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lr4 Pn とは？
 

Ⅰ リスウゼミの概要 

 

 さまざまな予備校や塾で、数多くの受験生の難関大学現役合格をサポートしてきた実績のある講

師が一斉授業を担当します。受験生に「教科という狭い枠組みを超え、論理的思考力(○○だから

□□だ。その根拠は△△だ。と考える能力)を操る知的興奮を日々感じて、成長してもらえる授業

を提供することが生き甲斐だ」という志をもった講師が集まって出来ました。 

 

 リスウゼミでは、単に問題を解けるだけの講師は採用しておりません。「自ら作り上げた思考法

を他者に伝え、そして、受験生の心を打つ能力が非常に高い」講師のみ教壇に立っております。 

 

Ⅱ リスウゼミ生の志望大学 

 

① 京都大学、大阪大学、神戸大学をはじめとする国公立大学 

② 私立大学の医学部医学科、獣医学部 

 

を志望する受験生が集います。これを念頭にリスウゼミ講師陣は講座・授業内容の設定及びテキ

ストを作成しております。 

 

※リスウゼミ生の在籍高校 

生野、天王寺、富田林、大教大附属平野、星光、帝塚山泉ヶ丘、初芝富田林 etc 

 

 

 

Ⅲ 入塾を考えておられる受験生のみなさまに 

 

 太宰治「パンドラの匣」に収録されている「正義と微笑」という小説の一節に、衝撃を受けまし

た。 

 

     学問なんて、覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだ。 

     けれども、全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に 

     一つかみの砂金が残っているものだ。 

     これだ。これが貴いのだ。 

 

受験勉強するって大変です。めちゃめちゃしんどいです。でも、考えてみてください。部活をや

っているみなさんには特にわかっていただけると思います。部活の練習は真剣にやればやるほど

しんどいものです。でも、それが試合本番での「強さ」や「喜び」、「楽しみ」、「達成感」に

つながります。だからしんどくてもやりますよね。部活であれ、文化祭や体育祭などの学校行事

であれ、 

 

  

http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/1577_8581.html
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     ダラダラやると、だるくて、しんどいし、おもんない。 

     でも、本気でやると、しんどいけど、おもろい。 

     どっちもしんどいけど、それやったら本気でやる方が得やん。 

 

これはかつての教え子の言葉です。珠玉の言葉だと思います。この点において、受験勉強もなん

ら変わりないです。本気でやるとしんどいけど、本当に楽しくワクワクするものなんです。その

受験勉強の「しんどさ」と「楽しさ」の両方を授業を通じて感じて頂ければと思っています。 

 

 一緒につかみにいきませんか？太宰の言う一つかみの砂金を。 

 

  

★最新実績★ 

リスウ高３生の第１回全統マーク模試 

 

◇生野高校の文系 900点総合(86人中) 

 1 位 3 位がリスウ生！ 

 

◇生野高校の理系 900点総合(133人中) 

 2 位 4 位 6 位 8 位 9 位がリスウ生！(半数がリスウ生！) 
 

◇生野高校の化学 100点(135人中) 

 １位２位４位６位９位がリスウ生！(半数がリスウ生！) 

 

◇大教大附属平野の理系 900点総合(17人中) 

 １位がリスウ生！ 

 

◇生野高校の数学ⅠAⅡB200点総合(240人中) 

 １位３位がリスウ生！ 

 

◇大教大附属平野の化学 100点(17人中) 

 １位がリスウ生！                    

 

★総合９００点満点での比較★ 

生野高校理系総合平均507.1 < 580.8 リスウゼミ生平均 

生野高校文系総合平均506.4 < 671.0 リスウゼミ生平均 

 

  
 



 

5 
 

後期講座一覧 高 1 生・中高一貫中 3 

英 

語 

高 1ハイレベル英語 

レベル ★★〜★★★ 講師 兼井 

日時 金曜日 19：20〜20：20 

対象 中高一貫中３生および高 1生。文系理系問わず。 

英語学習の基礎となる判断の枠組みを構築しよう！ 

 

