
第８２回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2022 年 7 月 20 日に行われました、第 82 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】 日焼け対策について 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】夏が来ると、外出の際に日焼けが気になる方も多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：紫外線 

キーワード 2：男性 

  

【模範解答 1】285 文字 

若々しく美しい肌を保つには、紫外線対策が欠かせません。日焼けによるダメージは、シワやくすみ、たるみな

どといったさまざまな肌トラブルに繋がるからです。近年、メンズ美容に対する関心の高まりから、UV ケアを

行なう男性も多くみられます。メイクの習慣がない男性にとっては、出勤や休日の外出、アウトドアスポーツな

どで日常的に浴びる紫外線も要注意です。強い日差しから肌を守るためには、帽子や日傘、サングラスなどのア

イテムを活用すると良いでしょう。また、日焼け止めや化粧水などのスキンケアを行なうのもおすすめです。日

焼け止めは、こまめに塗り直すことで最大限の効果を引き出すことができます。 

 

【模範解答 2】299 文字 

ゴールデンウィークを過ぎた頃から、紫外線の強さが増し、日焼けを気にする方も多いのではないでしょうか。

今や女性だけではなく、日焼けを気にする男性も少なくありません。日焼けによる肌への影響は、シミ、シワ、

タルミも引き起こします。肌老化の原因の８割は日焼けからといわれているくらい、日焼けは肌にとって大敵で



す。日常的に実践できる対策としては、日焼け止めを塗る事が挙げられます。日焼け止めは、SPF という紫外線

を防御できる数値が記載されています。数値が高いほど防御率は上がりますので、目安にすると良いでしょう。

また日傘や帽子を携帯するのもオススメです。夏本番になる前に、何か 1 つでも準備しておくと良いでしょう。 

 

【模範解答 3】299 文字 

夏は紫外線が気になる季節です。日焼けするのを防ぐ為、この季節に日焼け対策を行う人は男性女性共に多いの

ではないでしょうか。日焼け対策に使われる物は色々とありますが、代表的なのは日焼け止めクリームが挙げら

れます。日焼け止めクリームは肌に直接塗ることで日焼けを防いでくれる便利なアイテムです。夏休みに海やプ

ールへ行く際は必須アイテムといえるでしょう。しかし最近では、日焼け止めクリームに含まれている化学物質

がサンゴや海洋生物に悪影響を及ぼすことが分かってきました。また、その成分は我々の体にも悪影響を与える

可能性が指摘されています。肌も海も守る為に、日焼け止めは環境に優しい成分の物を買うといいでしょう。 

 

【問.2】トランプについて 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】トランプは、みんなで遊ぼうと考えたときにあると便利なアイテムではないでしょうか。 

 

キーワード 1：ババ抜き 

キーワード 2：家族 

 

【模範解答 1】282 文字  

トランプは安価でたくさんの遊び方ができるため、幅広い世代で人気があるゲームアイテムです。トランプの魅

力に、ゲームのルールが簡単であるということが挙げられます。トランプのゲームには大富豪やババ抜きがあり

ますが、子どもやお年寄りでもルールを理解できるものばかりです。さらに数字と記号しか書いていないため、

文字を覚えていない子どもでも安心して遊ぶことができます。こうした理由があり、家族団らんを過ごすアイテ

ムとしてもトランプは人気があります。最近では、キャラクターが描いてあるものやご当地のイラストをあしら

ったものもあり、見ているだけでも楽しいトランプが増えてきました。 

 

【模範解答 2】295 文字 

トランプと聞くと、カードゲームを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。トランプはカードさえあれば、

いつでもどこであっても、家族や友人、知人などと楽しい一時を過ごせるものといえるでしょう。そして子ども

の頃には、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの際にババ抜きをして、簡単なルールでありながらも大変

盛り上がって、団欒をされた方もいることでしょう。特に、誰がババを持っているか分からないという、あのド

キドキした感じが手に汗握るものです。また、トランプにも様々なデザインがあるため、それを眺めるのも一つ

の楽しみです。たまに時間を見つけてトランプでゲームをしてみるのも、面白いかもしれません。 

 

【模範解答 3】249 文字 

子どもの頃、トランプを使ってみんなで遊んだ経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に、ババ抜き

は、家族団らんの象徴ともいえるおなじみのゲームです。ババが回ってきたときの心理戦にはなんともスリルが



あります。しかし最近の子どもたちは、一人一台のゲーム機を持って、オンラインゲームなどで友達と対戦する

ことが多いかもしれません。コロナ禍で、おうち時間が増える今、トランプを一つ持っておくと、家の中でも手

軽に遊べます。夏休みにはババ抜きなどをして、トランプで家族団らんを楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】トイレットペーパーについて 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】いつも使用しているトイレットペーパーですが、様々な種類があるのを皆様ご存知でしょうか。 

