
Scaffolding and chunking for learning.
Flexibility with ready-to-use or customisable
templates.
Flexibility to provide native language support.
Opportunity for easy formative feedback with review
features.
Asynchronous support for students with tips,
prompts, and videos.
Flexibility to transition from online to in person
teaching quickly and easily.

Provides:

CONTACT US

Smart templating software to teach writing in person or online.

Teaching writing just got easier with 
EDTECH

japan@mangosteems.com

03-5577-4899

https://www.mangosteems.co.jp/essayjack-en/

Built by educators, for educators

mailto:japan@mangosteems.com


mangoSTEEMS Japan

Founded by an English teacher and a Law professor, EssayJack combines the
pedagogical concepts of chunking and scaffolding with technology to create smart
writing templates to make teaching academic writing easier.

EssayJack focuses on the drafting, reviewing, and editing process of academic
writing. 

About EssayJack 

Getting Started with EssayJack

Step 
1

Like what EssayJack
can do for you? 

 
We can help you set up
a free trial for you and

your students.

Step 
2 Step 

3

Want to continue using
EssayJack?

 
Let's discuss how you

can continue using
platform.

Step 
4

What can you do with EssayJack?

Create and
customise writing

templates to be
used repeatedly

Standardise writing
instruction across
departments and

institutions 

Transition
seamlessly from

teaching in-person
to teaching online

or vice-versa

Model writing in
class using a

method called
progressive
templating

Create writing
courses & exercises 
 to prepare students

for standardised
writing tests

Quickly and easily
review essays  &
provide formative

feedback with
built-in rubric

Get students to
correct common

errors with
Grammarly
integration

Use EssayJack
instead of or as a
complement to

writing textbooks

Welcome!
 

Enjoy teaching writing
with ease in-person or
online and seeing your

students' writing improve!

Have questions?
 

Set up a meeting with us
to discuss how

EssayJack can meet
your needs.

Web: https://www.mangosteems.co.jp/
Tel: 03-5577-4899/ Email: japan@mangosteems.com
9F Arte Otemachi, 1-5-16, Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo Japan 101-0047



EDTECH

ライティングについての不安を軽減し、スキャフォールティング(足場）ライティングのアプローチを提供
シンプルで合理化された直感的なインターフェースを提供
エッセイの構造の教育と共に、学生にツールを利用することでより簡単にエッセイを書くことを教育

ESSAYJackは元教師であるESSAYJack創業者の、20年近いAcademic Writingの指導経験に基づいて作成されたアカデミック
ライティング支援ツールです。一般的には、ライティングのプロセスには、コンセプト、コンセプトマッピング、ドラフトライティング、さら
に、ワードプロセッシングというワークフローに分類されます。この製品は、特にドラフトライティングのプロセスをサポートします。コンセ
プトから最終的な提出物を完成させるにあたって、いかに、読者に解りやすい文章構造を構築してゆくかという点にフォーカスを当て
た製品です。

製品は、下記の特徴があります。

英語を母国語としないスピーカーの執筆サポート
均一で質の高い指導
効率的なルービックベースのフィードバック
簡単なエッセイのチェックとコメント
EAP(English for Academic Purposes)実践エッセイと課題作成
試験準備実習（IELTS、MUETなど）
サブジェクト固有のカスタマイズオプション
カスタムブランディング/ホワイトラベリングオプション
24時間365日のオンラインアクセス
タブレット、ラップトップ、デスクトップで使用可能
簡単なLMS統合または簡単なEメールログイン

製品としては、教員と学生にに下記のメリットを提供します。

英語でのアカデミック・ライティングの構造的な文書作成のWebサービス

Essay in Englishの構造
http://www.uefap.com/writi
ng/intro/essay.htm#prelim

お問合せ先：   
Web: https://www.mangosteems.co.jp/Tel: 03-5577-4899/ Email: japan@mangosteems.com
〒101-0047　東京都千代田区内神田1-5-16 アルテ大手町9F

教師による、教師のために作られた

英語での学術コミュニケーションは論拠を効果的に提示するために、構造的な文章作成のトレーニングをする
必要があります。



お問合せ先：   
Web: https://www.mangosteems.co.jp/Tel: 03-5577-4899/ Email: japan@mangosteems.com
〒101-0047　東京都千代田区内神田1-5-16 アルテ大手町9F

※Essayjackが提供する既製のテンプレートを使用するか、セクションの名前の
変更、セクションのオン/オフの切り替え、すべてのヒント広告プロンプトのカスタ
マイズ、ビデオ/オーディオクリップの追加など、テンプレート全体をカスタマイズ
します。

※カスタマイズ可能な、事前に構造化されたテンプレートは、エッセイを構成要素
に分解して、学生がどこまでできているか、追跡することができます。

教師による、教師のために作られた

EssayJackを利用
することでエッセ
ー・ライティングは
挑戦する必要があ
りません。