英文法を本質的に理解する。 

 

文法問題のパターンを場当たり的に数多く覚えていくのではなく、項目ごとに英文法の根

本的な考え方・感覚を理解してもらう。そしてそれをきちんと運用できるよう練習していく。 

 

英文法の本質的理解は、文法問題への対応だけでなく、英文読解、英作文、さらには受験

を終えてのちの英語学習にもつながる。英語学習のための土台を、早い段階からしっかりと

築いていこう。 

 

【暗記道場】シス単「第 1章〜第 3章」 

レベル ★ 講師 尾崎 

日時 土曜日 20：40〜21：40 

対象 
中高一貫中３生および高 1生。文系理系問わず。 

※この講座は録画しておりません。 

システム英単語を徹底的に覚えるだけの講座。でもそれが凄い！ 

 

 大学受験における単語帳はいろいろあるが「システム英単語(駿台文庫)」はその最高峰の

ひとつ。これを計画的にちゃんと覚えていこうという講座。１回の授業で最低 100 語。暗

記が早い子は 200語。 

 

 暗記の定着率は時間に比例するのではなく、インプット⇔アウトプットの回数に比例す

る。それは紛れもない事実。インプット⇔アウトプットを道場主がいる眼の前で、気が抜け

ない状況で、集中して短時間でやっていこうじゃないか。劇的に読む力が上がっていく。初

見の文章でも恐れることはなくなる。 
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数 

学 

高 1ハイレベル数学ⅠA α/β 

レベル ★★〜★★★ 講師 尾崎 

日時 α月曜日 19：20〜20：20 β月曜日 20：40〜21：40 

対象 中高一貫中３生および高 1生。文系理系問わず。 

君の論理的思考力に革命を起こす！ 

 

100 の問題を解くための 100 の解法を身につけるといった、前近代的な学習から解放す

る。「何故、その解法で解くのか？」という「解法の必然性」をともに思考し、あなたがた

の論理的思考力（「◯◯だから△△だ。その根拠は□□だ。」と説明できる能力のこと）を鍛

え上げてみせましょう。 

 

類題・例題を反復することも「計算力を養う」上で重要であるので絶対に疎かにはしない。

がしかし、それだけでは良質な「論理的思考力」は養えない。ちゃんと考えるヒントを与え

て、思考してもらう。いやというほど思考し続けてもらう。 

 

未来のテクノエリート、若きヒポクラテスよ。集結せよ！ 

 

※αとβの両方受講必須。 

 

理 
科 

高 1化学基礎 

レベル ★〜★★ 講師 尾崎 

日時 土曜日 19：20〜20：20 

対象 中高一貫中３生および高 1生。文系理系問わず。 

理系でも文系でも国公立大学志望なら化学基礎は重要！ 

 

 理系でも文系でも国公立大学を志望するなら化学基礎は共通テスト(現・センター試験)

でほぼ必須です。文系の方にもわかるように、理系の方にも満足してもらえるように、化学

基礎の点数のとり方や覚え方、そして面白さを伝える授業にします。 
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暗記道場・計算道場とは？ 
 

Ⅰ リスウゼミの暗記道場・計算道場 

 

 リスウゼミの暗記道場・計算道場は「覚えておかなければ、受験勉強する上でどうしようもな

い」知識や「覚えてしまえば、急激に点数が伸びる」知識を、短時間で集中して暗記していきま

す。あえて「暗記だけ」に特化することにより、強烈な効果を期待できます！！ 

 

Ⅱ 「詰め込み＝悪」「暗記＝悪」でしょうか？ 

 

 巷では「詰め込み＝悪」「暗記＝悪」といった言葉が盛んに叫ばれていますが(ゆとり教育施行

初期の一時期に比べマシですが)、そもそも学問する上で、やり方・考え方を「暗記」することや、

知識の「詰め込み」は悪なのでしょうか？否。そんなわけがないと思っています。学問をする上

での最低限の知識やルールを覚えなければ絶対に頭を使う楽しさを感じることはできませんし、

想像力を養うことすらできないでしょう。かのニュートンはこう言っています。 

 

       If I have been able to see further、  

          it was only because I stood on the shoulders of giants. 

