
生命科学コース英語課程 学生アンケート (1 年生) 14/26    氏名（任意）： 
 
 
１．あなたの今年度履修した授業の英語と日本語の割合はどれぐらいですか？（解答例：英語１００％、英語８割日

本語２割など） 
a. E 100% 
b. E 100% 
c. E 100%  
d. E 100% (生命科学の授業)  
e. E 100% (一般教養以外) 
f. 専門科目は E 100%。全体では 50:50 
g. 2(教職の実験):12 
h. E 70%, J 30%  
i. E 70%, J 30% 
j. E 64%, J 36% 
k. E 50%, J 50% 
l. E 50%, J 50% 
m. E 40%, J 60% 
n. E 34%, J 66% 
 
２．英語課程を受けて楽しかったことや大変だったことなど，全般的な感想をお聞かせ下さい． 

 
a. レポートとテスト勉強がかなり時間をとられ大変だった。 
b. 一回の授業だと聞こえないけど同じところを何回もやると文が繋がって聞こえるようになったのは楽しかったし、

うれしかったです。日本語ならたくさん意見が出るのに英語だとかけなくて簡単に短くなってしまうのは少し困

りました。 
c. 集中していないと話をちゃんと聞けない。 
d. わからない部分を教科書で調べる時、どこを見ればいいかわからなかった。 
e. 基本的に大変だったが、ジェスチャーも混ぜてどうにか伝えようとする意識を持つことができた。 
f. 集中力が切れたとき、なにも理解できなくなること。復習に時間がかかること。 
g. 後期の方が assignment が多かったけど、critical thinking が多く楽しかった。 
h. コミュニケーションが活発で楽しかったです。 
i. スラスラと英文をかけるようになったのがうれしかった。 
j. 大変だったことは、教授の言っていることを理解できずに進んでしまい、わからないことが多いこと。英語に慣

れることはできたと思う。 
k. テスト勉強は何をして良いのかわからなかった。 
l. 語彙力がなくて、英語を理解することが大変でした。 
m. レポートやプリントなどすべて単語の意味がわからないとどうしようもないということは大変だった。けれど次

第に英語に抵抗がなくなり始めの頃よりは理解できていると思い少し嬉しい。 
n. 高校で生物未履修だったこともあり、英語での授業は理解が難しかった。 

 
 
３．生物学，生命科学の勉強や，それに必要な基礎的な勉強は，どのくらい進みましたか，満足できるところや，で

きないところがあれば，それもお書き下さい． 
 
a. 細胞内で起きていることはよくわかった。 
b. 生物の単語が英語で知ることができたけれど、これまでの知識が英語になっただけかもしれないと感じています。

しかし、微生物はいろいろ新しくしれた気がします。 
c. 生物学的な勉強はそこまで進まなかったように思う。 
d. NA 
e. 英語であったためあまり進んでいないと考える。 
f. 習った範囲をすべてカバーすることはできていない気がする。日本語での理解もしたいなと思う。 
g. 満足。後期が特に知らなかった内容ばかり！ 
h. 授業で聞いたことの理解は増加してきましたが、その分自分での学習が足りないと感じました。 
i. 特に General Ecology では専門的なことが学べた。 
j. ほぼ進んでいないと思う。エコロジーの知識は相当ついたが他はあまり身についた感じがしない。 
k. 生物学用語の英単語は頭に入ったかも。 



l. 能動的にやれば、理解は進むけど、英語がわからないせいで生物学の勉強で誤解したり理解が進まないのはもっ

たいない。 
m. 英語に対する抵抗はなくなったけど、生物学の勉強においてはあまり理解したとは思えず不安要素が大きい。 
n. ミクロなことよりマクロなことに興味があるが、マクロなことについての授業があればよいと思う。 
 
 
４．英語力は，どのくらい向上しましたか．満足できるところや，できないところがあれば，それもお書き下さい． 
a. reading の力はすごくついた。 
b. 聞こえるようになったり、前ほど壊滅的な文章ではなくなったけれど、まだ他の人より書けなかったり、意味が

理解できていないなと感じます。 
c. 専門用語の語彙はかなりふえた。長い英文を読むのがそんなに苦じゃなくなった。適当に読んでも内容がつかめ

るようになった。 
d. リスニング力は向上したように思います。 
e. 多少専門用語を英語で覚えたが、日常生活では使えないため、それを英語力とカウントしないと英語力に変化は

