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2003年大学院博士前期課程修了

英語教員

田中敦英さん

学部時代はESSに所属。
スピーチ・プレゼンテーションの経験が今に役立っている。

2016年春からNHKラジオ
「基礎英語1」の講師に。
教材テキストの執筆も行っている。

大 学 院 は 理 論と実 践 の 融 合 の 場
大学院を出てから母校の桐朋中学

な作業でしたが、今振り返れば、非常

私自身は、大学院の英語教育学専

校・高等学校の英語教員となり、今年

に貴重な体験でしたし、英語講師とは

修コースが始まる前に修了してしまった

で14 年目を迎えます。学部 3年で教

また違う意味で、
社会とのつながりをも

のですが、このコースはうらやましいほ

職の道を決めていた私にとって、大学

つことができたと感謝しています。

院は理論と実践の融合の場でした。
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どに恵まれた研究環境だと思います。

大学院では自分の研究テーマを

自らの研究テーマを究めながら、英語

根岸雅史先生の下で英語教育学の

narrow downする
（絞りこむ）ことが

教員としてのスキルを磨きたいと考えて

テスト論や評価法などを学びながら、

必要だとよく言われます。確かにそうな

いる人には非常に魅力的なカリキュラ

週に2、3回は私立高校で英語の非常

のですが、そうして自分の研究のコア

ムでしょう。理論と実践の融合をより

勤講師を務めるという毎日。実際に生

のようなものが形成されると、今度は逆

身近に体験することができるわけで、
そ

徒と向かい合う現場では、学部や大学

に、その周囲にさまざまな研究分野が

れは将来研究を続けていこうと考えて

院で学んだ理論の有効性を実感する

つながっていることが見えてきます。そ

いる人にとっても有意義だと思います。

一方で、実践とのギャップに気づくこと

れに伴って他の研究者とのネットワー

そして大学院生活を通して得られる

もあり、それをまた研究に活かすという

クも生まれ、
研究生活がより豊かになっ

修了生同士のつながりも大きな財産に

形で、非常にいいサイクルで研究生活

ていったような印象をもっています。

なるに違いありません。実は私自身、

を送ることができました。

英語コミュニケーション能力テストや

2016 年 4月から務めているNHKラジ

私自身の研究テーマは「言語テスト

言語モジュールの仕事も、そういう意

オの講師の仕事も、そうしたネットワー

のフィードバック」という比較的ニッチ

味では大学院での研究に幅と奥行き

クの中からご縁をいただいたもので

な分野でした。それが現在の自分の

を与えてくれたといえるかもしれません。

す。将来研究者になるにせよ、教育者

授業実践に直接役立っている度合い

教育の現場にいると、生徒たちの意

になるにせよ、大学院での研究とそこで

は高くないのですが、大学院を通して

識の変化というのも如実に伝わってき

の人との出会いから、いろいろな道が

学んだことすべてが、今では血となり肉

ます。例えば十数年前であれば、授業

広がっていると実感しています。

となっているということは断言できます。

の音読で英語を英語らしく発音すると

例えば、根岸ゼミでは英語の技能テ

笑われるような雰囲気があったと思い

スト"GTEC for STUDENTS"の前

ます。それが今では、あまりに拙い発

身「英語コミュニケーション能力テス

音をしていると恥ずかしいという感じに

ト」のサンプル作成に携わることができ

変わってきています。これはもちろん

ましたし、
「TUFS言語モジュール」の

社会の変化とも連動していると思いま

開発プロジェクトにも参加しました。

すが、英語教育もそれに合わせて進化

いずれも資料調べをはじめかなり大変

していかなければと痛感しています。

Tanaka Atsuhide
1979年東京都生まれ。東京外国語大学外国語学部
（欧米第一課程）英語専攻卒業。同大学院博士前期
課程（ヨーロッパ第一専攻）修了後、母校でもある東
京・国立市の桐朋中学校・高等学校の英語教員に。
著書に高等学校英語教科書『English Navigator I』
（共著、旺文社）など。2016年4月からはNHKラジオ
「基礎英語１」の講師も務めている。

5

Pick up
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英語教育学プログラム

2006年大学院博士前期課程修了

ベットフォードシャー大学講師
（英国）

井上千尋さん
英 語 教 育 を 学 際 的 に 研 究 する
英検、IELTSなど多くの英語テストの研究に携わった
（左端）
。

言 語 テスト論 に 魅 了され 大 学 院 に 進 学
東京外大には、学部から大学院博士

からものを検討することの重要さを教

ださる先生ばかりです。まさに「こうい

後期課程1年までの通算7年以上お世

わりました。学生層も幅広く、現職の

う大学の先生になれるように頑張ろう」

話になりました。学部時代に教職と言

先生や社会人入学の学生も多かった

と思わせられる指導を受けられたこと

語学関連の授業を多く履修しました

ので、授業はそれぞれの考えや経験談

は、現在の仕事にも大いに通じる財産

が、
その中でも言語テスト論に出合って

をシェアする貴重な場でした。

であったと思っています。

からその面白さに魅せられ、大学院進
学を決めました。

修士論文を書くにあたって、根本の
アイデアからそれをどう調べるかという

博士前期課程はゼミ形式の授業が

方法論まで、指導教員の先生だけでな

多く、専門書や論文を読んで議論し、

く関連分野や統計の先生方にも相談

エッセイを書くことで論理的思考力が

しました。分野の第一線で活躍されて

鍛えられました。また、さまざまな視点

いながら、学生の指導も熱心にしてく
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博士前期課程の英語教育学分野の

