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<Q1> 
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したか?（例：英語 100％、英語

70%日本語 30%など） 
Did you take most of your courses in English or some in English and some in Japanese?
（Please specify, for example, English 70% and Japanese 30%） 
 
ANSWER  CHOICES：RESPONSES %（Number） 
 
・英語 100％ English 100% 3.70%(1)  
・英語 80％以上 English > 80% 3.70%(1) 
・ 英 語  50 ％ -80%  English 50-80% 

3.70%(1) 
・ 英 語  20%-50%  English 20-50% 

7.41%(2) 
・ 英 語  20% 以 下    English < 20% 

70.37%(19) 
・その他 Other  English 0%  11.11%(3) 
TOTAL 27    
     
 
<Q2> 
英語での授業を履修した理由を教えてください。一つ目の欄の選択肢から一つ選ぶか、当てはまら

ない場合は二つ目の欄にお書き下さい.  
Why did you take biology courses taught in English? 
 
ANSWER  CHOICES：RESPONSES %（Number） 
・将来の自分のキャリアの役に立つと思ったから  
For my future career goals 21.05%(4) 
・人と違うことにチャレンジしたいと思ったから  
I wanted to try something new 0.00%(0) 
・英語の勉強になると思ったから  
To enhance my English skills 21.05%(4) 
・英語のほうが日本語より得意だから  
I am more comfortable learning in English 5.26%(1) 
・その他 Other 52.63%(10) 
TOTAL 19     



    
 
<Q3> 
今のところ、大学卒業後はどんなキャリアを考えていますか？ 
What career goal do you have in mind after graduation? Are you going to apply for a graduate 
program or get a job ? 
 
ANSWER  CHOICES：RESPONSES %（Number） 
・日本で大学院に進学  Graduate 
school in Japan 53.85%(14) 
・海外の大学・大学院 University or 
Graduate school abroad 7.69%(2) 
・進学はせず日本で就職 Get a job at 
industry in Japan 11.54%(3) 
・進学はせず海外で就職 Get a job at 
industry abroad 0.00%(0) 
・未定 do not know yet 26.92%(7) 
・その他 Other 0.00%(0) 
TOTAL 26   
     
 
<Q4> 
英語での授業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．

What did you like the most, and what did you find the most challenging, with respect to 
learning biology in English? 
 
ANSWER  CHOICES：RESPONSES %（Number） 
・楽しかったこと What I liked 100.00%(10) 

• 英語での表現や、用語を知れたこと 
    I learned English terms and expression 
• Being able to ask questions without hesitation 
• 少しずつ英語が聞き取れるようになってきて、うれしかった。また、英語を身近に感じられ

るようになった。英語への抵抗がなくなった。 
I understand materials more easily in English. I feel familiar with English and do not afraid 

of it anymore.  
• 他の受講者が英語で考えを伝え合っているのを見て刺激を受けたこと。 
I got positive influences when the classmates were talking in English.  
• 日本語とは違う授業の面白さを味わえたこと。 



It was fresh and interesting to take classes in English.  
• 自分の意見を英語で伝えようと努力するのが新鮮でよかった 
I enjoyed trying express my opinions in English.  
• 日本人以外の人と知り合いになれたこと 
I got non-Japanese friends.  
• 授業スタイルが discussion などが中心で、講義でただ話を聞くより自分で進めていくのが

楽しかった 
The classes were more active with discussions, and I enjoyed participation. 

 
・大変だったこと What I found challenging 100.00%(10)     

• 分かりやすかったのですが、英語が得意では無いので、予習に莫大な時間がかかりました… 
The classes were easy to understand, but it took me very long to prepare for them.  
• General Molecular Biology (it was challenging in a good way) 
• 何をいっているのかわからないことがあるので、課題の説明といった重要なことのときは

焦った。 
I got lost sometimes and felt nervous if I missed important information such as about 
assignment.  
• 先生の説明を理解することが出来なかったこと。ディスカッションで他の人達に付いてい

くのが難しかったこと。考えていることを伝えられなかったこと。レポートで、考えを詳細

に書けなかったこと。 
I could not understand what teachers explained. It was difficult to me to keep up with 
classmates in discussion. I could not express my thought completely. I wish I could write the 
lab report with more detail.  
• 英語が苦手だったので、聞き取ることと理解することを同時にすることが難しかったです 
It was difficult for me to listen and understand at the same time.  
• 上手く言いたいことが伝わらないことが多く、苦労した 
I often had a trouble express myself in English.  
• 英語をすぐに理解しそれに英語で反応すること 
I could not respond in English immediately. 
• 日本語でも未修で理解していないことをさらに英語で理解するのが大変だった 
It was hard to learn new things in English. 

