】271 文字 

スマートフォンに入った地図アプリを使ったことがある方も多いのではないでしょうか。地図アプリでは、目的



地の住所やお店の名前を入力して検索すると、地図上に印を表示してくれます。更に、現在地から徒歩や自転車、

自動車で何分かかるかもわかるので、目的地までの所要時間がどれぐらいかを知りたいときにも便利です。また、

特に場所は決まっていないけれど外食したいときなどに、レストランと入力すれば現在地から近いレストランを

表示してくれるアプリもあるようです。入ったことがないお店に行ってみたいという場合は、地図アプリを活用

すると新しい発見があるかもしれません。 

 

【問.3】海外留学について 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】多種多様な文化や習慣などに触れることを目的に、海外留学を選ぶ人は多いのではないでしょ

うか。 

 

キーワード 1：語学 

キーワード 2：経験 

 

【模範解答 1】249 文字 

外国語の勉強のために、海外留学をしてみたいと考えている方も多いのではないでしょうか。日常的に外国語に

触れる機会を持つことは、語学力向上の効果が期待できます。また、海外での生活は、さまざまな文化や習慣を

理解する上でも良い経験となるでしょう。最近は、海外留学を斡旋してくれる留学エージェントなども増えてい

るようです。留学エージェントには、留学する目的や希望する内容に合わせて現地の学校を紹介してもらえるサ

ービスなどがありますので、海外留学を検討している方はこのようなサービスの活用も良いかもしれません。 

 

【模範解答 2】284 文字 

海外留学は、必ずしも将来海外で働きたいという人や、語学を習得したいという人だけが選ぶわけではありませ

ん。日本を飛び出して海外で生活するということは、言語や習慣が全く異なる環境下での生活となります。言葉

は通じなくてもジェスチャーで伝わったときの嬉しい感覚や、日本では当たり前の習慣が海外では失礼に当たる

と知るなど、刺激的な経験をたくさん得られるでしょう。一方で、海外留学と聞くとハードルが高く感じる人も

多いかもしれません。しかし数週間程度の短期留学から、数年間の長期留学まで様々な期間で留学することが可

能です。少しでも興味がある人は、気軽に調べてみてはいかがでしょうか。 

 

  

【模範解答 3】299 文字  

グローバル化が進んでいる昨今、海外留学は以前より身近なものになっているのではないでしょうか。海外留学

というと大学生の交換留学が知られていますが、中学生や高校生向け海外留学プログラムもありますし、MBA

など社会人向けの海外留学もあります。海外留学には多種多様なプログラムがあり、行き先も様々ですが、最も

大切なことは海外留学で何を得たいかという目的意識を持つことです。語学を習得したいのであれば、語学学校

のスケジュールも確認が必要になるでしょう。海外留学では、語学以外にも、海外でしかできない経験を積める

ことも期待できます。留学先の文化や習慣を事前に知ったうえで留学すると、さらに充実度が増すことでしょう。 

 



【問.4】ペット（犬や猫など）を飼うときのマナーについて 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】ペットを飼う際は、飼い主側が正しいマナーやモラルを持つことが重要です。 

 

【模範解答 1】343 文字 

自宅で犬や猫など、ペットを飼っている方も多いのではないでしょうか。コロナウイルスの影響で在宅ワークと

なったことをきっかけに、新しくペットを飼うことになったご家庭も少なくないでしょう。一方で、飼い主のマ

ナーやモラルが問題になるケースが増えているようです。例えば、猫を飼っている場合、屋外へ自由に出入りさ

せていないでしょうか。猫を放し飼いにしてしまうと、街中でゴミを漁ったり、近所の庭などで排泄したりして

しまう可能性が出てきます。また、避妊手術をしていない場合は、野良猫やよその家の猫との間に子猫が産まれ

てしまうこともあるでしょう。動物にマナーやモラルを理解させるのは、難しいことです。大切な家族の一員と

してマナーを守れるよう、飼い主が責任をもって対処することが大切なのではないでしょうか。 

 

【模範解答 2】369 文字 

犬や猫などのペットを飼うときは、周りに迷惑をかけないように最低限のマナーが必要となります。このコロナ

禍で、自宅にいる時間が多くなっている方も増えてきた影響もあり、ペットを飼い始める方が増えています。ペ

ットは可愛くて癒されますが、それだけではなく、しっかりとマナーやモラルを持って、お世話をすることが大

切です。例えば、犬の散歩のときは、糞をそのまま放置しないでしっかりと持ち帰ったり、犬が苦手な方もいる

ことを考えて、しっかりとリードチェーンなどでつないで散歩したりすることなどです。そして、しっかりと適

量のエサを与えたり、住む環境の清潔を保ったりして、ペットが幸せに暮らせるようにしてください。そして、

何よりも愛情を持ってお世話をして、たくさん遊んでください。ペットと飼い主さんが幸せでいられるように、

マナーやモラルを持って生活しましょう。 

 

