
      

 

 

 

 

 2018年9月1日（土）～9月8日（土）  8日間  
 

 
 

オーストラリアで最も暮らしやすい街として人気のあるメルボルン。安心して滞在できる治安のよい都市で、進んだ

看護を学び、国の文化に触れることができるホームステイコースとなっています。現地受け入れ先に日本人スタッフ

がおり、日本語通訳付きで安心して学べます。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

●メルボルン オーストラリアで最も暮らしやすい街として人気が高いメルボルンは、「庭園の町」という別名の通り、豊

かな緑に恵まれた素敵な町です。市内には、ヤラ川が静かに流れ、大きな樹木と芝生の美しい公園が多数あります。

また、ビクトリア州の州都であり人口 420万人の近代都市で、中心部には、博物館・美術館・大学・有名医療機関・ショッ

ピングセンターが立ち並び、トラムと呼ばれる市電を利用してどこにでも行きやすい便利な町です。 

●受け入れ期間 ・英語研修とホームステイ 英語レッスンは、メルボルンランゲージセンター（MLC）で学びます。

MLCは、Acknowledge Education という教育、専門学校を多数持つグループの中の一つ、政府認可の語学学校で、特に

海外からの看護研修プログラムに実績があり、市内の一流病院と協力して看護師・看護学生のための研修プログラムを

行っています。ホストファミリーとの間の日常生活ですぐに役立つ実践的な英会話から看護に関わる英語まで、語学力に

合わせて、幅広く学ぶことが出来ます。 

●看護レクチャーと医療施設見学（通訳付き） 研修プログラムは、看護教育専門家、市内の有名公立病院や医療
施設の協力により作成されています。研修初日にオーストラリアの医療についての説明を受けながら、急性期病院を見

学、その他ホスピス、こども病院または高齢者ケア施設を訪問します。日本語通訳が付きますので、専門的なことをわ

かりやすく学ぶことが出来ます。 

●アクティビティ 短期の看護研修をもっと長くして、英語力とオーストラリアの医療事情をしっかり学び、医療英語を
マスターしていく看護教育プログラム留学、臨床経験を積んだナースがオーストラリア看護師として働くための語学力の

登竜門となる OETテストコースをあわせ持つメルボルンランゲージセンターならではの OETテスト準備コースや看護教

育プログラムに関する説明会も無料ですので、興味のある方は、是非ご参加ください。また、現地で働く日本人ナースと

の夕食会も楽しいプログラムの一つです。その他オプショナルツアーで野生のペンギンやコアラを見ることもできます。 

 

●お申し込み・お問い合わせは ☎03-5645-3700 nursingprograms@travelpartners.jp 
http://www.nurse-kenshu.com/         もご覧ください。 

株式会社トラベル・パートナーズ 観光庁長官登録旅行業1623号 社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員     
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成田発・羽田着  ホームステイ  

    メルボルンコース 2018年9月1日（土）～9月8日（土）8日間  

※1上記スケジュール、レクチャー、訪問の内容は現地受け入れ側の都合により変更される場合もあります。                   
※2各日の日程内容については現地到着後、ＭＬＣの日本人スタッフから説明があります。  

※3 看護教育プログラム、OETコースの説明は、授業見学ではなく 説明、質疑応答の時間として対応させていただきます。 

※4このプログラムは「ナースのためのオーストラリア短期看護研修」と   同一行程で実施されます。 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

         
 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
※MLC：メルボルラ
ンゲージセンター 

９/１ 
成田発航空機 

一路、メルボルンへ 

（機内泊） 

９/２ 
 

午前 

メルボルン空港着 

空港にて出迎えスタッ

フと MLC(メルボルン・

ランゲージ・センター)

へ 

MLCにて 

オリエンテーション 

ホストファミリー紹介 

各ホームステイ宅へ 

午後： 

各自ホストファミリー宅

で休息 

９/３ 
午前： 

英語レッスン 

ランチタイム 

午後：  

 医療施設訪問  

急性期病院 

・オーストラリアの医療

についての説明 

・院内ツアーICU, ER等） 

(エプワース病院、オー

スティン病院など) 

