
第８１回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2022 年 6 月 18 日に行われました、第 81 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】 占いについて 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】姓名判断や手相など占いの種類は多岐にわたっており、その特徴も様々です。 

 

キーワード 1：アプリ 

キーワード 2：結果 

  

【模範解答 1】251 文字 

今日の運勢や好きな人との相性を知りたい時に、占いを利用したことがある人は多いのではないでしょうか。占

いといえば、手相、姓名判断、星占いが定番です。そして今では、忙しい人でもお店に訪れることなく、本格的

な占いができるようになっています。例えばスマートフォンなどのアプリやサイトで占うことができます。また

アプリだと気軽に占いができるだけでなく、お値段についても、お手頃な価格のものが多いです。占いの結果は

どうであれ、将来のことについて知りたいと思うのであれば、一度占いに挑戦してみるのも良いかもしれません。 

 

【模範解答 2】253 文字 

占いに興味がある方は多いのではないでしょうか。バラエティー番組などで有名な占い師が出演していると、つ

いつい見てしまうということがあるかもしれません。そして人気の占い師が出す占い本は大変人気があります。

しかし最近はスマホでできる占いアプリが普及しており、毎日の運試しのつもりで運勢を見てみるのも楽しいで

しょう。また年間の運勢や姓名占いなど様々な種類の占いがあるので、気になる占いをやってみても参考になる



かもしれません。しかし占いはあくまで占いなので、信じ過ぎずに軽い気持ちで結果を受け止めた方が良いでし

ょう。 

 

【模範解答 3】294 文字 

皆さんは、占いに興味がありますでしょうか。一口に占いといっても、タロットカード占いや手相占いなど様々

な種類のものが存在しています。しかし、占い師に直接鑑定してもらうには、お店に行く必要があるため、少し

ハードルが高く感じてしまっている方も多いのではないでしょうか。そのような方々に是非おすすめしたいのが、

アプリでの占いです。最近では、生年月日と姓名を入力するだけで、自身の性格や恋愛運、金運などの結果を知

ることが出来るようになっています。また、アプリでの占いは無料鑑定のものも多く、手軽に占えることも特徴

の一つです。占いに興味がある方は、まずアプリで占いを楽しまれてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.2】キャリーケースについて 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】どこか遠出するときのアイテムとして、キャリーケースは欠かせないのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：旅行 

キーワード 2：軽量 

 

【模範解答 1】298 文字  

遠くへ出かけたり旅行に行ったりする際、キャリーケースに荷物を入れる方は多いのではないでしょうか。キャ

リーケースは、たくさん荷物が入れられ、底についているタイヤを転がしながら運べるため、とても便利です。

しかし、荷物が多い方は、重くなってしまい運ぶのに労力がかかってしまうこともあるでしょう。そんな方にお

勧めなのが軽量のキャリーケースです。キャリーケース自体が軽いので、たくさん入れても重くなりすぎること

がなく便利です。また、最近では、荷造りのコツを紹介する動画が配信されており、荷物を最小限にして軽量化

するコツが紹介されています。皆様もキャリーケースで、遠出を身軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】300 文字 

旅行に出かける際キャリーケースを使うという方は多いでしょう。最近のキャリーケースは軽量化が進んでいて、

機内に手荷物として持ち込めるタイプのものが人気です。飛行機に乗る際、荷物を預けることは少し不安に思う

方も多いかもしれません。そんな時に手荷物として持ち込めるサイズのキャリーケースは安心なのではないでし

ょうか。そして値段も大変手頃なものが多く、種類も豊富です。３万円以下でもかなり良いものが購入でき、素

材やデザインもオシャレなものが多いです。こだわりのある方は、値は張りますがアルミ製の高級品もお勧めで

す。皆さんも、キャリーケースを購入する際は素材やデザインにこだわって探してみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】261 文字 

キャリーケースは旅行の際、荷物を持ち運ぶのにとても便利なアイテムです。キャスター付きで重い荷物も軽々

と運べます。また年々軽量化されており、本体自体の重さも気にならなくなっています。特に、海外旅行のよう

な長期旅行の際は欠かせません。着替えやアメニティなどの荷物が多くても、複数のかばんを持たなくてよく、



一つにまとめる事が出来るためとても便利です。大きさも様々で、日常的に使用出来る小さい物から、海外旅行

用の大きい物まで、用途によって選べます。デザインも豊富にあるので、お気に入りの物を見つけるのも楽しい

のではないでしょうか。 

 

