
e-rater® (英⽂法チェック) 

TOEICやTOFELでお馴染みの ETS® (Educational Testing Service) によって開発された e-rater 英文法

フィーバックテクノロジーは、提出物上へのマークによる詳細なフィードバックによって、提出物の「英文法」
及び「使用状況」、「メカニズム」、「スタイル」、「スペルエラー」をチェッ クすることができます。

l e-rater を使用するためには、課題作成時に e-rater が使用できるように設定が必要です。

l 全文が英語で書かれた文章のみが e-rater チェックの対象となります。

e-rater®フィードバック

e-rater フィーバックが紫色ハイライトとコメント

でレポート上に現れます。
紫色のコメントマークをクリックすると、e-rater 
による文法やスペルミス、文章構成に関して
違っている箇所に対するフィーバックの詳細が
閲覧できます。

ETSサイドパネルを開くには、
ツールバーの「ETS アイコン」
をクリックします。

【チェックされるカテゴリ】

l 文法

l メカニズム

l スタイル

l 使用状況

l 綴り

e-rater®サイドパネル
e-rater サイドパネルに５つの e-rater のカテゴリと、

レポート上に見つかったそれぞれのマークの数が
表示されます。

カテゴリの横にある
チェックボックスの
チェックを外すこと
によって、フィード
バックが表示されな
くなります。

e-rater® コメントを追加する

e-rater のマークにコメントを追加するには、
「コメントの追加」のテキストボックス内をクリック
し、文字を入力します。ハイライトの箇所に
「吹き出し」アイコンの有無かでコメントがマーク
に追加されたかとうかをわかります。

「解除」をクリックすると、レポート上
に指摘箇所を表示させないことがで
きます。



Six Steps for Effective Paraphrasing
To paraphrase is to include the ideas or information from a source in your paper by 

rephrasing those ideas or information in your own words. Paraphrased text must 

include a proper citation. Use these steps to help you paraphrase in your writing. 

Paraphrase the text by writing the meaning in your own words. 

Consider how you can change the sentence structure or voice, or rephrase the 

sentence in new ways. Compare your writing with the original to make sure the 

meaning remains the same. Credit the initial author with a citation after your 

paraphrased text and don’t forget to include the source at the end of your paper!

Try paraphrasing the text aloud before writing. Explain the 

main idea of the text to a partner or on your own.

Reflect on your comprehension by asking yourself, “What does 

this mean?” When necessary, go back and reread the text from 

beginning to end. Look up unfamiliar words in a dictionary 

to help you understand what those words mean.

Read and reread the passage, and then determine the big  

picture of what it means. Try to figure out the main idea and 

supporting details from the text. 

When in doubt, a good general rule of thumb to follow is:  

Read, Think, Restate in your own words.

Before reading or viewing the text, try to learn more about the 

topic by reviewing similar ideas. This will help you become 

familiar with vocabulary and ideas around the topic. 
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