学などの研究方法に関する分野のほ

特徴は、英語教育学を、分野に関わる

か、言語テスト研究、CEFR研究を含

た、学内では、日本のみならず、世界で

さまざまな学問領域とともに学ぶことが

む言語能力評価研究、コーパス言語

も注目されるような英語教育学研究が

できる点です。英語教育学は学際的

学、第二言語習得などの分野が、専任

進められており、学生は早くからこうし

な研究分野で、
その下位分野や隣接分

による授業として開講されています。こ

た研究に触れ、参加する機会が与えら

野は多岐にわたりますが、本学ではそ

れ以外にも、言語学、英語学、音声学、

れています。

うした諸分野についても充実したカリ

心理学などの英語教育に関連する分

東京外大大学院博士後期課程に進学後、英国ランカ
スター大学大学院博士課程修了。英検、IELTSなど
英語テストの研究開発プロジェクトに携わる。Japan
Times ST新聞にコラム連載中。

こうした先進的な教育の成果として、

キュラムが提供され、複数の専任教員

野も専任による授業が開講されていま

日本の英語教育界をリードするような

による連携・協力した指導体制が実

す。また、非常勤の先生方による授業

中高の英語教員のみならず、国内外の

現されています。

では、リーディング論、ライティング論、

大学の研究者、英語教育関係の出版

リスニング論、スピーキング論、英語授

社やマスコミ、英検やTOEIC事務局

タスク活動などを中心とする）英語教

業学、
教材論などが開講されています。

などの言語テスト教材開発機関で活躍

授法、
小学校英語などの言語指導に関

これらの授業は、先端的な教育・研

する人材などを本学は数多く送り出し

する分野、リサーチ・デザインや統計

究を行っている教員により開講されて

具体的には、
（語彙指導、文法指導、
Inoue Chihiro

いるというのも大きな特徴でしょう。ま

ています。

2009年大学院博士前期課程修了

ケンブリッジ大学理論・応用言語学科
リサーチアソシエイト

村上 明さん

ケンブリッジ大学の学位授与式でPhDを授与される。

文 理 融 合 のアプロー チで 言 語 研 究 に 貢 献
大学院の英語教育学専修コースの

自然言語処理技術などを用いて情報

長所は、
英語教育に関係する授業が幅

を抽出し、それを統計学や機械学習の

英語教育というといわゆる文系の印

広く開講されていたことと、他コースの

手法を用いて分析することにより、第二

象が強いかもしれませんが、私のように

授業も比較的自由に聴講ができたこと

言語習得研究などの言語研究に貢献

学際的領域での素養を身につけること

です。英語教育の中心的な領域であ

することを目的にしています。

もできるのです。

る第二言語習得論や言語テスト論、語

このような文理融合型の研究に必

彙指導などの分野のみならず、コーパ

要な知識・技術を得ることができたの

ス言語学や自然言語処理、言語統計

は、同コースならではと思っています。

といった、さまざまな関連領域・近接

その結果、世界各国の大学の言語学

領域についても学べました。
私の研究は、
大規模言語データから
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キャリア上も選択肢が豊富です。

科はもとより、教育学科、心理学科、認
知科学科などでも関連する職があり、

Murakami Akira
2013年東京外大大学院博士後期課程退学。2014年
ケンブリッジ大学理論・応用言語学科博士課程修了、
バーミンガム大学英語・応用言語学科リサーチフェロ
ーを経て、2015年より現職。
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2012年大学院博士前期課程修了

