
第８６回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2022 年 11 月 19 日に行われました、第 86 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】 クレジットカードについて 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】外出先の様々なシーンでクレジットカードを利用し、お会計をされる方は多いことでしょう。 

 

キーワード 1：買い物 

キーワード 2：ポイント 

  

【模範解答 1】299 文字 

クレジットカードを所持しているという方は、年々増加の傾向にあります。使用方法として、まず買い物で現金

代わりに支払いが出来ます。小銭で財布が重くなることがなくなり、急に大きな買い物をしなければならなくな

った時に役立ちます。また多くのクレジットカードは、支払いをするとポイントが貯まるシステムになっていま

す。貯めたポイントは料金として使用することが可能なので、お得に買い物が出来ます。一方クレジットカード

は悪用されるのが怖いという方もいらっしゃるでしょう。しかし現在は悪用に対する保険が付いている物がほと

んどです。使用しすぎることにさえ注意すれば、クレジットカードでの買い物はお得になるのでお勧めです。 

 

【模範解答 2】281 文字 

買い物の際にクレジットカードで支払いを済ませる方も多いのではないでしょうか。現金に比べ、クレジットカ

ードにはいくつかのメリットがあります。1 つはクレジットカードで支払いをすることによってポイントが貯ま

ることです。クレジットカードによってポイント獲得比率や特典が変わってくるため、どのカードを使えば良い



か迷った場合はインターネットの比較サイトなどを利用すると良いでしょう。もう 1 つ挙げるとすれば、安全面

です。例えば、高額な買い物をする際は現金を持ち歩くよりクレジットカードでの支払いの方が安心です。この

ようにとても便利なクレジットカードを賢く活用していきましょう。 

 

【模範解答 3】255 文字 

クレジットカードは、会計時に現金の代わりに利用できる便利なカードです。お店での買い物やネットショッピ

ングの際など、様々な場面で利用することができます。またクレジットカードのメリットは、現金を持ち歩かな

くても買い物ができたり、ポイントを貯めて支払いに充てたりできることです。カード一枚で買い物ができ、支

払い時にポイントまで付いてくるので上手く使うことでお得に買い物ができます。一方、注意点は現金で支払わ

ないため、つい使いすぎてしまうことです。利用時は残高を随時確認して、毎月の上限利用額を把握することが

大事です。 

 

【問.2】Web 会議について 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】コロナ禍になり、Web 会議を導入している企業が増えているようです。 

 

キーワード 1：自宅 

キーワード 2：業務効率 

 

【模範解答 1】292 文字  

最近では Web 会議という言葉も世間にかなり浸透しました。Web 会議とはお互いが自宅など別の場所にいなが

らも、インターネットを介した PC などの画面上で会話をして打合せができるものです。外出自粛を余儀なくさ

れたコロナ禍においては、なくてはならない重要なツールとなりました。また Web 会議には業務効率があがる

というメリットもあります。例えば、これまでは東京支社勤務の会社員が大阪支社で開催される会議に出席する

際には、新幹線に乗車して半日かけて現地までいかなければなりませんでした。しかし Web 会議で行えば移動

時間が不要になり他の業務ができます。コロナ禍が過去のものとなっても Web 会議は日常のものになりそうで

す。 

 

【模範解答 2】273 文字 

コロナ禍で急速に普及したもののひとつに、Web 会議があげられます。パソコンやスマートフォンなどの端末と

ネット環境さえあれば、オフィスにいても、自宅からでも、外出中でも、会議へ参加できるようになりました。 

また人と人との接触を極力減らすことで感染リスクを下げたり、移動の手間が省けたりと業務効率の向上に役立

っています。こうした背景から、ワーケーションや地方移住など、新しい生活スタイルも広がりつつあります。

Web 会議は業務をオンライン化する方法のひとつとして、多くの企業で活用されていますが、今後もオンライン

で完結できる業務はさらに発展していくことでしょう。 

 

【模範解答 3】259 文字 

新型コロナウイルスが流行し、在宅勤務を導入された企業も多いのではないでしょうか。その流れで、Web 会議



を行う機会も増えたようです。Web 会議は、自宅やワークスペース等から参加できるため、同じ場所に集まるよ

りも、感染のリスクを大いに減らすことができます。また、会議室等を予約する手間も省けるため、会議前の準

備の負担を減らせることもメリットでしょう。このように非常に便利なツールですが、Web 会議を行う上では、

会議の終了時間を設けることが重要です。ダラダラと過ごさずに、時間内にきっちり話し合うことで、業務効率

を上げることができます。 

 

