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【Hayakawa】Web ライター養成講座　＜資料請求＞受講の流れおよびレッスン内容

資料をお申し込みいただいた方へ

この度は、Web ライター養成講座の資料をご請求いただき、誠にありがとうございます。

Web ライター養成講座は、「クチコミランキング」や「働くママ +（プラス）」「本気の英会話」

をはじめ、多数の人気サイトを運営する株式会社 Hayakawa が、本気でプロライターを目指

す方向けに開発スタートした通信講座です。

インターネットが生活に欠かせないものとなっている現在、Web メディアに質の高いコンテ

ンツを提供できる Web ライターの需要は、日に日に高まっています。

そこで、Hayakawa では、「プロとして通用する高い Web ライティング力を身につける」こと

をコンセプトに、Web ライター養成講座「Start-up（スタートアップ）」、「School × Work Lite（ス

クールワークライト）」そして「School × Work（スクールワーク）」を開発しました。いずれ

の講座も、プロとして活躍する現役ライターが受講生一人一人に専属で付き、添削指導を行い

ながらライティング力のアップをサポート。また、テキストや課題の内容に関する質問はもち

ろん、受講生のライティングに関する悩みにもプロライターがしっかりとお応えしています。

「本気で書くことを仕事にしたい！」と考えている方は、Web ライティングのプロが開発した

Web ライター養成講座の受講をぜひご検討ください。Web ライター養成講座事務局一同、心

よりお待ちしております。

Web ライター養成講座事務局一同



3

Web ライター養成講座　資料目次

Web ライター養成講座 ３つの講座 … P. 4

Web ライター養成講座 「Start-up」  レッスン内容 （カリキュラム） 詳細 … P. 6

Web ライター養成講座「School×Work  Lite」「School×Work」レッスン内容（カリキュラム）詳細 … P. 7

Web ライター養成講座「School×Work Lite」「School×Work」卒業時ランクと卒業制作の報酬 … P. 9

Web ライター養成講座「School×Work」卒業後３か月の仕事保証 … P. 1 0

Web ライター養成講座「School×Work」卒業後の仕事獲得サポート … P. 1 1

Web ライター養成講座　受講の流れ … P. 1 2

Web ライター養成講座　受講者の声 … P. 1 5

Web ライター養成講座　講座料金案内 … P. 1 7

Web ライター養成講座　講座監修・添削ライター情報 … P. 2 0

よくあるご質問・お問い合わせ … P. 2 3

Web ライター養成講座「Start-up（スタートアップ）」の流れ

Web ライター養成講座「School × Work Lite（スクールワークライト）」の流れ

Web ライター養成講座「School × Work（スクールワーク）」の流れ

Start-up

School × Work Lite

School × Work

講座料金の決済方法



4

【Hayakawa】Web ライター養成講座　＜資料請求＞受講の流れおよびレッスン内容

Hayakawa の Web ライター養成講座では、「Start-up（スタートアップ）」と「School × Work Lite（ス

クールワークライト）」、「School × Work（スクールワーク） 」の 3 種類の講座を用意しています。

各講座の特徴をチェックし、自分に合った講座で Web ライターに必要な知識・技術を学びましょう。

School × Work
プロライターによる文章添削と、卒業制作、卒業後 3 か月間の仕事保証、ポートフォ
リオ作成サポートがセットになった、本気でプロライターを目指す方のための講座。

Web ライター養成講座

3つの講座

 Web ライター養成講座

01

School × Work Lite
プロライターによる文章添削と、プロライターとして記事を作成する仕事体験（卒
業制作）がセットになった講座。

 Web ライター養成講座

02

Start-up
プロライターによる文章添削を通して本格的なライティング技術を学べる講座。

 Web ライター養成講座

03

スクールワーク

スクールワークライト

スタートアップ
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教材
・テキスト (PDF)
・添削事例集 (PDF)
・動画教材

〇

Lesson1 ～ 3

〇

Lesson1 ～ 6

〇

Lesson1 ～ 6

添削 〇
※全３回以上

〇
※全 8 回以上

〇
※全８回以上

卒業制作・報酬 × 〇 〇

仕事保証 × ×
〇

※ 3 か月間保証
※添削指導付

受講期間の目安 約 4 ～ 9 週間
約 2.5 ～ 6 か月

＋卒業制作：約 3 週間～ 1 か月

約 2.5 ～ 6 か月
＋卒業制作：約 3 週間～ 1 か月

＋ 3 か月仕事保証

講座料金（税込） 39,800 円 198,000 円 298,000 円

分割払い
〇

月額 3,320 円～
※分割 12 回

〇

月額 8,250 円～
※分割 24 回

〇

月額 49,600 円～
※分割 6 回

入会金 0 円 0 円 0 円

支払い回数 一括、分割 2 回、
分割 6 回、分割 12 回

一括、分割 2 回、
分割 6 回、分割 12 回、

分割 24 回
一括、分割 2 回、分割 6 回

Start-up School × Work Lite School × Work

３つの講座の違い

※分割 6 回以上をご選択の場合、所定の手数料がかかります。
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【Hayakawa】Web ライター養成講座　＜資料請求＞受講の流れおよびレッスン内容

Web ライター養成講座「Start-up」では、下記の 3 段階のレッスンを通して、Web ライターとして活

躍していくうえで必要な知識・技術を学んでいきます。

Web ライティングとは？
ライターとして守るべき 3 つのルール
引用のルール
Vol.1 本を読む

１.　〇×問題：著作権的に問題のある文章か否か
２.　作文：理想とする Web ライターについて

LESSON

1

Web ライティングの基本 ※無料体験（資料請求時に送付）

Web ライティングで最も重要な技術とは？
簡潔でわかりやすい文章を書くテクニック
表記のルール
Vol.2 新聞・雑誌を読む

文章力を鍛える

情報源の特性
インターネットを利用した情報収集
インターネットによる情報収集の注意点
記事に必要な情報は何？
Vol.3 音読の効果

課題

情報収集のすすめ

1 - 1

1 - 2

1 - 3

コラム

2 - 1

2 - 2

2 - 3

コラム

3 - 1

3 - 2

3 - 3

3 - 4

コラム

１. 誤文訂正問題：簡潔でわかりやすい文章への修正
２.　常体と敬体を使った作文：好きな本について課題

１.　記事のための情報収集
２.　商品紹介記事：PILOT 万年筆「カクノ」課題

Web ライター養成講座 「Start-up」

レッスン内容 （カリキュラム） 詳細

LESSON

2

LESSON

3
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Web ライター養成講座「School × Work Lite」と「School × Work」では、下記の 6 段階のレッスン