 

キーワード 1：素材 

キーワード 2：高級 

 

【模範解答 1】297 文字 

日常生活において、使わない日はないであろうトイレットペーパーですが、それにも様々な種類があります。例

えばトイレットペーパーのロールがシングルとダブルのどちらであるのか、素材はどういったものであるのかな

どが挙げられます。また近年では、古紙やペットボトルを再利用した素材や、肌に優しい高級品質の素材など数

多くのトイレットペーパーが販売されています。日用品であるために出費もかさんで、どれを購入したらよいの

かと迷うこともあるかもしれません。スーパーやドラッグストアなどに行くと、大容量で安価なものが豊富に販

売されています。しかし、日常に変化がほしい時には、奮発してお肌によいものを購入してみましょう。 

 

【模範解答 2】287 文字 

いつも使用するトイレットペーパーが決まっているという方も多いかもしれません。実は、トイレットペーパー

にも様々な種類があるのをご存知でしょうか。肌触りが優しいエンボス加工のもの、和紙を使用したトイレット

ペーパーなど、素材の質によって高級感を出しているものも見かけます。このような素材にこだわった、ふわふ

わのトイレットペーパーは肌に優しいだけではなく、その高級感が人気の秘訣なのかもしれません。また、高級

感のある香りや包装紙にこだわったものがあり、出産祝いや快気祝いなど贈答用にも使われています。トイレッ

トペーパーの素材にこだわり、ちょっと贅沢をしてみるのもいいかもしれません。 

  

【模範解答 3】294 文字  

毎日使用しているトイレットペーパーですが、様々な種類が販売されているのをご存知でしょうか。ホームセン

ターやドラッグストアでいつも同じ物を購入する方が多いでしょう。しかし店頭には、素材や触り心地が違う物

や、デザインも無地のシンプルな物からかわいい柄物まで、様々な種類のトイレットペーパーが並べられていま

す。中には少しでもゴミを減らすため、トイレットペーパーの芯がない環境に優しい物や、素材にこだわった高

級トイレットペーパーもあります。このように、毎日使うトイレットペーパーですが、気にしてみると様々な種

類があります。気になる方は、色々なお店を覗いてみるのもよいのではないでしょうか。 

 

【問.4】夏のフルーツについて 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】暑い夏に、さっぱりとしたフルーツを食べるとさわやかな気分になる方も多い事でしょう。 

 

【模範解答 1】348 文字 

夏に食べるフルーツと言えば何を連想するでしょうか。夏休みに海水浴や田舎で冷たいスイカを食べた記憶を懐

かしく思い出す方も多いでしょう。スイカなどウリ科の食物は水分を多く含む為、体を冷やす作用があることか

ら、夏バテ予防の効果があるとされています。またスイカだけでなく果物が持つカリウムは、体内の浸透圧や水

分を調節する働きがあることから、夏のだるさや食欲不振も防いでくれると言われています。水に溶けやすいカ

リウムは熱を加えると流れ出てしまうので、果物として生のまま摂取するのが一番効果的です。最近はコンビニ

でもカットフルーツが手軽に入手できるようになり、スーパーでも冷凍のフルーツを購入できます。食欲が落ち

て元気がなくなりがちな夏に、様々な形でフルーツを楽しんで暑さを乗り切ってみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】349 文字 

夏のフルーツと聞いて、どんなものをイメージされるでしょうか。初夏にはサクランボを、そして夏の暑さとと

もにスイカを楽しみ、秋が近づくころにはブドウや桃が味わえます。そうした旬のフルーツは、味が美味しいだ

けでなく、身体にも良いとされています。たとえば夏の代表的なフルーツであるスイカには、疲労回復や利尿作

用があり、暑い日差しで疲れ切った身体に優しく、夏バテにも効果があるとされています。また、栄養のバラン

スが良い桃には、むくみなどを抑える効果のあるカリウムが豊富に含まれています。暑くて食欲がなかったり、

炭水化物中心の食事になったりと夏バテしやすいこの夏の時期には、エネルギーとなる成分が含まれている桃は

栄養補給にぴったりです。季節を感じるだけでなく健康のためにも、旬のフルーツを是非食べてみましょう。 

 

