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1992 年、
北海道生まれ。ベンヌ所属。2016 年 6月ポニー
キャニオンよりメジャーデビュー。大学の看護学科卒業後、
第 105 回看護師国試に合格。現在、看護師 3 年目のシン
ガーソングライター。楽曲は CM や番組テーマ曲、アニメ
主題歌などさまざまなメディアとタイアップしている。

Ayaka
Segawa

歌手も看護師も、
困っている人や元気のない人に
寄り添える仕事じゃないかと思って。
歌手と看護師、なかなか結びつかない仕事を両立している瀬川あやかさん。
なぜ２つの道を進もうと思ったのか、そこには彼女の熱い想いと決心、
そしてそれぞれの仕事の意外な共通点がありました。
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が多かったですね︒
﹃QB﹄で間
違った問題は︑必ずもう１回解
くようにしていました︒

将来は歌 手 か
看護師に な る

にしてしまうことがあります
が︑
本当は︑
自分ががんばること
よりも相手がどう感じるかをメ
インに考えて行動しなきゃいけ
ない︒これ︑看護だけに言える
ことじゃないんですよね︒

本気で国試対策を始めたのは
結構遅くて︑実は年末ぐらいか

です！
﹁やばい﹂
と思って焦りま
したね︵笑︶
︒復習が終わって
もふせんをはがさず︑チェック
マークを入れる方がよかったで
す︒問題集は﹃クエスチョン・
バンク︵QB︶
﹄
を使っていまし
た︒
午前中に﹃レビューブック﹄
の内容を覚えて︑休憩をはさん
でから︑
夜は﹃QB﹄
を解くこと
実習のときだけでなく︑国試
受験前も音楽活動は控えていま
した︒国試勉強では︑模試やテ

らです⁝︒なので国試前︑特に

国試勉強はもう
したくないです︵笑︶

ス ト で 間 違 え た と こ ろ を﹃ レ
ビューブック﹄
でチェックして︑

い看護師にもなりたかったので
たくさん悩み︑最終的に東京に
ある大学の看護科に進学するこ
とに決めました︒
その大学で学生生活を送って
いたわけですが︑あるとき私が
学園祭の催し物に出場している
姿を見たスカウトの方が声をか
けてくださって︒それをきっか

ふせんをたくさん貼っていまし

1月・2月は︑とても集中して
国試勉強をしていました︒今だ
から言えますけど︑もう国試勉
強はやりたくないですね︵笑︶
︒

最初に音楽をやりたいと思っ
たのは５歳のときですね︒おば
あちゃんがピアノを弾いていて
とても楽しそうだったので︑
私も
真似したくなったんです︒それ
から︑
中学生のときにギターにも

たね︒
そのあと︑復習して覚えたら
そのふせんをはがすという方法
で勉強していました︒貼ったふ

卒業後に看護師と歌手のどち

けに子供のころからのもう１つ
の夢だった音楽活動を本格的に
始めることができました︒

それからは看護学生生活と並
行して音楽活動をしていました
が︑さすがに実習中はハードす

せんをどんどん減らしていくの
が快感で︵笑︶
︒そうして︑
国試
当日までに全部のふせんをはが
し終わったんですよ！でも︑実

らの道を選ぶか︑実はぎりぎり
まで悩んでいました︒そんなと
き︑ある実習で全介助状態の認

興味をもち練習し始めたんです
けど全然上達しなくて⁝︒大学
に入ってからプロのギタリスト

が子供のころ︑
母は看護助手をし
ていて︑小さいときから病院に遊
びに行っていたんです︒そこで
ナースステーションの様子や働

ぎて両立できないと思い︑実習
に専念させてもらいました︒実
習って本当にきついですよね︒
ただ︑当時がんばってつくった

はこの方法には落とし穴があり
ま し た︒国 試 当 日 に 見 直 そ う
としたのですが︑ふせんが何も

知症の方を受け持たせていただ
いたのですが︑その方に好きな

識したきっかけは母でした︒私

の方に習ってやり直しました︒
一方で︑看護師になることを意

いている看護師さんの姿を見て︑
﹁私もこうなるのかな﹂となんと
なく思っていて⁝︒そのころか
ら︑﹁将来は歌手か看護師になる﹂

看護計画やアセスメントは︑す
ごく大事だったんだなと今に
なって思います︒例えば︑実習

残ってなくて︑どこを間違えた
かわからなくなってしまったん

看護学生生活と
音楽活動︑両立は
難しいときも⁝

とよく言っていました︒
高校生になってもその気持ち
は変わらなかったんですが︑こ

中に何か行動しなきゃいけない
と焦って︑患者さんを質問攻め

音楽と看護︑違うもの
だと考えるのをやめた

のままの環境だと歌手は難しい
なと考えていました︒同じくら
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歌を聞いたら﹁ソーラン節﹂と
おっしゃったので︑移乗すると
きに私が﹁ソーラン︑
ソーラン﹂
と歌ってみたんです︒するとい
つもは﹁あっちが痛い﹂﹁こっち
が痛い﹂と動けなかった患者さ
んが︑
﹁今日は動ける気がする﹂
とおっしゃって起き上がった
んです︒さらに︑いつもは部屋