【問.3】中古品について 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】家電や家具などの中古品を、売りに出した経験がある方は多いのではないでしょうか。 

 

キーワード 1：ネット 

キーワード 2：価格 

 

【模範解答 1】264 文字 

中古品の売買は、かつては古道具屋や古書店に持ち込んで行うしかありませんでした。いちいち店舗に持ち込む

のが面倒で、使えるものでも捨ててしまう方も多かったのではないでしょうか。しかし、最近ではネットオーク

ションやフリマアプリといった、ネットによる中古品取引の普及が進んでいます。現物を実店舗へ持っていく手

間がなく、アプリ上での操作だけで作業が完結するので、中古品の取引はとても気軽に行えるようになりました。 

また、価格面でもネットオークションなら一攫千金も夢ではなく、ネットによって中古品の取引は以前より魅力

が増したといえるでしょう。 

 

【模範解答 2】276 文字 

中古品といえば、店舗で売買を行う専門業者や、フリーマーケットを思い浮かべる方が多いのではないでしょう

か。捨てるに捨てられない服、子供が遊んだおもちゃなどを持ち寄ってバザーに参加したという経験をお持ちの

方もいらっしゃるでしょう。しかし今、中古品の売買といえば、ネットを通して行われることが主流です。誰で

も売り手として出品できますし、また、誰でも買い手として参加することができ、価格は自由です。売り手が提

示した価格で買うのでも結構ですし、価格の交渉を行うのも構いません。興味がある方は、買い手としてだけで

なく一度売り手として参加してみてはいかがでしょうか。 

  

【模範解答 3】288 文字  

自宅で不要になったものを、中古品として販売したことがある方が多いのではないでしょうか。中古品の販売方

法には、中古品買い取り店舗に持ち込む方法や、フリーマーケットに出店する方法などがありますが、おすすめ

はインターネットのサービスを利用した販売方法です。インターネット上で商品の写真や詳細情報を掲載し、購

入希望者を募ることができます。価格も自分で設定でき、時には購入希望者からの価格交渉などを受けながら販

売することもあります。自宅にいながら、中古品などを販売することができ、気軽に利用できるサービスです。

自宅の中古品の行き場に困っている方は、一度利用されてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.4】お正月の楽しみについて 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】まもなく迎えるお正月を、楽しみにしている方は多いのではないでしょうか。  

 

【模範解答 1】390 文字 

今年もあと 1 か月余りで終わるため、お正月のご予定を考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。お

正月といえば実家に帰省したり、旅行へ行ったり、どこかへお出かけされるパターンと、家で好きなことをして

過ごすパターンがあります。実家に帰省すると家族は喜んでくれるでしょうし、新年を旅行地で過ごすのも刺激

や癒しになって良いでしょう。またお出かけされなくとも、お正月は家でゲームやお酒を楽しむといった過ごし

方も、1 年間がんばった自分へのご褒美として有意義に感じられるでしょう。他にも、お正月といえば初詣へ行

く方が多いのではないでしょうか。旧年の感謝を捧げ、新年が良い年になるよう神様に挨拶をすると、気持ちも

清々しくなることでしょう。お正月は様々な過ごし方があるため、どのように楽しむか、今から考えてみてはい

かがでしょうか。楽しみができると、普段の生活に張り合いが生まれるかもしれません。 

 

【模範解答 2】369 文字 

12 月から 1 月にかけては、クリスマスとお正月のイベントが続くことから、この時期を楽しみにしている方も

多いのではないでしょうか。日本では、クリスマスが過ぎると今度は慌ただしくお正月の準備が始まります。そ

して大掃除が済み、鏡餅や門松などの設置も一段落すると、親戚一同が集まります。おせち料理とお酒が振舞わ

れ、餅つきなどをするご家庭もあり、皆で新年の喜びを分かち合うのが古き良き日本の光景です。また、大晦日

から元旦にかけては初詣に出掛け、神様への旧年のお礼と新年の願いをすることが恒例行事という方もいます。 

ただ、子供から見たお正月の楽しみといえば、やはりお年玉ではないでしょうか。お年玉をすぐ使う子供もいた

り、大事に貯金する子供もいたりとさまざまですが、お年玉がもらえる年齢は限られていますので、子供の特権

として、その時期を大いに楽しみましょう。 

 

