エッセーの書き方おせーて追加回 資料パート３

～Essay Plan の学習～
その前に・・・
Essay Plan についての復習！
Q1. どこに書いてあるんだっけ? → A1. 第一段落の一番最後の文
Q2. どんな役割があるんだっけ? → A2. Body Paragraph で書くことの導入
１ Essay plan のパート

2013 年 第一段落
Dance is one of the oldest forms of art, and it is seen in every culture
and performed for a variety of purposes. In modern society, dance is widely
recognized as a form of entertainment: many people enjoy dancing for fun or
watching their favorite artists dance on stage or screen. It can also be a
form of sport: there are dance competitions of various types. In addition to
these obvious functions, however, there are other more complex roles dance
can play in a society.
① これから書くことは、“社会におけるさらに複雑なダンスの役割”
② 予想できることは→ダンスの役割が並べられているんじゃないの？

２ 3 つの Body paragraph 第一文目の引用と関連づけ
・第 2 段落一文目： Sometimes dance serves to help teach social rules to young
members of a community. (若者のコミュニティに社会規範を教授する助けとなる役割)
・第 3 段落一文目：Dance has also been used to make sure that adults follow the rules
of their community. (大人が規則に従っているということを確認してきたという役割)
・第 4 段落一文目：In some cultures, dance can be a way of displaying power. (力を
持っていることを表現する方法)
・第 5 段落一文目：Through dance, groups can also exhibit their traditions and, thus,
increase their prestige. (伝統を表現することで、名声(維新)を高める役割)
”社会におけるさらに複雑なダンスの役割”の導入になっていることに気づく！
３ Essay plan で使える簡単テンプレート

エッセーの書き方おせーて追加回 資料パート３

書き方は今回のセンターのような Essay plan だけじゃない！
以下のような簡単なテンプレートがある！
This essay will first examine (第 2 段落のまとめ一文/ Body1), then consider (第 3 段落の
まとめ一文/ Body2) , and finally analyze (第 4 段落まとめ一文/ Body3).
※必ず examine, consider, analyze の順番でなくちゃいけないとか、これらしか使うことが
できないということではない。意見を比較するなら compare、否定するなら refuse を使用
してもいい。

以下の例文はのボクが書いた TPP に関するエッセーの Essay Plan 部分です。(被添削済み)
例文：This essay will first examine the reason why Japan participated in TPP, then
considers what U.S would like to get through TPP, and finally compares them and
discusses the idea to get along with.

つまり Essay plan によると
第二段落では日本がどうして TPP に参加したのか、
第三段落ではアメリカ合衆国が TPP を通して得られるもの、
第四段落では二国を比較しこれから先うまくやっていくための考えを議論する
という構成になっているということであります。
第一文目はというと・・・
第二段落第一文目
The understanding reasons why Japan participated in TPP explains Japanese attitude
towards TPP, and how TPP affects the relation between Japan and the U.S.

第三段落第一文目
The U.S. also would like to obtain a profit like Japan.

第四段落一文目
As long as people follow the theory of Michael Doyle, it is important to find the common
points to TPP between Japan and U.S. in order to go well.

