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VISP願書提出

ビクトリア･インターナショナル･スチューデントプログラム
注意
必ず注意をよく読んでから、願書に記入してください。願書に記入を終えたら、必要な費用を添えてプログラム事務局へ送付してください。願
書に記入したら提出書類と共にコピーをとり、記録として手元に保管しておきましょう。
VISPへの留学願書の提出と諸費用の納入はオンラインで手軽に行うことができます。詳細はホームページwww.studyinvictoria.com へアクセスしてください。

アカデミックハイスクール卒業課程／アップランズ･アカデミック移行プログラム（ATP）
現行の費用とプログラムの詳細については、ホームページ www.studyinvictoria.com をご覧ください。

払戻規定
ビクトリア･インターナショナル･スチューデントプログラムへの入学審査は、
まじめに勉強してよい成果を達成するために全力投球する意志
があるかないかを基準として選考しています。当プログラムの教職員一同も留学生が成功できるように指導することに尽力しています。当プ
ログラムではすべての留学生と良好な関係を築けることを期待していますが、状況が変わった場合、以下の払戻規定が適用されます。
• 申込金:

返却いたしません。

• ホームステイ手配料： 返却いたしません。
• ホームステイモニタリング費用は、次の場合を除き返却いたしま
せん。
プログラムの開始日以前に入学を取りやめた場合、または
プログラム開始後30日以内に退学する場合。30日を経過したら、
費用は返却いたしません。
• 該当する場合、認証費はホームステイモニタリング費の返却額か

• プログラムの開始前に入学を取りやめた場合は、納入した授業料
の３分の２を返却いたします。
プログラム開始後30日以内に退学
する場合は、授業料の半額を返却いたします。
• プログラム開始後30日経ってから退学する場合、
または虚偽の書
類を提出した場合、
プログラム規定に違反した場合、
もしくはカナ
ダで犯罪行為で告発された場合などで退学処分となった場合は、
払い戻しは一切いたしません。

ら差し引きます。
• カナダ移民・難民・市民権省（IRCC）から就学許可証の発給申請が
却下された場合、授業料全額から事務手続き費用$500を差し引
いた金額を返却いたします。
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VISP願書提出

願書提出のためのチェックリスト
アカデミックハイスクール卒業課程／アップランズ･アカデミック移行プログラム
ステップ１： 出願と受領書

ステップ３： ビザの申請

VISP事務局へ下記を提出してください。

正式な入学許可証が届いたら、直ちに次のことを行ってください。

願書

 カ ナ ダ 移 民・難 民・市 民 権 省 ( I R C C ) 〔 I m m i g r a t i o n ,

過去２年間の最終通知表

Refugees and Citizenship Canada〕の就学許可証の申請を取り

パスポートの最初のページのコピー

扱う最寄りの事務局に連絡するか、IRCCのWebサイトから就学

最近の写真

許可証の申請書をダウンロードする。申請処理には８週間以上

申込金$250

かかる場合もありますので、速やかにビザを申請してください。

小切手および銀行為替手形の受取人の欄にはVictoria International
Student Programsと記入してください。願書に上述のすべてが添付
されていないと審査はできません。

 申請書に記入し､入学許可書と共に申請書一式を提出し、IRCC
からの返事を待つ。
 パスポートは必ず最新のものを用意する。

出願、費用の納入、必要書類の提出をオンラインで行う場合は、

注意： ビクトリアインターナショナル･スチューデントプログラムはビザの申

www.studyinvictoria.com へアクセスしてください。

請処理に関して何ら影響力をもちません。ビザの審査状況については最寄り
のIRCCの事務局を通じてお問い合わせください。

自分の記録用に願書のコピーを作成する。
事務局が上述を受け取ったら、受領書を送付します。

ステップ２： 入学許可証
受領書が届いたら、直ちに次のことを行ってください。
残りの該当費用をすべて納入する。
上述の費用すべてが納入されたら、正式な入学許可証を発行します。
必要な場合、後見人証明書を発行します。
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VISP願書提出

