英語研修を受講した後、現地の看護／介護トレーニングセンターにてアシスタントナース・実地トレー
ニングを受け、その後 2 週間のインターンシップに参加するプログラム。英語圏の看護／介護施設で
仕事を経験したい、現地の人と一緒に学びたいという方におすすめです。
参加都市

参加条件

必要な英語力

プログラム内容

プログラムの
流れ

英語研修：シドニー
トレーニング・インターンシップ：シドニー近郊
１． トレーニング参加までに必要な英語力を身につけること。
２． ワーキングホリデー・ビザを取得できる 18 歳～30 歳までの方。
３．日本の看護師資格および臨床経験
トレーニングコース受講には中級・上レベル（Upper-Intermediate／TOEIC650 点以上、英検 2 級以上または
同等のスコア）以上の英語力が必要です。すでに既定の英語力をお持ちの場合も医療英語の 12 週間受講
は必須です。事前に英語力査定があります。実施方法については、直接お尋ねください。
■英語力と英語研修受講期間の目安
英語研修の受講期間（目安）
渡航時の英語力
中級・上レベル以上の方（TOEIC650 以上）
医療英語 12 週間
中級・下レベル以下の方
一般英語 4－5 週間＋医療英語 12 週間
✔一般英語５週間の英語研修では医療英語に進めるか不安…という方へ
ワーキングホリデーでオーストラリア入国前にフィリピン／セブ島やニュージーランドでの英語研修を受講す
るセットプランをご案内しています。詳細はお気軽にお問合せください。
医療英語コースを１２週間受講した後、現地ナーシングセンターのトレーニング（週 1 回×3 週）に参加、その
後 2 週間の実習に参加します。医療英語コースは英語力により２レベルに分かれています。
英語研修校：Sydney College of English
シドニー・セントラル駅近くのシドニー大学やシドニー工科大学等があるエリアにある、１９８７創立の老舗校
です。医療英語コース、OET 対策コース、また高校進学準備コースなど豊富なコースを提供しており、長期就
学の生徒が多いのも特徴です。真剣に学ぶことができ、学習環境がしっかり整えられています。
また、シドニー大学の学生との英会話クラブという無料サービスがあり、現地の大学生と気軽に英会話を練
習することができます。
受講コース…午前：一般英語＆午後：医療英語（フルタイムコース） 月曜日～金曜日８：３０～１５：５０ ※
※セルフアクセスという自習を含みます。
アシスタントナーストレーニング：シドニー近郊のナーシングホーム
シドニー近郊のナーシングホームにてアシスタントナースとしてのレクチャー＆実地トレーニングを受けます。
10 名以下の少人数制をとっており、実際に患者さんに接しての訓練です。課題やレポートも提出します。
受講期間…週１回 （曜日の指定はできません。空いてている曜日にプレイスメントされます）
インターンシップ：ナーシングホーム、施設等
トレーニングの後、2 週間のインターンシップ（無給）に参加します。期間中はナースや介護士の指示に従仕
事を経験。勤務時間は受入先により異なります。インターンシップ完了をもってトレーニング修了となり、次の
ステップである Certificate III（通信・課題提出）へ進むかどうかを選択します。
※インターンシップを行う施設決定まで 1 週間程度要する場合があります。
※Certificate III in Aged Care、または Certificate III in Disable 取得へ向けて進むことができますが、どちらの
カテゴリーになるかはトレーニングセンターから指定されます。
渡航前
１） ご相談、カウンセリング：英語研修の受講期間など、プランをご案内します。
２） 英語力査定テスト＆インタビューを実施
３） 参加申込み： 所定の申込書＆履歴・職務経歴書の提出、申込金（費用からの内金）のお支払い。
４） ワーキングホリデー・ビザの申請。CV（英文履歴書）やレファレンス（推薦状）を準備します。
５） 渡航準備： 飛行機手配、海外旅行傷害保険
６） 出発前オリエンテーション実施
７） 行ってらっしゃい！
渡航後
１） シドニー到着
２） 現地就学校スタッフによるオリエンテーション実施、スケジュールを確認します。
３） 医療英語研修を開始。3 か月に一度病院見学があります（参加費が別途必要）
。

