
 メルボルンメルボルンメルボルンメルボルン・・・・ランゲージランゲージランゲージランゲージ・・・・センターセンターセンターセンター 
オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア看護留学看護留学看護留学看護留学 
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English for Health Professionals (English Plus Nursing Program) 

（CRICOS Code 054643G） 
 
2012012012011111 年年年年入学日入学日入学日入学日                                                                                                                                2012201220122012 年入学日年入学日年入学日年入学日（（（（予定予定予定予定））））    

コース１ ： 2011 年 1 月 24 日（月）    コース１：2012 年 1 月 23 日（月） 

コース２ ：  2011 年 5 月 9 日(月)     コース２：2012 年 4 月 23 日（月） 

コース３ ：  2011 年 10 月 3 日(月)                    コース 3：2012 年 10 月 1 日（月） 
 
対象者対象者対象者対象者：：：：看護師、看護学生、医療専門職またはその分野で学習中の学生 （看護師、医師免許等取得を目的の場合は、

その資格と臨床経験など各協会が定める条件をクリアすることが必要） 
 
参加資格参加資格参加資格参加資格：：：：英語初級者から受講可能。  
    

プログラムプログラムプログラムプログラム内容内容内容内容    

1. レベルに合わせて一般英語クラス（20 時間のレベル別クラス＋自主参加クラス）か進学準英語クラス(25 時間)、

IELTS 対策（週 20 時間）を受講。  

 

       英語力が IELTS5.5 相応になったら、OET 準備クラス（OET:医療関連職免許取得のための医療英語テスト）     

            に移行可能。 

 

２． 看護教育クラス：週１回（2－3 時間）    

 

サンプルサンプルサンプルサンプル時間割時間割時間割時間割    

一般英語クラスプラス看護教育クラス 

入学日にプレイスメントテストを受け、レベルにあった英語クラスにはいります。日常不可欠なコミュニケーション能力を養う

ためのコースです。水曜日（または木曜日）の午後は看護教育クラスが組み込まれています。 

 

サンプル時間割 

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

08:30-10:30 語彙 カンバセーショ

ン 

カンバセーショ

ン 

リーディングとボ

キャブラリ 

カンバセーショ

ン 

ブレイク  

11：00-13：00 グラマー リーディングとボ

キャブラリ 

リスニング ロールプレイ リスニング 

ランチ  

13:30-14:15 ＊自主参加クラ

ス（学生サポート

又は発音矯正） 

 ＊自主参加クラ

ス（学生サポート

又は発音矯正） 

13:30-
App.16:00 
看護教育クラス 

＊自主参加クラ

ス（学生サポート

又は発音矯正） 

＊開講回数が増減することもあります。  

 

医療英語テスト準備クラス（OET Preparation)プラス看護教育クラス 

英語力が IELTS5.5 相当に達したら、医療英語テスト準備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。 上記のパターント同様に水曜日(ま

たは木曜日)の午後は看護教育クラスが組み込まれています。 

 

サンプル時間割 

時間時間時間時間    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

0915-1045 リーディング 

 

スピーキング 

看護師と患者の

ロールプレイ 

文法 ライティング 

紹介状の書き方 

リーディング  

ブレイク      

1100-1230 スピーキング 

看護師と患者の

ロールプレイ 

リーディング スピーキング 

看護師と患者の

ロールプレイ 

 

リーディング スピーキング 

看護師と患者の

ロールプレイ 

ランチ      

1330-1430 ライティング 

紹介状の書き方 

リスニング 

診察 

リスニング 

    講義 

13:30-App. 
16:00 
看護教育クラス 

リスニング 

講義 

 



2011 年年年年看護教育看護教育看護教育看護教育クラスクラスクラスクラス日程日程日程日程（（（（予定予定予定予定））））                                                               ＊第１週から１８週までは通訳が付きます。 
 ブロック  週  月日（水・木）  時間    プログラム 
ブロック 1 
（12 週間） 

第 1 週 2011/1/27 
2011/5/11 
2011/10/6 

1400-1600 講議：オーストラリアのヘルスケアシステム 

 第 2 週 2011/2/3 
2011/5/18 
2011/10/13 

1400-1600 訪問：公立総合病院セント・ビンセント病院 

 第 3 週 2011/2/10 
2011/5/25 
2011/10/20 

1400-1600 講議：オーストラリアの高齢者ケアシステム 

 第 4 週 2011/2/17 
2011/6/1 
2011/10/27 

1400-1600 訪問：高齢者ケア施設マーティン・ルーサ

ー・ホーム 

 第 5 週 2011/2/24 
22011/6/8 
011/11/3 

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 2011/3/3 
2011/6/15 
2011/11/10 