 
<Q5> 
生物学，生命科学の勉強や，またそれらに必要な基礎的な勉強（英語を含め）は，どのくらい進み

ましたか。（星５つ：とても向上した、星一つ：全く向上していない）。満足できるところや，でき

ないところがあれば、コメント欄にお書き下さい．  
How do you evaluate your progress in biology? Are you satisfied with your progress or do you 
feel you could have done better?  



 
・I DID NOT LEARN ANYTHING.  8.00%(2) 
・I COULD HAVE DONE BETTER.  8.00%(2) 
・I DID OK.  48.00%(12) 
・I DID PRETTY WELL.  32.00%(8) 
・I DID MORE THAN I EVER EXPECTED 4.00%(1) 
TOTAL 25 

 
Comments 

• レポートを書く練習をする機会はなかなかないので良い経験になった 
I liked writing laboratory report; I think it is a good practice. 
• オンライン授業の影響かもしれないがレポート等の課題が多いため、論文や資料を読む機

会が多く、授業外で自分で調べて理解を深めることの大切さを実感できた。人に聞くよりも

自分で考える方が何倍も身につくのでこれからも続けていきたい。満足できないところは特

にない。 
There were many assignments such as essays, and I liked it. I had opportunities to read 
scientific papers and materials. It made me realize how important it is to study by myself 
outside of the class. I understand the subject much better in that way. I will continue it. I am 
satisfied.  
• 大学に入って生物を勉強し始めたので、自習などで追いつくようにしながら頑張っていま

す。 
I am studying hard to keep up with my classmates since I did not study biology in high school.  
• 授業の課題に取り組むのに精一杯で、英語の勉強にほとんど取り組めなかったこと。また、

生物学、生命科学の勉強についても、最低限のことしかしておらず、掘り下げて勉強するこ

とがなかなかできなかった。 
I was occupied with the assignment and did not have time to study English. I wish I could study 
the subjects deeper.  
• 英語の授業と日本語の授業を毎回選んで受けられることを知らず、全く英語で実験を聞く

ことができなかったことが残念だった。もう少しチャレンジするべきだった。 
I did not realize that I can switch between English and Japanese when I take lab courses. I 
wish I tried English courses.   
• ある程度物理選択者にも理解できた。（日本語課程） 
I did not study biology in high school but I think I am doing ok. (I am taking classes in 
Japanese.) 
• 私自身のリスニング力が低かった 
I need a better listening skill. 

 
<Q6> 



英語課程での授業・学習や環境・サポートで，良かったこと、来年度もあったほうがよいことを選

んでください（複数選択可）。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？さらに充実させてほしい点があれば，お書き下さい。 
What did you like about classes, the learning environment, and student support systems in 
our English program (including but not limited to; supplemental English speaking classes, TA, 
textbook, Jonna’s support, IELTS classes)? 
 
ANSWER  CHOICES：RESPONSES %（Number） 
 

1. TA 77.78%(7) 

2. テキスト貸し出し textbook library 0.00%(0) 

3. Elizabeth 先生のヘルプ  

Ms. Elizabeth Zielinska's tutoring 0.00%(0) 

4. Grammarly 33.33%(3) 

5. IELTS Speaking/Writing 講座  

IELTS course 22.22%(2) 

6. 招聘講師による夏季集中講義   

Summer intensive course s by invited lecturers 11.11%(1) 

Total Respondents: 9   
 
 
<Q7> 
後期以降，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.  
Do you intend to take more or fewer English classes in the next semester?  Why? 
 
ANSWER  CHOICES：RESPONSES %（Number） 
  増やしたい：理由 more, because... 31.82%(7) 

• 前期では上手く英語での意見交換が出来ないことが非常に多かったのでもっと経験を積みたいです 
I would like to get more experience so that I can discuss in English.  

• 自分の英語の力を高めることに役立つと考えたから。 
It will help improving my English skills.  