【模範解答 3】342 文字 

年末の決算や大掃除など、猫の手も借りたいほど忙しい師走を乗り越えると、楽しいお正月がやってきます。普

段離れて暮らすお子様、お孫様に会えることが楽しみだけど、おせち料理の準備やお年玉の準備で大変という方

もいるかもしれません。お正月は、実家に帰省、家族や友人との旅行、初詣など外出の予定を立てる方もいれば、

はたまた寝正月ということで、こたつでのんびりするなどさまざまな過ごし方があるでしょう。またクリスマス

からお正月にかけては、芸能人のライブやテレビの特番、コミケなど、特に大規模なエンタメイベントも多く、

華やかなシーズンです。昔から、もういくつ寝るとお正月といわれるように、内容はそのときの時代背景で変わ

っても、もうすぐお正月を迎えるワクワクした気持ちは今も昔も同じではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 86 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 86 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 クレジットカードについて 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：買い物 キーワード 2：ポイント 

 

【解答例 1】 

「ネットショッピングに欠かせないのがクレジットカードです。代引き手数料もかからず、銀行に振り込みに行

く手間もいりません。」 

 

上記解答例は、主語が不明確となっております。 

 

【修正例 1】 

「ネットショッピングに欠かせないのがクレジットカードです。クレジットカードなら代引き手数料もかからず、

銀行に振り込みに行く手間もいりません。」 

 

上記修正例では、「クレジットカードなら」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。 

 

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

【解答例 2】 

「まず第一に買い物をした時の支払いがスムーズになる点です。」 

 



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 2】 

「第一に買い物をした時の支払いがスムーズになる点です。」 

 

「まず」と「第一」はともに「始め」を意味しており、「まず第一に」という表現では「始め」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 3】 

「お財布に札束や小銭などの現金を入れずに買い物へ出かけられるクレジットカードはとても便利です。」 

 

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 3】 

「お財布に札束や小銭などの現金を入れずに買い物へ出かけられるクレジットカードは、とても便利です。」 

 

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。 

 

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

【解答例 4】 

「なぜなら手持ちがどうしても足りない際にクレジットカードがあればその場での支払いは済みますし、なによ

りその日いくら使うかわからない大金を持ち歩くのは防犯のことも考えるとあまり良いとは言えません。」 

 

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】 

「なぜなら手持ちがどうしても足りない際にクレジットカードがあればその場での支払いは済みますし、なによ

りその日いくら使うかわからない大金を持ち歩くのは防犯のことも考えるとあまり良いとは言えないからです。」 

 

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、「言えないからです」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】 



「日本政府はクレジットカード決済を進めるためにクレジットカードで買い物をするとポイント付与という形

で」 

 

上記解答例では、「進める」が誤変換となります。 

 

【修正例 5】 

「日本政府はクレジットカード決済を勧めるためにクレジットカードで買い物をするとポイント付与という形

で」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「勧める」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  Web 会議について 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：自宅 キーワード 2：業務効率 

 

【解答例 1】 

「Web 会議のメリットは、以下のようなことが挙げられます。 

 

・移動にかかる時間やコストを圧縮出来る 

・雑談が減り、会議時間が短縮出来る 

・場所を選ばず、どこからでも参加が出来る」 

 

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 2】 

「打ち合わせや会議は、会社ではなく、Web 上で出来るようになりました。」 

「難点は、通信状況だったり、家の中に集中できる場所を作ったりしなければならないことです。」 

 

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

 

【修正例 2】 

「打ち合わせや会議は、会社ではなく、Web 上でできるようになりました。」 

 

上記修正例では、「できる（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。 

 

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

【解答例 3】 

「これからも業務効率を上げるために、Web 会議はこれからも増えていくでしょう。」 

 

上記解答例は、1 文中に同様の表現を繰り返してしまっております。 

 

【修正例 3】 

「これからも業務効率を上げるために、Web 会議は増えていくでしょう。」 

 

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】 

「コロナウイルスによる緊急事態宣言で、Web 会議の利便性き気付いた企業は多いでしょう。」 

 

上記解答例では、「利便性き」が誤入力となります。 

 

【修正例 4】 

「コロナウイルスによる緊急事態宣言で、Web 会議の利便性に気付いた企業は多いでしょう。」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「利便性に」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 5】 

「また、会社としても社員を会議にさせるための旅費の節約や、」 

 