を通して、Web ライターとして活躍していくうえで必要な知識・技術を学んでいきます。

Web ライティングとは？
ライターとして守るべき 3 つのルール
引用のルール
Vol.1 本を読む

１.　〇×問題：著作権的に問題のある文章か否か
２.　作文：理想とする Web ライターについて

LESSON

1

Web ライティングの基本 ※無料体験（資料請求時に送付）

Web ライティングで最も重要な技術とは？
簡潔でわかりやすい文章を書くテクニック
表記のルール
Vol.2 新聞・雑誌を読む

文章力を鍛える

※レッスン内容（カリキュラム）は「School × Work Lite」「School × Work」共通です。

情報源の特性
インターネットを利用した情報収集
インターネットによる情報収集の注意点
記事に必要な情報は何？
Vol.3 音読の効果

課題

情報収集のすすめ

1 - 1

1 - 2

1 - 3

コラム

2 - 1

2 - 2

2 - 3

コラム

3 - 1

3 - 2

3 - 3

3 - 4

コラム

１. 誤文訂正問題：簡潔でわかりやすい文章への修正
２. 常体と敬体を使った作文：好きな本について課題

１. データを利用した解説記事：履歴書に記入できる TOEIC のスコアについて
２. 商品紹介記事：PILOT 万年筆「カクノ」課題

Web ライター養成講座 「School × Work Lite」 「School × Work」

レッスン内容 （カリキュラム） 詳細

LESSON

2

LESSON

3
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【Hayakawa】Web ライター養成講座　＜資料請求＞受講の流れおよびレッスン内容

SEO とは？
Web ライター向け SEO 施策
SEO を意識したライティング
キーワードプランナーを使った SEO ワードの選定方法
記事の網羅性を考慮した骨組みの作成
Vol.4 推敲（すいこう）する

１. キーワードに沿ったメタタグの作成
２. 文章中の SEO キーワードを修正

LESSON

4

SEO テクニックを学ぶ

課題

4 - 1

4 - 2

4 - 3

4 - 4

4 - 5

コラム

記事の基本構成
構成を練る場合のチェックポイント
Web ライティングの最新潮流

１. 記事構成の作成：光熱費の節約方法（2 種類）

記事構成を練る

課題

5 - 1

5 - 2

コラム

文章作成の流れ
読みやすい記事を作成するためのテクニック
Vol.6 Web ライターの 1 日

特集記事の作成：自由テーマ

記事構成を練る

課題

6 - 1

6 - 2

コラム

Step １. SEO キーワードの調査・決定
Step ２. 記事構成（骨組）の作成
Step ３. 記事本文の作成

弊社が依頼する記事テーマに沿って Lesson6 と同様の読み物記事を 1 記事、作成いた

だきます。

①テーマの受注、②記事の作成、③初稿提出、④弊社からの修正・追記依頼、⑤再提出、

⑥納品チェック＆校了、⑦報酬の受取り等、実際の Web ライティング現場で行われて

いる一連の業務の流れ（フロー）を体験することができます。

作成いただいた記事は、弊社運営の Web サイトに署名入りで掲載いたします。

※記事の内容により④⑤のフローが何度か発生する場合がありますので、ご了承ください。

卒業制作（１記事）

LESSON

5

LESSON

6

卒業

制作
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Web ライター養成講座 「School × Work Lite」 「School × Work」

卒業時ランクと卒業制作の報酬

Web ライター養成講座「School × Work Lite」と「School × Work」では、Lesson6 までのすべての

課題を提出いただくと、添削終了後に担当ライターより「卒業時ランク」をお伝えします。卒業時ラン

クは、Lesson1 から Lesson6 までの課題の内容をもとに、以下の判定基準に沿って決定します。

テキストの内容を理解し、
課題にも反映できている。
読み手を意識したわかり
やすい文章を作成するこ
とができる。

卒業時ランク／修正量 A B C D

プラチナ 8,500 円 8,000 円 7,500 円 7,000 円

ゴールド 6,500 円 6,000 円 5,500 円 5,000 円

シルバー 4,500 円 4,000 円 3,500 円 3,000 円

ブロンズ 2,500 円 2,000 円 1,800 円 1,500 円

卒業制作の報酬は、卒業時ランク、および納品いただいた記事の修正量（A ～ D）によって、1 記事あ

たり 1,500 円（税込）から 8,500 円（税込）をお支払いします。

卒業時ランク  （参考：https://webwriter-school.com/）

テキストの内容を理解し、
課題にも反映できている
が、読み手を意識した文章
作成に課題がある。

（※情報の提示順序、具体
例の提示の仕方等）

日本語の基礎的な知識は
あるが、テキストの理解が
不十分で課題に反映され
ていない。

日本語の基礎的な知識に
乏しく、文法的なミスや誤
字・脱字が目立つ。

卒業制作の報酬  （参考：https://webwriter-school.com/footer/qa.html#que9）

ちなみに、記事の修正量は、1 記事の文字数に対する修正比率によって判定します。

A：再提出なし ＆ 弊社修正箇所 5％以下
B：再提出なし ＆ 弊社修正箇所 15％以下

C：再提出なし ＆ 弊社修正箇所 25％未満
D：再提出あり or 弊社修正箇所 25％以上

修正量の判定基準

プラチナ
ゴールド

シルバー
ブロンズ
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【Hayakawa】Web ライター養成講座　＜資料請求＞受講の流れおよびレッスン内容

仕事保証

Web ライター養成講座 「School × Work」

卒業後 3 か月の仕事保証

Web ライター養成講座「School × Work」では、講座卒業後 3 か月間の仕事保証が付帯。卒業制作の

納品完了の翌月から 3 か月間、弊社からライティングの仕事を依頼します。弊社では、多くのユーザー

が集まる人気の Web メディアを多数運営しており、掲載された記事は、ライター実績としてアピール

することが可能です。

依頼原稿は、専任のプロライターが添削した上で、ページアップまでサポート。原稿料もしっかりお支

払いします。「School × Work」は、原稿料を受け取りながらも、プロの Web ライターとして着実にス

キルアップすることができる講座です。

掲載サイト例

文字単価 1.5 円以上の高単価報酬で発注

執筆原稿はプロライターが添削し、弊社が運営する Web サイトに掲載

掲載された記事は実績としてアピール OK

※原稿の依頼本数や原稿の種類は、受講生の記事作成ペースや卒業時ランクによって異なります。

クチコミランキング
（https://kuchiran.jp/）

働くママプラス
（https://hatarakumamaplus.com/）

転職活動の歩きかた
（https://tenshokuwalk.com/）

本気の英会話
（https://honkienglish.com/）

ひま侍
（https://himasamurai.com/）
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Web ライター養成講座 「School × Work」

