
第８９回本試験ライティング問題 模範解答例 

 

2023 年 2 月 18 日に行われました、第 89 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】 切手について 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】誰かに手紙やはがきを送る際に、切手が必要となるケースは多くあることでしょう。 

 

キーワード 1：デザイン 

キーワード 2：種類 

 

【模範解答 1】254 文字 

切手は、はがきや封筒に貼って送るだけのものという認識の方が多いのではないでしょうか。しかし、調べてみ

ると切手は奥が深いものです。まず 50 円や 84 円など価格によっていくつかの種類があります。また、デザイン

も豊富で、例えば郵便局やコンビニエンスストアなどで売られているものは花や鳥の絵柄が一般的です。特別な

ものだと、開通の周年を記念した電車の絵柄や、催し物や式典にちなんだ絵柄を描いた切手もあります。特別な

切手は希少価値が高くそのマニアの方もいるほどです。あなたも切手の奥深さや面白さを知ってみてはいかがで

しょうか。 

 

【模範解答 2】297 文字 

切手は、親しい友人や離れて暮らしている家族に手紙やはがきを出すために必要不可欠なアイテムです。必要な

ときにすぐ使えるように買い置きしている方も多くいるのではないでしょうか。また近年では、さまざまなデザ

インや種類の切手が売られており、どれにしようか迷ってしまうかもしれません。例えば、国のイベントのとき



に発行される記念切手や、地域限定で発行されるご当地フレーム切手などが挙げられます。一方で切手の選び方

には守らなければいけないマナーがあります。例えば、弔辞の手紙を書く際には派手なデザインの切手は避ける

ようにすることが大切です。マナーを守りながら、送る相手が喜んでくれる切手を選んでみてください。 

 

【模範解答 3】258 文字 

郵便局に切手を買いに行ったことがある方も多いのではないでしょうか。今ではコンビニエンスストアでも切手

は売られていますが、郵便局でしか買えない切手もあります。またコレクションとして収集している方もいるほ

ど、切手には沢山のデザインや種類があります。中でも記念や限定で販売される切手は人気も高く、すぐに売り

切れてしまう物も多いようです。しかし、郵便料金は近年徐々に値上がりをしているので、数年前に買っておい

た切手をいざ使おうとして、金額が足りなくなってしまうこともあります。使う際には、金額の確認をするなど

注意が必要です。 

 

【問.2】節分について 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】多くの方々に親しまれている節分は、日本に古くからある伝統行事の 1 つと言われています。 

 

キーワード 1：豆まき 

キーワード 2：鬼 

 

【模範解答 1】300 文字  

豆まきをして鬼を退治する節分は、2 月３日というイメージが強い人が多いのではないでしょうか。実は節分の

日にちは固定ではありません。また、もともと節分という言葉には、立春、立夏、立秋、立冬の前日のすべてを

指しているといわれています。そしてその歴史は古く、続日本書紀に疫鬼払いとしての記述があるともいわれて

います。そのため邪気を払い、無病息災を願うものとして、古くから日本人に親しまれてきている行事の一つと

いえます。地域や家庭によって豆まきの掛け声が異なっていたり、恵方巻などの食べ物も異なっていたりするよ

うです。形式にとらわれすぎず、家族そろって元気に楽しく節分を過ごすことが、一番良いのかもしれません。 

 

【模範解答 2】258 文字 

節分は、日本に古くからある伝統行事のひとつと言えます。主に 2 月 3 日に行われる節分は、豆まきをして鬼を

追い払い、福がやってくるよう願うものです。この日のために、鬼の格好を準備している家庭も少なくないこと

でしょう。鬼と聞くと怖いお面をイメージしがちですが、最近では、若い人にも人気のお店で可愛らしい鬼のコ

スプレなども買えるようになりました。大人用だけではなく、子供が着られる可愛らしい鬼のコスプレも安く買

えるので、節分も我が子の可愛い姿を楽しみながら過ごすことができます。節分を通して、楽しみながら福をよ

びこみましょう。 

 

【模範解答 3】275 文字 

日本では主に 2 月 3 日が節分とされています。節分では、炒った大豆を部屋や玄関などにまくことが一般的とさ

れています。ですが、各地では豆まきに大豆を使わない地域もあり、新潟県や福島県、北海道などは落花生を使



うところもあるようです。また、豆まきの用法はさまざまですが、鬼は深夜にやってくるとされているため夜 8

時から 10 時くらいの間が適しています。そして、鬼は外と言いながら玄関、窓、戸口などに下手投げのように

豆をまきます。次に、福は内と言いながら部屋の中にも豆をまきます。豆まきは邪気を払うとされているため、

みなさんも節分に豆まきをしてみてはいかがでしょうか。 

 