９/４ 
午前： 

英語レッスン 

ランチタイム 

午後：  

 医療施設訪問  

公立ホスピス訪問 

 

夕刻： 

（オプショナル） 

長期看護教育プロ

グラムの留学、OET

テスト準備コースに

ついての説明と質

疑応答 

（無料） 

９/５ 
午前： 

英語レッスン 

ランチタイム 

午後： 

 医療施設訪問  

どちらか選択 

・王立こども病院 

 (先着 8 名限定) 

・高齢者ケア施設 

ランチタイム 

夕方：現地で働く日本人

ナースもしくは長期留学

中の日本人ナースとの

夕食会 （各自払い） 

９/６ 
午前： 

英語レッスン 

ランチタイム 

午後： 

フリータイム 

オプショナルツアー 

ワイルドライフパークと

ペンギンパレード 

（現地払い約A$150） 
（夕食各自払い） 

 

９/７ 
午前： 

自由行動 

 

昼： 修了証書授与と 

サヨナラランチ 

 

夕刻 

専用バスで空港へ 

夜 

メルボルン発 航空機 

で、シドニー乗り継

ぎ、一路、羽田へ 

（機内泊） 

９/８ 
羽田着 

着後:解散 

 

Q:ホストファミリーはどんな人達？ 
A:ホストファミリーは、信頼できるホストファミリーとしての基準を満たしてい
る登録家族の中から、今回のプログラムの趣旨をよく理解して協力してく
れる家族を厳選します。平均的な生活を営む中流以上の家庭が多く、家族
構成、職業などは様々ですが、外国からの留学生の保護者として責任持
って対応してくれる人々です。生活環境も治安のよいところですので、安心
して過ごせます。日本からの短期留学生を新しい家族の一員として迎え
て、ともに楽しい数週間を過ごすことを楽しみにしてる人々です。小さい子
供がいる家庭とは限らず退職した老夫婦、老婦人の家庭ということもあり
ます。マルチカルチャーの国ですので、イスラム系、アジア系等々の家庭
に入ることもあります。柔軟に異文化を受け入れる気持ちを忘れずに！ 

Q:英語力について 
A:参加者の多くの方々は、今回生まれて初めて海外で生活をする人たちです。
不安に思うのは無理もありません。でも大丈夫。ホストファミリーは、あなたを家
族の一員として心温かく迎え入れようとしています。あなたが英語の達人である
ことよりも、片言の英語でも手振り身振りでもなんとか心を通わせあって、ともに
楽しく過ごすことを何より楽しみにしています。簡単なあいさつから初めて、たと
え単語を組み合すだけでも良いのですから、積極的に話しかけてみましょう。相
手もあなたを理解してくれようと努力してくれますし、わかりやすくゆっくり話して
くれます。朝の挨拶から始まる家族との交流。家族そろっての夕食は楽しい団
欒のひと時。その日の出来事や日本の家族のことを話したり、折り紙やゲーム
をしたりして心の交流を図りましょう。日本から自分の家族の写真やゲーム、絵
ハガキなどを持って行くと会話が弾みます。ホストファミリーのお母さんにその
土地の自慢料理を習ったり、夕食の時に家族のために簡単な日本料理を作って
あげるのも喜ばれます。ホストファミリーと楽しく暮らすコツは、自分がお客さん
ではなくて、ホストファミリーの家族の一員として暖かく迎えられたのだという意
識と感謝の気持ちを持っていることです。トイレやシャワー、電話など家族全員
で使うものの使い方など家族の生活ルールを守って、自分の身の回りのことは
自分で行い、家事の手伝い等にも積極的に参加しましょう。 

