
Practice Paragraph 1 & 2 Checklist 
 
If you cannot open a partner’s file, please message me and I will send you a copy. パートナのファ
イルが開けられない場合は、メッセージを送ってください。すると、コピーを送ります。 
  
Please check carefully. You get 5% for checking two partner’s paragraphs. ２名のパートなのパラ
グラフをチェッキングすることで 5％ゲットできます。集中してチェックしてください。 
  
If you check Yes, but the Teacher checks No you will lose 1%! 貴⽅が OK だとチェックしたが、
先⽣が NO だとチェックすれば 1%マイナスとなります。 
  
If you check No, but the Teacher Checks Yes you will lose 1%! 貴⽅が NO だとチェックしてい
て、先⽣が OK だとチェックしても 1%マイナスとなります。 
 
 
Q1 OUTLINE: The Topic Sentence gives the topic and writer’s main idea. トピック文章から作者の
アイデアとトピックが分かります 
 
Q2 OUTLINE: The Outline has a 3 supporting points. アウトラインは三つのサポーティングポイ
ントを持っています。 
 
Q3 PARAGRAPH: The paragraph is correctly formatted.	 正しい形式の段落で。Correct 
Punctuation and Capitalization are used. 句読点と大文字を正しく修正する。 
 
Q4 PARAGRAPH: The paragraph is 5 or more sentences. パラグラフは五つ以上の文章です。 
 
Q5 PARAGRAPGH: The Topic Sentence from the OUTLINE is the first sentence of the paragraph. アウ
トラインのトピック文章はパラグラフの一番最初の文章です。[I added this to practice 
paragraph 2 because some students were not putting their topic sentence in their paragraph for 
some reason] 
 
Q6 PARAGRAPH: The supporting points give reasons, examples, and explanations.	 サポーティン
グポイントは理由、例示、説明を与えます。[Does not have to be all 全部する必要はありませ
ん]. 
 
Q7 PARAGRAPH: Some Transitional Phrases are Used. 段落の最初の接続の言葉 
 
Firstly, First of all, Secondly, Finally, Lastly 
Because, One reason, For this reason, Since 
For example, For instance, According to, In fact 
Therefore, As a result, So, Due to, This shows 
In short, In conclusion, To sum up, To 
 
Q8 WRITING: Sentences do not start with And, But, So. 文章は And, But, Soで始まリませ
ん。 Sentences are connected using: and, but, so. 文章は and, but, soを使って連結する。 
 
Q9 WRITING: The writing style is not Personal it is Academic & Formal: ライティング	 スタイルで
すが、私的な内容ではなくアカデミックで形式（フォーマル）のあるものです。The writer 
does not use first person 'I.....' 'I think...' 'In my opinion....' 'We....' 'We Japanese...' 'We should....'	



ということで文章には「私は、私は〜〜考えます、私の意見は、私たちは、我々日本人は」

のようなファストパーソンを使いません。The writer does not use second person 'You....' 'You 
should....'	 「貴方、貴方は〜するべき」などのセカンドパーソンも使いません。 
 
Q10 WRITING: Grammar mistakes are few and do not affect meaning.	 文法の間違いは少なくて
意味を変えていません。Sentences are not made with translation software. 文章は翻訳ソフトウ
ェアを使いません。 
 
 
Mention one thing your partner did well. パートナーがよく出来たことを一つ書きます。 
 
Mention something that your classmate could add or improve クラスメートが追加、改善できる
何かのメンション 
 
Ask a question about the topic of your partners writing. パートナのライティングトピックに関す
る質問。 
 
 

 
Outline & Introduction Check Points 

 
Please check the OUTLINE 
 
1. The THESIS STATEMENT HAS: Essay Topic, Writer’s Position, 3 Main Points	  
エッセイ トピック、作者のポジション、三つ主なポイント The 
 
2. Paragraph 1 has a Topic Sentence with the Essay Topic and the Main Idea of the Paragraph 
段落＃1 のトピック⽂章から作者のアイデアとトピックが分かります。 
 
3. Paragraph 2 has a Topic Sentence with the Essay Topic and the Main Idea of the Paragraph 
段落＃2のトピック文章から作者のアイデアとトピックが分かります。 
 
4. Paragraph 3 has a Topic Sentence with the Essay Topic and the Main Idea of the Paragraph 
段落＃3のトピック文章から作者のアイデアとトピックが分かります。 
 