【模範解答 3】324 文字 

夏は暑く、みずみずしくさっぱりとしたフルーツを食べるにはぴったりの季節です。お中元の季節であり、フル

ーツの詰め合わせがギフトに選ばれることもあります。ギフトでは高級なフルーツも好まれており、例えば高級

ブドウのシャインマスカットが、お中元のギフトとして人気を博しています。しかし、日持ちがしなかったり調

理が大変だったりということで、最近ではフルーツの代わりに缶詰やゼリーを送ることも増えてきました。 

また夏はフルーツの季節だ、というイメージがあり、カフェやレストランで夏限定のフルーツを使ったスイーツ

を提供することもあります。こうしたスイーツは季節感があるだけではなく、フルーツを使うことで色鮮やかに

なるため、映えるものを好む SNS ユーザーからも人気です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 82 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 82 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 日焼け対策について 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：紫外線 キーワード 2：男性 

 

【解答例 1】 

「季節によって SPF や PA などの値を考慮する必要はありますが、年中使用するのがおすすめです。」 

 

上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 1】 

「季節によって SPF や PA などの値を考慮する必要はありますが、日焼け止めは年中使用するのがおすすめで

す。」 

 

上記修正例では、「日焼け止めは」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】 

「クリームやオイルは、紫外線を吸収したり散乱させたりすることによって、人の肌を守ってれるアイテムです。」 

 

上記解答例では、「守ってれる」が誤入力となります。 



 

【修正例 2】 

「クリームやオイルは、紫外線を吸収したり散乱させたりすることによって、人の肌を守ってくれるアイテムで

す。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「守ってくれる」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】 

「男性は日傘があればさすのだろうか。日傘があれば私はさすので作ってほしい。」 

 

上記解答例は 「私はさすので」という部分が筆者の感想を表しており、主観的な表現とみられます。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 4】 

「男女問わず日焼けを受け入れ難く感じているようです。」 

「日焼けの対策としては、日焼け止めクリームを塗る。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「感じているようです」「クリームを塗る」のように異なる文末表現が混在して

います。 

 

【修正例 4】 

「日焼けの対策としては、日焼け止めクリームを塗ります。」 

 

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 5】 

「同時に熱中症対策にもなることが多いです。」 

「サングラスを身につけるなど簡単に出来る事も多いので」 

 

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

 

【修正例 5】 

「同時に熱中症対策にもなる事が多いです。」 



 

上記修正例では、「事（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。 

 

 

問 2 トランプについて 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：ババ抜き キーワード 2：家族 

 

【解答例 1】 

「トランプは、占いの道具としても手品で使われることが多いです。」 

 

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 1】 

「トランプは、占いの道具としても手品の道具としても使われることが多いです。」 

 

上記解答例においては、トランプが使われることの状況を「占いの道具」と「手品」の並列で示しております。

しかしこの場合は占い手品共に「道具」として使われる表現がより並列表現としては相応しくなります。そのた

め上記修正例では文意を鑑み修正しました。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。 

 

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

【解答例 2】 

「トランプはハート・ダイヤ・クラブ・スペードの各 13 枚とジョーカーからなるカードです。」 

「その後一枚ずつ他者からカードを抜き、同じ数字のカードを捨てていきます。」 

 

上記解答例では文章中に「13 枚」「一枚」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 2】 

「その後 1 枚ずつ他者からカードを抜き、同じ数字のカードを捨てていきます。」 

 

上記修正例では、「1 枚（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。 

 

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

【解答例 3】 

「ババ抜き、神経衰弱、大貧民（大富豪）、ポーカー、ダウト、ブタのしっぽなど、楽しめる遊びがたくさんあ

ります。」 

 



上記解答例は、例示する情報が多すぎる文となってしまっております。また主語が不明確となっております。 

 

【修正例 3】 

「ババ抜き、神経衰弱、ポーカーなど、トランプには楽しめる遊びがたくさんあります。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて繰り返しの表現を削除しました。また「トランプには」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。例示情報は読者にも役立つ情報にはなりますが、あま

り多すぎると読者に読み難さを与えかねません。そして 1 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。 

また今回のような表現は、試験において指定文字数を満たすための文字稼ぎと取られて減点対象になりかねませ

んので、出来る限りシンプルな表現を心がけましょう。 

 

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

【解答例 4】 

「神経衰弱のような頭を使うゲームは、大人の脳トレにもなりそうです。これから暑くて外に出るのが大変な時

期になるので、部屋の中で家族、友人とトランプを楽しむのもよさそうです。」 

 

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 4】 

「神経衰弱のような頭を使うゲームは、大人の脳トレにもなりそうです。またこれから暑くて外に出るのが大変

な時期になるので、部屋の中で家族、友人とトランプを楽しむのもよさそうです。」 

 

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】 

「参加する人数が多ければ多いほど、いったい誰がババを持っているのかなとワクワクドキドキし、自分の順番

を待つのも楽しくなります。」 

「自宅で過ごす時間が増えた今、手軽に始められるババ抜きが、家族とのコミュニケーション手段のひとつにな

るといいですね。」 

 