現地サポート

滞在先方法

４） 英語研修終了後、ナーシングトレーニングセンターでトレーニングを受けます。
５） トレーニング終了後、2 週間のインターンシップ（実習）に参加します。
６） インターンシップ（実習）終了後、修了証：Certificate of Competent を取得。
※正式に有給の仕事に就けるケースもありますが、プログラム参加前に確約はできません。
↓
７）希望者は CertificateⅢ in Aged Care また Disable Person Care を取得のための勉強を開始！
英語研修期間およびインターンシップ完了まで、IEN 提携・現地機関の日本人スタッフがサポートします。
無犯罪証明書の取得等についてもアドバイスしています。また、シドニーでの生活全般、シドニー市内につい
てなど詳しく説明しますので、安心してオーストラリア生活を開始することができるでしょう。トレーニング中、イ
ンターンシップ中も質問受付・対応しており適切にアドバイスします。
到着直後はホームステイを手配します。ホストファミリーは、シドニー中心部ではなく少し離れた郊外に住んで
いることが多いため、学校への通学時間は公共の交通機関を利用して 40 分程度です。
ホームステイ以外の滞在をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
申込金（下記プログラム費用からの内金）： ３０，０００円
※オーストラリアドル建費用は、当社レート適用の上、日本円換算されます。他通貨でのお支払いは不可。
アシスタントナース

プログラム費用
2018 年

プログラム費用
出発前のお支払
医療英語研修

その他

アシスタントナーストレーニ
ング手配、トレーニング参加
費、サポート費用
入学金
授業料（12 週間）
教材費
滞在先手配料
ホームステイ費用
空港送迎（片道）
WH ビザ申請料

＄１，９００

＄２３０
＄４，６８０
＄２７０
＄２４０
＄２９０／週
＄１５０
＄４４０
＄５２
＄５０５

無犯罪証明書発行
Certificate Ⅲ in Aged Care
現地払い
または in Disable Person Care
実費（＄１１０～）
Senior First Aid
＄３５０／週
オプション
一般英語コースの追加
●アシスタントナーストレーニング＋医療英語 12 週間の場合
プログラム費用＆医療英語授業料、入学金、教材費：＄６，４１０
見積りの一例
ホームステイ１２週間＆空港送迎：＄３，５４０
WH ビザ申請料：＄４４０ 無犯罪証明書： ＄５２
渡航費用（往復チケット）
： 約￥150,000
海外旅行傷害保険（1 年の例）
：約￥170,000
合計：約１３５万円 ※レート変動により変わります。
＜見積り一例の場合：費用に含まれるもの＞
①現地手続き ②出発前カウンセリング、各種情報提供＆オリエンテーション実施 ③空港送迎（到着時・片道）
④現地オリエンテーション ⑤英語研修校入学金 ⑥英語研修受講料（コースに含まれる期間分）
⑦英語研修の教材費 ⑧アシスタントナーストレーニングコース手配料・受講料
⑨アシスタントナーストレーニング教材費
⑩2 週間インターンシップ手配 ⑪ホームステイ手配料
⑫ホームステイ滞在費（１２週間） ⑬海外送金手数料 ⑭WH ビザ申請代行 ⑮渡航費用の目安
⑯海外旅行傷害保険料の目安
＜含まれないもの／別途必要になるもの＞
①パスポート申請料（該当する方） ②ホームステイ滞在中のお小遣い、生活費およびホームステイ後の生活費全般
③オプション・CertificateⅢin Aged Care 取得に係る費用
おすすめ！＜フィリピン英語研修を追加＞
オーストラリア・ワーキングホリデー中に受講できる英語研修期間は、最長 4 ヶ月までという規定があります。4 ヶ月間
の受講で地元の人と一緒にトレーニングに参加する自信がない、もう少し長く英語を対策したい、という方には、事前に
フィリピンでの英語研修受講をご案内しています。マンツーマン主体で費用もリーズナブル、短期間での向上が見込めま
す。例えば、オーストラリア・ワーキングホリデービザを取得した後フィリピンで 1－2 ヶ月英語研修を受講、その後オ
ーストラリア入国というスケジュールも可能です。お気軽にご相談ください。
費用目安：1 ヶ月あたり￥150,000～180,000（寮滞在費、全食事、授業料込み／学校や選択コースにより異なる）