卒業後の仕事獲得サポート

Web ライター養成講座「School × Work」では、仕事保証期間修了後、Web ライターとして仕事をし

ていく上で必須になる「ポートフォリオ」作成をサポート。

まずは専用のフォーマットに沿って、ポートフォリオ原稿を作成していただき、その内容を専任のプロ

ライターがブラッシュアップ。完成したポートフォリオ（Web ページまたは PDF）を、仕事保証期間

終了後に無料でプレゼントします。

卒業制作と仕事保証期間を通して作成した記事は、全てプロの Web ライターとしての実績です。この

実績をポートフォリオでアピールし、さらなる仕事獲得に繋げましょう！

ポートフォリオ作成支援

Web ライター養成講座「School × Work」では、受講生がプロの Web ライターとして活躍できるよう、

受講修了後に「仕事獲得必勝マニュアル」を配布しています。他では一切配布していない「School × 

Work」修了生限定の特典です。

講座監修も務める現役の Web ライターが執筆を担当し、ポートフォリオの作り方をはじめ、仕事獲得

の最初の一歩や仕事のステージの上げ方、文字単価アップの交渉方法等について詳しく解説しています。

また、ライター募集を行っているメディア・企業の紹介、ライターとして正社員転職を目指す方向けの

情報なども掲載。

「School × Work」講座の受講で身につけたライティングスキルを活かし、プロの Web ライターとして

踏み出す卒業生をしっかりとサポートする必携マニュアルです。

講座修了生限定で「仕事獲得必勝マニュアル」を配布



12

【Hayakawa】Web ライター養成講座　＜資料請求＞受講の流れおよびレッスン内容

Web ライター養成講座

受講の流れ

Start-up Web ライター養成講座「Start-up（スタートアップ）」の流れ

講座の無料体験として、Lesson1を無料配布。

無料体験01

申し込み完了メールに記載されている振込方法をご

確認いただき、受講料金をお支払いください。

入金確認後、講座で使用する連絡ツール「チャット

ワーク」についてメールでご連絡いたします。（※

チャットワークの利用は無料です）

お申込み02
申し込みフォームより講座の受講をお申し込みくだ

さい。お申し込みが完了すると、ご登録いただいた

メールアドレスに、Web ライター養成講座事務局

より申し込み完了のメールが届きます。

テキストを読んで課題を作成し、チャットワーク経

由にて課題をご提出ください。担当ライターが添削

を行います。

（※課題を返却する際に、その課の添削事例もあわ

せてお送りいたします）

本講座 （レッスン開始）03
チャットワーク開設後、チャットワーク経由で担当

ライターからテキストと課題ファイルを送付しま

す。

※講座に取り組むうえで、ライティングに関する疑
問や質問があった場合は、お気軽にチャットワーク
にてご連絡ください。（時間帯・曜日等によって、
ご返信が遅くなる場合があります）

Lesson1 テキスト (PDF）
Lesson1 課題ファイル（PDF）
Lesson1 課題の添削事例（PDF）

無料体験内容
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講座の無料体験として、Lesson1を無料配布。

無料体験

School × Work Lite Web ライター養成講座「School × Work Lite（スクールワークライト）」の流れ

無料体験内容

01

申し込み完了メールに記載されている振込方法をご確

認いただき、受講料金をお支払いください。

入金確認後、講座で使用する連絡ツール「チャットワー

ク」についてメールでご連絡いたします。（※チャッ

トワークの利用は無料です）

お申込み02
申し込みフォームより講座の受講をお申し込みくだ

さい。お申し込みが完了すると、ご登録いただいた

メールアドレスに、Web ライター養成講座事務局

より申し込み完了のメールが届きます。

テキストを読んで課題を作成し、チャットワーク経由

にて課題をご提出ください。担当ライターが添削を行

います。

（※課題を返却する際に、その課の添削事例もあわせ

てお送りいたします）

本講座 （レッスン開始）03
チャットワーク開設後、チャットワーク経由で担当ラ

イターからテキストと課題ファイルを送付します。

※講座に取り組むうえで、ライティングに関する疑問や質
問があった場合は、お気軽にチャットワークにてご連絡く
ださい。（時間帯・曜日等によって、ご返信が遅くなる場
合があります）

卒業制作 （仕事体験）04
本講座修了後は、卒業制作（仕事体験）にお取組みいた

だきます。

卒業制作 1 本 4,500 ～ 5,500 字程度の特集記事を作成
報酬単価（税込）：1 本 1,500 ～ 8,500 円
完成記事はプロライターが添削し、弊社が運営
する Web サイトに掲載

Lesson1 テキスト (PDF）
Lesson1 課題ファイル（PDF）
Lesson1 課題の添削事例（PDF）

Web ライター養成講座「Start-up（スタートアップ）」の流れ
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講座の無料体験として、Lesson1を無料配布。

無料体験

Lesson1 テキスト (PDF）
Lesson1 課題ファイル（PDF）
Lesson1 課題の添削事例（PDF）

School × Work Web ライター養成講座「School × Work（スクールワーク）」の流れ

無料体験内容

01

申し込み完了メールに記載されている振込方法をご

確認いただき、受講料金をお支払いください。

入金確認後、講座で使用する連絡ツール「チャット

ワーク」についてメールでご連絡いたします。（※

チャットワークの利用は無料です）

お申込み02
申し込みフォームより講座の受講をお申し込みくだ

さい。お申し込みが完了すると、ご登録いただいた

メールアドレスに、Web ライター養成講座事務局

より申し込み完了のメールが届きます。

テキストを読んで課題を作成し、チャットワーク経

由にて課題をご提出ください。担当ライターが添削

を行います。

（※課題を返却する際に、その課の添削事例もあわ

せてお送りいたします）

本講座 （レッスン開始）03

チャットワーク開設後、チャットワーク経由で担当

ライターからテキストと課題ファイルを送付しま

す。

※講座に取り組むうえで、ライティングに関する疑問や質
問があった場合は、お気軽にチャットワークにてご連絡く
ださい。（時間帯・曜日等によって、ご返信が遅くなる場
合があります）