【問.3】父の日について 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】父親を喜ばせるために、父の日に何か贈り物をしようと考えている方も多くいることでしょう。 

 

キーワード 1：プレゼント 

キーワード 2：感謝 

 

【模範解答 1】277 文字 

6 月の父の日は、お父さんに日頃の感謝を伝える日です。家族のために毎日頑張ってくれているお父さんに、ど

んなプレゼントをしたら喜んでもらえるのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。子供の頃にあげたプ

レゼント、大人になってからあげたプレゼントと、年々あげる内容が変わっている方も多いかもしれませんが、

やはり人気のプレゼントといえば、お酒やグルメです。また、ちょっといい靴下やワイシャツ、名刺入れなど、

ビジネスシーンで使ってもらえそうなプレゼントも喜ばれます。普段はなかなか伝える機会のない、お父さんへ

の感謝を、父の日のプレゼントとともにぜひ伝えましょう。 

 

【模範解答 2】267 文字 

父の日は、6 月の第 3 日曜日です。日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントを贈ろうとしている人も多いでしょ

う。しかし母親とは違い、父親と接する機会があまりないという人もいるかもしれません。また、なんとなく父

の日は印象が薄いようですが、母の日と同様に感謝を伝える日です。そんな父の日のプレゼントとしては、ビー

ルなどのお酒や、洋服やネクタイなどが定番ではないでしょうか。どんなプレゼントでも、子供がプレゼントす

るものは喜んでくれるはずです。この機会に、父親にありがとうの気持ちを伝え、普段より接する時間を多くし

てみるといいのではないでしょうか。 

  

【模範解答 3】290 文字  

父親は身近な存在なので、日ごろから感謝を伝えることがあまりない方も多いのではないでしょうか。父の日は、

感謝を伝えることができるとてもよい機会です。面と向かって感謝の言葉を伝えられなくても、美味しいお酒な

どのプレゼントを贈るだけで気持ちは伝わるものです。プレゼントとしては、他にもビールグラスやお財布、ハ

ンカチなど、父親の好みに合わせたものが喜ばれるでしょう。また、母の日や父の日をセットでお祝いし、両親

に温泉旅行をプレゼントするのもよいでしょう。コロナ禍によって外出機会が減ったため、尚のこと喜ばれるか

もしれません。素敵なプレゼントで、感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.4】雨の日の過ごし方について 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】梅雨になると雨の日が続き、外出も億劫と感じる人は多いのではないでしょうか。 

 

【模範解答 1】356 文字 

雨の日が続いていると、気が滅入ってくるという方は多いかもしれません。しかし雨だからこそできる事も多い

のではないでしょうか。例えば忙しくて家の掃除ができていなかったら、徹底的に掃除をしてみると良いかもし

れません。梅雨はカビが生えやすい時期なので、お風呂場や水回りは掃除をしておくべきでしょう。また小さな

子供がいる家庭は、ショッピングモールに出かけるのも良いのではないでしょうか。ショッピングモールは雨に

濡れる心配はありませんし、子供が遊べる施設がたくさんあります。疲れたらフードコートで休憩しながら、お

茶やおやつなど購入して食べる事もできます。さらに映画館があるショッピングモールでは、ひとりで来ている

方もゆっくり映画鑑賞を楽しむ事ができます。みなさんも雨の日に楽しく過ごせる方法を検討してみてはいかが

でしょうか。 

 

【模範解答 2】341 文字 

せっかくの休日に雨が降ると、気持ちが滅入ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。6 月に入り、

だんだんと曇りや雨の天気が続き、いよいよ梅雨のシーズンとなりました。雨が降ると外出する気分になれず、

家で過ごす時間が長くなりがちです。そんな時は、家族でゲーム大会をしたり、ドラマや映画をみたりするのが

おすすめです。また、普段できない場所を掃除するのもよいでしょう。一方で雨の日でもアクティブに出かけた

い方は、アジサイの名所に出かけてみてはいかがでしょうか。季節の花を観賞することで、気持ちもリフレッシ

ュできます。しかし、天気が悪くなると頭痛がしたり、倦怠感や眠気におそわれたりする方もいるのではないで

しょうか。そのような場合は無理をせず、家でのんびりとリラックスして過ごしましょう。 

 

