
第８３回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2022 年 8 月 20 日に行われました、第 83 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】 夏バテ予防について 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】昨今の猛暑により夏バテと感じている方は多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：睡眠 

キーワード 2：食事 

  

【模範解答 1】297 文字 

猛暑日が続く毎日ですが、夏バテにはなっていないでしょうか。夏バテの原因は、食欲が落ちることでおこる食

事量の減少によって、体力が落ちてしまうからだと言われています。しっかりと寝たつもりなのに、身体のだる

さを感じていたら要注意です。夏バテ予防には、そうめんやざるそばなど、さっぱりといただけるメニューにし

て、食事量を確保するのが大切です。またトマトやきゅうりなどの夏野菜は、身体を冷やす作用がありますので、

うまく取り入れていきましょう。そして睡眠の質を上げることを意識しましょう。最近では睡眠時に、クーラー

を２８℃程度でつけたままの方が、電気代も安くすみ、快適な睡眠の確保ができると言われています。 

 

【模範解答 2】300 文字 

夏場になると食欲が落ちる、体がだるいなどの不調を感じる方も多いかもしれません。気温や湿度が高くなる夏

場は、どうしても体調を崩しがちです。では夏バテを防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。夏バテを防ぐ

には、日頃から生活習慣を整えておくことが大切です。規則正しい生活と適度な運動を心がけ、生活のリズムを



保つようにしましょう。睡眠を十分にとり、疲れを残さないことも大切です。また夏はそうめんや冷麺などを食

べる機会が多く、炭水化物に偏った食事になりがちです。なので肉や魚といったタンパク質の多い食材とビタミ

ンを含む野菜も食べるのがおすすめです。生活習慣を整え、バランスのとれた食事で夏バテを予防しましょう。 

 

【模範解答 3】273 文字 

猛暑日が続く中、夏バテ気味に感じている方は多いかもしれません。夏バテが起こる原因のひとつには、冷たい

食べ物や飲み物を摂取しすぎていることが挙げられます。暑いからといってかき氷やアイスクリームを食べすぎ

てしまっては、胃腸が冷えて機能が低下し、体の不調につながってしまいます。また、エアコンの効いた室内と

外を行き来することで自律神経が乱れ、その結果夏バテと感じてしまうケースも多いようです。夏バテの予防に

は、温かい食事を取り入れたり、睡眠の質を上げたりといったことが役立ちます。夏の季節を存分に楽しめるよ

うに、夏バテ対策をしてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.2】雑誌について 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】自分の趣味について、特集している雑誌を購入する方も少なくないのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：コンビニ 

キーワード 2：種類 

 

【模範解答 1】265 文字  

ファッションや音楽系など様々な雑誌が売っていますが、みなさんはどのような雑誌を買いますでしょうか。雑

誌の中でも近年人気なのが、付録付き雑誌です。雑誌の付録には、化粧品、バッグ、子ども用おもちゃなど様々

な種類があり、洋服が入っている雑誌もあります。さらに、書店だけでなくコンビニで買える付録付き雑誌もあ

り、手軽に買えるのが魅力です。また近年では、電子書籍でも雑誌が読めるようになりました。スマートフォン

やタブレットがあれば簡単に雑誌が読めます。書籍離れが叫ばれる近年ですが、ご自身に合った方法で雑誌を楽

しんでみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】292 文字 

駅の売店やコンビニで手にとる雑誌が、いつも同じになるという人も多いのではないでしょうか。雑誌には仕事

や生活全般に関するものから、車や旅行など趣味にいたるものまで、数多くの種類があります。また女性にはフ

ァッションやメイクの雑誌が、対して男性にはパソコン周辺機器やビジネス向けアイテムの雑誌が人気です。し

かし、最近は女性が男性誌を購入するケースも多く見られるようになりました。特にコロナ禍の運動不足が問題

となり、自宅でもできるトレーニングなどを特集した雑誌は男女問わず人気がありますし、健康をテーマにした

雑誌も増えてきています。たまには、いつもとは違う雑誌を選んでみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】285 文字 

ファッションやヘアスタイルの情報収集のために、雑誌を購入する方もいらっしゃるのではないでしょうか。雑

誌はコンビニや書店に並んでいることが多く、つい立ち寄って読んでしまうという方もいることでしょう。雑誌



の多くは定期的に販売されており、自分の趣味やファッションに関するトレンドを探るのに適しています。また

近年では雑誌を読めるスマートフォンのアプリも登場しており、手軽に情報収集することが可能になりました。

雑誌にはファッション以外にも文芸、経済、歴史など様々な種類があります。手軽に読める今こそ、新しい趣味

の発見やトレンドなどの情報収集に雑誌を活用してみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】手帳について 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】手帳は、使い方次第で自分の好きなように活用できるアイテムと言えるでしょう。 