卒業制作 （仕事体験）04
本講座修了後は、卒業制作（仕事体験）にお取組みい
ただきます。

卒業制作 1 本 4,500 ～ 5,500 字程度の特集記事を作成

報酬単価（税込）：1 本 1,500 ～ 8,500 円

完成記事はプロライターが添削し、弊社が運営

する Web サイトに掲載

仕事保証 （３か月間）05
卒業制作修了後 3 か月間、Web ライター養成講座

の運営会社であり、多くのユーザーが集まる人気の

Web メディアを多数運営する「株式会社 Hayakawa」

から、ライティングの仕事を依頼いたします。

仕事保証 文字単価 1.5 円以上の高単価報酬で発注
執筆原稿はプロライターが添削し、弊社が運営
する Web サイトに掲載
掲載された記事は実績としてアピール OK

※原稿の依頼本数や原稿の種類は、受講生の記事作成ペース
や卒業時ランクによって異なります。
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Web ライター養成講座

受講生の声

添削指導で、自分の癖や分かりにくい文章を細かくご指導頂けたので、文章の書き方についてとても勉強
になりました。また、各課題の自分の文章に対して、修正例も頂けたことで、「私も先生のような読みやす
い文章を書けるようになりたい」というモチベーションアップに繋がりました。課題の量、難易度ともに
ちょうどよく、会社員の私でもそれほど負荷を感じず、取り組むことができました。

Start-up 修了生

S.T さん （20 代 ・ 男性）

受講ペースをあらかじめ聞いていただき、日程調整した上で、自分がちょうどいいスピード感で進められ
たのがありがたかったです。また、いつも要望に対して丁寧に答えてもらいました。自分の実力を確認し、
課題を明確に確認する上でも役立ちました。

Start-up 修了生

S.T さん （30 代 ・ 女性）

School x Work Lite 修了生

K.I さん （50 代 ・ 女性）

はたして自分がライターとしてやっていけるのか不安でしたが、励ましの言葉を多くいただき、頑
張っていく自信がつきました。どうしても自分の思いのみで書き進んでしまうのですが、「技術も
大切だけれども、読み手のことを考えて書くこと」を常に意識するようになりました。当たり前の
ようでとても大切なことに気づかせていただけたので、受講して良かったです。卒業制作が実際の
HP に掲載されますし、これからライターとして仕事を取っていく際にも「この講座を受講し、修
了した経験がある！」と思うと自信を持って積極的になれると感じています。

ライティングのスキルアップについて

自分の文章を書く際の直すべきクセのようなものに気づけたので、勉強になりました。細かく添
削していただき、感謝しています。
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WEB ライティングというのは未知の領域で、不安もたくさんありました。しかし、毎 lesson 丁寧に対応
していただき、とても勉強になりました。さらにレベルアップできるよう頑張ります。毎回丁寧な添削を
していただき、非常に勉強になりました。

School x Work Lite 修了生

S.K さん （20 代 ・ 女性）

WEB ライティングの基本を抑えつつ無理のないスケジュールで一連のスキルを学べるので、確実にレベ
ルアップできます。添削では間違いやすいポイントや改善案を分かりやすく指摘してもらえるので、次回
の課題にすぐ活かすことができました。課題は Lesson ６まであり、段階的に難易度が上がっていくので、
やり切ることがステップアップに繋がるところも良い点だと思いました。

School × Work 修了生

T.R さん （20 代 ・ 女性）

School × Work 修了生

S.U さん （30 代 ・ 女性）

WEB ライティングの基本を抑えつつ無理のないスケジュールで一連のスキルを学べるので、確実
にレベルアップできます。添削では間違いやすいポイントや改善案を分かりやすく指摘してもらえ
るので、次回の課題にすぐ活かすことができました。課題は Lesson ６まであり、段階的に難易度
が上がっていくので、やり切ることがステップアップに繋がるところも良い点だと思いました。

添削指導・事例集について

N 先生の添削、とても丁寧でした。満足しています。
また、他の受講者さんの添削を送っていただいたとき、「自分だけが苦しんでいると思ったら、
みんな悩んでいるんだな」と気づくことができて、精神的にも楽になりました。

ライティングのスキルアップについて

課題は大変でしたが、自分が書く文章について考え直す機会をいただきました。
昔から私の文章は「読みにくい」「わかりにくい」と言われていたのですが、ご指摘をいただきながら、
推敲された文章を読んで納得しました。おかげさまで、語順の意識は前よりはできるようになった
と思います。
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Web ライター養成講座

講座料金案内

Web ライター養成講座では、お支払方法をそれぞれ一括・分割払いからお選びいただけます。最大 24

回の分割払いでお支払い可能です。

いずれのお支払い方法も、テキストは一括でお渡しいたします。課題・添削事例集
は、添削原稿のご返却ごとにお渡しいたします。

分割 6 回をご選択いただいた場合、1 回あたり 280 円、12 回をご選択いただいた
場合、1 回あたり 160 円の分割払い手数料がかかります。

いずれのお支払い方法も途中退会は不可となっております。

Start-up

お支払い方法 料金（税込）

一括 39,800 円

分割２回 19,900 円／回

分割６回 6,600 円／回

分割 12 回 3,320 円／回

入会金無料
分割 6 回をご選択の場合、1 回あたり 280 円、
12 回をご選択いただいた場合、1 回あたり 160
円の分割払い手数料がかかります。
途中退会不可。

※

※

「Start-up」講座では、お支払い方法を「一括」「分割２回」「分割６回」「分割 12 回」の 4 種類からお

選びいただけます。月額 3,320 円（税込）～と、リーズナブルな料金でご受講可能です。
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School × Work

お支払い方法 料金（税込）

一括 298,000 円

分割２回 149,000 円／回

分割 6 回
（※１レッスン毎に支払い）

初回：50,000 円
2 回目以降：49,600 円／回

入会金無料
分割 6 回をご選択いただいた場合、初回支払
い時に 1,840 円、2 回目から 6 回目の支払い
時に 1 回あたり 1,830 円の分割払い手数料が
かかります。

「School × Work」講座では、お支払い方法を「一括」

「分割２回」「分割６回」の種類からお選びいただけ

ます。

※

分割 2 回の場合、テキスト・課題を Lesson1
～ 3、Lesson ４～ 6 の 2 回に分けてお渡しし、
都度お支払いいただけます。

分割 6 回をご選択の場合は、１レッスンごと
のお支払いとなっており、お支払いごとに 1
課分のテキストと課題をお渡しいたします。

School × Work Lite

お支払い方法 料金（税込）

一括 198,000 円

分割２回 99,000 円／回

分割６回
（１レッスン毎に支払い）

33,000 円／回

分割 12 回 16,500 円／回

分割 24 回 8,250 円／回

入会金無料
分割 6 回をご選択いただいた場合、1 回あたり 1,230
円、12 回をご選択いただいた場合、1 回あたり 640 円、
24 回をご選択いただいた場合、1 回あたり 340 円の
分割払い手数料がかかります。
分割 12 回、24 回払いをご選択の場合、途中退会不可。

