
第８４回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2022 年 9 月 17 日に行われました、第 84 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】 花火大会について 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】花火大会は季節関係なく全国各地で数多く開催されております。 

 

キーワード 1：お祭り 

キーワード 2：夜空 

  

【模範解答 1】272 文字 

夏の風物のひとつである花火大会では、大規模なものですと何万発もの花火が夜空を彩ります。その派手な音と

景観によって大変人気のある花火ですが、その下で恋人との素敵なひとときを過ごした、という方もいらっしゃ

るかもしれません。そのようなロマンのある活気で賑わう花火大会ですが、いっぽう子供たちに喜ばれているの

はお祭りの方かもしれません。こちらも賑やかに、和服で着飾った方々が盆踊りなどを踊ってます。屋台も出て

いて、お菓子やジュースの品々はもちろん、射的や金魚すくいなどの名物もあります。花火大会は一年に一度、

みんなが豪勢になれるイベントかもしれません。 

 

【模範解答 2】297 文字 

夏のイベントといえば、花火大会を思い浮かべるという人が多いのではないでしょうか。コロナ禍以降は、様々

なお祭りが中止になりました。そのため人々にとって、夏を心から楽しめない年が続きました。例えば、子供た

ちにとっては、貴重な幼少期の思い出となったはずだったので、とても残念な思いをしていたことでしょう。 



しかし、今年は再開するイベントも増えてきており、花火大会も開催された地域があったようです。夜空に打ち

上げられる花火を見ながら、改めて当たり前の日常の尊さを感じたという人もいるのではないでしょうか。来年

からは、従来通りに花火大会が開催され、そしてきれいな花火を再び見られることを期待したいものです。 

 

【模範解答 3】250 文字 

夏の風物詩として皆様は何が思い浮かぶでしょうか。海水浴やスイカ割り、キャンプや縁日を楽しみにされてい

る方は多いかもしれません。そんな中で、夏恒例の行事としては花火大会は欠かせないことでしょう。家族でお

祭りに出掛け、夜空に輝く花火を眺めることは夏の醍醐味と言えます。花火大会は全国各地で執り行われ、地域

によっては伝統手法で花火が打ち上げられます。その土地の文化を表す花火はまた違った景色を楽しめることで

しょう。この夏は、様々な地方に巡ってはその土地の花火大会を見物する過ごし方も悪くないかもしれません。 

 

【問.2】カーテンについて 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】カーテンは部屋の印象を変えることができるアイテムなため、選ぶ際はどれにしようか悩む方

も多いのではないでしょうか 

 

キーワード 1：デザイン 

キーワード 2：遮光 

 

【模範解答 1】283 文字  

カーテンを替えると部屋全体の印象がガラリと変わるため、気分転換に最適です。模様替えが趣味の方や、新し

い家に引っ越したばかりの方などは、カーテン選びに心が躍るものです。また近年では、有名キャラクターやブ

ランドとコラボレーションしたカーテンが人気のようです。選ぶ際は、色やデザインを重視しがちですが、遮光、

断熱、防火などの機能性も大事にしたいところです。特にレースのカーテンは、外から透けにくい素材でできて

いる物もあるため、女性の一人暮らしには最適です。季節ごとに、また新しい年を迎えるときなど、こまめにカ

ーテンを付け替えると、テンションが上がって楽しいかもしれません。 

 

【模範解答 2】277 文字 

新居に引っ越した時や部屋の雰囲気を変えたい時に、カーテンを変えてみる方もいるでしょう。カーテンは壁に

占める面積が大きいため、部屋の印象を決めるのに最適なアイテムです。まずどんな雰囲気の部屋にしたいかを

決め、そのイメージに合う色やデザインを決めると良いでしょう。ところで、カーテンには遮光機能があること

をご存じでしょうか。この機能があるカーテンは、太陽の光をカットするため、冷暖房効果が上がります。更に

外からの騒音や部屋からの生活音が外に漏れにくくなる効果もあります。カーテンを選ぶ際は、色やデザインだ

けでなく機能にも注目して選んでみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 3】293 文字 

カーテンは部屋の中の大きな範囲を占めるアイテムです。そのため部屋の印象を大きく左右しますので、選ぶ際

には迷われる方も多いのではないでしょうか。花柄や植物柄などのデザインは部屋を明るくしますし、無地の生



地はシンプルでどのようなインテリアにも合わせやすいでしょう。また夜は真っ暗でないと眠れないという方は

遮光性の高いカーテンを選んでみるのはいかがでしょうか。どうしても迷った場合は風水を取り入れてみるのも

一つの方法かもしれません。ピンクは恋愛運アップ、黄色は金運アップといわれています。窓は気の通り道とい

われていますので、風水を取り入れて運気アップを図ってみるのもよいのではないでしょうか。 

 