• 英語力を向上させたい 
I want to improve my English skills.  

• 前期では一コマもとらなかったため 
I did not take any class in English in the 1st semester.  

• 英語の授業にも挑戦してみたいから 
I want to try.  



• 一つぐらい受けてみたい 
I would like to try one in English.  

• 実験の内容が聞き取れず、1人だけ何をしていいかわからないという心配がなくなれば是非実験も英語で行いた

い。  

I will take lab course in English when I am confident that I do not miss what teachers say.  

 
  減らしたい：理由 fewer, because... 13.64%(3) 

• 英語で理解・表現することがなかなか出来ず、授業に付いていけなかったため、受講数を減

らして内容理解を優先したいと思うから. 
I could not keep up with the classes. I will reduce the number of classes that I take in English 
and focus them. 
• 授業の全てを英語で行うのは自分にとって負担が大きいから。 
I was going to take all the classes in English but it was too much. 
• 予習にあまりにも、時間がかかり過ぎて他の科目に響いてしまうから 
I took English classes but it took too much time to prepare for them. 

   
  このまま：理由 same, because... 54.55%(12)      

• I enjoyed taking Biology in English. I honestly don’t see the point in taking it in Japanese 
because I have to learn the Japanese terms of words I only know in English 
• 英語にあまり自信がないため。 
I do not have much confidence in my English skills.  
• 高校で生物選択ではなかったので、まずは日本語から生物を理解しようと思っているから

です。 
I did not take biology in high school, and I will study with Japanese first.  
• 英語が特に苦手科目なので、現状維持で行きたいです。 
I am not good at English so I will not take more classes in English. 
• 教職課程をとっているため、英語での授業との両立が難しいから。 
I am busy with teacher’s training program.  
• 英語は苦手だから 
I am not good at English.  
• 予習復習を考えるとこのままが一番自分にあっている気がするから。 
I feel good with my current study plan.  
• 日本語でも理解して追いつくのに精一杯であるため英語過程まで手を出すとこなしきれな

いから 
I do not think I can handle more.  
• 現在日本語で授業を受けていても、内容についていくのに精いっぱいだから 
I do not think I can handle classes in English.  
• 日本語でも理解が難しかったので増やすのは厳しいと思った 



I also took classes in Japanese but it was also difficult.  
• 生命科学の勉強に慣れるまでは日本語で受講したい。 
I will keep taking courses in Japanese until I feel comfortable.  

 
<Q8> 
これまでの経験を踏まえて，来学期以降，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.   
How could you improve your learning style in the next semester? 

•  授業に頼らず、自分から文献を読んで学問に親しみたいです。 
I will search and read more related papers.  

• 予習を丁寧に行い授業で質問ができるほどに自分の中で理解を深めたい 
I will prepare more so that I can ask questions in the class.  

•  生命科学を理解することとと英語力を上げることは別々に取り組んでいきたいと思う。英

語は特に、スピーキング能力とリスニング能力を鍛えて、コミュニケーションをとれるよう

にしていきたいと思う。 
I will study English myself so that I can communicate in English.  

• 単語などは自分で勉強して獲得する 獲得した知識を発揮する場が英語の授業になるように

する 
I will prepare for the class by looking up words in English so that I can participate more in the 
class.  

• 生物だけに限らず予習復習をきちんとして分からないことはどんどん質問して行きたいと思

います。 
I will prepare for the class and review after the class. I will ask more questions.  

• もっと積極的にいろいろな授業をとり、勉強してみたいと思う 
I would like to study various area.  

• 話したいことがあっても語彙が無さ過ぎて困ることがあったので英語の語彙力を向上させた

いです 
I will enhance my vocabulary so that I can express my opinion.  

• 英語の重要性を改めて知ったので、生物学の内容を勉強するとともに、英語についてもより

一層勉強したいと思います。 
I realized how English skills are important. I will study more both English and Biology.  

• 大学生活に少し慣れてきたので、今後はさらに勉強に取り組む時間を増やしたい。 
I will spend more time studying.  

• 今期は課題が多くスケジュール管理の方法を確立することができたため、今後も継続してス

ケジュール管理をきちんと行っていきたい。 
I established a good study schedule and completed all the assignment. I will keep it.   