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】 

「自宅で過ごす時間が増えた今、手軽に始められるババ抜きが、家族とのコミュニケーション手段のひとつにな

るといいのではないでしょうか。」 

 



上記修正例では「いいですね」の口語表現を「いいの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。 

 

 

問 3 トイレットペーパーについて 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：素材 キーワード 2：高級 

 

【解答例 1】 

「原料には古紙、パルプなどがあります。パルプは主に木材を原料とした繊維で作られています。古紙は、いわ

ゆる再生紙を主原料として作られています。」 

 

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 1】 

「原料には古紙、パルプなどがあります。パルプは主に木材を原料とした繊維で作られ、古紙はいわゆる再生紙

を主原料として作られています。」 

 

上記修正例では文意を鑑みながら、3 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 2】 

「また、ダブルタイプのように紙を厚くしたり、香りや消臭などの機能を付けて、高級さを感じさせてくれる商

品もあります。」 

 

上記解答例では、1 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。また 1 文に助詞で

ある「を」が多用された文章です。 

 

【修正例 2】 

「また、ダブルタイプのように紙を厚くしたり、香りや消臭などの機能を付けたりして、高級さが感じられる商

品もあります。」 

 

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。また助詞の数も整えて自然

な形で修正いたしました。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】 

「パルプは竹や草木などの繊維から作られており、再生紙は不要になった紙や牛乳パック等を原料にしていま

す。」 



 

上記解答例では同一文中に「など」「等」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 3】 

「パルプは竹や草木などの繊維から作られており、再生紙は不要になった紙や牛乳パックなどを原料にしていま

す。」 

 

上記修正例では、「など（ひらがな表記）」に統一しました。同一文中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】 

「切っても切れない必需品ですので普段とは少し違うものを選んでみて買うのも楽しみの一部になるでしょう。」 

 

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】 

「切っても切れない必需品ですので、普段とは少し違うものを選んでみて買うのも楽しみの一部になるでしょ

う。」 

 

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 5】 

「身近な日用品のトイレットペーパー。実は、たくさんの種類があります。まずは、シングルとダブルです。」 

 

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 5】 

「身近な日用品のトイレットペーパーですが、実はたくさんの種類があります。まずは、シングルとダブルです。」 

 

上記修正例では文意を鑑みながら、3 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。 

 

 

問 4 夏のフルーツについて 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】 

「しっかりフルーツを食べて、必要な栄養素を取る必要があります。」 

 

上記解答例では、「取る」が誤変換となります。 

 

【修正例 1】 

「しっかりフルーツを食べて、必要な栄養素を採る必要があります。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「採る」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】 

「夏では気温が高くなるため、バテてしまったり室内で冷房に当たりっぱなしで風邪をひいてしまったりと、何

かと体を壊しやすい季節ではないでしょうか。」 

 

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 2】 

「夏は気温が高くなるため、バテてしまったり室内で冷房に当たりっぱなしで風邪をひいてしまったりと、何か

と体を壊しやすい季節ではないでしょうか。」 

 

上記解答例において、「何かと体を壊しやすい季節」が夏であることを表す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「夏には」から「夏は」に修正することで文脈を整えました。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となりますので、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 3】 

「夏のフルーツと聞くとあなたは何を思い浮かべますか。私はスイカを思い浮かべました。」 

 

上記解答例は 「私はスイカを思い浮かべました。」という部分が筆者の感想を表しており、主観的な表現とみら

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 4】 

「また、スイカは水分が多く、甘みも強いため、疲労回復の効果も期待できるそうです。また、カリウムも豊富

なことから利尿作用もあり、夏に食べるのに理にかなったフルーツともいえます。」 

 



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】 

「また、スイカは水分が多く、甘みも強いため、疲労回復の効果も期待できるそうです。そして、カリウムも豊

富なことから利尿作用もあり、夏に食べるのに理にかなったフルーツともいえます。」 

 

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 5】 

「これらのフルーツには、水分やミネラルが豊富に含まれているため、さわやかな気分にさせてくれるだけでな

く、夏バテ予防としての役割も果たしてくれます。スイカは、夏の厳しい日差しで火照った体を冷やす作用もあ

ります。」 

 

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 5】 

「これらのフルーツには、水分やミネラルが豊富に含まれているため、さわやかな気分にさせてくれるだけでな

く、夏バテ予防としての役割も果たしてくれます。さらにスイカは、夏の厳しい日差しで火照った体を冷やす作

用もあります。」 

 

上記修正例では、接続詞「さらに」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。 

 

 

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。 

 