Q:一人での参加も大丈夫？ 
A:大多数の人は、一人参加です。でも、皆同じく看護を志す仲間たちです。オリ
エンテーションや研修プログラムなど共通の体験を通じて、新しい友人がたくさ
ん生まれることと思います。 

Q&A 

Q:ホストファミリーはどのように決まる？ 
A:申し込み時に記入していただいた 
「ホームステイ申込書」を現地の語学学校へ送ります。あらかじめ厳選の
上登録されている家庭の中から選抜し決定します。ホストファミリーとして
一定の基準を満たした信頼できる家庭のみ対象となります。 
原則として、出発前 7日前後までに決定し、家族構成や年齢・趣味、ペット
の有無などをお知らせします。基本的に滞在費を支払うペイイングホーム
ステイです。 
原則として 2人一家庭となりますが、家庭によっては他のプログラム参加
者の外国人または日本人が同一家庭に滞在することもあります。 

Q:食生活は？ 
A:オーストラリアは肉や魚、野菜、果物と食材の豊かな国です。 
しかし、各家庭の日常生活では比較的簡単に済ませる場合もあり、家庭によって
もそれぞれ違いがありますが、一般的に、世界各国の料理を家庭でも楽しむ日本
と比較すると、質素と感じる場合もあるかもしれません。どうしても食事が合わな
かったり、量が少なかったりする場合には、率直にホストファミリーに伝えましょう。
時には、日本食を作ってあげると喜ばれることが多いです。朝食と夕食はホストフ
ァミリーと食べ、昼食はホストファミリー宅から持参するサンドイッチや果物等のパ
ックランチとなります。サンドイッチは自分で作る場合もあります。 

Q:治安について 
A:治安のよい地域を選んでプログラム設定をしています。ホームステイ先
は、研修先の語学学校を通じて信頼できる家庭が選ばれていますから、安
心して滞在いただけます。但し、どの国（日本も含めて）どの地域でも、100
パーセント安全ということはありません。日本は、世界の中では特別に治
安のよい国です。オリエンテーションでの注意や、ホストファミリーや現地コ
ーディネーターからのアドバイスを良く守って、出発から帰国まで安全に、
事故のないように十分に注意して行動しましょう。 ●医療関連施設見学(通訳付き) 

 ・急性期病院 ・公立ホスピス 
 ・こども病院(先着 8名のみ) 
  または高齢者ケア施設 
●看護レクチャー(通訳付き) 
 ・オーストラリアの医療について 
 ・看護留学、OET医療専門英語テスト準備コース説明会(任意) 
●社会見学プログラム 
 ・現地で働くナース又は長期留学中の日本人ナースとの夕食会 
 ・修了証授与とさよならランチ 
 ・コアラと野生のペンギン見学ツアー (ｵﾌ゚ｼｮﾅﾙ有料約A＄１５０) 
 

 
 
 
 

●参加費用：お一人 298,000円 
●研修期間： 

2018年9月1日(土)～9月8日(土) 8日間 
●現地受け入れ機関： メルボルン・ランゲージ・センター（MLC） 
・定員 20名 (最少催行人員 15名) 
・宿泊：ホームステイ（原則 2人一家庭。但し 1人一家庭、3人
一家庭となる場合もあります。また、他プログラム参加者の
日本人又は外国人が同一家庭に滞在することもあります。
あらかじめご了承ください。） 
・食事：平日・週末共3食、但し、外出の場合は個人負担となります。 
・添乗員：つきません。（但しメルボルン・ランゲージ・センター
の日本人コーディネーターがお世話します。） 
・交通費： 通学に必要な公共交通機関（バス・トラム・電車な
ど）は、現地で各自払いとなります。 
・各地空港からの日本国内線航空券代は含みません。 
・下記諸料金が加算されます（換算率及び原油価格の変動に
伴い変動されます） 
①海外空港諸税 約 11,000円 
②成田空港施設使用料 2,610円   
  (①②の料金は 2018年 3月 1日現在のものです。この時点で燃油
サーチャージ、航空保険料は含まれていますが、航空会社の都合
により変更となる可能性もあります。) 
※他空港から成田まで、羽田からの国内線の手配をご希望の方は、 
  ご相談ください。(料金別) 