で食事していたのに︑﹁今日はロ
ビーに出てみようかな﹂とおっ
しゃって︒自分が元気だったこ
ろの記憶がソーラン節で引き出
されて身体が動いたのかなと思
いました︒
それまで︑音楽と看護は完全
に別物だと思っていましたが︑
この経験をしてからは違うもの

だと考えるのをやめたんです︒
どちらも困っている人や元気の
ない人に寄り添えるものじゃな
いかと思って︑考え方が変わり
ました︒その日から︑２つの道
を歩もうと決心しました︒

いろいろな人から話を
聞いてほしい

くのがいいのかな思います︒

バイスをするなら︑もし何かに
迷ったときは１人で悩まないで
いろいろな人の話を聞いたほう
がいいということです︒私の話
もたくさんのなかのひとつとし
て聞いてほしくて︒いろいろな
人の話や意見を聞いて︑そのあ
とに自分にとって大切なものや
一番やりたいことを考えて︑こ
れだ！ と思うものを選んでい

自分のもやもやした気持ち
を人に話すのは勇気がいるし︑
かっこ悪いと思ってしまうとき

親に﹁歌手も看護師もやりた
い﹂と相談したら﹁小さいころ
から言ってたもんね﹂と応援し
てくれたので︑とてもありがた

もあるけれど︑
今でも私は︑
なる
べくいろいろな人に話すことで
多くの意見をもらえるように気

てしながらお仕事されている方
とか⁝︒だから︑最近はいい意

た︒でも︑よく考えたらみんな
何かしら二刀流をやっているん
だな︑
と思います︒例えば︑
子育

仕事を始めたころは﹁看護も
音楽も両方やるんだ︑二刀流を
やるんだ！﹂と身構えていまし

いい意味で
﹁特別じゃなかった﹂

をつけています︒

か っ た で す︒友 人 に も 相 談 し
ていましたが︑やっぱり所属し
ていたゼミの先生にはなかなか
言えませんでしたね︒まわりに
いるほとんどの学生が看護師に
なるのですごく言いづらくて︒
でもあるとき意を決して︑なか
なか言えなかった理由も含め
て打ち明けると︑
﹁えっ？ なん
で言えないの？ いいじゃない︒
道は１つじゃないんだから﹂と
言ってくださって︒そのとき︑
すごくホッとしたのを覚えてい
ます︒
私から学生のみなさんへアド
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p.79から
読んでね！
！

ポジティブに︑
よりよく生きて
いけるように⁝
実際に２つの道を歩み始めて︑
いま改めて音楽と看護師の共通
点の多さを実感しています︒例
えば私は︑聴いてくれた人が少し
でもポジティブになれるように

いなと思っています︒看護にお
いても︑その場限りの笑顔や優し
さではなくて︑その先のことまで
考えて︑患者さんがよりよく生き
ていけるようにかかわることが
すごく大事なんですよね︒
看護をやっていて気づいた患
者さんの表情や気持ちの変化︑
ま
た︑自分が患者さんの力になれな

うふうに看護師としての自分の
想いをベースに曲作りできたと
きは︑看護師をやっていてよかっ
たと思える瞬間ですね︒
一方で︑音楽で培ったことを
看護に活かすために︑将来は病
院や施設でも歌いたいと思って
います︒
もし歌っている私を見かけた

国試受験生
への応援
コメントつき！

に会って笑い合うと︑パワーを

詳しくは、
裏表紙を
check！

味で﹁特別じゃなかった﹂と思
えています︒とはいっても︑勤
務やライブが続いて身体がキツ
いときはありますし︑やはり体
力を使うので食べ物や睡眠には
気をつけていますね︒
あとは︑笑うことが本当に大
事！ すごく疲れていても︑誰か

瀬川あやかさんのサイン入り
『看護技術がみえる vol.1 基礎看護技術』を
3名様にプレゼント！！

ら︑声をかけてもらえるとうれ
しいです︒

Instagram

かったときの経験が︑曲作りにつ
ながることもあります︒そうい

https://www.instagram.com/
segawa_ayaka/

と思って曲作りをしているので
すが︑ただ﹁大丈夫﹂と歌っても
説得力がない︒ときにはネガティ
ブな部分や不安な気持ちも盛り

https://ameblo.jp/ayaka-segawa/

も ら え る︒人 に 会 う こ と で パ
ワーを交換できるんだなと思
い︑人に会うこともすごく大事
にしています︒
込みながら︑
﹁それでもがんばろ
うよ﹂と言えるような歌詞を目
指しています︒これは看護でも

同じで︑ただ﹁大丈夫﹂と声をか
けても患者さんは安心できない︒
不安な気持ちを聞いたり︑わから
ないところを丁寧に説明したり
して︑初めて患者さんの力になれ
るんです︒
それと︑曲を聴いた瞬間にポジ
ティブになってもらえるだけで
なく︑聴いたあとに︑1時間︑1
日︑1か月︑1年後と︑余韻とし
て心に残っていくものを作りた
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瀬川あやかオフィシャルブログ
「AYAKA BLOG」
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