    「私がさらに遠くを見ることができたとしたら、 

            それはたんに私が巨人の肩に乗っていたからです。」 

 

ここでいう「巨人」というのは具体的な誰かということではないでしょうね。数多の先人達が作

り上げてきた知識体系や知恵(智慧)の総体を表わしたものと考えられます。たしかに、その巨人

は誰にでも肩を貸してくれます。ただし勘違いして欲しくないのは、その肩にまで登ってきた者

にだけ、肩を貸すということです。登ろうとする気のない者を手助けしてくれるほど甘くはあり

ません。実は、これ、大阪大学の先生が述べられていた言葉です。 

 

 さて、再び、大学受験勉強に話を戻します。大学受験をはじめたばかりの受験生の多くは、次

のような単純なミスを犯しています。 

 

     ① 基本的な単語や熟語を覚えずに、英語の問題に挑む。 

     ② 元素記号やイオンを覚えずに、化学の問題に挑む。 

     ③ 定義・定理・公式を覚えずに、数学の問題に挑む。 

     ．．．etc 

 

これら、必要最低限の知識体系を暗記せずに論理的思考力を養うことは不可能です。つまり、い

くらプロの冴えわたる論理性に満ちた素晴らしい授業を聞いても、「あれもわからない。これも

わからない。」という状態に陥り、苦痛や敗北感という残滓が溜まりに溜まり、最終的には勉強

を放棄してしまいます。悲しいことですが、毎年みられる紛れもない事実です。 

 

 リスウゼミは、この「覚えない→わからない→おもしろくない→覚えない→・・・」という負

の連鎖を早期に断ち切ります。ただ、なんでもかんでも「覚えろー！」と言っているわけではあ

りません。以下で述べるように、受講生のみなさんに「覚える」と義務を課す以上、覚えれば使

える状態にまで知識を整理し、受講生が覚えることに「意味」や「喜び」、そして「成長」を感

じるシステムを作り上げ、それを提供するというのが、先に知識を得た私たちの義務だと思って

います。 
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Ⅲ 暗記道場・計算道場の授業の流れ 

 

 そのような現状を踏まえ、リスウゼミでは、学問する上での基礎である「暗記」作業から逃げ

ることを許しません。しかし、講師がただただ「覚えろー！」といくら叫んだところで効果がな

いことを知っています。したがって、受験生が「暗記」というものをより効果的に負担が少なく

実行できる、新たなシステム【input⇔output】暗記道場を作りました！この暗記道場では、次の

ような流れで「鍛練」が行われています。 

 

Step1 道場主入室 

 みなさんの暗記作業を手助けする道場主。ストップウォッチと大量のプリントを持って。 

    ↓ 

Step2 「input⇔output プリント」配布 

 講師が必死に考え、作り上げた「input⇔outputプリント」を配布。 

    ↓ 

Step3 input！ 

 覚えるべきことの input を約 1分〜3分。 

 (暗記する対象により変わります) 

    ↓ 

Step4 output！ 

 覚えたことの outputを約 1分〜3分。 

 (暗記する対象により変わります) 

    ↓ 

Step5 繰り返す！ 

 再度 input⇔output の作業に入る。 

 3〜5周繰り返し、短期記憶から長期記憶へ変換していく。 

    ↓ 

Step6 成長の証を得る！ 

 暗記道場の最後 2分は、自分が書き込んだ大量のプリントを見て、 

 成長を自己確認する。感じる。 

 

 

Ⅳ 脳科学と心理学を利用して「暗記」する！ 

 

 はじめて受講される受講生は、input の時間と outputの時間が非常に少ないことに驚かれます

が、暗記の吸収率、定着率は「時間」に比例するものではないのです。「回数」に比例します。

さらに言うと、同じ 100個のものを覚えるなら、3時間かかる人と、3分で覚えきる人を比較す

ると、後者の方が評価されるのが世の常。この大学受験勉強を通じて、短時間で覚えるという能

力を身につけようではありませんか。 

 