【模範解答 3】393 文字 

折角予定を立てたのに、雨が降ったせいですべて台無しになってしまった経験は誰にでもあるでしょう。楽しみ

にしているほどその反動が大きいのではないでしょうか。しかし、天気に左右されない楽しみ方を知っておくだ

けで、雨の日も楽しく過ごすことができます。最も手軽なものは、自宅で過ごすことです。最近では、動画のサ

ブスクリプションサービスに加入するだけで、沢山のドラマや映画を見ることができます。外に出たくない場合

は、コーヒーを片手に自宅で楽しむというのはいかがでしょうか。もちろん、雨を気にせずに外出を楽しむとい

うのも一つの選択肢です。一般的に、雨の日は外出する人が減るため、いつも満席で待たなければ入れないカフ

ェも、待たずに入れる可能性があります。雨が降っているからこそ、傘をさして出かけてみると、別の楽しみ方

が見つかるのではないでしょうか。是非、自分好みな雨の日の過ごし方を探してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 81 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 81 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 占いについて 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：アプリ キーワード 2：結果 

 

【解答例 1】 

「どうしても、良い結果だけを信じていたいものです。占いは全てが真実とは限りませんので、信じるか信じな

いかは自分次第です。」 

 

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】 

「どうしても、良い結果だけを信じていたいものです。しかし占いは全てが真実とは限りませんので、信じるか

信じないかは自分次第です。」 

 

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 2】 

「占いは、タロットカード使ったり、手相を見たりと様々な占い方があり、それを組み合わせているものもあり

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 2】 

「占いは、タロットカードを使ったり、手相を見たりと様々な占い方があり、それが組み合わされているものも

あります。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「を」を追記し、自然な形となるよう修正いたしました。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】 

「占った結果で相性占いをしてみるなども占いの楽しみ方の一つです。」 

 

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 3】 

「占った結果で相性をみてみるなども占いの楽しみ方の一つです。」 

 

「占った結果で相性占いをしてみる」では「相性占い」も占いの一種であるため表現としては重複してしまいま

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】 

「雑誌やネットサイトの人気コンテンツに必ずと言っていいほど上がるのが占いのコーナーです。」 

 

上記解答例では、「上がる」が誤変換となります。 

 

【修正例 4】 

「雑誌やネットサイトの人気コンテンツに必ずと言っていいほど挙がるのが占いのコーナーです。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「挙がる」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 5】 

「友達の性格を占いで調べてみたことがある人は多いのではないでしょうか。」 

「自分の血液型と照らし合わせて占いを楽しまれる方は多いでしょう。」 

 



上記解答例では文章中に「人」「方」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 5】 

「自分の血液型と照らし合わせて占いを楽しまれる人は多いでしょう。」 

 

上記修正例では、「人」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 2 キャリーケースについて 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：旅行 キーワード 2：軽量 

 

【解答例 1】 

「軽くて静かな軽量のキャリーケースが流行している様です。」 

 

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 1】 

「軽くて音の静かなキャリーケースが流行している様です。」 

 

「軽くて静かな軽量」では「軽い」という表現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 2】 

「例えば旅行に行くということが決まった際に、その目的が観光、ビジネスと変わったとしても、必ず同伴した

くなる貴重な存在がキャリーケースです。」 

 

上記解答例では、一文に助詞である「と」「が」が多用された文章です。 

 

【修正例 2】 

「例えば旅行に行くと決まった際に、その目的が観光、ビジネスと変わっても、必ず同伴したくなる貴重な存在

がキャリーケースです。」 

 

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】 

「特に軽量のキャリーケースは人気で宿泊日数が長い方や荷物が多い方に多く利用されています。」 

 

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 3】 

「特に軽量のキャリーケースは人気で、宿泊日数が長い方や荷物が多い方に多く利用されています。」 

 

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 4】 

「なぜならショルダーバッグなどで重い荷物を運ぶのは大変ですが、キャリーケースに入れて、引いて運べば幾

分楽に運ぶことができるでしょう。」 

 

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】 

「なぜならショルダーバッグなどで重い荷物を運ぶのは大変ですが、キャリーケースに入れて、引いて運べば幾

分楽に運ぶことができるからです。」 

 

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、「できるからです」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】 

「ただ、仕事での出張やなどでどうしてもキャリーケースが必要になってくることもあります。」 

 