 

キーワード 1：ビジネス 

キーワード 2：デザイン 

 

【模範解答 1】262 文字 

スケジュール管理に手帳を使う人が多いのではないでしょうか。特に、ビジネスでは打ち合わせや外出予定の管

理、打ち合わせた内容の記録として手帳が必須アイテムと言えます。手帳はデザインも豊富にあり、求める機能

によって選び方も様々です。１日のスケジュール管理も、午前と午後に分かれているタイプから２４時間きざみ

になっているものまであります。またスケジュール以外でも、地図や路線図、手紙のマナーなどメーカーやブラ

ンドによって付属している情報も個性豊かです。いつも同じ手帳を使っている人も、他にどんな手帳があるか調

べてみるとよいでしょう。 

 

【模範解答 2】292 文字 

手帳は、日々のスケジュール管理に役立つアイテムです。一口に手帳といっても、ウィークリータイプやマンス

リータイプといったさまざまな種類があることをご存知でしょうか。例えばビジネス用や日常の記録用など、自

分の目的に合った手帳を選ぶことで、より使い勝手が良くなります。また手帳を選ぶ際には、デザイン性にも注

目してみましょう。もし仕事のスケジュール管理に手帳を使うなら、シンプルで持ち運びやすいデザインがおす

すめです。またペンが収納できる手帳であれば、打ち合わせの内容も素早くメモできるでしょう。目的に合った

タイプ、そしてデザイン性にも注目しながら、自分にぴったりな手帳を選んでみてください。 

  

【模範解答 3】272 文字  

日ごろから手帳を持ち歩いている方も多いのではないでしょうか。特にカレンダー付きの手帳を使えばスケジュ

ールを管理することができるため、ビジネスシーンとプライベートシーンの両方で活用している方もいることで

しょう。また最近では、人気キャラクターが描かれたかわいらしいデザインのものや、反対に装飾を極力排除し

たシンプルなものなど、様々な種類の手帳が販売されています。まだ手帳を持っていないという方は、この機会

にお気に入りの 1 冊を探してみてはいかがでしょうか。自分自身が手帳を使用するシーンを思い浮かべると、ほ

しい手帳が見つかりやすくなるかもしれません。 

 

【問.4】お墓参りについて 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】お盆の時期になると、お墓参りで帰省される方も多いのではないでしょうか。 

 

【模範解答 1】369 文字 

お盆休みになると、両親の田舎へ帰省し、親族で集まった記憶があるという方もいらっしゃるのではないでしょ

うか。暑い中、親族で行ったお墓参りは、子どもたちにとっては遊びの一環だったでしょう。しかし、ご先祖様

はみんなの元気な姿を見て、ニコニコしていたのではないでしょうか。現代では、昔よりも家族との関係が希薄

となり、お盆の時期にお墓参りに行かないという方もいらっしゃるでしょう。ですがお墓参りは、大切なご先祖

様へ思いをめぐらせ、日々の報告と感謝を伝えるという大切な時間なのです。また親族で集まり、楽しい時間を

過ごすことも家族の繋がりを実感するいい機会となります。最近はコロナウイルスの影響で、帰省できていない

方もいらっしゃるでしょうが、コロナウイルスが落ち着いた際には帰省して、家族みんなの元気な姿をご先祖様

に見せに行ってみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】357 文字 

コロナ禍で遠出ができなかったため、お墓参りに久しぶりに行く人は多いのではないでしょうか。久しぶりにお

墓参りへ行く人は、効果的なお墓参りについて考えてみることをおすすめします。まずお墓参りの服装ですが、

法要がなければ細かいマナーはありません。しかし、石が敷いてあったり、段差が多かったりする墓地も多いの

で、靴はできるだけヒールの低い物にしましょう。またタンクトップや短パンといった、くだけすぎたファッシ

ョンやサンダルも避けた方が無難です。さらにお供えは、花や故人の好きだった食べ物、飲み物から選ぶように

します。食べ物を供える場合は、フルーツもしくはお菓子などを選ぶとよいでしょう。お供えは、花以外はお参

りが終わったら持ち帰るのが基本です。墓地をきれいに掃除することも先祖供養となりますので、忘れないよう

にしましょう。 

 