【問.3】蕎麦（そば）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】大切な行事やお祭り時の縁起物として、蕎麦を食べたことがある方は多いのではないでしょう

か。 

 

キーワード 1：立ち食い 

キーワード 2：天ぷら 

 

【模範解答 1】276 文字 

年末に食べる蕎麦は、大切な年の最後を締めくくる重要な行事の一つではないでしょうか。蕎麦の上に天ぷらや

ねぎなど自分の好みにあわせて食べられるのが特徴です。また、蕎麦やうどんを食べる際に気軽に立ち寄れるお

店が立ち食い蕎麦ではないでしょうか。蕎麦は健康にもよいとされているため、好んで食べられる方も多いよう

です。最近では、蕎麦茶なども販売されており、蕎麦を口にする機会が多いでしょう。そして、蕎麦は口当たり

もよく、絶妙な食感に満足する方も多いことでしょう。地域によって蕎麦の食べ方も変わってきますので、機会

があれば気になる蕎麦を食べてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】300 文字 

ビタミンや食物繊維が豊富に含まれている蕎麦は、健康にいい食べ物だと言われています。また、シンプルな味

付けでさっと食べられることから、忙しいサラリーマンに人気の食べ物でもあります。例えば駅の中には立ち食

い蕎麦のお店があり、電車を待つ間に素早く食事を済ませることができます。さらに街中にも蕎麦を提供するお

店は多く、回転率が高いのですぐに食事をすることができます。そして蕎麦はトッピングの種類が多く、毎日飽

きずに食べることができます。特に人気のトッピングは天ぷらで、かき揚げやちくわの天ぷらが好まれています。

また、エビやイカの天ぷらで贅沢感を味わうこともできますので、皆様も気軽に蕎麦を食べてみてください。 

  

【模範解答 3】297 文字  

蕎麦は、私たち日本人にとても親しまれている食材で、和食店で取り扱っているお店も多くあります。また敷居

の高い料亭だけでなく、気軽に入ることの出来る和定食屋さんでも数多く提供されています。最近は、そのよう

なお店の他に、立ち食いが出来る蕎麦のお店も増えているそうです。なぜなら、仕事で忙しいサラリーマン等が

手軽に利用出来ること、そして、何より安価で美味しいお蕎麦が食べられるからです。さらに立って食べるので、

室内のスペースもそこまで必要ない分、天ぷらやとろろ等、自分の好きなトッピングを入れても安い値段で食べ

ることが出来ます。そんなお店に行ったことのない方は、ぜひ一度行かれてみてはいかがでしょうか。 

 

 



【問.4】雪について 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】雪の降り方には、牡丹雪や粉雪など様々な表現方法があります。 

 

【模範解答 1】349 文字 

雪が降ると寒さが一段と増したような気持ちになる方も多いのではないでしょうか。子供の頃は雪が降るとあれ

だけ嬉しい気持ちになっていても、大人になるとその気持ちは変わってきます。例えば、洗濯物が乾かないこと

や出掛ける際の心配事も増えるなどが挙げられます。たまには子供の気持ちに戻って、違う視点から雪の降る楽

しさを味わってみてはどうでしょうか。また東北や北海道など雪の多い地域では雪との生活が欠かせない状況で

す。そのような場合、普段から知恵を使って雪国の生活を過ごしているのではないでしょうか。家の作り方も雪

が降った場合の対策が練られています。例えば、玄関前に一つの仕切りを作って、雪が降り積もっても出られる

ように工夫されています。この季節だからこそ、雪と身近に付き合うことを考えてみてはいかがでしょうか。 

 

【模範解答 2】400 文字 

冬でも比較的暖かい場所に住む方は、雪が降るとわくわくすることがあるのではないでしょうか。ちらちらと降

る雪は幻想的で珍しくもあり、見ていると心が和みます。でも一見きれいに見える雪ですが、実は雪には水分だ

けではなくホコリやチリが含まれていて、清潔ではありません。さらには、大気汚染の原因物質が含まれている

ので、きれいに見えるからといって食べてしまうと体に悪影響を与えるおそれもあります。特に子どもは雪には

しゃぎ、つい食べたくなってしまうこともありますので注意が必要です。また、雪が降ると思わぬ事故につなが

ることもあります。一番身近な事故は、車や自転車のスリップにより起こる事故ではないでしょうか。雪や凍結

した路面でタイヤが滑ったりブレーキも効かなくなったりして、死亡事故が起こることもあります。徒歩での移

動も注意が必要です。雪の日はなるべく外出を控え、家の中で過ごすことを心がけるのがいいかもしれません。 

 