●締切日：6 月 27 日（水）  

参加費用／概要 

OETテスト（医療専門英語試験）について 

OET テストとは、自国の医療専門職資格を活かして、オーストラリアでの就業

を希望する海外の医療従事者のために、オーストラリアの医療専門職の各評

議会が認定し、オーストラリア政府認可の NPO法人OETセンターによって年

10～12回行われている医療専門英語能力テストOccupational English Testで

す。日本人看護師（正看護師）の場合、この試験合格後、規定の実習(3～4 ヶ

月)を修了、技術審査と学歴審査を経て、オーストラリア看護協会に正看護師

(R.N..)として登録でき、就業する資格が得られます。 短期留学で語学を勉強

するメルボルンランゲージセンターでは、このOETテストのための英語クラス

が設けられています。将来、オーストラリアで看護師として働きたいという目標

をお持ちの方は、今回の短期留学の日程に入っています「オプショナルの

OET コースの説明会」にご参加ください。また、説明会では、特に OETを目指

していなくても、本研修をもっと長い期間にして看護留学をするコースもありま

す。興味のあるかたはあわせてこの説明会にご参加ください。(無料) 

1. お申込み 
お申込締切日： 原則として出発の 40日前 締切日を過ぎた場合は、ご相談ください。 

◆但し定員になり次第締め切ります。 
◆「ホームステイ申込書」と「看護短期留学申込書」を郵送してください。有効なパスポートを
お持ちの方は、写真の見開きページのコピーも同封してください。 

◆お申込金5万円(旅行代金の一部)をお振込みください。(振込先は左側上方の黄枠内記載) 
◆ホームステイ申込書はホストファミリーを決める大切な資料となりますので、お申込みと
同時にご提出ください。 

２. 渡航手続き(パスポート、ビザ取得) 

「夏休み看護短期留学」のお申込み方法 

ご参加資格: 健康で良識ある行動をとれる方、看護専門学校、看護大学、

看護短大の学生から看護師有資格者まで幅広くご参加いただけます。 

1. お申込み 
お申込締切日： 原則として出発の 40日前 締切日を過ぎた場合は、ご相談ください。 

◆但し定員になり次第締め切ります。 
◆「ホームステイ申込書」と「看護短期留学申込書」を郵送してください。有効なパスポートを
お持ちの方は、写真の見開きページのコピーも同封してください。 

◆お申込金5万円(旅行代金の一部)をお振込みください。(振込先は左側上方の黄枠内記載) 
◆ホームステイ申込書はホストファミリーを決める大切な資料となりますので、お申込みと
同時にご提出ください。 

「夏休み看護短期留学」のお申込み方法 

ご参加資格: 健康で良識ある行動をとれる方、看護専門学校、看護大学、

看護短大の学生から看護師有資格者まで幅広くご参加いただけます。 

「夏休み看護短期留学」のお申込み方法 

「夏休み看護短期留学」のお申込み方法 

オーストラリア入国にあたり、電子入国許可（ETA）の取得が必要です。 

９月のメルボルン

最高気温：１７℃ 

最低気温：７℃ 

利用予定航空会社： 
カンタス航空 

http://www.fumira.jp/cut/medical/file19.htm


①前前項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われた時、但し、その変更が重要
でない時は、この限りではありません。 
②前々 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定された時。 
③天災地変、戦乱、運輸機関等における争議行為、日本または外国官公署の命令、
その他当社の管理できない理由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となっ
た時、又は不可能となる恐れがきわめて大きい時。 
④当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能となった時。 
⑤当社がお客様に対して、出発の3日前までに最終旅行日程表を交付しなかった場合。 
(2)お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行契約
内容に記載した旅行サービスを受領できなくなった時、又は当社がその旨を告げ
た時は、(1)の取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領できなくなった部分
の契約を解除することが出来ます。 