※

※

分 割 2 回 の 場 合、 テ キ ス ト・ 課 題 を
Lesson1 ～ 3、Lesson ４～ 6 の 2 回に分
けてお渡しし、都度お支払いいただけます。

分割 6 回をご選択の場合は、１レッスンごと
のお支払いとなっており、お支払いごとに 1
課分のテキストと課題をお渡しいたします。

分割 12 回、24 回払いをご選択の場合、途中
退会は不可となっておりますが、8,250 円 /
月～（※分割 24 回払いを選択の場合）の料
金で講座を受講可能です。

「School × Work Lite」講座では、お支払い方法を「一

括」「分割２回」「分割 6 回」「分割 12 回」「分割 24 回」

の 5 種類からお選びいただけます。月額 8,250 円（税

込）～の料金でご受講可能です。
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講座料金の決済方法

講座料金の決済は、「銀行振込」または「クレジットカード（PayPal 払い）」をご選択いただけます。

受講申し込みフォームの「お支払方法」の部分で【銀行振込】【クレジットカード（PayPal 払い）】の

いずれかをお選びください。

受講お申し込み後に弊社より送信する「申し込み完了メール」に、振込
先を記載しておりますので、案内に沿って受講料をお振込みください。
※振込手数料は受講者様のご負担となります。ご了承ください。

受講お申し込み後に弊社より送信する「申し込み完了メール」に、
PayPal でのお支払い手順を記載しておりますので、案内に沿ってお手
続きください。

お申し込みの際は、Web ライター養成講座事務局宛に

メールにてご連絡ください。

info@webwriter-school.com

銀行振込
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世の中はどんどん便利になっていきますが、魅力的なライティングができる

人は逆に減っているのではないか？と最近よく思います。その一方でビジネ

スの現場や広告ライティング、各種記事執筆等、ライティング力が問われる

場面は減っていません。つまりこれからの社会を生き抜いていく上で、高い

ライティング力は間違いなく大きな武器になるということです。Hayakawa

の Web ライター養成講座の受講を通じて、高いライティング力を身につけ

ていただければ幸いです。

Web ライター養成講座

講座監修 ・ 添削ライター情報

Web ライター養成講座の記事監修と添削の責任者。ライター・編集として 18

年を超える経験を持ち、大企業や医療機関等、高い専門性が求められる記事

の執筆経験も豊富。ライティング力は全ての業種、職種で違いを作る大きな

武器になると考えている。

保有資格：情報セキュリティマネジメント

早川聡 （講座監修・添削）  AKIRA  HAYAKAWA 

Hayakawa の Web ライター養成講座の監修、および添削を担当するライター陣をご紹介します。

Web ライター養成講座の受講を検討している方へ

講座監修及び添削を担当するライター陣

「進研ゼミ中学講座」解説記事
ママ向けの総合情報メディア『働くママプラス』に掲載。     
https://hatarakumamaplus.com/special/benesse_
chu.html

「リクルート・キャリアカーバー」
インタビュー記事
転職者向けの総合情報メディア『転職活動の歩きか
た』に掲載。     
https://tenshokuwalk.com/interview/careercarver_01.
html

「ネット銀行に法人口座を作るメリッ
ト・デメリット」解説記事
総合ランキングサイト『クチコミランキング』に掲載。  

https://kuchiran.jp/ct/corporate_acct_netbank.html

執筆記事例
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インターネットの普及とともに、私たちはかつてないほど大量の文章を

毎日読み書きしています。SNS の投稿やニュースサイトの新着記事、通

販サイトの商品紹介やユーザーレビューも、誰かが書いて Web に発信

したテキストです。このような文章を読んで新たな知見を得たり、心を

動かされたりした経験がある方は多いでしょう。

Web ライターは、Web に発信する文章全般に関わる仕事です。インター

ネットの情報は玉石混交と言われますが、クオリティに格差がある分、

本当に「読みやすくわかりやすい文章」「正確な事実に基づく文章」「読

み手の印象に残る文章」を書ける Web ライターには、非常に高いニー

ズがあります。

Hayakawa の Web ライター養成講座では、受講生の皆さんが Web ライ

ターとして実力をつけ独立できるよう、ライティングの基礎から Web

ならではの専門知識までをベテランのライターがレクチャーします。「書

くことが好き」「書くことを仕事にしたい」という方は、この機会にぜ

ひ本講座の受講をご検討いただければ幸いです。

Hayakawa のチーフライターとして活躍後、出産を機にフリーライターへ。

圧倒的なライティング力を武器に、企業の記事執筆依頼から働くママ視点で

の記事寄稿、保険・金融関連の専門ライティングまで幅広くこなす。フリー

転身後も Hayakawa のメインライターの一人として活躍中。

保有資格：消費生活アドバイザー

長尾尚子 （講座監修） NAOKO  NAGAO 

Web ライター養成講座の受講を検討している方へ
「小学生の公文、塾、通信教育の違い」
解説記事
ママ向けの総合情報メディア『働くママプラス』に掲載。     
https://hatarakumamaplus.com/special/learning_
elementaryschool.html

「フラット35　買切型と保証型」
比較・解説記事
住宅ローンの専門情報メディア『住宅ローン比較 .jp』
に掲載。     

https://housingloan.jp/chumoku/fl at35_sbi.html

「ママライターを目指す上で知っておき
たい 4 つのこと」解説記事
ママ向けの総合情報メディア『働くママプラス』に掲載。  

https://hatarakumamaplus.com/special/writer.html

執筆記事例
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「レアジョブ　スマートメソッド」体験取材記事
英会話に関する専門情報メディア『本気の英会話』に掲載。     
https://honkienglish.com/personal/rpt_smart_
method.html