【模範解答 3】339 文字 

お盆やお彼岸の時期に、お墓参りに訪れるという方は多いのではないでしょうか。お墓参りの目的は、亡くなっ

た方のご冥福を祈ることです。宗派によってお墓参りの内容は異なりますが、一般的には線香をあげたり、お供

え物をしたりといったことが基本となります。また、お墓参りの時期は、特に決まっているわけではありません。

大学を卒業して社会人になる、結婚して家庭を持つ、子どもができたなど、亡くなった家族やご先祖様へ近況報

告しに行くのも良いでしょう。故人に近況報告したり、感謝の思いを伝えたりすることで、自分の気持ちもより

一層引き締まるかもしれません。お墓が遠方にある方は難しいかもしれませんが、お盆やお彼岸だけでなく人生

の節目にお墓参りをして、自分自身や家族の幸せを願ってみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 83 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 83 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 夏バテ予防について 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：睡眠 キーワード 2：食事 

 

【解答例 1】 

「真夏の室内外の温度差により夏バテになる人は多い。不調が現れる前に夏バテ予防を行うことが大切です。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「多い」「大切です」のように異なる文末表現が混在しています。 

 

【修正例 1】 

「真夏の室内外の温度差により夏バテになる人は多い。不調が現れる前に夏バテ予防を行うことが大切だ。」 

 

上記修正例では、「である調」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】 

「主な症状は、体がだるい、食欲が出ない、胃もたれなどその症状は多岐にわたる。」 

 

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】 

「主な症状は、体がだるい、食欲が出ない、胃もたれなどあり多岐にわたる。」 

 

上記解答例においては、主語として取れる表現が１文中に「主な症状」「その症状」と 2 か所あるため文意が取

り難くなっております。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 3】 

「ですから夏バテの予防のためには、良質な睡眠と栄養バランスがとれた食事が大切が不可欠です。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。またそのため、1 文に助詞である「が」が多用された文章と

なってしまっております。 

 

【修正例 3】 

「ですから夏バテの予防のためには、良質な睡眠と栄養バランスがとれた食事が大切で不可欠です。」 

 

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】 

「最近の夏は、気温が高く体にこたえる暑さが続きます。日本は、湿度も高いためじっとしていても汗がにじみ

出てきます。」 

 

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 4】 

「最近の夏は、気温が高く体にこたえる暑さが続きます。さらに日本は、湿度も高いためじっとしていても汗が

にじみ出てきます。」 

 

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。 

 

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

【解答例 5】 

「そして、不足しやすいタンパク質やビタミン、ミネラルなどを意識して取ることで、夏バテ予防になります。」 

 

上記解答例では、「取る」が誤変換となります。 



 

【修正例 5】 

「そして、不足しやすいタンパク質やビタミン、ミネラルなどを意識して摂ることで、夏バテ予防になります。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「摂る」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。 

 

 

問 2 雑誌について 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：コンビニ キーワード 2：種類 

 

【解答例 1】 

「テレビやインターネットで知ることの出来ないニュースや趣味に関することも活字で読めば妙に納得してし

まうこともあります。」 

「本を開き活字を読み、心に響く雑誌は欠かすことはできません。」 

 

上記解答例では文章中に「出来ない」「できません」のように異なる表現が混在しております。 

 

【修正例 1】 

「本を開き活字を読み、心に響く雑誌は欠かすことは出来ません。」 

 

上記修正例では、「出来ません（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 2】 

「また、雑誌によっては、ユニークな付録が付いているものがあったりと、見ていると楽しい気持ちにもさせて

くれます。」 

 

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。 

 

【修正例 2】 

「また、雑誌によっては、ユニークな付録が付いているものがあるなど、見ていると楽しい気持ちにもさせてく

れます。」 

 

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】 



「百均グッズの使い方を真似してみるなど雑誌の情報を活用しています。また美容院で読んだ雑誌をもう少し読

みたいなと思って購入したこともあります。」 

 

上記解答例は 「もう少し読みたいなと思って購入したこともあります」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 4】 

「現在書店で発売されている雑誌だけでも、数千になり、年間の発行部数は約 50 億冊といわれています、週刊

で発売されていた雑誌が月刊へ変更するなど、近年大きな動きもありますので定期的にチェックしてみてくださ

い。」 

 

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】 

「現在書店で発売されている雑誌だけでも、数千になり、年間の発行部数は約 50 億冊といわれています。週刊

で発売されていた雑誌が月刊へ変更するなど、近年大きな動きもありますので定期的にチェックしてみてくださ

い。」 

 

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】 

「雑誌を買うお店ですが、最近町から書店がなくなっているのは皆さんお気づきではないでしょうか。そこで重

宝するのがコンビニです。コンビニにはありとあらゆる物があります。コンビニは、実に多くの種類の雑誌を揃

えています。」 

 