よくある質問

申込時の注意点

キャンセル規定

申込方法

Q.医療英語コースは、短縮できますか？
A.12 週間受講が基本ですが、一般英語と組み合わせる場合、あるいは英語力によっては受講時間数を
減らすことができる場合がありますのでご相談ください。
Q.2 週間のインターンシップ先は、どこにありますか？
A.お住まいの住所を考慮した範囲でトレーニングセンターが手配します。3 回のトレーニング終了後、
翌週中に直接トレーニングセンターに連絡を入れて確認していただいています。
Q.3 回のトレーニングでは、どんな内容を学ぶのですか？
A.患者・利用者のケアや衛生管理、移動、シャワー介助、食事介助、病気の感染、関連する法律、グ
ループワークでの解剖学について等、看護・介護に携わる仕事内容全般です。実技を交えて学びま
す。課題もあります。
Q.無犯罪証明書はいつ入手したら良いですか？
A.オーストラリア入国 3 か月後に申請が可能です。申請後、数週間待機することになりますので、一
般英語コースの追加なく医療英語のみ受講される方は待機時間があることを予めご了承ください。
・各料金は 2017 年 11 月現在の情報です。お申込み前に必ず最新情報をご確認ください。
・英語力により一般英語コースとの組み合わせが必要です。医療英語は 12 週間受講です。
・2 週間のインターンシップは無給です。受入先のリクエストは原則受け付けておりません。
・英語力により予定通りトレーニング、インターンシップに参加できない場合も考えられますので、
不安のある方は長めに英語研修を受講されることを強くおすすめします。ワーキングホリデー・ビ
ザで参加され、4 ヶ月以上の英語研修受講が必要と思われる方は、別途ご相談ください。
・出発前に必ず海外旅行傷害保険にご加入いただきます。プログラム期間中に事故・トラブルに巻き
込まれたなどの問題があった場合アドバイス等は行いますが現地就学校、現地手配期間、インター
ンシップ受入先、異文化交流推進ネットワーク（以下 IEN）は一切の責任を負いません。
・トレーニング、インターンシップ参加中に英語力や参加態度などの理由で、途中で受講を中止して
いただく場合があります。その場合プログラム費用は一切返金できません。トレーニングを再受講
したい場合はその受講料等は別途必要になり（中止理由によっては再受講不可）
、また参加態度を理
由にインターンシップ中止した場合、インターンシップ先の再手配は不可です。
正式申込み後（申込書類の提出と申込金（内金）の支払完了）
、申込者の個人的な理由でプログラム参
加をキャンセルする場合、申込金（内金）は一切返金できません。またプログラム開始後に参加をキ
ャンセルする場合は、お支払いいただいたプログラム費用の返金はありません。また、お支払いいた
だいた後の英語研修受講料の返金に関しては就学校のポリシーに準じます。詳細はお問合せください。
まずは英語力をお知らせください。見積もりを作成します。申込時は所定の申込書に必要事項を記入
し、パスポートのコピーと一緒にメール添付、郵送、FAX、ご持参のいずれかの方法でご提出ください。

参加者の声

オーストラリアでアシスタントナースとして働きたいと思い Certificate を取得
する為にプログラムに参加しました。スタート時の英語力は中級・下で、英語
研修は 17 週間受講、まずは英語力アップに集中しました。3 日間のトレーニ
ングでは、1 日目は講義が中心、2、3 日目は実際にナーシングホームで実
技を行いました。プログラム完了後は仕事が見つかり、アシスタントナースと
して就労を経験することもできました。日本では看護師として働いていたの
で、実技も特に問題ありませんでしたが、課題が結構大変で他の参加者と
助け合いながら頑張りました。学んだことは実際に活かせることばかりなの
で、私は参加・受講して本当に良かったと思っています！ Azumi Kikuyama

☆英語力査定について
医療英語のみでお申し込みが可能か、規定のテストを受けていただきますが、ご来社は不要です。
インタビューもスカイプを利用しますので、お住まいの地域に関係なく受験していただくことができます。

■お問合せ・お申込み
〒060-0042 札幌市中央区大通西 5 丁目 大五ビル２F
TEL 011－232－0292 FAX 011－232－0291
Email info@ibunka-koryu.net URL http://www.ibunka-koryu.net