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】 

「また、会社としても社員を会議に参加させるための旅費の節約や、」 

 

上記解答例においては、社員には会議に「参加」させることを表現しております。しかし文中には参加の表現が

見受けられないため、上記修正例において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。 



 

 

問 3 中古品について 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：ネット キーワード 2：価格 

 

【解答例 1】 

「価格と状態が釣り合わないと感じれば、出品者に交渉することを考えてみましょう。少しでもお得に狙いの品

物を手に入れたいですね。」 

 

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 1】 

「価格と状態が釣り合わないと感じれば、出品者に交渉することを考えてみましょう。少しでもお得に狙いの品

物を手に入れたいものです。」 

 

上記修正例では「手に入れたいですね」の口語表現を「手に入れたいものです」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 2】 

「いくつかのネットショッピングサイトで中古品を簡単に手に入れる事ができます。例えば Amazon は、中古本

が主体となっています。中古品だと新品より安く手に入ります。」 

 

上記解答例は、短い文が連続した表現となっております。 

 

【修正例 2】 

「いくつかのネットショッピングサイトで中古品を簡単に手に入れる事ができます。例えば Amazon は、中古本

が主体となっていて、中古品だと新品より安く手に入ります。」 

 

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 3】 

「オークションサイトには珍しいものや掘り出し物も出品されているので」 

 

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

 

【修正例 3】 



「オークションサイトには珍しい物や掘り出し物も出品されているので」 

 

上記修正例では、「物（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】 

「今では配送会社や郵便局はもちろん、コンビニは駅にある専用ロッカーから手軽に発送することもできます。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 4】 

「今では配送会社や郵便局はもちろん、コンビニや駅にある専用ロッカーから手軽に発送することもできます。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて助詞を修正し、文脈を整えました。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 5】 

「中古品をただの廃棄物ではなく、より良い処分方法を考えることは環境破壊の抑止に繋がります。」 

 

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 5】 

「中古品をただの廃棄物にするのではなく、より良い処分方法を考えることは環境破壊の抑止に繋がります。」 

 

上記解答例においては、中古品をどのように扱うのかを表す文脈となっております。そのため上記修正例では、

文意を鑑みて中古品を廃棄物に「する」という表現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。 

 

 

問 4 お正月の楽しみについて 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】 

「一人でいることが楽しかったり幸せに感じる人もいてそれぞれ違いますが、正月ではそんな人も色々な人に会

いたいなと感じる日ではないでしょうか。」 

 



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 1】 

「一人でいることが楽しかったり幸せに感じたりする人もいてそれぞれ違いますが、正月ではそんな人も色々な

人に会いたいなと感じる日ではないでしょうか。」 

 

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】 

「大人になってその楽しみだった御馳走を作る側になってつくづく大変だ、と思うこの頃です。我が家でのお正

月は元旦に初日の出を拝み、その足で初詣に家族で行きます。」 

 

上記解答例は 「作る側になってつくづく大変だ、と思うこの頃です。」「我が家でのお正月は」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 3】 

「近年では毎年餅つきをするという方は少なくなってしまいましたが、田舎に行くと未だ杵と臼で餅つきをされ

る家庭があります。」 

 

上記解答例では、1 文に助詞である「と」が多用された文章です。 

 

【修正例 3】 

「近年では毎年餅つきをするという方は少なくなってしまいましたが、田舎に行けば未だ杵と臼で餅つきをされ

る家庭があります。」 

 

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】 

「足の延ばせる温泉に浸かれば、からだも安らぎます。」 

 

上記解答例では、「延ばせる」が誤変換となります。 



 

【修正例 4】 

「足の伸ばせる温泉に浸かれば、からだも安らぎます。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「伸ばせる」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】 

「一番の楽しみは、普段は離れて暮らす親子や兄弟、多くの親戚がそれこそ一年ぶりに集まって顔を合わせる、

そんな機会だからということにあるのではないでしょうか。みなが元気でいることを確認できる、し合えるとい

うことも、お正月の楽しみであるといえるのではないでしょうか。」 

 

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 5】 

「一番の楽しみは、普段は離れて暮らす親子や兄弟、多くの親戚がそれこそ一年ぶりに集まって顔を合わせる、

そんな機会だからということにあるのではないでしょうか。そしてみなが元気でいることを確認できる、し合え

るということも、お正月の楽しみであるといえるのではないでしょうか。」 

 

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。 

 

 

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。 