【模範解答 3】382 文字 

子供の頃、冬に雪が降るとワクワクしたという方も多いのではないでしょうか。雪だるまやかまくらを作ったり、

雪合戦をしたり、特に子供にとっては魅力的なのかもしれません。また、雪が多く降る地域の中には、観光地に

なっている場所も多く存在します。その中でも温泉がある観光地は多いので、雪の中の露天風呂などを楽しむこ

とができます。白銀の雪景色を見ながら温泉に入れば、日頃の疲れも吹き飛ぶのではないでしょうか。更に、雪

の多い地域にはスキー場も多く存在していますが、その年によって積雪量は様々なので、人工雪を使うことも多

いようです。また、雪は芸術の観点からも注目されることも多く、俳句などの季語にも使われることがあります。

そして雪の結晶などは、アクセサリーのモチーフとして使用されることが多いようです。このように、様々な形

での雪の使い方や楽しみ方があるといえるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 



ライティング問題-総評- 

 

第 89 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 89 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 切手について 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 2：種類 

 

【解答例 1】 

「この機会に手紙を書いて、お気に入りの切手を貼って、大切は人に送ってみてはいかがでしょうか。」 

 

上記解答例では、助詞の使い方に誤りがあります。 

 

【修正例 1】 

「この機会に手紙を書いて、お気に入りの切手を貼って、大切な人に送ってみてはいかがでしょうか。」 

 

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 2】 

「ネットオークションなどでは定価よりかなり高い値段で取引されています。また、送る相手に合わせてどの種

類の切手を使おうかと考えたらワクワクしてきますね。」 

 



 

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 2】 

「ネットオークションなどでは定価よりかなり高い値段で取引されています。また、送る相手に合わせてどの種

類の切手を使おうかと考えたらワクワクしてきます。」 

 

上記修正例では「ワクワクしてきますね」の口語表現を「ワクワクしてきます」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】 

「普通切手は、郵便局やコンビニエンスストアで 1 枚から購入する事が可能であり、特殊切手は１枚のシートと

して販売されることが多くなっています。」 

 

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

 

【修正例 3】 

「普通切手は、郵便局やコンビニエンスストアで 1 枚から購入する事が可能であり、特殊切手は１枚のシートと

して販売される事が多くなっています。」 

 

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。 

 

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

【解答例 4】 

「ぜひ、違った目線から楽しむのも良いのでしょう。」 

 

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】 

「ぜひ、違った目線から楽しんでみてください。」 

 

副詞「ぜひ」は、「～してください」のような依頼や推奨の表現を強調するの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、「楽しんでみてください」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】 

「切手のデザインには色々な種類があり、中には草木など四季を思わせるデザインもあります。秋なら紅葉、春

なら桜が有名でしょう。」 

 

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】 

「切手のデザインには色々な種類があり、中には草木など四季を思わせるデザインもあります。例えば秋なら紅

葉、春なら桜が有名でしょう。」 

 

上記修正例では、接続詞「例えば」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。 

 

 

問 2  節分について 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：豆まき キーワード 2：鬼 

 

【解答例 1】 

「豆まきの際には鬼が登場しますが、鬼は邪気を示しています。豆まきによって鬼つまり邪気を払いその年の幸

福を祈願するという意味が込められています。」 

 

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 1】 

「豆まきの際には鬼が登場しますが、鬼は邪気を示しています。豆まきによって、鬼つまり邪気を払いその年の

幸福を祈願するという意味が込められています。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて適切な場所に読点を追加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 2】 

「子供にとっては、豆まきできる楽しいイベントのような認識をしている子供が多いため、子供が楽しみにして

いるイベントの一つです。」 

 

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 2】 

「子供の多くは、豆まきできる楽しいイベントという認識をしており、そのため楽しみにしているイベントの一

つです。」 

 

上記解答例においては、主語である「子供」が多用されているため文意が伝わり難くなっております。そのため、



上記修正例では「子供」の表現を減らし、文意を鑑みて全体的に修正しました。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】 

「鬼は外、福は内のかけ声で豆を捲く儀式のことです。」 

 

上記解答例では、「捲く」が誤変換となります。 

 

【修正例 3】 

「鬼は外、福は内のかけ声で豆を捲く豆を撒く儀式のことです。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「撒く（または「蒔く」）」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】 

「地域によって風習違う為、自分に合う方法を取り入れてみるのも面白いでしょう。」 

 

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】 

「地域によって風習が違う為、自分に合う方法を取り入れてみるのも面白いでしょう。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みながら助詞「が」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】 

「昔の人はそれを凶事が起こると恐れており、炒った豆で鬼を追い払う伝統行事が生まれました豆をまく際にも

鬼は深夜に来るとされていたので、夜に豆まきを行う際には家の出入り口は全て開けます。」 

 