「英会話教室 AEON」インタビュー記事
英会話に関する専門情報メディア『本気の英会話』
に掲載。   

https://honkienglish.com/school/itw_aeon.html

「英語コーチング STRAIL」インタビュー記事
英会話に関する専門情報メディア『本気の英会話』
に掲載。  

https://honkienglish.com/personal/itw_ec_
theconsultant.html

ライティング力は、少し文章を書いただけで簡単に伸びるものではあり

ません。ですが、自身の文章の癖に気づき、プロに指摘された箇所を意

識しながら書き続ければ、着実にライティング力は伸ばせます。私自身

のライターとしての経験も活かし、受講生一人一人のライティング力を

しっかり伸ばせるよう、丁寧に添削・対応しますので、ライティング力

を上げたい方、文章に関わる仕事をしたいと考えている方は、ぜひ本講

座にチャレンジしてみてください。

Hayakawa 所属のチーフライター兼編集者。Web ライター養成講座の監修と

添削を担当している。ライター・編集者として 5 年以上の経験を持ち、自身

が運営する「本気の英会話」の掲載記事を中心に、保険や金融関連、エンタ

メなど幅広いジャンルの記事を執筆。

溝口麻衣 （講座監修・添削）  MAI  MIZOGUCHI 

Web ライター養成講座の受講を検討している方へ

文章で自分の伝えたいことを相手に正確に伝えられる力は、一生の宝で

あり最強の武器です。Web ライター養成講座は、ライティング力を基

礎から高いレベルまでしっかりと身につけることができる講座として、

開講時からアップデートを重ねて展開してきました。文法の基礎や長い

文章の組み立て方などを丁寧に添削・解説し、指導いたしますので、人

に伝わる文章の書き方を知りたい方、ライターとして将来活躍したいと

考えている方は、本講座を受講してみてください。

Hayakawa 所属のライター兼編集者。Web ライター養成講座の監修・添削を

担当。新卒で Hayakawa に入社後、教育、転職、金融、エンタメなど 300 本

以上の記事執筆を通して、ライティング・編集の技術を一から学ぶ。自身が

ライターとしてのスキルアップに苦労した経験から、受講生の悩みに寄り添

い、根本的な理解を大事にしながら指導にあたっている。

西山沙輝 （講座監修・添削） SAKI  NISHIYAMA

Web ライター養成講座の受講を検討している方へ

「英語コーチング ENGLISH COMPANY」
体験取材記事
英会話に関する専門情報メディア『本気の英会話』
に掲載。     
https://honkienglish.com/personal/rpt_ec_output.
html

「英語コーチング PROGRIT」体験取材記事
英会話に関する専門情報メディア『本気の英会話』
に掲載。     
https://honkienglish.com/personal/rpt_progrit_
online.html

「翻訳家 藤井美香」インタビュー記事
ママ向けの総合情報メディア『働くママプラス』に
掲載。  

https://hatarakumamaplus.com/special/interview_
poros.html

執筆記事例

執筆記事例
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Hayakawa の Web ライター養成講座に、よくいただくご質問とその回答をまとめました。また、お問

い合わせ方法についても記載しております。講座の内容に関してご不明な点がございましたら、ページ

下部のお問い合わせ先をご確認いただき、お気軽にお問い合わせください。

Web ライター養成講座

よくあるご質問 ・ お問い合わせ

もちろん大丈夫です。Web ライター養成講座のレッスンは、いずれの講座もライティングの基礎からス

タートするため、初心者の方でも安心して受講いただけます。

なかでも、「Start-up」は、プロのライティングスキルの基礎をしっかりと身につけられる入門講座となっ

ており、「発展的な内容についていけるか不安」という方や、「まずは基本から身につけたいと考えている」

という初心者の方におすすめです。

実務未経験から Web ライターになり、活躍している方はたくさんいます。実際に弊社で活躍している

Web ライターも、大半が異業種からの転職組です。ただし、プロの Web ライターになるのは、決して安

易な道ではありません。その道に至るまでには、膨大なライティングタスクをこなしつつ、質も高める必

要があります。さらに仕事を受注する営業力もキーポイントの 1 つです。未経験から Web ライターにな

ること自体は難しくありませんが、第一線級で活躍できるプロになるためには、たゆまぬ努力が必要です。

全くの未経験ですが大丈夫ですか？／未経験からWeb ライターになれますか？Q1.

Web ライター養成講座は、いずれの講座も完全オンライン受講を前提に作られているため、オンライン

のみます。で受講可能です。

テキストのお渡し、課題の提出、添削結果等のやり取りは、「チャットワーク」というビジネスチャットツー

ルを利用して行いますので、課題に使用するソフトとインターネット環境さえあれば、ご自宅以外でもレッ

スンを進めることができます。

実際に Web ライターとして活動をはじめると、営業活動はもちろん、実際の執筆から納品まで、ほぼ全

ての作業をオンラインで行います。クライアントとのやり取りは、本講座でも使用している「チャットワー

ク」や、「Slack」等の IT ツールを活用するケースがほとんど。本講座をオンライン受講していただく過程で、

業務上で必要になる IT ツール類の使い方についても身に付けておきましょう。これらのツールを使いこ

なすことで、仕事を受注できる確率や業務の効率がぐっと上がります。

オンライン受講はできますか？Q2.
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【Hayakawa】Web ライター養成講座　＜資料請求＞受講の流れおよびレッスン内容

株式会社 Hayakawa   Web ライター養成講座事務局 

※講座に関するお問い合わせは、2 営業日以内にご連絡いたします。

045 - 299 - 1847（受付時間：平日 9 時 - 18 時）

お問い合わせ電話番号
info@webwriter-school.com
E-mail

※ご返信メールが迷惑メールに分類されるケースがございます。お手数をおかけ致しますが、

　2 営業日経過後も Web ライター養成講座事務局からのメールが届かない場合、迷惑メールフォルダを

　ご確認ください。

Web ライター養成講座は、テキストとテキストの内容が復習できる動画をもとにご自身のペースで学習

を進める講座です。各レッスンで課題を作成・提出していただき、担当のプロライターが課題内容の添削

やご質問に回答する、マンツーマンレッスン方式を採用しています。

特に決められた講義日程等はございませんので、仕事等のスケジュールに合わせて、ご自身のペースで学

習を進めることが可能です。 

モデルスケジュールでは、課題を 2 週間に 1 度ご提出いただき、担当のプロライターが添削。修正・ア

ドバイスを記載した上で、約 1 週間でご返却いたします。 

お急ぎの場合、課題の提出を早くすればそれだけ早く講座を終える事が可能です。逆に課題にじっくり取り

組みたい場合、課題提出を延長することもできます。スケジュールは受講生に合わせて適宜変更が可能です。 

講義日程や決まった受講スケジュールはありますか？仕事と両立できるか悩んでいます。Q3.

原則、質問できる回数に制限はありません。レッスンや課題に取り組むなかで、何かわからない点があり

ましたら、都度、チャットワークにてご連絡ください。担当のプロライターがしっかりと疑問にお答えし

ます。

レッスンに取り組む上でわからないことがあった場合、質問はできますか？Q4.

