Profile
2001年にミスセブンティーンに選
ばれモデルデビュー。2004 年よ
り CanCam 専属モデルとして同
世代の女性から支持されるなか、
2010 年に CanCam を卒業。出
産を経て、2013 年より大学で看
護を学び、第 106 回看護師国家
試験に合格。2017 年春から助産
学を学ぶため大学院へ進学。現在
は、モデル、母、大学院生という
忙しい日々を送っている。
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出産を経て、自分も
誰かの出産・育児サポートを
通して役に立ち、
看護分野を盛り上げていきたい。
人気ファッション誌の専属モデルとして一世風靡した徳澤直子さん。
現在、2 児の母である彼女は、モデルを続けつつ助産学を学ぶため大学院へ進学。
好奇心旺盛な姿勢だけでなく時間を有効活用した国試勉強法にも注目です。
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なってくれた女性が︑日本で出
産を経験したアメリカの方で私
と境遇が似ていたんです︒彼女
は︑私の不安な気持ちに共感し︑
現地での医療の常識などを教え
てくれました︒振り返れば︑こ
うしたサポートがなければ私は
自信をもって﹁母親﹂をやれて
いなかったかもと思うこともあり

人生を変えた震災と出産
モデルとして活動していたと
きから︑系統立った勉強をした
いという思いがありました︒なか
なか実現できないなか転機が二
つありました︒一つは東日本大震
災です︒ちょうど第一子を妊娠し
ます︒こうしたことから自分も
出産・育児サポートを通して誰
かの役に立ちたいと思い︑看護を
学ぼうと決意したのです︒

ていたときでもあり︑命について
や︑これからの自分の生き方につ
いて︑改めてどんな人生にしたい
かと考えたときに︑人の役に立
ちたいという思いが湧いてきまし

の離れたクラスメイトと勉強
するということに緊張しまし
た︒ し か し︑ 最 初 か ら 最 後 ま
で学生生活は楽しかったです︒
今流行っていることをクラス
メイトに教えてもらったり︑実
習中は励ましあったり︑悩みを
相談したり︑国試後はみんなで
打ち上げをしたり︒苦楽を共に

思い切ってモデルをしなが
ら看護学生となり︑はじめは年

看護学生生活の
はじまり

もう一つの転機は︑アメリカで
の出産です︒私はミネソタ州で
出産をしたのですが︑
そこには
﹁Ｄ

する仲間として︑年齢を気にす

た︒

ｏｕｌａ︵ドゥーラ︶
﹂という助
産師とはまた異なる職業があっ
て︑そうした文化の違いにも大
きな影響を受けました︒ドゥー
ラは出産・子育てを経験した女
性が若いお母さんをサポートす
るというもので︑私もある女性
にお世話になりました︒異国の
地で出産するのは不安で仕方な

ることなく自然と仲良くなれ
たと思います︒

﹁実習＝大変﹂というイメージ
をもつ人が多いかもしれません
が︑私の場合︑座学では学べな
い貴重な経験をさせてもらった
という思いのほうが強いです︒
今でも︑実習で受け持った患者

たが︑特に記録が大変でした︒
わからないことがいっぱいあっ

育児との両立は大変です︒学

実習は患者さんに
かかわれる貴重な
経験だった

さんのお名前やどんなケアをし
たということをすべて覚えてい
ます︒授業では疾患の機序や︑

て︑あれも調べたい︑これも調
べたいって終わりがなくて︒時
間は限られているので︑課題は

した︒ですが︑そんな患者さん
の目に︑たまにご自身が戻って
くるときがあったんです︒目の
色が変わって表情が突然生き返
る瞬間が︒それを見たとき︑嬉
しくて︑ケアを通して自分も救
われるような貴重な体験をした
なと感じましたね︒

看護技術を学ぶ一方で︑実習で
は患者さんと直接話すことがで
きて︑表情もみえる︒看護のや

生生活では実習自体も大変でし

母親と看護学生の両立

り方も患者さんの状態や反応に
応じて変わる︒座学では学べな
いことが実習にはたくさんある
と実感しました︒

必ずタイムリミットを決めまし
た︒完璧を目指そうとして自分
に厳しくするのもよいけれど︑
母親業との両立のためにはがん
ばりすぎて心身の不調をきたす
よりは︑力を抜いてバランスを
上手に取ることがとても大切だ
と思います︒切り替える力とい
うか︑あきらめる気持ちという
か⁝満点を目指すのではなく︑
実習で認知症患者さんを受け
持ったことがあったのですが︑
娘さんの名前を忘れちゃうぐら
い重度で︑トイレに行きたいと
いう訴えが多くて一週間ずっと
分おきに排泄介助をしていま
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かったのですが︑ドゥーラ役と

₁₀

国試勉強を本格的に始めたの
は ４ 年 生 の 月 で︑遅 い ほ う
だったと思います︒それまでは
卒業論文に集中していました︒

強したことを忘れていないか
を︑実習しながらチェックして
いました︒ほかにも﹃レビュー

易しく︑かみ砕いて書かれてい
て︑何も知識がない状態でも読
めました︒すごく助かりました
ね︒
それから実習のときには﹃レ
ビューブック﹄を使っていまし
た︒重要なポイントがまとまっ
ているので︑概要をつかむのに
ぴったりなんですよ︒座学で勉