短期ハイスクール体験プログラム／キャンプビクトリア夏期プログラム
短期ハイスクール体験

キャンプビクトリア

現行の費用とプログラムの詳細については、ホームページ
www.studyinvictoria.com をご覧ください。

現行の費用とプログラムの詳細については、ホームページ
www.studyinvictoria.com をご覧ください。

プログラムの費用には次が含まれています。

プログラムの費用には次が含まれています。

· 授業料

· 授業料

· ビクトリア国際空港での出迎えと見送り

· ビクトリア国際空港での出迎えと見送り

· ホームステイ料金（１日３食付）

· ホームステイ料金（１日３食付）

· 医療保険

· 医療保険

· 参加証

· アクティビティ参加費＆入場料

· VISP参加記念品

· アクティビティ開催場所往復の交通費
· 参加証
· VISP参加記念品

申込手順

払戻規定

1. 	参加希望日と期間を選ぶ。

納入費用は生徒のクラス分けが決まるまで当方で保管します。
クラス

2. 	申込書に記入する。

分けとプログラムへの受け入れが確定したら、短期プログラムの費
用の払戻しはいたしません。家族の緊急事態または医療上の理由に

3. 	パスポートの最初のページをコピーする。

より参加を取り消さなければならない場合、$500の事務手続費を差

4. 	願書とパスポートの最初のページのコピーを、費用全額と共に事

し引いた額を返却いたします。

務局までファクス、郵便、またはＥメールのいずれかで送付する。
当方は費用を受領したら、申込手続きの処理を開始します。
5. 	有 効な旅行用の書類をそろえる。
（就学許可証は短期ハイスクー
ル体験プログラムまたはキャンプビクトリアプログラムには必要
ありません。）

ここで勉強して

各地で成功しよう
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VISP願書提出

全プログラム共通事項
費用の納入方法

医療保険

1) 小切手または銀行為替手形

アカデミックハイスクール卒業課程／アップランズキャン

銀行発行の為替または支払保証小切手。
この場合発行銀行がカナ

パスアカデミック移行プログラム
（ATP）

ダの銀行と取引があるものに限ります。小切手もしくは銀行手形は
マイクロエンコードされたものを使用してください。受取人の名義
は下記のとおりです。
Victoria International Student Programs
Uplands Campus, 3461 Henderson Road, 			
Victoria, British Columbia, Canada V8P 5A8

医療保険は、
オリエンテーション開始に先立つ５日前からプログラム
終了５日後まで有効です。医療保険は10カ月間の留学期間中と留学
生がビクトリアに滞在する７月と８月の一部の期間、有効です。
カナダ
に不在期間中医療保険の一時解約には事務手続き費がかかります。

短期ハイスクール体験プログラム／キャンプビクトリア
夏期プログラム

2) 電信送金
電信送金票には必ず生徒氏名を正しく記入してください。
Greater Victoria School District - International Student Program
Canadian Imperial Bank of Commerce
1175 Douglas Street, Victoria BC Canada
Account number 40 - 12410
Bank No. 010, Transit No. 00090
Swift Code: CIBCCATT

3) Visa、MasterCard
カード番号、有効期限、および当該カードへの決済を許可する文書
を送付してください。必ずカード発行銀行から事前に承認を受ける
ことが必要です。

医療保険が有効となる日はプログラム開始日に先立つ最長２日前
となります。保険の終了日はプログラムが終了する最長２日後とな
ります。

海外旅行の手配
ビクトリアへ
カナダ到着およびカナダからの出発に関する注意
· オリエンテーション開催日の２，３日前にはビクトリアへ到着する
ように計画すること。
· た
 だし、
オリエンテーション開催日の５日以上前には到着しないこと。
· プログラム終了後必ず５日以内にビクトリアを出発すること。
航空券など旅行関係の予約はなるべく早めに手配してください。予

4) オンライン決済

約の確認が取れたら、必ず到着予定日時、便名などをホームステイ

VISPへの留学願書の提出と諸費用の納入はオンラインで手軽に行
うことができます。詳細はホームページへアクセスしてください。

払戻規定、ならびに追加条項
プログラムの払戻規定については、本パンフレットの１ページ
と３ページをご覧ください。
さらに、
グレータービクトリア第61教育学区では、労働争議、悪天候
もしくは不可抗力などが原因で、授業・指導を行えないために発生し
た損失・費用に対して一切責任を負いません。また留学生の教育的
ニーズが願書記載の内容以上に高いと判明した場合、教育学区では

先のファミリーへ知らせてください。
さらにVISP事務局にも到着予定をＥメールかファクスで連絡してく
ださい。プログラム終了後の帰国予定も分かっていれば、合わせて
連絡してください。
フライトは必ずビクトリア国際空港まで通しで予約をしてください。
ビクトリアへ入る前にバンクーバー周辺の旅行を予定してない限り、
バンクーバーまでのフライト便のみを予約しないでください。先に
バンクーバーを旅行する場合は、ビクトリアまでの旅行の手配もし
て、その予定をホストファミリーとVISP事務局へ連絡してください。

ビクトリアから

特別の指導が行えるときはそれに対して別途費用の請求をいたしま

留学生はVISP事務局から許可を受けずにビクトリアを離れることはで

す。提出された願書に不正確な記述があった場合、教育学区は同意

きません。
この規則は留学生の安全を守るために設けられています。

書を解除することができ、その場合諸費用の払戻は行わずに本人を
保護者の費用負担で日本へ送還します。

学校の休暇中に帰国を予定している場合はできるだけ早くフライト
を予約してください。旅行はなるべく学校の休暇期間中に予定してく
ださい。授業は欠席しないこと。VISP事務局は信頼できる旅行代理
店を推薦することができます。
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