
 1 

英語課程アンケート 2020 年前期末 End-of-semester-survey 1st semester FY2020 2nd year 
 
＜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%：4.44%(2) 

・英語 80％以上 English > 80%：4.44%(2) 

・英語 50％-80% English 50-80%：6.67%(3) 

・英語 20%-50%  English 20-50%：6.67%(3) 

・英語 20%以下   English < 20%：55.56%(25) 

 
 
 
＜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 ：12.50%(3) 
・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：8.33%(2) 
・英語の勉強になると思ったから  
To enhance my English skills：50.00%(12) 
・英語のほうが日本語より得意だから  
I am more comfortable learning in English：8.33%(2) 
・履修していない NA 
 
TOTAL 24     
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<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 54.55%(24) 
・海外の大学・大学院  
University or Graduate school abroad 2.27%(1) 
・進学はせず日本で就職  
Get a job at industry in Japan 20.45%(9) 
・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 22.73%(10) 
・Others (0) 
 
TOTAL 44    
     
 
<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? 
   楽しかったこと What I liked 93.33%(14) 

・専門用語の英語を聞くことができたこと 
I enjoyed learning specific subjects in English.  
• より理解が深まった部分があった。 
I understood some of the topics better in English.  
• 講義資料を読めるようになると達成感があり、楽しかった。 
I can now read class materials in English. I felt very happy with my achievement.  
• 日本語で知っていた用語を英語で知れた時 
I was happy when I learned how to explain what I knew in English.  
• 少人数であることが多いので先生に質問しやすい、発言しやすい 
I like the small class size. I can ask questions and discuss.  
• 新しいことに挑戦できている実感 
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I am excited with challenge and learning new things.  
• 英語が聞き取れると楽しい 
I feel happy with my achievement when I listened and understood in English.  
• 普段より実験テキストをよく読む機会が増えたこと 
I read lab manuals more carefully when it is in English.  
• 少人数なので授業の雰囲気がとてもアットホームで先生に手厚くフォローしてもらえること。 
I like the small class size and its friendly atmosphere and interactive teaching.  
• レポート作成の際英語の論文にふれるなど、日本語文献とは異なるデータにアクセスしたこと。 
When I write lab report in English, I searched and look up data in scientific papers. I would not 

have done that if I was taking the lab in Japanese.   
• いつもと違うことをやっている気になれて楽しかった 
It was new to me and I enjoyed it.  
• 英語での内容に理解できた時 
I feel happy with my achievement when I listened and understood in English.  
• 英語での生物学用語などを知ることができたこと。 
I enjoyed learning biology terms in English. 

 
   大変だったこと What I found challenging 100.00%(15) 

• Writing the actual report 
• 英語でレポートを書くこと 
Writing lab report.  
• 内容理解が大変だった 
Understanding course contents.  
• 慣れるのに時間がかかり、リスニングが難しかった。 
It took me a while until I get used to listening English.  
• 計算や問題を解くこと 
Solving problems.  
• 日本語で学ぶときよりも理解が深まっていない様に感じてしまう 
I am not sure if I understood as much as I would have done in Japanese.  
• 大体何言ってるのかわからない 
I was lost most of the times.  
• 言いたいことを正確に伝えるのが難しかった 
I could not express my thoughts in English.  
• 実際に実験を行っていないなかレポートを書くこと 
Writing lab reports without doing actual experiments.  
• 授業内容を理解するのは日本語より大変でした。 
It was more difficult to understand in English than in Japanese.  
• 先生の（特に口調に抑揚のない先生の）言っていることが聞き取りづらかった。 
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Some teacher talk in a monotone voice, and I sometimes had difficulty understanding their 
English.  
• 英語が得意ではないので理解が大変だった 
It was difficult for me.  
• 内容全体の理解 
It was difficult for me.  
• 英語でレポートを書くこと。日本語で書くより格段に大変でした。 
Writing lab report in English.  
• コミユニケーション 
Communicating 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.  0.00%(0) 
・I COULD HAVE DONE BETTER 13.64%(6) 
・I DID OK.  45.45%(20) 
・I DID PRETTY WELL.  38.64%(17) 
・I DID MORE THAN I EVER EXPECTED 2.27%(1) 
TOTAL (44) 
 

Comments(5) 
・実験データの解析方法を学べた。分子生物学、発生生物学の勉強に力を入れられなかった。 
I did well with data analysis but not with molecular biology and developmental biology.  
・生物統計の知識やプレゼンのデータの表し方などの技術をより向上させることができた。 
I learned statistics and data presentation.  
・エッセンスとなる思考をマスターしたと思えないのでより学習したい。昔から読書が好き

なので、推奨される教科書のほかに副読本なども教えてほしい。 
I need to study more since I do not think I got the logics. I like reading books, so I would 
appreciate if teachers could suggest some reading materials other than textbooks. 