(3)当社は(1)により旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは
申込金)から所定の取消代金を差し引き払い戻しをいたします。取消料を申込金でま
かなえない時は、その差額を申し受けます。また、(2)により旅行契約が解除された時
は、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）全額を払い戻しいたします。 

●当社の責任 
(1)当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行さ
れたもの(以下『手配代行者』といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与
えた時はその損害を賠償する責に応じます。但し、損害の発生の翌日から起算し
て 2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 

(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、
原則として当社(1)の責任を負いません。 
ア.天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 
イ.運送・宿泊期間、研修受入先機関等の事故もしくは火災又はこれらのた
めに生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 

ウ.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによっ
て生じる旅行日程の変更、旅行の中止 

エ.自由行動中の事故 
オ.食中毒 
カ.盗難 
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによ
って生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮 

(3)手荷物について生じた前項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算し
て 21日以内に当社に対して通知があった時に限り、損害額に関わらず損害額
に関わらずお客様 1名につき 15万円を限度とします。 

●その他 
(1)お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物
紛失、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に用紙諸費用が生じた時に
は、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 

(2)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。 
(3)発着空港と旅行契約の範囲については、「国際線の日本発から日本着まで」となります。 
 
         トラベルローンについて                    

◆申込金(5万円)を頭金として、3回～36回までの分割払いが出来ます。 
◆参加費用の範囲内で借入金額を決定できます 
◆学生の方は親権者の保証が原則です。 
◆ローン手続手数料として 6,480円を申し受けます。 
◆お申し込み時にお申し出ください。 
 

ローン 
利用金額 

12回払いの場合 24回払いの場合 

第 1回目 2 回目以降 第 1回目 2 回目以降 

20万円 ￥18,537 ￥17,700 ￥9,752 ￥9,400 

25万円 ￥22,346 ￥22,200 ￥13,340 ￥11,700 

30万円 ￥27,255 ￥26,600 ￥14,628 ￥14,100 

 
※弊社は株オリエントコーポレーションの提携ローンを利用致してお
ります。オリコの審査結果によりましては、ご希望に添いかねる場合
や、条件の一部変更をお願いする場合があります。お申し込みは、
ご出発の 30日前までに余裕を持ってお早めに手続き願います。 
 
 
 

          

 

 

 
 

●募集型企画旅行契約 
この旅行はナース海外研修留学プログラムスが研修企画し、㈱トラベル・パート
ナーズ観光庁長官登録旅行業第 1623号（以下当社といいます）が旅行企画・
募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画
旅行契約を締結することになります。募集型企画旅行契約の内容条件は、パン
フレット、旅行条件書、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行約
款によります。 

●申込み 
当社所定の申込書に所定事項を記入し、申込金を添えてお申込みいただきま
す。申込金は旅行代金または取消料もしくは違約料のそれぞれ一部として取り
扱います。 
＊申込金・・・・￥50,000.- 
また、当社は電話、郵便、ファクシミリ等による旅行契約の予約を受け付けます。こ
の場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を
通知した日から起算して7日目にあたる日までに申込金と申込書を提出して頂きま
す。但し、お客様と通信契約により旅行契約を締結する場合は、当社が電話であら
かじめ予約を承り申込書を受領した後に予約内容を確認し契約の締結を承諾する
旨の通知を発した時に成立するものとします。 
 
 
 
 
  
●旅行代金の支払い 
旅行代金から申込金を差し引いた残額は出発の 20日～7日前迄に請求書をお
送りいたします。その請求書に記載されている期日迄にお支払いいただきま
す。ローンでお支払い希望の方は申込時にご連絡ください。 