お問い合わせ

その他、ご不明な点がございましたら、 下記メールアドレスまたは電話番号まで、お気軽にお問い合わ

せください。
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【特別コラム】 

AIに仕事を奪われる Web ライターと 

稼ぎ続けられる Web ライターの違い 

 

 

１．ChatGPTの衝撃！Web ライターは不要になるのか？ 

対話型 AI「ChatGPT」を皆さんは使われていますか？もしまだ使っていないという方は、こ

の機会に使ってみてください。これまでの対話型 AI とは一線を画す性能に、きっと驚き、

衝撃を受けるはずです。 

 

〇ChatGPT 

https://chat.openai.com/chat 

 

筆者は編集兼 Web ライターとして 20 年以上仕事をしていますが、ChatGPT を初めて使った

時の衝撃は凄まじいものがありました。 

 

「今後 Webライターの仕事の大半がなくなるのでは？」 

 

これが率直な感想です。ただ第一印象が正しいとは限りませんし、それが自分の直感とな

ると信頼性はもはやゼロです。ChatGPT に関しても、もしかすると何か見落としている欠点

があるかもしれません。 

 

そこで私は、毎日の仕事に ChatGPT をフル活用することで、第一印象が正しいかどうか、

検証することにしました。 

 

・・・ChatGPT を使うこと数カ月。 

初見では圧倒的な能力を持つ東大卒のバリキャリに見えた彼（彼女）ですが、実際に使い

倒してみると、いくつか欠点があることに気付きます。ChatGPTは完璧ではないのです。 

 

本コラムは対話型 AIを使い倒した筆者が、「AI に仕事を奪われる Web ライターと稼ぎ続け

られる Webライターの違い」を考察し、その意見（感想）をまとめました。 

 

https://chat.openai.com/chat
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Weライターに興味がある方はもちろん、すでに Web ライターとして活動しており、将来に

不安を感じているという方も、ぜひ最後までチェックしてみてください。 

 

 

２．Web ライターの一部の仕事は確実になくなり、一部の We ライターは不要になる 

 

ChatGPTを使い込む中で気付いたことがあります。それは 

 

「対話型 AIは万能ではない。得意不得意がある」 

 

という事実です。得意分野に関しては、大半のライターよりはるかに効率良く作業をこな

してくれます。では対話型 AIは、どのような分野を得意としているのでしょうか？ 

以下に AI が特に強いと感じた分野をまとめました。 

 

AI が強い分野 その①：専門性の低い文章 

例えば、大谷翔平選手の経歴を調べ、記事にする仕事は、誰がやってもほとんど変わりま

せん。こういった専門性の低い単純な調べものを対話型 AIは得意としています。 

現時点では敬体（です・ます調）と常体（だ・である調）の混在や表現の重複等が起こっ

ており、一線級の Web ライターに記事の質では及びませんが、この問題は今後解消されて

いくでしょう。 

 

 

▽AIライターが執筆した大谷翔平選手の経歴 

大谷翔平（おおたにしょうへい）は、日本のプロ野球選手であり、現在はアメ

リカ・ロサンゼルス・エンゼルス所属の投手兼打者です。以下に彼のプロフィ

ールや経歴についてまとめました。 

• 生年月日：1994 年 7月 5日 

• 出身地：岩手県花巻市 

• 身長：193cm 

• 体重：98kg 

• 投打：左投左打 

• ポジション：投手・外野手・指名打者 

経歴： 
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• 小学校 4年生から野球を始め、岩手県立花巻南高等学校でエースとして

活躍。 

• 2012年のドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから 1位指名を

受け入団。 

• 2013年にプロデビューし、同年に新人王を受賞。 

• 投手としても打者としても活躍し、2016年には初めての二刀流選手とし

て注目を浴びる。 

• 2017年には、アメリカメジャーリーグのロサンゼルス・エンゼルスに移

籍。同年のオールスターゲームにも選出され、新人王の投票でも 2位に

入るなど活躍を見せた。 

• 2021年には、エンゼルスで投手として 20勝、打者として 46本塁打を記

録し、アメリカのメディアから「二刀流の神様」と称されるなど、世界

的なスター選手として知られています。 

大谷翔平は、スピードや打力、投球の精度や球速など、あらゆる面で高い能力

を持ち合わせた選手として注目されています。また、日本のみならず、世界で

も類を見ない選手として、多くの人々から支持されています。 

※赤字はプロの編集者・Web ライターが編集時に修正を入れる可能性が高い表現 

 

▽AIが強い分野 その②：翻訳業務 

対話型 AI は非常に高いレベルで翻訳業務をこなしてくれます。 

AIの翻訳スキルは、弊社の英語が堪能なスタッフが見ても驚くほどのレベルです。曖昧な

表現の翻訳に苦戦するケースはありますが、一般的な文章の英訳は今後、対話型 AIに置き

換わっていくでしょう。 

 

以下は大谷翔平選手の経歴を英訳したものです。 

 

▽AIライターが翻訳した大谷翔平選手の経歴 

Shohei Ohtani is a professional baseball player from Japan who currently 

plays for the Los Angeles Angels in the United States as a pitcher and 

designated hitter. Here's a summary of his profile and career: 

• Date of birth: July 5, 1994 

• Place of birth: Hanamaki, Iwate, Japan 

• Height: 193cm 

• Weight: 98kg 
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• Throws/Bats: Left/Left 

• Positions: Pitcher, Outfielder, Designated Hitter 

Career: 

• He started playing baseball in the 4th grade and was a standout 

pitcher at Hanamaki Higashi High School in Iwate Prefecture. 

• He was selected as the 1st overall pick by the Hokkaido Nippon-Ham 

Fighters in the 2012 NPB draft. 

• He made his professional debut in 2013 and won the Rookie of the Year 

award that year. 

• He became known as a two-way player who excelled both as a pitcher 

and a hitter, and garnered attention as a "dual wielder" in 2016. 

• In 2017, he signed with the Los Angeles Angels of Major League 

Baseball, and was selected to the All-Star Game that year. He finished 

second in Rookie of the Year voting, and was praised for his 

impressive performances. 

• In 2021, he recorded 20 wins as a pitcher and 46 home runs as a hitter, 

earning the nickname "The God of Dual Wielding" from the media and 

becoming a global superstar. 

Shohei Ohtani is recognized as an exceptional player with impressive speed, 

hitting power, pitching accuracy, and ball speed. He is widely supported 

by people all over the world, and is considered an unparalleled athlete 

not only in Japan but globally as well. 

