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英語課程アンケート 2020 年前期末/End-of-semester-survey 1st semester FY2020 3rd 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%）：9.52%（2)  
・英語 80％以上（English > 80%）：9.52%（2） 
・英語 50％-80%（English 50-80%）：4.76%（1） 
・英語 20%-50%（English 20-50%）：4.76%（1） 
・英語 20%以下（English < 20%）：61.90%（13） 
 
 
<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）：23.08%（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)：0.00%（0） 
・英語の勉強になると思ったから 
(To enhance my English skills)：46.15%（6） 
・英語のほうが日本語より得意だから 
 (I am more comfortable learning in English)：0.00%（0） 
・履修していない 
 
 
＜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 ? 
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ANSWER  CHOICES：RESPONSES % (Number) 
・日本で大学院に進学  
Graduate school in Japan： 71.43% (15)  
・海外の大学・大学院  
University or Graduate school abroad：4.76% (1) 
・進学はせず日本で就職  
Get a job at industry in Japan：14.29% (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：9.52% (2) 
 
 
 
＜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 
•人数が少なくてディスカッションができるのが楽しい。質問がたくさんできる！ わかった

気にならず、しっかり理解しようと思える。 
 I like the small class size. I can discuss and ask questions! I try to understand deeper.   
•少人数だからこそ質問がしやすいし、仲良くなれる。 
 I like the small class size. I can ask questions and collaborate. 
•少人数になることが、多く、先生に気軽に質問できる。 
 I like the small class size. I can ask questions. 
•少人数なので質問がしやすい。 
 I like the small class size. I can ask questions. 
•Talking with teachers more often and many. 
•英語で書かれた論文を知りやすい。 
 I can access to primary literatures, 
•英語のサイトや論文が読めるようになった。 
 I can access English website and papers now.  
•英語の論文を読む機会が増えたこと。 
 I read more scientific papers. 
•理系単語を英語で知れること。 
 I can learn biology terms in English. 

 
   大変だったこと What I found challenging 
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•留学生と意見交換すること。英語発表レポートを書くときに一回日本語で書いてから、英語

に訳していること。  
 To talk to students from abroad. Writing laboratory report: I write it first in Japanese then 
translate it to English.  
•To connect my knowledge in Japanese with it in English.  
•レポートの書き方が初めはよくわからなかった。 
 Writing lab report.  
•英語でのレポート。  
 Writing lab report.  
•論文の読解。 
 Reading scientific papers.  
•説明がわからず理解に至るまで時間がかかった。 
 Understanding instructions. 
•文章を読むのに時間がかかる。 
 It takes time to read.  

 
＜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? 
 

ANSWER  CHOICES：RESPONSES % (Number)  
・I DID NOT LEARN ANYTHING.：0.00(0) 
・I COULD HAVE DONE BETTER.：5.26%(1) 
・I DID OK.：47.37%(9) 
・I DID PRETTY WELL.：26.32%(5) 
・I DID MORE THAN I EVER EXPECTED.：21.05%(4) 
TOTAL 19 

 
   Comments 

・論文や教科書がスラスラ読めるようになれたし検索技術や課題発見能力も向上した。 
I can read textbooks and papers more easily now. My skills to search web and identify 
questions are improved.    

 
＜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
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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) 
・TA：85.71%（12） 
・textbook library：50.00%(7) 
・ Ms. Elizabeth Zielinska's tutoring：28.57%(4) 
・Grammarly：28.57%(4) 
・IELTS course：7.14%(1) 
・Summer intensive course s by invited lecturers：
14.29%(2) 
 
 
＜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 % (理由 because…) 
・増やしたい more：13.33% 
・減らしたい fewer：6.67% 
・このまま same：80.00% 
 
＜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? 

•英語課程は１、２年の間で日本語課程の１～３年で取る内容をほぼ全て取り終えられるの

で既に個人研究を始めています。来学期以降もっと自分の研究を発展させると同時に院試や

授業にも取り組もうと考えています。 
 By taking classes in English, I earned most of the required credits in the first two years. I 
started my own research now. I will pursue my research and start studying for graduate school.  
•他の学生とディスカッションを交えて勉強していきたい。 過去に英語でやってきた分、英

語に触れる機会を維持したい 自主研究に関する論文をもっと探し出して読みたい。 
 I will discuss more with my classmates. I have been studying in English and will continue it. 
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I will read scientific papers for my independent research.  
•I’m thinking about applying for a graduate school in Japan. To prepare for that, I will study 
pharmacology, organic chemistry, and biochemistry with textbooks. 
•レポートの質を向上させたい。 
 I will write better lab report.  
•興味があることを深めていきたい。 
 I will study following my interests.  
•専門知識を増やし、自身のキャリアに生かせるようにしたい。その課程で英語が必ず必要と