 
<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
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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） 
・TA 61.11%(11)  
 
・textbook library 55.56%(10) 
 
・Ms. Elizabeth Zielinska's tutoring 27.78%(5) 
 
・Grammarly 61.11%(11) 
 
・IELTS Speaking/Writing course 11.11%(2) 
 
・  Summer intensive courses by invited lecturers 
11.11%(2) 
 
 
Total Respondents: 18   
 
Other (1) 
・日本語での補講 Supplemental classes in Japanese by TA 
 
 
<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... 18.75%(6) 

• 留学に興味があるから 
I am interested in studying abroad.  
• 英語の勉強になると思うから。 
It enhances my English skills.  
• 英語をもっと話せるようになりたいから。 
I want to enhance my English skills.  
• 今期英語過程は０で、向上心を持って過ごしたいと思ったから 
Since I have not took any class in English. I want a challenge.  
• 今とっていないので取ってみたい 
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Since I have not took any class in English.  
• 将来の選択肢を増やすため。 
It will help my career in the future. 
 

   減らしたい：理由 fewer, because... 6.25%(2)       
• 計算が出てくる分野の英語での学習は難しいと感じたから 
The subject that require math is difficult for me.  
• 理解できていない部分が多い気がしたため 
I could not understand well. 

    
   このまま：理由 same, because... 75.00%(24)      

• 英語で勉強することに慣れたのでこのまま続きたい。 
I am comfortable studying in English.  
• 続けてこそ意味があると思うから 
I want to continue taking classes in English.  
• 1 年次に英語課程をとったときにあまり内容が理解できなかったので、今後も日本語課程中

心で受講したい 
I am comfortable with my current study plan.  
• 今季丁度良かったと感じたから。(3) 
I am comfortable with my current study plan.  
• なんとかなった気がするから。 
I could handle it.  
• 日本語と英語を組み合わせてとっていますが、得意であったり好きな分野は英語で取るこ

とで将来に役立つと思いますし、あまり知らない分野に関しては日本語で取ることでしっか

り理解できると思います。 
I am taking courses with my favorites subjects in English since it will help me in the future. I 
am taking courses that I am not familiar with in Japanese to understand them.  
• 教養科目の数を考えれば日本語英語のバランスは崩せないから。 
Many subjects of general classes I am interested are in Japanese.  
• レポートが英語で書くよりも内容を充実させられた。ゆえに、日本語のままだ頑張りたい。 
I could write lab reports better in Japanese.  
• 日本語メインでこのままいきたい。全て英語で学ぶと大事なことを聞き逃してしまい理解

が不十分になる可能性もある。生物用語の英単語は先生も授業中に言うことがあるので、そ

の英単語を学べるだけで学習は十分だと思う。 
• I take most of the courses in Japanese. It is too difficult for me to study in English. I am 
satisfied with classes in Japanese. (x3) 
• 教職課程をとっていて、英語課程を同時に取るのは負担が大きいから。(x2) 
I am too busy with teacher training program.  
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• 理解するのと、自分の伝えたいことをいうのが大変だったので。 
It was too difficult for me learning and speaking in English.  
• 誤解なく内容をしっかり理解したいから。(x7) 
It is too difficult for me to study in English.  

 
<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? 

• 英語の論文を読む練習をしたい 
Practice reading scientific papers. 
• 論文も解読できるようになりたい 
I want to read scientific papers.  
• 独学と、あと、学会を経験してみたい（見学として） 
Study on my own. I am interested in attending scientific meetings.  
• 自分だけの実験目的を考える。 
Plan my own research subject and experiments.  
• オンライン授業ならば自由に使える時間が増えるのでその時間で自分の興味関心があるこ

とについて学びを深めていきたい 
I can use my time more flexible now. I will study more about what I am interested in.  
• 教科書や海外の論文、動画にアクセスしながら学習を進めていきたい。 
I will study with textbooks, scientific papers, and movies from abroad.  
• 広い分野を学び、本当に自分が興味のある分野を見極めたい。 
I would like to learn many subjects to find out what area that I am interested in.  
• 予習・復習だけでなく、自分が興味や疑問を持った部分についてさらに詳しく調べるように

していきたい。 
In addition to preparation and review, I will research deeper about the questions I had.  
• 来学期はもっと TA さんや先生に分からないことを聞いて勉強をすすめたい。 
I will ask questions more frequently.  
• 予習復習を増やします。 
I will prepare and review more.  
• 休み中に基礎知識を身につける 
I will review during this summer break.  
• 予習よりも授業で習ったことの復習をよりしていこうと思った。授業内容と参考書を合わ

せて読んで理解を深めていきたい。 
I will spend more time with review.  
• 復習を必ずする 
I will spend more time with review.  
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• 自分の知見を広げる。知識の習得だけではないものの見方を増やし、思考力をつけたい。 
I will study many areas and how to think scientifically.  
• より専門的な内容を勉強したい。 
I look forward to learning more specific subjects.  
• リモートでも対面でも、その時できることをこつこつ勉強していきたい。 
I will do my best either with online or face-to-face.  
• 復習を徹底する。課題を速めに終わらせる。 
I will review more and finish assignment before due date.  
• アウトプットにかける時間を増やしていきたい。 
I will use what I learned.  
• 後期は授業数が減るので外部の英語試験に挑戦するための勉強をしたいです。 
Take English standard tests.  
• 英語自体の理解をする時間を減らし、英語で学んだ内容の理解に使う時間を増やしていこ