【問.3】ハンカチについて 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】普段の生活やビジネスシーンなどで、ハンカチを使用している方は多くいるのではないでしょ

うか。 

 

キーワード 1：プレゼント  

キーワード 2：汗 

 

【模範解答 1】288 文字 

皆さんは、普段ハンカチを使用していますか。普段の生活やビジネスシーンなどで、ハンカチが必要な場面は多

くないでしょうか。トイレで手を洗ったり、暑い日に汗を拭いたりといった日常的な場面において、ハンカチは

必要となります。そのため、ハンカチをお誕生日などの記念日のプレゼントとして渡すと、相手から喜ばれやす

いです。ただしハンカチには実用的な側面がある一方、ファッションの側面もあるため、プレゼントとして渡す

際にはデザインも考慮した方が良いです。シンプルで大人っぽいデザインのものもあれば、アニメのキャラクタ

ーを描いた可愛らしいものもあります。相手の好むデザインのものを選びましょう。 

 

【模範解答 2】279 文字 

ちょっとしたプレゼントに、ハンカチを選んだことがある方は多いのではないでしょうか。値段は手ごろで種類

も多いため、プレゼントにしやすいのでしょう。最近は、フェイスタオルより小さいサイズの、タオルハンカチ

も多く販売されています。普通のハンカチよりも汗の吸収が良く、アイロンがけが不要なのもうれしい点です。

また、もらった側もお菓子のような賞味期限を気にするものよりうれしいとの声もあります。プレゼントにいた

だいた新しいハンカチは、ハレの日など大事な時まで取っておくのも良いかもしれません。このような点から、

これからもハンカチを贈りあう文化は続いていくことでしょう。 

  

【模範解答 3】269 文字  

手洗いが頻繁になった今、必ずハンカチを持ち歩くのが当たり前の時代になりました。手洗いの際だけではなく、

汗を拭くこともできますし、社会人の身だしなみとしてハンカチを一つ持っていると安心です。また、ハンカチ

は誰もが毎日使用するため、贈り物として相手に渡す方も多いでしょう。プレゼントとしてのハンカチは「別れ」

を意味すると言われているため、餞別にも良さそうです。最近では、人気ブランドのハンカチが注目を集めてお

り、安価な物から高価な物まであります。プレゼント選びに迷ったら、相手のイメージに合ったお洒落なハンカ

チを選んでみてはいかがでしょうか。 

 

【問.4】報告、連絡、相談の重要性について 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】報告、連絡、相談は特に仕事を円滑に進めていく上で、徹底することが重要と言われています。  

 

【模範解答 1】374 文字 

どんな仕事を進めていく上でも、報告、連絡、相談は必要不可欠なものだといえます。まず取り掛かる時、取り

組んでいる途中で迷いが生じた時、疑問点が浮かび上がった時など、報告、連絡、相談をする機会は数え切れな

いほどあります。そして報告、連絡、相談をすることは仕事を円滑に進めていくだけでなく、信頼関係の構築の

第一歩だといえます。かしこまったものだけでなく、挨拶や日常の会話に取り入れても良いでしょう。自然と日

常会話に取り入れることによって、思いもよらない解決策やヒントが見つかるかもしれません。また報告、連絡、

相談をされる側の立場になっても、相手がしやすい環境を整えることが大切です。仕事に追われていつもしかめ

面ばかりしていたら、報告、連絡、相談以前に挨拶すらしてもらえない可能性があります。精神的にも肉体的に

も充分に余裕を持って仕事に臨むことが大切です。 

 

【模範解答 2】325 文字 

会社や学校で、ホウレンソウは重要だと習ったことがある方も多いのではないでしょうか。ホウレンソウといっ

ても食べ物のことではありません。報告、連絡、相談の頭文字をとったもので、仕事や行事などをスムーズに行

うために必要不可欠なこととされています。会社の業務でミスをしてしまった際に、怒られるのが怖くて上司に

相談せず隠してしまう方もいます。しかし、ミスをした初期段階で上司に報告していれば対処できたことも、時

間が経った後では取り返しが付かなくなることもあります。解雇や損害賠償請求といった大ごとになるケースも

あるのです。会社内だけでなく、取引先にも迷惑がかかってしまうこともあるので、何かミスをした際は早急に

報告、連絡、相談をすることが重要といえるでしょう。 

 