あまりない。 
f. 英語の文書や講義に抵抗はなくなったのはよかったです。 
g. わからない。 
h. 英語を話すことに対するためらいはほとんどなくなりましたが。 
i. 生命系の英単語を学べる教材を推薦してもらえるとうれしい。 
j. リスニング力とライティング力は少しついた。もっとスピーキング力をつけたい。 
k. あまり向上していない。 
l. 英語を使うことに慣れてきた。 
m. 抵抗がなくなった。 
n. 大学入学時よりは低下したと思う。 
 
 
５．英語課程での授業・学習や環境・サポート（Halli 先生の授業、John 先生の授業、TA、テキスト貸し出し、TOEFL

講座、面談、夏季集中講義、その他何でも）について、 
 
a. 特に良かったことがあればお書き下さい．それらは来年度の英語課程での授業・学習や環境・サポートで，

今年度と同じように進めてほしいですか？ 
a. はい 
d. TA の方々はとても優しく、質問しやすい方々で助かりました。 
f. 資料（レジュメ）が良い、わかりやすい 
g. 生徒の質問に対して答えがわからないと一緒に考え、次回の授業で最近の研究での論文を読んで紹介してくれた

こと。とても楽しく授業に熱心に取り組めた。 
n. TOEFL 講座など外部機関を使った学習支援は継続してほしい。 
 
 

b. 物足りなかった点，期待はずれだった点、変更してほしい点があればお書き下さい．  
 
a.なし 
f. 課題は紙がいい 
g. 今期 practice in biology を受講して正式なレポートのフォーマット（フォントなど）などを学んだのですが、そ

れをはじめにやることと、レポートを返却するときに内容だけでなくチェックしてくれたら、もっと練習することが

できたかと思います。考察すると良いポイントなども指摘するととても勉強になります。 
j. TA の人のサポートが授業によりバラバラ 
n. 英語課程の受験はほとんど日本語で行われていたこと。 
 

c. 来年度、導入してほしいサポートはありますか．ちょっと無理そうなことでも，試しに書いてみて下さい． 
 

j. 日本語での資料を欲しい。わからないところの理解もしたい。 
n. かいがいでのサマースクール。Harvard が実施している evolutionary biology in Oxford みたいなプログラム。 

（裏へ続く） 
 
6. 来年度，あなたは，英語での受講数をほぼ維持したいですか，増やしたいですか，減らしたいですか？その理由



とともにお書き下さい． 
 
 
a. 減らしたい。生物の知識についてもっと理解を確かなものにしたいから。 
b. 維持したいと思っているけれど不安です。頭を使っている感じはするけれど理解できているのがみんなすごいの

で少しこわいです。 
c. 減らしたい。余裕を持って生物学を学びたいので。 
d. 維持します。全くついていけないわけではなかったので、英語で続けていきたいです。 
e. 減らします。生物に関する理解を進めたいためです。 
f. 維持 or 少し減らす。内容がさらに発展的になるため、ついて行く自信があまりない。  
g. 維持。 
h. 来年度もほぼ維持したいです。教職科目は日本語で受けることになると思いますが、専門は今年同様英語で受け

たいです。 
i. 減らしたい。専門的なことは日本語出ないと理解しずらい。 
j. 少し減らしたい。生物学を日本語で取り、理解が深かったため。 
k. まだ迷っていますが、専門科目を多く取れるので維持するかもしれません。 
l. 減らしたい。ほとんど日本語にするが、英語の方がないようにきょうみがある場合に英語。 
m. 少し減らして日本語も入れたい。もうすこし生物学についてしっかり学びたい。 
n. 減らしたい。自分の理解が追いつかなかったから。 
 
 
 
7. 今年度の経験を踏まえて，来年度，あなたは，どのように勉強をすすめ，経験をつんで行きたいと思っています

か．  
a. 気になったことは、自分から調べ、勉強の幅を広げたい。 
b. 英語でただ覚えるだけでなく、日本語でしっかり内容をおさえていきたいです。 
c. 部活とかのせいにしてしっかりやれていない勉強時間をちゃんと作っていきたいです。 
d. 教科書を復習して、分野ごとのつながりを確認しておきます。 
e. na 
f. 授業内での理解につとめること（部活などの関係で、あまり家庭学習ができていない） 
g. 自分がもっと勉強したいと思ったことを学びたいです（授業外で） 
h. 時間をもっと有効に使いたいです 
i. 英単語とスピーキング 
j. 教授への質問を積極的にしたい。毎回の授業の復習。 
k. 英語でポイントをおさえることに加え、日本語での知識、理解の補足を交えていきたい。 
l. さらに生物についての知識を増やしたい。英語の生理学は医療系であったのでとても面白かった。Human 