【模範解答 3】332 文字 

ペットは昔から身近な存在であり、飼っている人にとっては家族と同じ存在とも言えます。しかし、ペットを飼

っていない人や、様々な理由で動物が苦手という人にとっては、飼い主にしっかりマナーを守ってほしいと感じ

る場面が多いのが現状です。特に多いのは、散歩中のマナーではないでしょうか。ペットの排せつ物を処理せず、

放置しているのを見かけたことがある人は多いです。また、リードにつながず飼っていたり、そのまま散歩させ

たりしている飼い主とペットを見かけることもあります。動物が苦手な人にとっては恐怖であり、特に小さい子

供や動物アレルギーを持った人は迷惑だなと感じてしまうことでしょう。お互いが気持ちよく生活できるよう、

飼い主はマナーやモラルを持ってペットと生活する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 80 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 80 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 アクセサリーについて 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：値段 キーワード 2：プレゼント 

 

【解答例 1】 

「日常的に装着することができるため、プレゼントの候補として、アクセサリーは人気のアイテムです。恋人へ

のプレゼントとして定番のアクセサリーですが、自分へのプレゼントとしても人気です。」 

 

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 1】 

「日常的に装着することができるため、プレゼントの候補として、アクセサリーは人気のアイテムです。また恋

人へのプレゼントとして定番のアクセサリーですが、自分へのプレゼントとしても人気です。」 

 

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 2】 

「アクセサリーはネックレスやピアス、リングなど様々な種類があって少しおしゃれをしたい時や気分を変えた

い時などに、身に付けることができます。」 

 



上記解答例では、「身に付ける」が誤変換となります。 

 

【修正例 2】 

「アクセサリーはネックレスやピアス、リングなど様々な種類があって少しおしゃれをしたい時や気分を変えた

い時などに、身に着けることができます。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。今回のように衣服やアクセサリーのような目に見えるものを着用する

場合は、「身に着ける」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 3】 

「値段も幅広いため、何をあげたらいいのか迷ってしまうものです。」 

「相手のファッションスタイルに合うチェーンの長さのものを選んだ方が良いといったようにです。」 

 

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

 

【修正例 3】 

「値段も幅広いため、何をあげたら良いのか迷ってしまうものです。」 

 

上記修正例では、「良い」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】 

「一人の時間でも人と会う場合でも、種類や数の多いほうが楽しみが増えることでしょう。」 

 

上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 4】 

「一人の時間でも人と会う場合でも、アクセサリーは種類や数の多いほうが楽しみが増えることでしょう。」 

 

上記修正例では、「アクセサリーは」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 5】 

「お出かけする際に、アクセサリーを身につける方は多いのではないでしょうか。」 

「お気に入りのアクセサリーを 1 つ身につけるだけでも、気持ちが上がりますね。」 



 

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 5】 

「お気に入りのアクセサリーを 1 つ身につけるだけでも、気持ちが上がります。」 

 

上記修正例では「上がりますね」の口語表現を「上がります」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。 

 

 

問 2 地図アプリについて 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：目的地 キーワード 2：お店 

 

【解答例 1】 

「目的地さえ決まっていれば地図アプリが連れて行ってくれます。駅での待ち合わせでも指定の出口まで連れて

行ってくれます。」 

 

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】 

「目的地さえ決まっていれば地図アプリが連れて行ってくれます。また駅での待ち合わせでも指定の出口まで連

れて行ってくれます。」 

 

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 2】 

「また、ルート検索では、徒歩だけでなく、電車や車、自転車を利用した場合のルートや所要時間も分かります。」 

 

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】 

「またルート検索では徒歩だけでなく、電車や車、自転車を利用した場合のルートや所要時間も分かります。」 

 

読点は文章を整える上で適度に使用するのは問題ないですが、使いすぎてしまうと読者に読み難さを与えてしま

います。そのため上記修正例では、読点の数を適切にす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】 

「アプリであればスマホがあれば利用でき、常に最新の道路状況を反映されます。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 3】 

「アプリであればスマホがあれば利用でき、常に最新の道路状況が反映されます。」 

 