• 一つ一つの講義の内容をしっかり理解し、着実に知識を身に着けたい。 
I will try to understand each lecture completely.  



• 英語そのものの力をあげつつ、専門科目を理解していきたい。 
I will study both biology and English.  

• ほかの教科で学んだ考え方を生物を学ぶ上で生かしていけるようにしたい 
I will apply what I learned in other subjects to biology.  

• 前期ではついていくことで手一杯だったため後期は理解中心にできるように行いたい 
I will prepare more to understand better.  

• 自主的な予習・復習を行い、理解を深める。 
I will prepare and review.  

• 自主的になんでもやっていこうと思います 
I will participate more actively.  

• 生命科学の基礎的な勉強や、基本事項をしっかりとおさえたい。 
I will study biology more.  

• 早くキャンパスでの実験を行いたい 
I hope labs will be face-to-face on campus soon.  

• I had the majority of my classes on Monday and Tuesday. It would’ve been better if it were 
more spread out. 

 
<Q9> 
来年度の授業や時間割に関して，ご意見やご希望があればお書き下さい．また、英語授業を履修す

る後輩のために，ご意見やご助言があればお書き下さい． 
Please give any suggestions for improving the curriculum of courses for the next year． 

• Try to spread out the classes throughout the week 
• 英語が全く聞き取れなくても身振りや雰囲気で 6 割ぐらいは伝わります！どうしてもわか

らないところは個別に先生に聞くと快く日本語で教えてもらえるので是非挑戦してみてくだ

さい。 
Give it a try. Do not worry too much if you are not good at English. You will understand more 
than half even if you could not pick up everything the teachers say. Teachers will answer your 
questions in Japanese if you ask them later.  
• 英語に苦手意識があるが、受講したい場合は全ての授業を英語で受講するより、数を絞って

受講することをおすすめします。 
If you are interested in learning in English but not sure if you can, pick several courses and 
start.  
• ある程度英語でコミュニケーションが取れる人はいいが、コミュニケーションがほとんど

できない人が英語課程の授業を受けても、理解がおろそかになるだけだと感じたので、英語

に全く自信がない人には日本語課程を勧めます。 
If you cannot communicate in English at all, I do not recommend taking classes in English. 

 
<Q10> 



英語課程を受講するかどうか検討している高校生や，そのために東京都立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． 
What would you say to high-school students who are considering applying for our English 
program? (Your response to this question might be used to advertise our English program)  
 

• 1 度だけでも受講する価値はあると思います。自分の英語力を知ることも出来る上に、将来

的に使うこととなる英語の専門用語や表現を学ぶ事が出来るためです。 
It is worth trying. You can see how your English skills work and learn scientific terms and 
expressions in English that you will use in the future.  
• I enjoyed the classes because they were so thorough. I never felt as if I could not ask 
questions until I understood 100%. 
• 英語の勉強になることはもちろん、モチベーションにもなります！また、英語を用いて学問

にアプローチすることで、探究の幅は間違いなく広がります。先生方も優しく、一人一人に

丁寧に接してくれます。是非、挑戦してみてください。 
It will enhance your English skills and motivate you to learn. By studying in English, you can 
access more resources. Teachers are kind and always answer your questions. I would 
recommend it.  
• 英語で生物学・生命科学を理解できれば、研究をしていく人にとってとても役に立つと思い

ます。しかし、英語課程を受講したからと言って英語力を上げられるわけではなく、英語力

を上げて正確に生物学・生命科学を理解したいなら自分で英語力を鍛える必要があると思い

ます。 
Understanding biology in English is definitely useful for research. But remember, you will need 
to study English by yourself: Taking classes in English does not automatically enhance your 
English skills.  
• 英語での勉強をする機会は非常に少ない上に、将来必ず重要になってくると思うのでやる

価値はあると思います。 
We do not have many opportunities to study biology in English. Still, we will need English in 
the future, so it is useful.  
• 英語で実際に授業を受けることはとても効果的であると思う。 
It is very effective to take classes in English.  
• コロナの状況下で留学なども制限されつつある中で、学部生のうちから英語で専門科目が

学べるのはとてもいい経験になると思います。 
It will be a good experience to learn in English for undergraduates. Especially right now, we 
cannot go abroad to study.  
• 頑張ってください！ Good luck! 