Biology の授業が増えてくれたらうれしい。 
m. わからない単語をためて調べようとしない。 
n. 独習の時間を増やす。 

 
 

 
8. 来年度の１年生のための授業やサポートに関して，今年度の自分の経験を踏まえて，ご意見やご助言があればお

書き下さい． 
 
a. na 
b. 高校の範囲の授業のうちに英単語をよく理解しておいた方がそのあとが受けやすいと思います。 
c. 一年生の間に英語の授業を取るべき（それなりに既知の内容なので） 
d. na 
e. na 
f. 最初の履修の時に、履修例をもっと配ってもらえると、イメージが湧きやすいかと思います。 
g. na 
h. やはり、日本人の先生の英語は聞き取りにくく理解できない。質問は、日本人の先生にするなら日本語で良いと

先にいっていただければ、もう少し質問しやすかった。 
i. na 
j. na 
k. na 



 
 
9. 来年度，英語課程を履修しようとする新入生に対して，心構えや勉強の仕方，あらかじめ知っておいた方がいい

ことなど，ご助言があれば，何でもお書き下さい． 
 

a. 英語に自信がある人がやった方がいい。 
b. 日本語課程の友達がいると、理解がよくできます。 
c. na 
d. na 
e. na 
f. とりあえず授業内容を追うことを諦めなければなんとなるかと思われます。 
g. 勉強グループなどを作っておくととても有利！初めは英語がききとりづらくても、意外と慣れる。 
h. 積極的に楽しんでください。 
i. 生物の専門科目ばかりを取るのではなく、教養も取る必要がある。 
j. 英語に慣れたい、使えるようになりたい気持ちが強いならやるべき。生物学への理解は、日本語より浅いと思う。

辞書を持ってくる。 
k. na 
l. na 
m. すこしずつでも理解していこうという姿勢で諦めないこと。単語を調べてすこしずつボキャブラリーを増やして

いく。 
 

 
10. 英語課程を受講するかどうか検討している高校生や，そのために首都大の生命科学を受験しようかどうか検討し

ている高校生へ向けたメッセージを書いていただけますか？広報活動に利用させていただくかもしれません． 
 

a. 1 年次からどんどん専門の授業をとれ、また英語の力（とくにリーディング）はすごくつくので、研究職を目指

している人にオススメ 
b. ほとんどの先生が工夫して授業してくださるので楽しみながら理解できる。 
c. 英語課程の存在がまだ有名でないと思うので、まず知ってもらうのが先かと。 
d. na 
e. 英語課程を受けるために首都大を志望するほどの熱量があるなら是非いちど受けてみるべきです。 
f. 良い環境だと思います。 
g. 英語課程の方が大変だけど日本語課程より充実していると思います。 
h. 新しいことに挑戦しましょう。 
i. 英語は使うから上達するのだと思うと、使える機会が日本では少ないので貴重な時間だと思います。 
j. 英語に対する抵抗はなくなりました。これからグローバル化が進んでいく中、リスニングやライティングをあげ

たいのなら英語課程へ進むべきだと思います。 
k. 英語課程は首都大の特色だと思います。興味があれば、良い経験になると思うので、ぜひ一度ひとつだけでも受

講してみたらどうでしょうか 
l. na 
m. 生命科学では幅広く生物学について学ぶことができて、大学内の自然を使っての実験もあり充実した環境です。

英語課程では生物学について英語で講義を受けたり、話し合いをしたりプレゼンをする機会が多くあり良い経験

ができます。なのでぜひ頑張ってください！ 
 

 
11. その他何でも，英語課程や首都大等に関する，感想，意見，要望があれば，自由にお書き下さい． 
 
a. 理系棟の教室に時計をつけるか、チャイムが鳴るようにした方が良い。 
b. na 
c. na 
d. na 
e. na 
f. na 
g. na 
h. na 
i. na 
j. 暑い、寒い、理解できないまま進んでいくのが怖い。 



k. na 
l. na 
m. na 
n. 海外に行ける機会がもっとあればよいと思う。退屈です。 
 
 
 

ありがとうございました。 