うと思います。 
• I have studied English a lot, and now I will spend more time understanding class materials in 
English. 
• 毎日少しでも自己学習の時間を作る 
I will study more.  
• 英語力の向上に努める 
I will study English more.  
• もっと専門の授業を理解できるように総合的に勉強する。 
I will study more for specific subjects.  
• 英語に触れる機会を増やす。 
I will study English more.  
• 積極的に学習を進めていきたい 
I will be more committed to study. 

 
<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． 

• 授業を通して英語に日常的に触れていて良かったと英語の論文を読むときなどに強く感じ

ました。ぜひ挑戦してみて欲しいです。 
I was glad that I took courses in English when I read scientific primary literatures. I recommend 
it.  
• 英語授業でリスニング力は確実に伸びると思います。 
Taking classes in English enhances listening skills.  
• 英語の授業は早めにとってみた方が良いです。 
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Try taking classes in English in the 1st year.  
• 英語課程の授業と自分の英語学習を並行して進めた方がいいと思った。 
Learn English by yourself when you take classes in English.  
• 英語が得意ではないが、これから使えるようになっていきたいという人は、まずは授業では

なく実習を英語で取ることを勧める 
I think taking lab courses in English is a good start.  
• 是非英語でとるべきでしょう 
Try it in English 
• ３コマ連続で英語授業を取るとけっこうキツイので連続は２コマに留めたほうがいい。も

しくは合間を開けたほうがいい。 
I am very tired after three classes in English in a row. I can do up to two or with a break.  
• 私自身は英語課程の授業を受講していませんが、楽ではなくても必ず自分の力になると思

います。 
Your hard work will pay off.  
• 大変だけど、為になります。 
It is hard, but it works.  
• 英語がそれほど得意でない場合、最初から全部英語にしてしまうと少し大変かもしれませ

ん。日本語課程と英語課程をバランスよく選択するのも一つの手だと思います。 
It was too hard for me to take all of the classes in English. I like to take some classes in 
Japanese and some in English.  
• 英語で無理して取りすぎない方が良い。学習を充実させることが重要である。自分の力と相

談して取ること。 
I took too many classes in English more than I can handle.  
• 英語課程の評判は良いですよ。 
I hear good things about the English program.  
• 英語と日本語の授業をどちらも受けて、比べてみるのも良いかもしれません。 
It is interesting to take both English and Japanese courses and compare. 
• 英語課程を履修する後輩へ、英語課程を取り入れたい場合、自分が一番深く学びたいと思っ

ている分野は自分が一番理解できる言語で、それ以外の興味関心がある分野の授業は、英語

課程で挑戦するのもアリだと思います。やはり、一番深く学びたい分野は一番理解でき言語

で履修した方が深い理解に繋がる。一方、興味ある分野をお試し間隔で英語で受講すると、

英語での生物用語表現を学べたり、インターネットの英語のページに挑戦する機会も得られ

るので良いと思う。 
I take the classes with the subjects that I am very interested in in Japanese and I take others 
in English. You can learn how to express the biological phenomena in English and use internet 
resources in English.  

 
<Q10> 
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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)  
 

・首都大の生命の英語はかなり実用的なので取ってほしい 
•TMU Biology English program is practical. I recommend.  
• 研究者は必ず英語力を要求されるので、大学生のうちから専門的な内容を英語で学ぶのは

良い刺激になると思います。 
You will need English if you do research. Studying biology in English will help you in the future.  
• 生命科学は現在英語論文の読み書きが必須になってきているので、この道を進むなら英語

で学ぶと一石二鳥です。 
You can learn how to read and write scientific papers in English, which is the essential skill for 
researchers.  
• 英語課程は日本語が母語の人にはもちろん難しいし理解するのが難しいが、その分一生懸

命学習するし、周りの人も意識が高い人も多いので頑張りたいのであれば受講するべきだと

思う 
As a person born and raised in Japan, you need to put more effort into studying biology in 
English. It will help you learn deeper. Many students in classes in English are highly motivated 
and will help you success.  
•英語で生物を学ぶところが出来る数少ない学部ですが、やりがいがあり、楽しいと感じます。

先生の方々も日本人が英語でチャレンジしていると理解している為、無理難題はなかったで

す。 
It is a unique program that allows you to study biology in English. It is challenging and 
rewarding. Teachers are kind and help you learning.  
• 自分で英語の専門用語を学んでいくのは難しい部分がありますが、授業として学ぶことで

並行して理解することができます。 
You can make it if you study outside of the classes.  
• 早いうちからどんどんチャレンジすることが大事だと思います。 
It is good to try many things when you are young. 