【模範解答 3】351 文字 

新入社員の頃、報告、連絡、相談という言葉から教わったという方は多いでしょう。略してホウレンソウと呼ば

れ、社会人の基本といわれています。会社という大人数で働くときはもちろん、フリーランス等一人で活動して

いる方にも報告、連絡、相談は非常に重要です。なぜならフリーランスの場合オフィスに出勤し、仲間と会話を

しながら仕事を進めるわけではないからです。大抵の方が自宅等で一人で仕事をされていることでしょう。必然

とコミュニケーションは少なくなり、細かいことの確認が怠りがちになることもある場合があります。特にベテ

ランになると注意が必要です。基本に立ち返り、報告、連絡、相談を繰り返すことで仕事の成果は上がり、評価

も上がることでしょう。このように迷ったときは基本に立ち返ることが、自己の成長にもつながることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 84 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 84 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 花火大会について 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：お祭り キーワード 2：夜空 

 

【解答例 1】 

「なぜなら、会場に行くまでの交通渋滞や駐車場確保に苦労するため、事前の情報収集やシミュレーションが必

要なのです。」 

 

上記解答例は、副詞の係り受けに誤りがあります。 

 

【修正例 1】 

「なぜなら、会場に行くまでの交通渋滞や駐車場確保に苦労するため、事前の情報収集やシミュレーションが必

要だからです。」 

 

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、「必要だからです」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 2】 



「花火大会は、夏の風物詩といわれる代表的なお祭りといわれており、多くは一級河川や海岸、湖畔などで開催

されています。」 

 

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 2】 

「花火大会は、夏の風物詩といわれるお祭りの代表的なもので、多くは一級河川や海岸、湖畔などで開催されて

います。」 

 

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。 

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 3】 

「開催場所では様々な企画がさせており、多くはお祭りのイベント行事が行われています。」 

 

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 3】 

「開催場所では様々な企画が催されており、多くはお祭りのイベント行事が行われています。」 

 

上記解答例においては、主語である企画は行われるものですが、「させており」では企画が実施を指示するような

表現となってしまいます。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】 

「2019 年ごろから新型コロナウィルス感染症により、花火大会を含む多くのお祭りが開催を自粛するようにな

りました。人が集まって花火を鑑賞する、という場は、世界中、どこにもなくなってしまいました。」 

 

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】 

「2019 年ごろから新型コロナウィルス感染症により、花火大会を含む多くのお祭りが開催を自粛するようにな

りました。そのため人が集まって花火を鑑賞する、という場は、世界中、どこにもなくなってしまいました。」 

 

上記修正例では、接続詞「そのため」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】 

「２０２２年の夏頃からは花火大会を開催されるようになり、各都道府県で活気が戻り盛り上がっていました。」 

 

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】 

「２０２２年の夏頃からは花火大会が開催されるようになり、各都道府県で活気が戻り盛り上がっていました。」 

 

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 2 カーテンについて 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：デザイン キーワード 2：遮光 

 

【解答例 1】 

「カーテンは布の質感や色、柄、長さなどデザインの大変バリエーションも多く」 

 

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】 

「カーテンは布の質感や色、柄、長さなどデザインに大変バリエーションも多く」 

 

上記解答例においては、「デザイン」と「大変バリエーションも多く」が適切に繋がらない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助詞を修正しました。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】 

「カーテンを選ぶ際はどのような点を意識して選んでいるでしょうか。デザイン性でしょうか。それとも機能性

でしょうか。カーテンの色や材質によって、部屋の印象が大きく変わるので選ぶ際には充分注意して選んでいき

たいですね。」 

 

上記解答例は、短い文が連続した表現となっております。また口語表現と文語表現が混在する文章です。 

 

【修正例 2】 

「カーテンを選ぶ際に意識しているのは、デザイン性や機能性でしょうか。カーテンの色や材質によって、部屋

の印象が大きく変わるので選ぶ際には充分注意して選んでいきたいものです。」 



 

上記修正例では文意を鑑みながら、3 つの短文を 1 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。また「選んでいきたいですね」の口語表現を「選んでいきたいものです」

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。 

 

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

【解答例 3】 

「カーテンは部屋の印象を変えられるものなので、様々なデザインがあるので選ぶのが大変です。」 

 

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】 

「カーテンは部屋の印象を変えられるものですが、様々なデザインがあるので選ぶのが大変です。」 

 

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。 

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 4】 

「しばらくカーテン変えたことがないという方は、」 

 

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 4】 

「しばらくカーテンを変えたことがないという方は、」 

 

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 5】 

「遮光が目的ですが、若い方などはデザイン重視で選ばれる方も多くみられます。」 

 

上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 5】 

「遮光が目的のカーテンですが、若い方などはデザイン重視で選ばれる方も多くみられます。」 



 

上記修正例では、「～のカーテン」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。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。 

 

 

問 3 ハンカチについて 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：汗 

 