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 5】 

「雑誌を買うお店ですが、最近町から書店がなくなっているのは皆さんお気づきではないでしょうか。そこで重

宝するのがコンビニです。コンビニにはありとあらゆる物があり、また実に多くの種類の雑誌を揃えています。」 

 

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。 

 

 



問 3 手帳について 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：ビジネス キーワード 2：デザイン 

 

【解答例 1】 

「使う人自身で手帳のデザインや使用法をカスタマイス出来る物も人気になってきている様です。」 

 

上記解答例では、「カスタマイス」が誤入力となります。 

 

【修正例 1】 

「使う人自身で手帳のデザインや使用法をカスタマイズ出来る物も人気になってきている様です。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「カスタマイズ」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 2】 

「それに、シールやスタンプなどを使って、手帳を自分の好きなようにアレンジできるアイテムあります。」 

 

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】 

「それに、シールやスタンプなどを使って、手帳を自分の好きなようにアレンジできるアイテムもあります。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「も」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】 

「ビジネスマンの中でも、クライアントとの商談が多い営業マンは、持ち物や身なりで印象が大きく変わるそう

です。品のあるデザインである本革の手帳なら相手から信頼感を与えられ、イメージアップできるでしょう。」 

 

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】 

「ビジネスマンの中でも、クライアントとの商談が多い営業マンは、持ち物や身なりで印象が大きく変わるそう

です。品のあるデザインである本革の手帳なら相手に信頼感を与えられ、イメージアップできるでしょう。」 

 

上記解答例においては、信頼は相手に対して与えるべきところ「相手から与えられる」表現となってしまってお

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 4】 

「最近は手帳アプリもありますが、手で書きこむタイプを好んでいる方もいらっしゃるようです。」 

「一方、書き込む手帳は自分好みのデザインのものを持つことができ、書き込む楽しさを味わうことができます。」 

 

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

 

【修正例 4】 

「最近は手帳アプリもありますが、手で書き込むタイプを好んでいる方もいらっしゃるようです。」 

 

上記修正例では、「書き込む（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 5】 

「可愛いデザイン性を重視したものもあれば、ビジネス用に特化したものがあります。」 

 

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】 

「可愛いデザイン性を重視したものもあれば、ビジネス用に特化したものもあります。」 

 

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。 

 

 

問 4 お墓参りについて 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】 

「墓石を磨き、お花や個人の好物をお供えすると心より感謝の念が湧いてきます。」 

 

上記解答例では、「個人」が誤変換となります。 

 

【修正例 1】 

「墓石を磨き、お花や故人の好物をお供えすると心より感謝の念が湧いてきます。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「故人」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】 

「実は、このお供え物にはそれぞれ供える本当の意味があります。意味を知れば、お墓参りへの価値観が少し変

わるかもしれません。それぞれ順番にご紹介したいと思います。 

お線香には、食べ物や場を清める、という意味があります。 

次に、ろうそくですが、これは故人の道を照らすという意味のあるお品です。 

お花は、その名の通り献花です。 

そして浄水は、場を清めるための水になります。お墓を掃除する時の水とは分けて、きれいなものを用意しまし

ょう。 

最後に食べ物、こちらも文字通り故人が飲んだり食べたりするものです。個人が好きだったものを用意するとよ

り良いでしょう。」 

 

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 3】 

「お盆には帰省される方も多く、普段合わない親戚が集まることもお墓参りの大きな意義であるといえます。」 

 

上記解答例では、「合わない」が誤変換となります。 

 

【修正例 3】 

「お盆には帰省される方も多く、普段会わない親戚が集まることもお墓参りの大きな意義であるといえます。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「会わない」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】 

「またお墓参りの際は、故人が好んでいた、お花やお菓子、お酒などを供えることも、思いを寄せる手段として、

大事なことです。」 

 

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 4】 

「またお墓参りの際は、故人が好んでいたお花やお菓子、お酒などを供えることも思いを寄せる手段として大事

なことです。」 

 

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 5】 

「お墓参りは宗派によって理由は異なるでしょうが、故人に思いを馳せる機会でもあります。」 

「お墓参りは毎年通うのは大変かもしれませんが、ぜひご兄弟などと一緒に手伝ってもらうのが良いかもしれま

せんね。」 

 

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】 

「お墓参りは毎年通うのは大変かもしれませんが、ぜひご兄弟などと一緒に手伝ってもらうのが良いかもしれま

せん。」 

 

上記修正例では「しれませんね」の口語表現を「しれません」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。 

 

 

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 1 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。 

 


