
 
 

HALIFAX LANGUAGE  
INSTITUTE OF CANADA 

 

STUDENT REGISTRY FORM 
学生登録フォーム 

 

 
Please Include The Non-refundable $150.00CAD Registration Fee With Your Application ($155.00 
CAD If Payment Is Made Through Paypal). 返金不可の$ 150.00 CAD登録料をアプリケーションに含
めてください（Paypalで支払いを行う場合は$ 155.00 CAD）。 

 

Course Registry Information レジストリ情報 
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Name 名前 :  Phone 電話番号: 

Email Eメール: 

Halifax Address  ハリファックスの住所 :  International Address 国際住所 : 

Date Of Birth: (Day/Month/Year) 
生年月日:(日/月/年） 

Nationality 国籍: 

Gender Identification 性同一性: 

Emergency Contact: (Name, Email, Phone Number, Relation To You) 
緊急連絡先:(名前、メールアドレス、電話番号、あなたとの関係） 
 

Number Of Months Of Study: 学習月数：  Start Date: (Day/Month/Year) 開始日:(日/月/年） 

Please Indicate Course Selection: 
どのプログラムに応募しますか？ 
  
ESL, EAL 第二言語としての英語 (General English) ⬜ 

BE ビジネス英語 (Business English) ⬜ 

EAP アカデミック目的の英語 (Academic Purposes) ⬜ 

UBP 大学英語 (University English) ⬜ 

試験対策(IELTS, TOEIC, TOEFL, CELPIP) ⬜ 

家庭教師 (Private Tutoring) ⬜ 

夏または冬のキャンプ (Summer or Winter Camp) ⬜ 

Highest Level Of Schooling 最高レベルの教育： 
  
Junior High 中学校 ⬜ 

High School 高校 ⬜ 

College Diploma  専門学校, 専修学校 ⬜ 

Undergraduate Degree 学士号 ⬜   

Master’s Degree 修士号 ⬜ 

PhD 博士号 ⬜  

Homestay required?  ホームステイが必要ですか？   ⬜ Yes はい    ⬜ No いいえ   

Health insurance required? 健康保険が必要ですか？   ⬜ Yes はい    ⬜ No いいえ 

Airport pick-up required? 空港ピックアップが必要ですか？   ⬜ Yes はい    ⬜ No いいえ 
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STUDENT REGISTRY FORM: TUITION REFUND POLICY 
HLICの返金ポリシー 

 
 
Refund entitlement: Refund entitlement is calculated by the registrar and is based on the total 
fees due under the registration agreement, less the applicable non-refundable fees and service 
charges of the financial service/institution that processes the refund. Where total fees have not 
yet been collected, Halifax Language Institute is not responsible for refunding more than has 
been collected to date. All refunds will be processed on the Canadian side within 14 days, 
unless otherwise advised.  
 
撤回の書面による通知： 返金を開始するには、学生は撤退の条件を記載した書面による通知をHLICに提
出する必要があります。 
 
払い戻し資格： 返金資格はレジストラによって計算され、登録契約に基づいて支払われるべき合計料金
から、返金を処理する金融サービス/機関の該当する返金不可の料金とサービス料金を差し引いたものに
基づいています。合計料金がまだ徴収されていない場合、HLICはこれまでに徴収された金額を超える払
い戻しの責任を負いません。特に指示がない限り、すべての払い戻しは14日以内にカナダ側で処理され
ます。 
 

1. Student is declined admission to Canada: HLIC will refund all money paid less registration 
fee and related financial charges from the bank for sending the funds to and from each 
account. A letter from IRCC must be presented, along with a refund request, to begin 
the refund process.   

○ 学生はカナダへの入学を拒否されます： HLICは、各口座との間で送金するために銀行か
ら登録料と関連する金融費用を差し引いた金額をすべて返金します。払い戻しプロセス
を開始するには、CICからの手紙と払い戻しリクエストを提示する必要があります。 

2. Students who cancel before the start date: Students who cancel on the Friday before 
the start date will receive a refund of all fees minus a 20% cancellation fee on the total 
amount paid. All related financial charges from the bank will also be deducted from the 
refund. 

○ 開始日より前にキャンセルした学生：開始日の前の金曜日にキャンセルした学生は、支
払った合計金額の20％のキャンセル料を差し引いたすべての料金の返金を受け取りま
す。銀行からの関連するすべての金融費用も返金から差し引かれます。 

3. Students who withdraw within the first week of classes have until 12pm on the on the first 
Friday of the semester to withdraw from the course. Students will receive a 65% refund on 
the tuition fees only. All other fees will be retained (health insurance, books, activities fee, 
homestay/residence, etc), along with all non-refundable deposits (application, 
homestay, etc.) 

○ クラスの最初の週以内に脱落する学生は、学期の第1金曜日の午後12時までにコースか
ら脱落する必要があります。 学生は授業料のみの65％の返金を受けます。他のすべての
料金（健康保険、本、活動費、ホームステイ/居住など）は、すべての返金不可の保証金
（申請書、ホームステイなど）とともに保持されます。 

4. Students who withdraw after 12pm on the first Friday of the semester will not be entitled 
to any refund.  

○ 学期の第1金曜日の午後12時以降に退学する学生は、返金を受ける権利がありません。 
5. Students who are expelled from the school or suspended from studies resulting in 

non-completion of the course are not entitled to refund. This includes dismissal for 
behavioural reasons, attitude, or attendance.  

www.HalifaxLanguageInstitute.com 
5640 Spring Garden Rd, Halifax, NS B3J 3M7 

info@hfxlanguage.ca 
1 (902) 406-8585 

2 
 



 
 

HALIFAX LANGUAGE  
INSTITUTE OF CANADA 

 
○ 学校から追放されたり、研究を中断されてコースが完了しなかった学生は、返金を受け
る権利がありません。これには、行動上の理由、態度の悪さ、または出席による解雇が
含まれます。  

6. Students withdrawing from any 2+2-type program are not entitled to any form of refund. 
○ 2 + 2タイプのプログラムから脱退する学生は、いかなる形式の返金も受けられません。 

7. No refunds are granted on any visa renewal fees.  
○ ビザ更新料の払い戻しはありません。 

8. No refunds are granted on residence fees.  
○ 滞在費の返金はありません。 

9. No refunds are granted on homestay fees, except in the case of early graduation from 
the UBP program.  

○ UBPプログラムを早期に卒業する場合を除いて、ホームステイ料金の返金はありませ
ん。 

 
Executive Director retains the right to waive the cancellation fee at its sole discretion.  
HLICは、独自の裁量によりキャンセル料を免除する権利を留保します。 
 
This is to certify that the student/parent/spouse whose signature is indicated below, demonstrated                         
understanding of the requirements regarding registration and refund policies as set forth by Halifax                           
Language Institute of Canada. All program terms and conditions have been presented. 
 
これは、署名が以下に示されている学生/保護者が、HLICによって設定された登録および返金ポリシーの要件を理解
していることを証明するためです。プログラムの利用規約がすべて表示されます。 
 

 
_______________________________ ___________________________     ________________________________ 
Executive Director, Jordan Reed Date  今日    (日/月/年）              Student Signature 生徒のサイン  
事務局長, ジョーダンリード  
 

___________________________  
End Date 学校教育の終了(日/月/年）  
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