【解答例 1】 

「気になる方は足を運んでいるのもいいかもしれません。」 

 

上記解答例では、「運んでいる」が誤入力となります。 

 

【修正例 1】 

「気になる方は足を運んでみるのもいいかもしれません。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「運んでみる」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 2】 

「外出時の必需品であるハンカチは、機能性はもちろん、持っていて気分があがるお気に入りの物を使いたいで

す。デザインで選ぶなら、華やかな花柄や、刺しゅう入りのハンカチ、プリント柄など沢山の種類がありますの

で、好みに合ったものを選びましょう。」 

 

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

 

【修正例 2】 

「外出時の必需品であるハンカチは、機能性はもちろん、持っていて気分があがるお気に入りのものを使いたい

です。デザインで選ぶなら、華やかな花柄や、刺しゅう入りのハンカチ、プリント柄など沢山の種類があります

ので、好みに合ったものを選びましょう。」 

 

上記修正例では、「もの（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 3】 

「ハンカチは日常的に使用されるもののため、触った際の感覚や吸水性を考慮することも重要です。手洗い後に

手を拭くのに使ったり、夏場には汗を拭きとったりするため、吸水性は重要です。」 



 

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】 

「ハンカチは日常的に使用されるもののため、触った際の感覚や吸水性を考慮することも重要です。特に手洗い

後に手を拭くのに使ったり、夏場には汗を拭きとったりするため、吸水性は重要です。」 

 

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 4】 

「最近では、コロナウイルスによってドライタオルが使用できないお店も見かけるようになりました。まさに、

必須のアイテムです。また、プレゼントとしても喜ばれる手軽な物でもあります。」 

 

上記解答例は、短い文が連続した表現となっており、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 4】 

「最近では、コロナウイルスによってドライタオルが使用できないお店も見かけるようになりました。まさに、

ハンカチは必須のアイテムであり、またプレゼントとしても喜ばれる手軽な物でもあります。」 

 

上記修正例では文意を鑑みながら、2 つの短文を 1 文にまとめました。また「ハンカチは」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。 

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 5】 

「デザインもキャラクターデザインのかわいらしいものから、大人っぽいシックなものまで豊富にあるので、年

齢や性別など相手を選ばない、贈り物としては非常に優秀だといえます。」 

 

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 5】 

「デザインもキャラクターデザインのかわいらしいものから、大人っぽいシックなものまで豊富にあるので、年

齢や性別など相手を選ばない贈り物としては、非常に優秀だといえます。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて適切な場所に読点を変更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。 



 

 

問 4 報告、連絡、相談の重要性について 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】 

「実は食べ物のかけらが気道に入っていて肺炎につながってしまった。」 

「業務に没頭しているときはコミュニケーションを忘れてしまいがちですが、いつも念頭に置いておく必要があ

ります。」 

 

上記解答例では１つの文章の中に「つながってしまった」「必要があります」のように異なる文末表現が混在して

います。 

 

【修正例 1】 

「実は食べ物のかけらが気道に入っていて肺炎につながってしまいました。」 

 

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 2】 

「それぞれの役割は以下の通りです。 

【報告】 

上司からの指令に対して、部下が結果や経過を知らせる事。 

【連絡】 

情報を関係者に知らせる事。そこには発信者の憶測や意見は入らず、事実を伝えます。 

【相談】 

判断に迷う時や意見を聞きたい時など、上司や同僚にアドバイスをもらう事。」 

 

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】 

「しかし、報告や連絡、相談を定期的に上司や同僚に行うことで、作業が効率化し、未然にミスを防ぐことがで

きます。」 

 

上記解答例では、1 文に助詞である「に」が多用された文章です。 



 

【修正例 3】 

「しかし、報告や連絡、相談を定期的に上司や同僚へと行うことで、作業が効率化し、未然にミスを防ぐことが

できます。」 

 

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 4】 

「特に相談ができていると、新たな発見があったり、そこから次のビジネスチャンスを閃く可能性もあります。」 

 

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。 

 

【修正例 4】 

「特に相談ができていると、新たな発見をしたり、そこから次のビジネスチャンスが閃いたりする可能性もあり

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 5】 

「報告を行うことで、上司など職場の責任者にも状況を把握しておくことが重要であり、その為にも、報告連絡

相談が大切です。」 

 

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】 

「報告を行うことで、上司など職場の責任者にも状況を把握してもらうことが重要であり、その為にも、報告連

絡相談が大切です。」 

 

上記解答例においては、上司など職場の責任者は「報告される」形となります。ですので状況を「把握する」の

ではなく「把握してもらう」方がより相応しい表現となります。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。 

 

 



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。 

 


