在学生
スペシャル
対談

Interview

〜横浜創英大学大学院での学び〜

看護学を深く学んで、知識

を次世代につなぐ

大学院での学びについて、
在学生にもお話を聞きました
師長として勤務し
ながらでも学べる
環境です
看護管理学領域

宮澤 恵美子さん
一流の指導教員がそろっているところも魅力で
した。

――通い始めてみて、実際の大
学院の生活はいかがですか。ま
た、ここでの学びを糧に、将来は
どのようになりたいとお考えですか。

小児看護学領域

地域・在宅看護学領域

加藤 紀子さん
看護管理学領域

泉山 由美子さん

上松 康子さん
ケア技術学領域

永井 朋子さん

この春から大学院1年生として学び始めた皆さんに
看護学研究科の魅力や進学の理由を伺いました。
――皆様は看護の現場や看護 いと思っています。
教員としてお仕事をされています。 加藤さん：私は看護の専門学校で教員をし
ています。久しぶりにお会いした恩師がこちら
多忙の中でも大学院への進学を
で教鞭をとられていて、進学を薦められまし
決意されたのは、なぜですか。
た。事前面接でも「大学院は研究の仕方を
一から学ぶところなので、安心してください」
泉山さん：私は訪問看護ステーションに勤務
しています。認定看護管理者の資格をもって と言っていただき、先生方の熱意を感じ、こ
の機会を大切にしようと一念発起しました。
いるので、より深く看護管理学について学び
永井さん：私も看護教員として学生を指導す
たいと、以前から考えていました。実は職場
る立場にあ
ります。
の同僚が2年早くこちらの大学院に入学し、
日々成長している姿を間近に見ていたので、 職 場には修 士 号
をもっている人が多
とても触発されました。特に自分に不足してい
いので、同 僚とも
ると常々感じていた研究の進め方や文献の検
っ
と踏み込んだ議
索の仕方、読み解き方などについて、基礎
論をするために
も、
からきちんと身につけたいと思っています。
主に研
究
手
法や
上 松さん：私は長く看 護 師として医 療セン
データの分析の仕
ターに勤務してきました。これまで臨床現場で
方などを身につけ
積み重ねてきた看護の経験を、そろそろきちん
たいと思い、大学
と自分の言葉にして後進に伝えたいと考えるよ
院に入りました。
うになり、大学院への進学を決めました。これ
までは実践がメインでしたが、それが学問的に
――現場の指導や看護教育に
はどのような位置づけ、意味合いを持つのか、 携わっていらっしゃる方が多いの
大学院で学びながら、体系立てて整理した
で、知識の橋渡しも視野に入れ
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ていらっしゃるのですね。この大
学院を選ばれたのはなぜですか。
加藤さん：やはり尊敬できる恩師が務めてい
るからです。自身が学びたい分野のカリキュラ
ムが充実しているかや、教員との相性も院選
びでは大切です。
泉山さん：そうですね。私も師事している先
生が看護管理学
分野の権威でいら
っしゃることが大き
いです。豊富なご
経験をもつ先生か
ら直接ご指導いた
だけるというのはと
ても貴重で光栄な
時間ですし、身が
引き締まる思いで
す。
永井さん：この大学院は、主に平日夜間と
土曜日に授業があるので、他校に比べて仕
事との両立がしやすそうだと感じたからです。
また、選択できる専攻領域が多様で、ここで
なら学びたい勉強ができるな、と思いました。

上松さん：授業毎に課題が出るので、仕事
と勉強を両立するため、時間の使い方に気を
つけるようになりました。特に課題はきちんとけじ
めを付 けないと、
いくらでも時間がか
かってしまいます。
メリハリのついた時
間配分を心がけて
います。日々の学
びで考えさせられる
ことが 多 いので、
今は学びを深め、
将 来の可 能 性を
検 討していきたい
です。
永井さん：本当に、課題は多いですね。資
料に目を通す時間も確保しないといけません。
私も、これまで以上に物事の優先順位をつけ
るようになりました。また、授業で先生方の知
見の広さや新しい知識に触れることができ、
充実感があります。ここで多角的な視野を身
につけ、看護のすばらしさや楽しさを学生たち
に伝えられる教員になりたいですね。
加藤さん：先生や大学院の先輩方がとても
優しく接してくださるので、大変学びやすい環
境だと感じています。特に授業は全員の仕事
の予定を考慮してくださり、皆が参加できる曜
日、日時に設定してくださいます。おかげでな
んとか仕 事との両
立ができています。
まずは自分が大切
にしてきた看 護に
ついての考え方を
論 理 的に言 語 化
する力を身につけ
たいです。ひいて
は、その力を「対
話 力」に変えて、
周囲の輪を広げて
いきたいです。
泉山さん：初めは本当に仕事との両立ができ
るかどうか、とても不安でした。しかし、先生
方が社会人大学院生の大変さをわかってくだ
さっているので、困ったら何でも相談できます。
同級生も同じ立場なので、お互いに思いや
り、励まし合いながら勉強に取り組んでいます。