●旅行代金に含まれるもの 
(1)エコノミークラス航空運賃及び旅行日程に明示した利用交通機関の運賃 
(2)ホストファミリー宅宿泊費 
(3)現地空港送迎費 
(4)日程表にある食事代(メルボルンホームステイ中は 1日 3食)。但し、外食となる
場合は、個人負担となります。） 

(5)日程表に記載された団体行動中の旅行費用、入場料 
(6)医療看護施設研修費(レクチャー含む) 
(7)施設見学及びレクチャー時の通訳料 
(8)現地コーディネーター料 
(9)英語研修費と教材費 
(10)カンタス航空燃油サーチャージ(航空会社の事情により変更となることもあります) 
上記、諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。 

●旅行代金に含まれないもの 
(1)超過手荷物料金(既定の質量・容量・個数を超える分について) 
(2)個人的費用…チップ並びに洗濯代、文房具代、電話代、飲み物、アルコール

(酒)その他個人的生活の費用及びサービス料 
(3)自由行動中の諸費用及び自由旅行中の一切の費用 
(4)メルボルンホームステイ先と学校間の通学交通費 
(5)日程表に明記した以外のアクティビティ参加料、希望者のみが参加する小旅行

(オプショナルツアー)の費用 
(6)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費 
(7)各国空港諸税、航空保険料の合計額約￥11,000.- 

(2018年3月1日現在の換算率及び情報に基づいております。将来変更される可能性もあります。) 
(8)その他：＊日本各地空港施設使用料(成田￥2,610) 
＊海外旅行保険料 ＊傷害疾病に関する医療費 ＊渡航手続き諸費用（旅券印証紙・印
紙代 ・オーストラリアETA申請手数料￥2,160 （弊社にて登録いたします）   
＊オーストラリア入国カード兼税関申告書代行作成手数料￥1,620(希望者のみ)  
＊ローン手続手数料￥6,480等 (希望者のみ、消費税込) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●申し込み後の取消し 
(1)お客様はいつでも次に定める取消料を支払って旅行契約を解除することが出来ます。当社

の責任とならない各種ローンの取り扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づき、お取

消しになるお客様は、次にあげる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく企
画旅行契約を解除することが出来ます。 

旅 行 契 約 の 解 除 期 日 取 消 料 

旅行開始日の前日からさかのぼって 30日目にあたる日以降 

3日目にあたる日までの間  
旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の 30％ 

旅行開始日の当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％ 
＊参加者の任意で旅行サービスの一部を受領しなかった時、又は途中離団された場合は、参
加者の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。 
 

【各地方空港から成田へ/羽田から各地方空港への国内線航空券について】 

●各地方空港から成田まで、羽田から各地方空港の国内線航空券は、ご本人手配、ま

たは弊社にご依頼いただいた場合は別途料金手配となります。 
●国内線手配を弊社にご依頼いただいた場合、国内線の予約はお客様に旅行をお申込

みいただいてから手配いたしますので、混雑時には予約が取れないこともあります。 

●出発時の国内線成田便が満席により羽田発着便になったり、同日の接続便が取れず
宿泊が必要となることもあります。その場合、羽田～成田間の交通費や宿泊費はお客

様のご負担となりますので、予めご了承ください。 

振込先：口座名 ㈱トラベルパートナーズ  普通預金口座 
みずほ銀行 小舟町（こぶなちょう）支店 番号 1881230 
りそな銀 行   東 京 中 央 支 店 番号 6176535   

●企画 ナース海外研修プログラムス 

www.nurse-kenshu.com 
●旅行企画・実施/お問い合わせ・お申込み 
観光庁長官登録旅行業第1623号 総合旅行業務取扱主任者 戸塚雄二 
 

   株式会社トラベル・パートナーズ 
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-6 KCMビル 

TEL：03-5645-3700 FAX：03-5645-3775 
E-mail：nursingprograms@travelpartners.jp 
株式会社トラベル・パートナーズは社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員です。 

http://www.nurse-kenshu.com/
mailto:nursingprograms@travelpartners.jp