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 4】 

「その場合にも、地図アプリを使えば現在地を確認できることができます。」 

 

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】 

「その場合にも、地図アプリを使えば現在地を確認することができます。」 

 

「確認できることができます」では「できる」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】 

「事前に第三者の評価や商品の写真を見る事で、本当に行く価値があるお店なのかを下調べすることができるの

だ。」 

 

上記解答例では１文中に「事」「こと」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 5】 

「事前に第三者の評価や商品の写真を見ることで、本当に行く価値があるお店なのかを下調べすることができる

のだ。」 

 

上記修正例では、「こと（ひらがな表記）」に統一しました。同一の文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 海外留学について 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：語学 キーワード 2：経験 

 

【解答例 1】 

「多くの人は、多種多様な文化や習慣、語学を学ぶ人が多いでしょう。」 

 

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 1】 

「多くの人は、多種多様な文化や習慣、語学を学ぶことでしょう。」 

 

上記解答例においては、1 文中に「多くの人」と「学ぶ人」という形で人物が重複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、人物表現が重複しないよう修正しました。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。 

 

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

【解答例 2】 

「コロナ禍でも海外留学行く方はいますが、家族や友人は不安になることも多いでしょう。」 

 

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】 

「コロナ禍でも海外留学に行く方はいますが、家族や友人は不安になることも多いでしょう。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「に」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】 

「海外留学の経験はその後の社会生活にも役に立つことが多いので、迷っている人にはぜひ留学への一歩を踏み

出してみてはどうだろうか。」 

 

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】 

「海外留学の経験はその後の社会生活にも役に立つことが多いので、迷っている人はぜひ留学への一歩を踏み出

してみてはどうだろうか。」 

 

上記解答例において、「迷っている人」が「一歩を踏み出す」という文脈となっております。そのため上記修正例

では、文意を鑑みて「人には」を「人は」に修正することで文脈を整えましました。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】 

「海外留学にはデメリットがあり、多額の費用がかかり、留学のための手続きに時間もかかる点がデメリットと

して挙げられます。」 

 

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。また一文に助詞である「が」「の」が多用された文章

です。 

 

【修正例 4】 

「海外留学にはデメリットがあります。例えば多額の費用がかかる点、留学するための手続きに時間もかかる点

などが挙げられます。」 

 

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 2 つ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】 

「何を学びに海外留学をするのか、それによって留学の目的地や期間は異なってくるでしょう。社会人向けの留

学もあり、国際化社会と言われる昨今、学生を終えた人でも、海外で学ぶ機会を得ることは大きな意味があるこ

とは間違いないでしょう。」 

 

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】 

「何を学びに海外留学をするのか、それによって留学の目的地や期間は異なってくるでしょう。また社会人向け

の留学もあり、国際化社会と言われる昨今、学生を終えた人でも、海外で学ぶ機会を得ることは大きな意味があ

ることは間違いないでしょう。」 

 

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。 

 

 

問 4 ペット（犬や猫など）を飼うときのマナーについて 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】 



「また、リードにつながず飼っていたり、そのまま散歩させている飼い主とペットを見かけることもあります。」 

 

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 1】 

「また、リードにつながず飼っていたり、そのまま散歩させている飼い主とペットを見かけたりすることもあり

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 2】 

「周囲へに気配りも重要ですが、当然ペットへの配慮も欠かせません。」 

 

上記解答例では、「周囲へに」が誤入力となります。 

 

【修正例 2】 

「周囲への気配りも重要ですが、当然ペットへの配慮も欠かせません。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「周囲への」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 3】 

「他に行動はできたはずですので、責任ある行動を行いましょう。」 

 

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。 

 

【修正例 3】 

「他に行動はできたはずですので、責任ある行動を取りましょう。」 

 

「行動」は動作を行うことを意味しており、「行動を行う」では「行う」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 4】 

「このことをきっかけに、飼い主のマナーやモラルが見直されています。マナー違反の例は以下の通りです。 

・ペットの排泄処理 

・鳴き声などの騒音」 

 

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】 

「マナー袋を持参する、事前にトイレを済ませるなどの対策を行いましょう。」 

「愛犬家の多くは責任感を持ち、犬の世話をおこなっていますが、」 

 

上記解答例では１つの文章中に「行いましょう」「おこなっています」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 5】 

「愛犬家の多くは責任感を持ち、犬の世話を行っていますが、」 

 

上記修正例では、「行っています（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。 

 

 

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、短文の連続などが多く

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。 