にしていました︒
それから︑
ノー
トは作らないと決めていまし
た︒ノートにまとめるのは時間

じていたので︑思い出せないこ
とは抜けているんだなと判断し
て︑弱い所を見つけられるよう

にアップしたりしていました︒
とにかく使えるものはなんでも
使っていましたね︒直前期は９
時から 時を国試勉強に当てて
いました︒
また︑寝る前はベッドの中で
わからなかった問題を思い出し
ていました︒経験から解くこと
より思い出すことが大事だと感

ンとオフのメリハリがつきまし
た︒

大事なところをおさえる︒この
感覚を大事にしました︒
宿題を家に持ち帰ると︑やら
ないといけないという気持ちが
でて︑ずっとやり続けてしまう
ということもありました︒なの
で︑できるだけ学校で終わらせ
るようにしていましたね︒場所
によってもスイッチが切り替え
ただ低学年の頃からなんとなく
国試は意識していたんです︒教
科書は難しくて︑読みたくない

ブック﹄では国試に出た部分が
青字になっているので︑青字を
見つけると︑こんなところが国

低学年の頃から
国試を意識していた

られたのはよかったと思いま
す︒家に帰ると子どもが待って
いますから︒国試勉強のときは

なと感じたときは︑
﹃なぜ？ど
うして？﹄を読んでいました︒

か解かなかったんですけど︑頭
のなかで何回も思い出していた

がかかるし︑ノートを作って満
足しては意味がないので︒
﹃ク
エスチョン・バンク﹄は２周し

子どもの相手をする時間までは
集中して勉強すると決めて︑オ

₁₆

試に出ているんだと把握してい
ましたね︒

時間がないなかで
編み出した勉強法
国試の勉強は時間がなかった
ので︑机の前以外のすきま時間
でも知識に触れられるようにし
ていました︒移動中はアプリ版
の﹃なぜ？﹄を読んだり︑国試
問題をつぶやくツイッターｂｏ
ｔで流れてきた問題のスクリー
ンショットを撮って︑クラウド

徳澤さんの「マイレビューブック」
には、すぐ調べたい所や覚えた
い所にインデックスを追加。

₁₂
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p.75 から
読んでね！
！

ので︑知識がちゃんと定着した
と思います︒あとは荷物を増や
したくなくてｉＰａｄを使って
いました︒調べるためや︑たま
にノート代わりにも︒

国試勉強のモチベーションを
保つのは難しかったですね︒そ

︵笑︶
︒家族が理解してくれるこ
とが支えですね︒

部の頃に比べると深く追究する
ことができ︑充実しています︒
子どもも大きくなって︑私が
学生で勉強している︑というこ
とを理解してくれています︒私
が﹁ 課 題 上 手 く で き な か っ た
〜﹂ っ て い う と﹁ マ マ は が ん
ばってるから大丈夫︑怒られな
いよ﹂って声をかけてくれたり

読んでくださっている皆さんと
共に︑私も看護を学んでいる一
員として一緒に盛り上げていき

さって︑世の中の人にあまり理
解されていないと感じることが
多々あります︒看護師になるま
でにたくさんのことを勉強し
て︑根拠をもって看護を実践し
ているのに︑まだまだちゃんと
評価されていない分野だなと︒
そういうところが看護の課題な
のかなと思っています︒これを

たいと思っています︒これから
も一緒にがんばりましょう︒

国試への応援
コメントつき！

看護の分野を
盛り上げていきたい

詳しくは、
裏表紙を
check！

看護学生・看護師さんの大変

徳澤直子さんのサイン入り
『なぜ？どうして？ 2018-2019
⑧女性生殖器／母性看護学』を
3名様にプレゼント！！

レーニングをあまりやっていな
かったので︑もうちょっとやっ
ておけばよかったと思いまし
た︒それから５肢択２の問題も
難しかった︒ひとつは選べるん
だけど︑もうひとつが選べない
んですよね︒

るくらい難しいと話題になって
いましたね︒１回しか受けてい
ないからなんとも言えません
んなとき私は国試を合格するの
が目標ではなく︑通過点だと考
えていました︒受かったら大学

Instagram

１０６回 国 試 は ⁝
難しかっ た ！

が︑過去問よりも難しく感じま
した︒長文問題が多く︑読むの
が大変でしたね︒これだけ読ん

院でもっと看護や助産について
勉強していきたいという先の目
標をもつことで︑なんとかモチ

https://www.instagram.com/
tokuzawa.naoko/

国試はゴールではなく︑
通過点

だのに１問分かあ⁝なんて思っ
ていました︵笑︶
︒長い文章か
ら必要な情報をピックアップし

https://ameblo.jp/tokunao/

今年の国試は︑ニュースにな

てアセスメントする︑というト

い﹂とか︑もっと先のことを考
えるといいのかもしれません︒
今は大学院で助産という自分
の興味のある分野を勉強でき
て︑とても楽しいです︒研究で
はいろいろな文献を調べて︑学
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徳澤直子オフィシャルブログ
「My Little Notebook 」
Blog

ベーションを保つことができま
した︒国試合格がゴールではな
くて︑
﹁こんな看護師になりた

愛用の『レビューブック』
、
『公衆
衛生がみえる』
、iPad。調べ物
は iPad を使うことが多いそう。