1400-1600 講議：オーストラリアの緩和ケアシステム 

 第 7 週 2011/3/10 
2011/6/22 
2011/11/17 

1400-1600 訪問：カリタス・クリスティ・ホスピス 

 第 8 週 2011/3/17 
2011/6/29 
2011/11/24 

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 2011/3/24 
2011/7/6 
2011/12/1 

0930-1130 訪問：公立教育小児専門病院ロイヤルチ

ルドレン病院 

 第 10 週 2011/3/31 
2011/7/13 
2011/12/8 

1400-1600 講議：院内の危機対策 

 第 11 週 2011/4/7 
2011/7/13 
2011/12/15 

1400-1600 訪問：公立ボックスヒル病院産科病棟 

 第 12 週 2011/4/14 
2011/7/20 
2011/12/22 

1400-1700 講義：創傷ケア 

ブロック 2 
（12 週間） 

第 13 週 2011/4/21 
2011/7/27 
2011/12/29 

1400-1600 アロマセラピーマッサージ講義と実践 

 第 14 週 2011/4/28 
2011/8/3 
2012/1/5 

1400-1600 訪問：コーフィールド・ジェネラル・メディカ

ル・センター(リハビリテーション) 

 第 15 週 2011/5/5 
2011/8/10 
2012/1/12 

1400-1600 講議：HIV/AIDS 患者からの話 

 第 16 週 2011/5/12 
2011/8/17 
2012/1/19 

1400-1600 講議：ロイヤル地域訪問看護センターにて

慢性期訪問看護 

 第 17 週 2011/5/19 
2011/8/24 
2012/1/26 

1400-1600 講議：急性期訪問看護 

 第 18 週 2011/5/26 
2011/9/7 
2012/2/2 

1400-1600 講義：バンクシア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 
 

2011/6/9 
2011/9/21 
2012/2/16 

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 
 

2011/6/23 
2011/10/5 
2012/3/1 

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 

2011/7/7 
2011/10/12 
2012/3/15 

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 25 週か

ら 
   ↓ 

2011/7/14 
2011/10/19 
2012/3/22 

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 36 週ま

で 

2011/9/29 
2012/1/4 
22012/6/7 

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 



英語英語英語英語プラスプラスプラスプラス看護教育看護教育看護教育看護教育プログラムプログラムプログラムプログラム    

2012012012011111 年年年年費用費用費用費用 

プログラム 

期間 

    英語クラス 

 

（一般英語、EAP、IELTS 

対策、OET 準備クラスから

レベルに合わせて受講） 

ブロック １ ブロック ２ ブロック ３ 看護英語 

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 - $35 $10,059 

３６週間 $10,800 

($300x36 週) 

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

 

他他他他のののの費用費用費用費用    

 

 

＊ 一般英語クラスだけでなく、進学準備クラス（EAP）または OET 準備クラスと、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。  

＊ 英語力が TOEIC700/IELTS5.5 相当の英語力がついたら、ブロック４として看護研修を申し込むことができます。 

＊ 看護研修費は、受け入れ病院によって異なります。 週$300+GST(10%)から$600+GST(10%)です。申し込み時に実習

もあわせて申し込む場合は、実習手配費用$300 をお支払い下さい。 実習費用は現地にてお支払い下さい。 現

地にて実習をキャンセルする場合、実習手配費用は返金できません。 

＊ 他のお申し込み条件については、申し込み用紙の裏面の入学条件(Conditions of Enrolment) に従ってください。 

 

04 May 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学金  $200 

教材費  $100 (1-5 weeks) 

$200 (6-20 weeks) 

$300  (21-30 weeks) 

$300  (31weeks & over) 

 *31 週目移行テキストブッ

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 $240/週  (3 食込み) 

空港出迎え $109 （片道） タラマリン空港 

$180 （片道） アバロン空港 

看護研修手配費用   $300 

看護研修費用 $300 - $600＋GST(10%)/週 

OSHC 

(保険はビザの全期間

をカバーする必要があ

りますので、コース期

間＋2 ヶ月の御申し込

みをお勧めします。 

$107.25 (3 ヶ月まで) 

$214.50 (6 ヶ月まで) 

$321.75 (9 ヶ月まで) 

$429.00 (12 ヶ月まで) 