5. There are 2+ supporting points for each Topic Sentence      
格 Topic Sentenceは 2+以上のサポーティングポイントがあります。 
The supporting points give reasons, examples, and explanations.	 サポーティングポイントは理
由、例示、説明を与えます。 
 
6. There is evidence of research: Facts are used from research articles / the internet 
リサーチの証拠がある：ファクトはリサーチ記事・インタネットから引用されている。 
 
Please check THE INTRODUCTION 
 
7. The introduction has an interesting hook.	 導入は興味のフックを持つ。 
 
8. 3+ background sentences introduce & explain the topic.	  
三つ以上のバックグラウンド文章はトピックを紹介し、説明します。 
 



9. The Thesis Statement is the last sentence of the introduction.	  
論文のステートメントは序論の最終の文章です。 
 
PLEASE CHECK THE LANGUAGE & STRUCTURE 
 
10. The writing style is not Personal it is Academic & Formal: ライティング	 スタイルですが、私
的な内容ではなくアカデミックで形式（フォーマル）のあるものです。The writer does not 
use first person 'I......' 'I think...' 'In my opinion....' 'We.....' 'We Japanese...' 'We should....'	 という
ことで文章には「私は、私は〜〜考えます、私の意見は、私たちは、我々日本人は」のよう

なファストパーソンを使いません。The writer does not use second person 'You....' 'You 
should....'	 「貴方、貴方は〜するべき」などのセカンドパーソンも使いません。 
 
11. The introduction is a correctly formatted paragraph.	 導入は正しい形式の段落です。Correct 
Punctuation and Capitalization are used. 句読点と大文字を正しく修正する。 
 
12. Grammar mistakes are few and do not affect meaning.	 文法の間違いは少なくて意味を変え
ていません。Sentences are not made with translation software. 文章は翻訳ソフトウェアを使い
ません。 
 
 

 
First Draft Check Points 

 
Please check carefully. You get 5% for checking one partner’s essay.	 1名のパートなのエッセイ
をチェッキングすることで 5％ゲットできます。集中してチェックしてください。  
If you cannot open a partner’s file, please message me in tutoring and I will send you a copy.	 パー
トナのファイルが開けられない場合は、チュートリングでメッセージを送ってください。す

ると、コピーを送ります。 
 
 
Please check THE INTRODUCTION 
 
1. The introduction has an interesting hook. 導入は興味のフックを持つ。 
SCALE 
Does not grab reader's attention	 読者の好奇心が掴まれてない。 
Quite Standard	 スタンダード 
Interesting	 面白い 
Very Interesting	 とても良い 
 
2. 3+ background sentences introduce & explain the topic 	 三つ以上のバックグラウンド文章は
トピックを紹介し、説明します。 
 
3. The THESIS STATEMENT HAS: Essay Topic, Writer’s Position, 3 Main Points	 エッセイ トピッ
ク、作者のポジション、三つ主なポイント. The Thesis Statement is the last sentence of the 
introduction.	 論文のステートメントは序論の最終の文章です。 
 
Please check THE THREE BODY PARAGRAPHS 
 
4. Each Paragraph 1-3 has a Topic Sentence with the Essay Topic and the Main Idea of the Paragraph 
各段落１- 3 のトピック文章から作者のアイデアとトピックが分かります。 



 
5. Transition Words are Often Used [Textbook p.28-29]: よく使われる単語を翻訳 
Topic Sentence: Firstly, First of all, Secondly, Finally, Lastly 
1 Reasons: Because, One reason, For this reason, Since 
2 Examples: For example, For instance, According to, In fact 
3 Explaining: Therefore, As a result, So, Due to, This shows 
Concluding Sentence: In short, In conclusion, To sum up, To summarize 
 
6. What type of supporting evidence is used in the first body paragraph? [Not the introduction]	 最
初のパラグラフで使われた証拠補助のタイプは？ 
REASON 理由 
EXAMPLE 例えば 
FACT 事実 
STATISTIC 統計 
EXPERT OPINION 専門家の意見 
NONE なし 
 
7. What type of supporting evidence is used in the second body paragraph? ⼆番⽬のパラグラフで
使われた証拠補助のタイプは？ 
 
REASON 理由 
EXAMPLE 例えば 
FACT 事実 
STATISTIC 統計 
EXPERT OPINION 専⾨家の意⾒ 
NONE なし 
 
8. What type of supporting evidence is used in the third body paragraph? 三番目のパラグラフで使
われた証拠補助のタイプは？ 
REASON 理由 
EXAMPLE 例えば 
FACT 事実 
STATISTIC 統計 
EXPERT OPINION 専門家の意見 
NONE なし 
 
Please check CITATION 
 
Check that Citation is used with all information taken from articles. p. 82-84 
Check carefully because any fact or example from an article must have citation. 82-84ページのアー
ティクルの情報は引用されました。引用のあるアーティクルからの事実もしくは例の為、よ

くチェックください。INTRODUCTION TOO! 
 