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 5】 

「昔の人はそれを凶事が起こると恐れており、炒った豆で鬼を追い払う伝統行事が生まれました。豆をまく際に

も鬼は深夜に来るとされていたので、夜に豆まきを行う際には家の出入り口は全て開けます。」 

 

上記修正例では、文意を鑑みて本来句点が使用されるべきところに加える形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。 



 

 

問 3 蕎麦（そば）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：立ち食い キーワード 2：天ぷら 

 

【解答例 1】 

「ビジネスやプレイベートで電車を利用して外出した際に」 

 

上記解答例では、「プレイベート」が誤入力となります。 

 

【修正例 1】 

「ビジネスやプライベートで電車を利用して外出した際に」 

 

上記修正例では、誤入力を修正しました。「プライベート」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】 

「カレールーと合わせたり、麺の上に天ぷらやコロッケを添えるものもあり、豊富な味わいを楽しめます。」 

 

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】 

「カレールーと合わせたり、麺の上に天ぷらやコロッケを添えたりするものもあり、豊富な味わいを楽しめます。」 

 

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 3】 

「冷たいざる蕎麦や暖かい蕎麦と一緒に注文ができる店も多いです。」 

 

上記解答例では、「暖かい」が誤変換となります。 

 

【修正例 3】 

「冷たいざる蕎麦や温かい蕎麦と一緒に注文ができる店も多いです。」 

 

上記修正例では、誤変換を修正しました。「温かい」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】 

「立ち食い蕎麦は比較的リーズナブルで回転率も速く、行列ができるほど人気の店も少なくないです。」 

 

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 4】 

「立ち食い蕎麦は比較的リーズナブルで回転率も高く、行列ができるほど人気の店も少なくないです。」 

 

上記解答例においては、「回転率」という数値を示す言葉に対しては速い遅いではなく高い低いなどの表現が適

切です。そのため、上記修正例では文意を鑑みて修正しました。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 5】 

「そんな蕎麦の中でも、特に人気なのが天ぷら蕎麦です。天ぷら蕎麦とは、蕎麦の上に天ぷらが乗っているだけ

のシンプルな食べ物です。天ぷらと蕎麦の出汁がマッチし、大変おいしいです。」 

 

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】 

「そんな蕎麦の中でも、特に人気なのが天ぷら蕎麦です。天ぷら蕎麦とは、蕎麦に天ぷらが乗っているだけのシ

ンプルな食べ物で、天ぷらと蕎麦の出汁がマッチし、大変おいしいです。」 

 

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 雪について 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】 

「雪と一言に言っても、その降り方には大きく分けて三種類あります。 

一つ目があられです。こちらは比較的雪の粒が大きいです。身体に降ってきたときに少し硬い感触を覚えます。

粒は大きいですが溶けやすくてもろいために積もることはありません。 

二つ目がみぞれです。こちらは先ほどのあられと雨が同時に降ってくるものです。溶けやすいあられに雨も相ま

ってもちろん積もることはありません。ただ地表を濡らすだけです。 



三つ目が粉雪です。粉雪は粒が小さいです。身体にふれたときには柔らかい印象を受けます。しかし、粒は強固

であるため積もりやすいです。積雪の原因となっているのがこの粉雪です。」 

 

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】 

「北海道などでも降り積もる雪の量が例年より多く降り住民の生活に影響をもたらす場合もあり、」 

 

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】 

「北海道などでも降り積もる雪の量が例年より多く住民の生活に影響をもたらす場合もあり、」 

 

「降り積もる雪の量が例年より多く降り」では「降る」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 3】 

「クリスマスに降る雪はホワイトクリスマスと称されて、恋人たちに歓迎されています。」 

「子供達が大はしゃぎで雪だるまを作ったり、雪合戦をしたりする様子は見ていてとても楽しいものです。」 

 

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

 

【修正例 3】 

「子供たちが大はしゃぎで雪だるまを作ったり、雪合戦をしたりする様子は見ていてとても楽しいものです。」 

 

上記修正例では、「たち（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 4】 

「朝起きて雪が積もっていたら、子供は大喜びですが、大人は通勤に頭を悩ませてしまうでしょう。雪に頭を悩

ませる大人でも、ウィンタースポーツは好きという方は少なくないでしょう。」 

 



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】 

「朝起きて雪が積もっていたら、子供は大喜びですが、大人は通勤に頭を悩ませてしまうでしょう。しかし雪に

頭を悩ませる大人でも、ウィンタースポーツは好きという方は少なくないでしょう。」 

 

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 5】 

「クリスマスの時期の雪も神秘的で人々の心を捕えます。」 

 

上記解答例では、1 文に助詞である「の」が多用された文章です。 

 

【修正例 5】 

「クリスマスの時期に降る雪も神秘的で人々の心を捕えます。」 

 

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。 

 

 

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、短文の連続、係り受けの違いなど

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。 


