
 

2019 年英語プラス看護教育プログラム 
（CRIOCS Codes: General English 080626A &English for Health Professionals 080626C） 

 

 

1995年より開講し、開講 24周年を迎える、大変人気のあるプログラムです。 英語の上達を目指すと同時に、医療先進国オース

トラリアのメルボルンの医療および福祉関連機関訪問や専門家の講義を通して、オーストラリアの医療・看護全般に関する知識を

深めるためのユニークなプログラムです。  

 

2019 年入学日（予定）:  

2019 年 4 月 15 日＆2019 年 9 月 30 日 

 

受講対象者：正看護師、看護学生、その他医療専門職（作業療法士、

理学療法士、介護士、薬剤師など）またはその分野で学習中の学生。 

 

入学条件：英語初級者から受講可能。 

 

プログラム期間：3 ヶ月（ブロック 1）、6 ヶ月（ブロック 1 & 2）、9 ヶ月（ブロック

１，2 & 3） ＊途中からの参加も可能。 最低受講期間は 12 週間。  

 

プログラム内容： 

 

英語クラス（一般英語、アカデミック英語、OET 対策）＋看護教育プログラム 

 
看護教育プログラム 

英語クラスを受講しながら、週に一度（２～３時間）、日本語通訳つきで「オーストラリアの看護に関する講義」や「医療福祉関

連施設見学」ができる構成になっています（前半 18 回）。 看護教育プログラムの後半では、オーストラリア現役正看護師によ

る看護英語レッスンを受講します。  

 

この専門プログラムで提携している医療および福祉関連機関には、急性期病院、緩和ケア施設、子供病院、公立病院産科

病棟、高齢者ケア施設、リハビリテーションセンター、メンタルヘルスサポートセンターなどがあります。 講義のトピックは、栄養医

学療法、院内危機管理、アロマセラピーとマッサージ、看護師の役割と労働条件、HIV/AIDS など多岐に渡ります。  

 

サンプル時間割： 

＜一般英語クラスプラス看護教育プログラム＞ 

 

 月 火 水 木 金 

09:00-11:00 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 

休憩  

11:30-13:30 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 

休憩  

13:45-14:15 ＊自主参加クラス

（会話クラブ＆個別

サポートなど） 

 ＊自主参加クラス

（会話クラブ＆個別

サポートなど） 

13:45~~ 
看護教育プログ
ラム 

＊ソーシャルクラブ 

*テストの週には午後の自主参加クラスはありません。 

 

 

 



OET 対策クラスプラス看護教育プログラム 

英語力が IELTS5.5 (Academic) 同等レベルある場合、またはそのレベルに達したら、医療英語テスト対策クラスに移行することが

できます。 このクラスは、実際に医療現場で使うコミュニケーション能力を養い、専門用語、紹介状の書き方等を学びます。 上記

のパターンと同様に週に一度、午後に看護教育プログラムが組み込まれています。  時間割は一般英語と同様です。  

 

プログラム終了者のその後は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年費用 

プログラム 

期間 

    英語クラス 

 

 

看護教育クラス 

ブロック １ 

看護教育クラス 

ブロック ２ 

看護教育クラス 

ブロック ３ 

看護教育クラ

ス専用テキスト 

 

  計 

１２週間 $3,600 

($300x12 週) 

$1,431 - ― -  $5,031 

２４週間 $7,200 

($300x24 週) 

$1,431 $1,393 - ― $10,059 

３６週間 $10,800 

($300x36 週) 

$1,431 $1,393 $1,227 $35 $14,886 

 

他の費用 

＊ 一般英語クラスだけでなく、IELT 対策または OET 対策ク

ラスと、看護教育クラスを組み合わせることも可能です。  

＊ ブロックの途中からの参加も可能ですので、ご相談くださ

い。 最低受講期間は１２週間です。  

＊ 看護教育プログラムの内容は上記と異なることもあり、順

番も入れ替わる可能性があります。  

＊ 施設訪問を行う際に、海外旅行保険の個人賠償責任

が含まれるものに加入する必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学金  $200 

教材費  $100 (1-4 weeks) 

$200 (5-20 weeks) 

$300  (21-30 weeks) 

*31 週目以降テキストブックが

必要な場合は実費で購入 

ホームステイ手配 $200 

ホームステイ $290/週 (3 食込み) 