9. Pattern 1 Citation is used correctly: INFORMATION + (FAMILY NAME). 
-------------------------- (Giordano). 
 Pattern 2 Citation is used correctly: FAMILY NAME + REPORTING VERB.... 
Giordano claims that --------------------------. 
 
10. Pattern 1 & 2 are used at least once. Each paragraph has at least one citation. 



パタン１と２は１回以上は使われました。各パラグラフは１回以上の引⽤を持ってます。 
 
11. Search the internet and find some supporting point that can be used in the essay.	 ネット検索
をしてエッセイで使われるサポーティング・ポイントを探します。Chose a paragraph that 
has little or no supporting points from an article. アーティクルからサポーティング・ポイントが
少しもしくは全く使われてないパラグラフを選択します。Paste the URL here. U R Lをここに
ペースト（複写）してください。 
 
TEXT 
 
 
12. What type of supporting evidence are you recommending? Why?どのタイプのサポーティン
グ証拠を推薦しますか。なぜですか。  
REASON 理由 
EXAMPLE 例えば 
FACT 事実 
STATISTIC 統計 
EXPERT OPINION 専門家の意見 
 
TEXT 
 
13. Explain how it can be used in the essay. 
エッセイでどう使われたか説明してください。 
  
For Example: 
Hi, I like your essay. I found one article you might be interested in. It can be used in Paragraph 1/2/3. 
The point you can use is: 
  
TEXT 
 
 
Please Check THE LANGUAGE & STRUCTURE 
 
14. The writing style is not Personal it is Academic & Formal: ライティング	 スタイルですが、私
的な内容ではなくアカデミックで形式（フォーマル）のあるものです。The writer does not 
use first person 'I......' 'I think...' 'In my opinion....' 'We.....' 'We Japanese...' 'We should....'	 という
ことで文章には「私は、私は〜〜考えます、私の意見は、私たちは、我々日本人は」のよう

なファストパーソンを使いません。The writer does not use second person 'You....' 'You 
should....'	 「貴方、貴方は〜するべき」などのセカンドパーソンも使いません。 
 
15. There are correctly formatted paragraphs.	 正しい形式の段落で。Correct Punctuation and 
Capitalization are used. 句読点と大文字を正しく修正する。 
 
 
16. Grammar mistakes are few and do not affect meaning.	 文法の間違いは少なくて意味を変え
ていません。Sentences are not made with translation software. 文章は翻訳ソフトウェアを使い
ません。 
 
Please check THE CONCLUSION 
 



 
17. The essay Thesis is restated in different words. 
エッセイ論文は別のワードで書き換えられます。 
 
18. The main points and reasons are summed up 
主なポイントと理由はまとめられています。 
 
19. The writer finishes with some final thoughts: 作者は最終的な考えを以て終えます。 
An OPINION or JUDGEMENT意見	 見解 
A SOLUTION or RECOMMENDATION 解決	 提案 
A PREDICTION or SPECULATION憶測	 予測 
[does not have to be all].	  
 
Please check THE REFERENCE LIST 
 
20. There is a Reference List with at least 3 references, at the end of the essay. See page 87-89 of 
your text book. エッセイの最後には少なくとも３つの参考リストがあります。 
 
21. The articles in the Reference List are organized alphabetically. 
参考リストのアーティクルはアルファベット順になっています。 
Each citation has the correct order of information. 
各引用は情報の正しい順番を持ちます。 
Correct order: Family name, First name, Year, Title, WEB + date you used internet, URL 
Correct order: No Name: Title, Year, WEB + date you used internet, URL 
 
 
Please give FEEDBACK 
 
22.  Mention something that your classmate could add or improve クラスメートが追加、改善で
きる何かのメンション 
Especially if you checked No to a point explain how to correct it. 
特にどう修正するか説明するポイントがないとか。 
For Question number XX you need to....質問番号 X X	 貴方は〜〜すべき 
 
23: Mention one thing your partner did well. 
パートナーがよく出来たことを一つ書きます。👍 
 