なってくると思うため、英語論文を支障なく読めるぐらいの英語力を身につけたい。 
 I will obtain more advanced knowledge for my future career. To do so, I need English reading 
skills to read primary research papers.  
•早め早めの学習。今までの勉強を踏まえて、興味のある生物の分野を見つけていく。この調

子で頑張りたいと思う。 
 I will plan ahead and study. I will find the area of my interest in biology and keep studying. 
•暇な時間に基礎固め。 英語能力が乏しいことが分かったからそこを重点的に伸ばしていき

たい。 英語も生物どちらの知見も広くしたい。 
 I will study at home. I need more English skills and also biology knowledge.  

 
＜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． 

・とりあえず英語課程に興味あるなら取るべき。英語で履修するのであれば、一部分ではな

く授業のほとんどを英語で履修した方が、力にもなるし楽です。 
  It is worth to try. If you do, I would recommend taking most of the classes in English. It is 
more effective than taking just a couple of classes in English.  
・英語授業はやっている人は力がついているなと合同作業で感じた。 
  My friends taking classes English learned a lot.  
・少人数がいいならおすすめすめ。 
  You will like it if you prefer the small class size.  
・初めの方は知らない単語ばかりだと思うが今後使うことが増えていくので少しずつ覚えて

いくと良い。 
  You may be surprised by many new terms at first, but you will lean them since you use them 
a lot.  
・予習は念入りにやったほうがいいです。 
  Prepare for the class.  
・一年生の間で概論概説を取りすぎると地獄を見るのでおすすめしません。 
  Do not take too many classes in the 1st year.  
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・英語課程についていくのは時に大変なので無理せず受講してください。  
  Do not take classes more than you can manage.  
・英語の能力に長けている人以外は、英語履修は日本語履修に比べて倍の予習量が必要にな

ってくると思う。 頑張ってください。 
  You will need to spend a lot more time to learn in English.  
・英語課程にこだわりすぎないこと。英語が苦手で興味がないならば，日本語授業を受けて

ほしい。 
  If it is too much, you do not have to stick with English program. You can switch to Japanese 
classes. 

 
＜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) 

•現在新型コロナが一番のトレンドになっていますが、最新情報はやはり英語で来ます。最新

情報をいち早く取得できる力は将来研究者志望の人のみならず何になる人でも必要になる能

力です。情報を調べる力、課題を発見する力、それを実行する力を養うにはやはり英語は切

って離せません。 
ＴＭＵでは全ての授業を英語で履修できるシステムがあります。どのクラスも少人数で先生

との距離も近く、サポートも充実です。他の大学には無いようなグローバルな雰囲気を楽し

みながら一緒に理系を英語で学んでみませんか？ 
  As you can see with the news related to COVID-19, the latest information are delivered in 
English. You will need English skills in your future career in any field. English skills will help 
you to get the information, identify the questions, and find the solutions. TMU offers a program 
that allow you to study in English. The class sizes are small, teachers are friendly, and you 
have access to student resources. You can study in a global atmosphere. Come join us to this 
unique program to study biology in English. 
 
•高校の時は英語の評定は 3 だった私ですが、生物を英語で学ぶことで今は英語に対する苦手

意識がなくなりました。これは、｢生きた英語｣を使って生物を学んでいるからだと思います。

英語を学ぶのではなく、「生物を」英語で学ぶので、チャレンジしたい人はぜひ検討してみて

ください。 
   My grade for English at high school was three, just average. I did not like English, but after 
taking classes in English, I am not afraid it anymore. It is because I am learning biology by 
using practical English. This program is about studying BIOLOGY in English. I encourage you 
to try. 
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•自分には無理かもしれないとは決して思わなくて大丈夫です。やってみるのが一番だと思い

ます。 
  Studying biology in English may sound very difficult, but do not worry, just give it a try.  
 
•英語で授業を受けることで、英語の論文を読んだりするのに忌避感を感じなくて済むので、

将来研究するときに役に立つとおもいます。 
  After taking classes in English, you will be comfortable reading scientific papers in English. 
It will help you study in the future.  
 
•生命が大好きな個性的な仲間と学習を深めていくことができます 英語が苦手でも先生がサ

ポートしていただけるので心配ないです。英語の方がモチベーションも上昇すると思います。

頑張ってください。 
  You will find biology lovers like you here and study with them. As for English, do not worry 
too much; teachers support you. Studying in biology would motivate you. Good luck! 

 