 

 

▽AIが強い分野 その③：文章の要約 

文章の要約も対話型 AI が得意とする仕事の 1 つです。敬体と常体の混在や同じ表現の連続

使用等、一流の Webライターと比べると粗が目立ちますが、駆け出しのプロの Web ライタ

ーレベルの要約を作成してくれます。経験のある Webライターが少し編集すれば、十分に

実用的なレベルです。 

 

以下は大谷翔平選手の経歴を要約したものです。 
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大谷翔平は、左投左打の日本のプロ野球選手であり、現在はアメリカ・ロサンゼルス・エ

ンゼルス所属の投手兼打者である。彼は野球を始めて以来、高い能力を発揮しており、北

海道日本ハムファイターズから 1位指名を受けてプロデビューし、投手としても打者とし

ても活躍している。彼は 2017年にアメリカメジャーリーグのロサンゼルス・エンゼルスに

移籍し、新人王の投票でも 2 位に入るなど活躍を見せた。また、2021 年には、20勝の投手

としても、46 本の本塁打を打者としても記録し、世界的なスター選手として知られていま

す。 

※赤字はプロの編集者・Web ライターが編集時に修正を入れる可能性が高い表現 

 

これらの点を総合的に見ると、近い将来「誰がやっても変わらない仕事は AIに置き換わり、

一部の Webライターは不要になる」のは間違いないでしょう。 

 

 

３．無くならない Web ライターの仕事とは？ 

 

対話型 AI は進化を続けており、Web ライターの仕事の一部が奪われていくのは避けようが

ありません。では Web ライターはどうすれば良いのでしょうか？ 

未来を悲観し、手をこまねいていても状況は 1 ミリも改善しません。Web ライターとして生

き残っていくことを目指すなら、前を向き AIに勝てる分野や AIと共存できる分野で勝負

していくべきです。 

 

AIの進化スピードを考えると 10 年先はわかりませんが、対話型 AIよりも人間の Web ライ

ターが優れている分野はいくつかあります。 

 

以下でご紹介するジャンルを極めていけば、AI がこの先さらに進化しても、簡単には負け

ないはずです。 

 

▽人間が AI に負けない分野 その①：AIによる回答が難しい専門領域を持つ（保険、金融、

健康等） 

 

専門性が高い分野は、AIよりも人間に優位性があります。 

例えば保険は保険業法、健康は薬機法、金融は金融取引法などを考慮した上で、所定のル

ールに則って記事を書く必要があります。AIは大量の情報処理を得意とする反面、最新情

報のキャッチアップが遅く、専門性が高い分野に関しては、情報の足りないケースが多い

というのが弱点の 1つ。法律が絡むとなると、なおのことです。 
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自身の専門性を高め、誰にも負けないジャンルを作ることができれば、AI にも簡単には負

けないでしょう。 

 

▽人間が AI に負けない分野 その②：体験型の記事やインタビュー記事を執筆する能力 

 

対話型 AI は文字のやり取りがベース。相手と会話ができる訳ではありません。体験型の記

事やインタビュー記事等、相手との会話がベースになる分野は、人間が得意とするところ

です。 

将来的には通話型 AIが開発される可能性もありますが、感情を伴わない体験型の記事やイ

ンタビュー記事が、読者の心に届くとは思えません。このジャンルを極めるのも、Web ライ

ターとして生きていく手段の 1 つでしょう。 

 

▽人間が AI に負けない分野 その③：AIに指示を出し、他にはない記事を作れる企画力 

 

対話型 AI は必ずしも敵という訳ではありません。むしろ上手く活用できれば、何倍も生産

性を高めてくれる可能性があります。AI との対話を繰り返し、ユーザーが求めている記事

を作れる企画力を身に付ければ、多くの企業から頼りにされるはずです。 

ただ、企画を作るだけの仕事というのはほとんどないので、AIが書いた記事を添削する編

集力も併せて磨いていきましょう。 

 

▽人間が AI に負けない分野 その④：AIが書いた記事を添削する編集力 

 

対話型 AI は対話する人間がいてこそ成り立つサービスです。その人間の対話力が高ければ

高いほど、力を発揮してくれます。また、現時点では AI が書く文章に粗が目立つため、AI

が書いた記事を添削する編集者が求められています。 

AI はたまにとんでもない嘘（デマ情報）を書くことがあります。この情報を見抜く力が編

集者に求められます。これらの能力を身に付けている Web ライター・編集者も、企業から

引く手あまたになるでしょう。 

 

 

４． Web ライターを目指す人は基礎ライティング力を高めよう！ 

 

対話型 AI の進化と共に、Web ライター不要論を見かけるようになりましたが、AIが全て自

分で考え、執筆し、納品するのは不可能です。記事のクオリティやリスク管理の観点から

考えても、最終工程では必ず人が介在することになります。 

また、AI が対応できないジャンル（専門性が高い記事、体験型記事、インタビュー他）が
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書ける Webライターは、今後も変わらず重宝されるでしょう。 

 

対話型 AI の進化には驚くべきものがありますが、Web ライターと AIが共存していく道は必

ずあります。むしろ AI を使いこなせる Web ライターは、生産性が上がり、収入増が期待で

きるでしょう。 

 

では AI時代を生き残る Web ライターになるために、私たちは何をすべきなのでしょうか？ 

 

筆者は「基礎ライティング力を高めること」が一番の近道だと確信しています。なぜなら、

専門性が高い記事を書くのも、AI が書いた企画や記事をチェックするのも、基礎ライティ

ング力が高くなければ不可能だからです。 

 

そしてこの基礎ライティング力というのは、勝手に身につくものではありません。 

自分自身のライティングの癖を見つけ、改善する。そして記事を書き、推敲し、添削を受

け、復習する。この地道な作業の繰り返しこそが、基礎ライティング力を高める唯一の手

段なのです。 

 

これから先、簡単な仕事しかできない Web ライターの仕事は、どんどん淘汰されていきま

す。 

 

Webライターとして食べていく事を目指すのであれば、基礎ライティング力向上に取り組み、

その上で自分の強みを活かした記事を執筆できるようになりましょう。それが、AI に仕事

を奪われることもなく、稼ぎ続けられる Web ライターになる近道です。 

 

Hayakawa の Webライター養成講座は、AIに負けない基礎ライティング力を身につけ、高単

価で仕事を受注できる Web ライターになるための講座です。 

 

この機会にぜひ受講をご検討ください。 

 

 

2023 年 3 月 15 日 

株式会社 Hayakawa Webライター養成講座 

著：早川聡 
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