将来は看護管理者として、看護の質の向上
に寄与できる自分でありたいと思います。
上松さん：少人数制なので、じっくり意見交
換ができる点も長所だと思います。これまで経
験してきた専門領域が異なる仲間たちと語り
合うことで、自分が思ってもみなかった視点、
自分の知らない体験談に触れ、はっとさせら
れることも多いです。自由な発想で議論にの
ぞむ楽しさを知りました。

大学院で学び始めて1年が過ぎました。授業で
のプレゼンや、教授や院生らとのディスカッション
は、学びを深め自身の看護管理課題を分析する
貴重な機会となっています。師長として働きながら
大学院で学ぶという厳しさを感じることもありました。
しかし3年間の長期履修制度や、先生方が個々
の職場環境に配慮したスケジュール調整をしてく
ださり、学び続ける環境を提供していただいてい
ることに深く感謝しています。今、大学院は私の
「看護を支える場」という存在になっています。

３年目は研究と修士
論文にじっくり取り
組む予定です
成人看護学領域

小川 美枝さん

――最後に、大学院入学を検討
されている読者の皆さんに、メッ
セージをお願いします。
永井さん：「いつか挑戦しよう」と思っている
のであれば、進学はできるだけ早い方が良い
と思います。想像している以上に学びの世界
は広く、自分の成長を感じることができます。
上松さん：悩むよりは、まず行動に出てほし
いです。思い切って新しい世界に飛び込んで
みると、ぐんと視野が広がります。大学院で授
業を受け始めてすぐに、現 場で行っている
日々の業務にどんな意味があるのか、少しず
つわかるようになりました。これまでの経験に知
識の裏付けがなされていく、わくわくする体験
を多くの人にしてほしいです。
加藤さん：大学院は、自分の考えを自分の
言葉でまとめるための勉強をする場です。最
初から完璧な人はいません。ですから、「自
分にできるかどうか」と心配する必要はありま
せん。先生方がきちんとサポートしてくださいま
す。
泉山さん：ここでは、それぞれの立場で経験
を積んできた同級生に出会うことができます。
職場ともまたちがう、かけがえのない仲間との
出会いの場でもあるのです。この世界に飛び
込んだら「自分ならできる
！」と信じて、前に突
き進むしかありません。私たちの代はグループ
ラインをつくって、支え合いながら課題などをこ
なしています。こんな体験ができるのも、大学
院ならではだと思います。

―ありがとうございました。

入学してから2年間があっという間に過ぎ、いよい
よ3年目になりました。長期履修制度を利用してい
るので、今年は研究と修士論文に集中して取り
組む予定です。今は指導教授や他の学生と一
緒に研究に必要なことを学んだり、インタビューの
練習をしてアドバイスをもらったりしています。2年間
いろいろなことがありましたが、教授や仲間に助け
られて今があります。大学院での出会いと経験を
大切に最後の1年を乗り切りたいと思います。

仲間や先生方と
共に成長できる
大学院です
地域・在宅看護学領域

千葉 恵さん

私は在宅療養支援看護師として働いていたとき、
先輩から勧められ大学院への入学を決意しまし
た。
より多くのことを学びたい意欲にかられていた時
期でしたが、就業しながらでは学習に偏りが生じて
いたので、
入学できて嬉しく思っていました。
両立で
きるか不安もありましたが、長期履修の選択ができ
ることで、
「やれる」
と自分を励ますことができました。
仲間や先生方との授業や討議は新たな発見をさ
せてくれます。辛い時があっても、乗り越えて楽しい
と思えることで前進できることを実感しています。

臨床現場を第一優
先にしながらでも、
有意義な学生生活
が送れます
看護管理学領域

前田 佳美さん
入学して3年目を迎えました。看護管理者として
臨床現場を第一優先に考えられるようにと長期履
修制度を選択しました。1年次は授業が多いの
で大変なこともありましたが、専攻領域の異なる
院生と共に授業を受けディスカッションできたことは
とても有意義でした。2年次は研究に取り組み、
現在は丁寧にご指導くださる先生方や整った学
修環境、理解のある職場に感謝しつつ修士論
文作成に取り組んでいます。思い切って入学して
本当に良かったと思っています。

YO KO HA M A S O EI 2020

04