防衛省

平賀陽子さん

2010年大学院博士前期課程修了

翻訳家

江原 健さん

米国防省での会談で通訳を担当
（防衛省提供）
。

大 学 院 で の 学 びが 実 務 に 直 結

通訳の手法で翻訳をすると納得のいく仕上がりに。

大 学 院 での 通 訳 経 験を翻 訳 業に活 かす

「英語を使う仕事」といってもさまざ

代から取り組んできた「いかに伝える

のとなり、スキルを活かせる仕事へと導

現在はフリーランスの翻訳者として、

音した自分の通訳を文字に起こし、反

チだとしたらどこを強調するだろうか、

まですが、
私はまさに通訳コースで学ん

か」を考えることにやりがいを感じてい

いてくれました。修了後のキャリアに

企業のウェブサイトやプレスリリース、

省点をまとめます。ただ黙々と通訳す

この文章で明確にメッセージが伝わる

だ通訳・翻訳スキルを使って仕事をし

ます。また、気持ちのもち方から通訳

直結して役立ったのは、東京外大大学

ソフトウェア、書籍などを中心に翻訳し

るのではなく、このように実際に講演の

だろうか、などを考えながらやると、文

ています。

準備の仕方に至るまで、大学院時代に

院で通訳・翻訳訓練を受けることが魅

ています。

要点を理解できたか、そして聴衆に伝

章を立体的に理解できて、納得のいく

各種会議や高官への表敬訪問時に

クラスメイトとともに励んだ練習や先

力的である所以だと思います。

えられたかを繰り返し体験し考えたこ

仕上がりになります。

日英通訳を担当したり、出張に同行し

生方からいただいたさまざまなアドバイ

なっているのは、学内の講演会を通訳

各国政府高官や専門家との意見交換

スに助けられており、大学院で学ぶこ

したこと。こうした「実習」の機会は

翻訳は文字情報しかないので、どう

の場で通訳を務めたりする機会も得ま

とがいかに有利であるかを日々実感し

年に数回あり、ビジネス、金融、文学と

しても一字一句を訳すことにとらわれ

した。資料等の翻訳作業もあります。

ています。

いったさまざまなテーマの講演を通訳

て、無機質な訳になってしまうことがあ

防衛・安全保障分野の翻訳は一筋縄

通訳コースで得たものは、学生時代

ではいきませんが、だからこそ学生時

には想像できなかったほど有意義なも
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Hiraga Yoko
東京外大英語専攻卒業。学部時代にはカナダ
（UBC）
へ交換留学。通訳コース修了後、防衛省内部部局に
て勤務。主に日米関係の防衛政策分野で、語学専門
職員として通訳や翻訳業務を担当。

大学院での経験で特に大きな糧に

とで、
通訳の技術が鍛えられました。

し、
実際に聴衆の反応を目で見て、
肌で

ります。そんな時に通訳のつもりで読

感じることができます。実習後には、録

み、書き手の主張は何だろうか、スピー

英語通訳翻訳実践プログラム

石本洋晃さん

起 点 言 語 を 理 解し 、目 標 言 語 で 表 現 する

シンガポールでのチームとの夕食会
（後列右から2人目）
。

大学院前期課程で通訳・翻訳を学
ぶことの大きな特徴は、2年間で理論

言 葉 は 自 分と外 の 世 界 を つ なげ てくれ る

と実践の両方をバランスよく行う点に

を通してその背景について学ぶ。話し

のも、現在、今後の当行の戦略や業務

より高度な国際コミュニケーション能

相手の文化、思考にまで気を配り、相

方針を大きく変えるような難易度の高

力を身につけたいと考え、国際コミュニ

手の真意を理解する。自分の伝えた

い施策を推進するチームにいることも、

ケーション・通訳専修コース
（※）に進

いことを伝えられるよう真剣に考える。

学しました。すばらしい先生方と仲間

言葉は自分と外の世界をつなげてくれ

に囲まれ、
言葉がもつ力、
その可能性に

ると、
私は信じています。

気づくことができたことが大学院で得
た最も大切なことです。

大学院博士前期課程国際コミュニケーション・通訳
専修コース修了後、
（株）ヒューマンサイエンスに勤務。
2014年よりフリーランス翻訳家。産業翻訳を中心に、
書籍の翻訳も手がけている。

Pick up

2010年大学院博士前期課程修了

三菱東京UFJ銀行

通訳・翻訳を中心に勉強しながら、

Ehara Takeshi

3年弱におよぶシンガポールでの勤
務を経て、現在、銀行のグローバル戦

言葉をプロフェッショナルなレベル

略を企画・立案・遂行する部署にい

まで追求して勉強するということは純

ます。手探りで飛びこんだシンガポー

粋な言語学習には留まりません。言葉

ルで沢山の仲間と信頼関係を築けた

「言葉」がきっかけとなって開いた私に
とっての新しい世界です。

あります。
修士1年の学びの中心は通訳理論

訳するのが、公の場で通訳を行う機会

中間発表会を経て、12月初めに仮提

となります。

出し指導を受けて1月に本提出、2月

修士2年は同時通訳の授業と実習
を運営する授業を受けつつ、論文の完
成を目指します。2年の春学期に行う

の論文審査を経たあとで論文発表会
を行います。
また2年間を通じて実践のための通

と逐次通訳です。逐次通訳の完成を

訳実務の授業も設けられており、日本

目指してスキルの習得に務める一方、

通訳翻訳学会に参加して発表すること

修士論文もしくは修士研究（用語集編

も奨励されています。

纂・日英翻訳）を仕上げるために特に

通訳・翻訳の真髄は起点言語で語

自分が興味をもったテーマを追求し続

られている内容を理解し、目標言語に

Ishimoto Hiroaki

け、1月末の構想発表会でテーマを発

おいて的確にわかりやすく表現すること

大学院博士前期課程国際コミュニケーション・通訳専
修コース修了後、三菱東京UFJ銀行勤務。3年弱のシ
ンガポールでの勤務を経て、現在、グローバル戦略を
企画・立案・遂行する部署に在籍。

表します。一方で逐次通訳スキルにつ

にある、それは理論と実践の両方にお

いては、2年生の論文発表会を逐次通

いて貫かれている基本となっています。

※現在は、言語文化コースの中で、
同内容のプログラムが履修可能
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