就学許可証の資格チェック
この画面からスタートです
英語の質問と日本語訳は次のページにあります

質問に答えたら下の Next で進みます
第一の資格チェックの終了画面です

下の Continue で次に進みます

第二の資格チェックの開始画面です

下の Continue で次に進みます

すべての質問が終了しますと回答の確認画面が出ますので確認後「Continue」で次に進んでください

What would you like to do in Canada?

カナダでは何をやりたいですか？

Study
How long are you planning to stay in Canada?

どのぐらいの期間滞在する予定ですか？

（最初の学校の申込期間ではなくトータルでの予定期間です）

Temporarily - more than 6 months
Which country issued your passport.

パスポートはどこの国が発行したものですか？

JPN (Japan)
What is your current country/territory of residence? If you are presently in Canada, you
should select Canada.

現在どこの国に住んでいますか？（現在カナダ在住の場合はカナダを選択）

Japan
Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18
years or older?

家族にカナダ国籍、あるいは永住権を持っている 18 歳以上の方がいますか？

No
What is your date of birth?

生年月日はいつですか？

October 10, 2003
Are you a lawful permanent resident of the United States with a valid alien registration card
(Green Card)?

アメリカの永住権を持っていますか？

No
Have you been accepted to a designated learning institution? 学校から入学許可が下りています
か？

Yes
What is your marital status?

婚姻状況は？

Never Married/Single
What is your province of destination? If visiting multiple provinces, select the one in which
you will be spending most of your time. 目的地はどこの州ですか？（複数の場合は最も長く滞在する
州）

British Columbia
Are you currently, or will you be living in Canada with a parent or legal guardian for the
entire period of your stay?

カナダ滞在期間中を通して親権者と一緒に生活するつもりですか？（19 歳
未満のみの質問）

No
Are you an exchange student?
No

交換留学生ですか？

Is work an essential component of your studies? 就労が必須過程となっているプログラムですか？
No
Are you a spouse, common-law partner or child of certain skilled worker or of certain full
time international student that has or will have status in Canada? カナダでビザを持つスキルド
ワーカーまたはフルタイム留学生の子供、あるいは配偶者ですか？

No
Are you:

コモンウェルス・スカラシップなどカナダの公的な奨学金の受給資格を持っていますか？

-A recipient of a Commonwealth scholarship; or
-A recipient of a full bursary (covering all expenses) from the Canadian International
Development Agency (CIDA), including Francophonie scholarships; or
-A participant in a Canadian aid program for developing countries?
No
Are you accompanying a family member that has status in Canada, or has recently been
approved to come to Canada?

カナダのビザを持つ家族に同行する予定ですか？

No
Have you ever committed, been arrested for, been charged with, or convicted of any
criminal offence in any country?

国を問わず、犯罪等で逮捕されたことはありますか？

No
Have you had a medical exam performed by an IRCC authorized panel physician (doctor)
within the last 12 months? 過去 12 か月の間に IRCC が認定する医療機関で健康診断を受けたことがあり
ますか？

No
Have you visited or lived in any one of the designated countries for 6 consecutive months
in the last year?

過去 1 年間に指定された国に 6 か月以上滞在したことはありますか？
確認はこちら http://www.cic.gc.ca/english/information/medical/dcl.asp

No
Do you want to submit an application for a family member? 家族のビザ申請も希望しますか？
No
Are you giving someone access to your application? 申請手続きに他の誰かがアクセスすることを
許可しますか？

No
In the past 10 years, have you given your fingerprints and photo (biometrics) for an
application to come to Canada? 過去 10 年間にビザ申請のための指紋認証を行ったことがありますか？
No
There are fees associated with this application. Will you be paying your fees or are you fee
exempt?

自分で申請料を支払いますか？あるいは免除を受ける資格がありますか？

Yes, I will be paying my application fees.

Are you able to make a digital copy of your documents with a scanner or camera?
スキャナーやデジカメを使って書類を作成することができますか？

Yes
Will you be paying your application fees online? To pay online, you can use a credit card
(Visa, MasterCard, American Express, JCB, China Union Pay) or a debit card (Visa Debit,
Debit MasterCard or Interac).

申請料はクレジットカードを使ってオンラインで支払いますか？

Yes
資格チェックの終了画面です

Based on your answers, you may be eligible to come to Canada as a student と表示されます
←Personal reference code です

必要とする書類が表示されます

IMM1294 申請書
出生証明書（１８歳未満の場合のみ）
QAC（ケベック州に６か月以上留学する場合のみ）
入学許可証
パスポートの写し
後見人宣誓書（１６歳未満の場合のみ）
残高証明書
デジタル写真

申請料です
ビザ
指紋認証

入力画面上ではこの続きがありますので念のため