空港出迎え $109 （片道） メルボルンタラマ

リン空港 

OSHC 2018 費用 

(保険はビザの全期間を

カバーする必要がありま

す。コース開始日の 1

週間前から、コース期

間終了後＋2 ヶ月のお

申し込みをお勧めしま

す。 

シングル 

$386 (8 ヶ月まで) 

$423 (11 ヶ月まで) 

$677 (5 ヶ月まで) 

 

 

日本帰国後、英語を使って勤務できる病院へ再就職（H.M.さ

ん）。 

OET 合格後、看護師登録に向け、ブリッジングコース受講中

（M.N.さん）。 

MLC 系列校にて社会福祉ディプロマコース入学を検討中 

（H.M.さん＆R.T.さん）。  

ワーキングホリデービザに切り替え、仕事もしながらホリデーを満

喫中 （A.T.さん）。 

現地の大学看護学部へ編入入学のため、準備中。 日本の大学看護学部の講師を務めながら、MLC を通して出

会ったナースと一般社団法人を設立。 日本の看護師達の

異文化理解の貢献できるよう活動中 （Y.H.さん）。 



2019 年看護教育クラス日程（サンプル）          ＊第１週から 18 週までは通訳が付きます。 

 ブロック  週  月日  時間    プログラム 

ブロック 1 

（12 週間） 

第 1 週 2019/4/18 

2019/10/3 

1400-1600 講議：オーストラリアのヘルスケアシステム 

 第 2 週 2019/4/25 

2019/10/10 

1400-1600 訪問：公立急性期病院 

 第 3 週 2019/5/2 

2019/10/17 

1400-1600 講議：オーストラリアの高齢者ケアシステム 

 第 4 週 2019/5/9 

2019/10/24 

1400-1600 訪問：高齢者ケア施設 

 第 5 週 2019/5/16 

2019/10/31 

1400-1700 講義：CPR 救急救命講座（オーストラリアの

資格取得） 

 第 6 週 2019/5/23 

2019/11/7 

1400-1600 講議：オーストラリアの緩和ケアシステム 

 第 7 週 2019/6/6 

2019/11/14 

1400-1600 訪問：緩和ケア施設 

 第 8 週 2019/6/13 

2019/11/21 

1400-1600 講議：オーストラリアの看護師の階級・労働条

件 

 第 9 週 2019/6/20 

2019/11/28 

0930-1130 訪問：公立小児専門病院 

 第 10 週 2019/6/27 

2019/12/5 

1400-1600 講議：院内の危機対策 

 第 11 週 2019/7/4 

2019/12/12 

1400-1600 訪問：公立病院産科病棟 

 第 12 週 2019/7/11 

2019/12/19 

1400-1700 講義：栄養医学療法 

ブロック 2 

（12 週間） 

第 13 週 2019/7/18 

2019/12/26 

1400-1600 アロマセラピー&マッサージ講義と実践 

 第 14 週 2019/7/25 

2020/1/2 

1400-1600 訪問：公立病院 (リハビリテーション) 

 第 15 週 2019/8/1 

2020/1/9 

1400-1600 講議：HIV/AIDS 患者からの話 

 第 16 週 2019/8/89 

2020/1/16 

1400-1600 講議：急性期訪問看護  

 第 17 週 2019/8/15 

2020/1/23 

1400-1600 訪問：メンタルヘルスサポートセンター 

 第 18 週 2019/8/22 

2020/1/30 

1400-1600 訪問：緩和ケアセンターにて、各種セラピー、ソ

ーシャルワークについて 

 (第 19 週) 

第 20 週 

2019/9/5 

2020/2/13 

1330-1630 オーストラリア現役正看護師による看護英語

レッスン 

 (第 21 週) 

第 22 週 

2019/9/19 

2020/2/27 

1330-1630 オーストラリア現役正看護師による看護英語

レッスン 

 (第 23 週) 

第 24 週 

2019/10/3 

2020/3/12 

1330-1630 オーストラリア現役正看護師による看護英語

レッスン 

ブロック 3 

（12 週間） 

第 25 週から 

    

2019/10/10 

2020/3/19 

1330-1630 オーストラリア現役正看護師による看護英語

レッスン 

第 36 週まで 2019/12/26 

2020/6/4 

1330-1630 オーストラリア現役正看護師による看護英語

レッスン 

As of 21 December 2018 