上記解答例では、「出張やなどで」が誤入力となります。 

 

【修正例 5】 

「ただ、仕事での出張などでどうしてもキャリーケースが必要になってくることもあります。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「出張などで」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 3 父の日について 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：プレゼント キーワード 2：感謝 

 

【解答例 1】 

「父親に何を送るべきか頭を悩ませてしまう人も多いのではないでしょうか。」 

 

上記解答例では、「送る」が誤変換となります。 

 

【修正例 1】 

「父親に何を贈るべきか頭を悩ませてしまう人も多いのではないでしょうか。」 

 

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 2】 

「品物をプレゼントする以外にも、一緒に食事に行ったり、旅行をプレゼントする方法などもあります。」 

 

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 2】 

「品物をプレゼントする以外にも、一緒に食事に行く、旅行をプレゼントするなどの方法もあります。」 

 

上記修正例では「～たり」を削除する形で修正し、文意を鑑みて調整いたしました。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 3】 

「父の日は母の日に習って父に感謝するために白いバラを贈ったのが始まりです。」 

 

上記解答例では、「習って」が誤変換となります。また一文に助詞である「に」が多用された文章です。 

 

【修正例 3】 

「父の日は母の日に倣って父への感謝のために白いバラを贈ったのが始まりです。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「倣って」が正しい表現となります。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。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】 

「普段、家族のために、一生懸命仕事して、家族を支えてくれているお父さんと、コミュニケーションをとる、

よい機会かもしれません。」 

 

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】 

「普段、家族のために一生懸命仕事して、家族を支えてくれているお父さんと、コミュニケーションをとるよい

機会かもしれません。」 

 

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 5】 

「普段は寡黙で厳格な父親でも、父の日に家族からプレゼントを贈られると、とても喜ばれる、という方も多い

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 1】 

「普段は寡黙で厳格でも、父の日に家族からプレゼントを贈られると、とても喜ぶという父親も多いことでしょ

う。」 

 

上記解答例においては、一文中に「父親」と「という方」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いかねないので、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 雨の日の過ごし方について 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】 

「古傷が傷むという言葉があります。」 

 

上記解答例では、「傷む」が誤変換となります。 

 

【修正例 1】 

「古傷が痛むという言葉があります。」 



 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「痛む」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 2】 

「雨が降ると感じる気持ちは、人それぞれです。小さな子どもがいるご家庭にとって、休日に雨が降るとどう一

日を過ごすべきか悩ましいものです。」 

 

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 2】 

「雨が降ると感じる気持ちは、人それぞれです。そして小さな子どもがいるご家庭にとって、休日に雨が降ると

どう一日を過ごすべきか悩ましいものです。」 

 

上記修正例では、接続詞「そして」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】 

「ファッションアイテムを普段とは違うものを身につけることで何倍も楽しくすることができます。」 

「お気に入りのファッションアイテムを身に着けておしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。」 

 

上記解答例では文章中に「身につける」「身に着けて」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 3】 

「ファッションアイテムを普段とは違うものを身に着けることで何倍も楽しくすることができます。」 

 

上記修正例では、「身に着ける（漢字表記）」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。 

 

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

【解答例 4】 

「そこでおすすめの雨の日の過ごし方を３つ紹介します。 

 

１つは、VOD を利用することです。 

最近はレンタルショップに借りに行く手間もなく好きな映画やドラマを楽しむことができます。 

２つめは、読書です。 

いつか読もうと思いながら、部屋に埋もれている本はありませんか。 

普段は外出してしまうからこそ、雨の日にゆっくり本を読むのも充実した時間が過ごせます。 



最後は、室内での運動です。 

外での激しい運動や、大人数のスポーツではなく、家でゆっくりヨガやピラティスで身体を動かしてみましょう。 

身体だけでなく、心まで落ち着いて、日頃のストレスを解消してくれます。」 

 

上記解答例は、箇条書きとなってしまっております。 

箇条書きでの記載では、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】 

「他には、観葉植物を部屋に置いてみてもいいでしょう。緑があるだけで、部屋が明るく感じられ、お世話も楽

しむこともできます。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 5】 

「他には、観葉植物を部屋に置いてみてもいいでしょう。緑があるだけで、部屋が明るく感じられ、お世話を楽

しむこともできます。」 

 

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。 

 

 

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。 

 