ここで一つ具体例を出します。数学の公式 20個を 20分で覚えるとして、次のような２パター

ンのやり方をしたとしましょう。 

 

  パターン① inputに 10分、output に 10分の 1セット 20分かけて、それを 1周 

  パターン② inputに 2分、outputに 2分の 1セット 4分かけて、それを 5周 

 

私はこの 2パターンを授業で実験してみました。すると、パターン②の方が圧倒的に吸収率、定

着率はいいのです。これはなぜでしょうか？いろいろと調べてみました。 
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 すると、この答えは脳科学・認知心理学の中にありました。回数を繰り返すことにより「これ

とこれは類似性・関連性があるな」というように認識した上でグループ化し、暗記をしやすくす

る「チャンク化」と、「とりあえず一周目はここまで覚えて、二週目はここまで覚えて．．．」

というように覚える量や手順を分解し、暗記しやすくする「セグメント化」「スモールステップ

法」がうまく機能するからなのです。 

 

私はこのことに気づいてから、暗記することがいっぱいだからイヤ、と敬遠されている「化学」

の指導法を根本的に変更しました。それ以前は、受講生のセンター化学の平均点が「全国平均＋

約 10数点」だったのですが、この暗記法を授業に採用してからというもの、「全国平均＋約 25

点」にまで飛躍的に伸びました。 

 

Ⅴ なぜ自習ではパターン②の暗記法ができないのか？道場主と仲間の存在 

 

 先ほどのⅣで挙げたパターン①とパターン②の暗記法では、②の方が「チャンク化」「セグメ

ント化」「スモールステップ法」がうまく機能し、非常に効率的であることを述べました。 

 

しかし、です。多くの受験生はパターン①の暗記法を採用してしまっています。では、なぜ、

自習の際にこの効率的なパターン②の暗記ができない(しない)のかというと、 

 

 ×理由１  自分で output用のプリントを作成しなければならない(→時間がかかる) 

 ×理由２  outputの回数分だけ大量に印刷しなければならない(→お金がかかる) 

 ×理由３  問題をやりつつ自分で時間を計らなければならない(→集中できない)  

×理由４  合格のために何を覚えるかを自分で考えなければならない(→時間がかかる) 

 

という、精神的、時間的、金銭的負担がかかるからなのです。それらの煩わしい作業をサポート

するのが、リスウゼミの「暗記道場」システムであり「道場主」なのです！ 

 

 また、暗記作業はひとりでやるよりもみんなで(ライバルとともに)一緒にやると、より効果が

上がります。陸上の 100m走などを考えてみてください。一人で走るより複数人で走る方が、よ

り良い記録がでます。相対的に自分の位置を確認しやすい適切な「競争」は暗記作業に効率的に

機能します。 

 

 ただし、です。競争というものは勝つ瞬間は楽しいですがそれ以外のほとんど場合、心身に負

担がかかってしまいます。この負担がバネとなり、次につながる場合もあるのですが(「危機的学

習法」というものです)、基本的に「競争」は勝てないと楽しくないのです。これでは長続きしま

せんし「知りたい！」「覚えたい！」という欲求がなくなります。これは受験生にとって致命的

なダメージを与えてしまいます。「食欲なくして食べることが健康に害があるごとく、欲求を伴

わぬ勉強は記憶を損ない、記憶したことを保存しない」というレオナルド・ダ・ヴィンチの言葉

をもちださずとも明らかです。 

 

 リスウゼミは、この「競争のやりすぎ」による弊害にも考慮した上で、システムを作り上げ、

日々改善しています。不適切で過剰な「競争」によるストレスを感じないよう、格段の配慮をし

ています。少なくとも、受講生全員が「昨日の自分に勝った！」という「成長」を毎回感じられ

るようなシステムを作り上げました！リスウゼミの暗記道場の効果は凄いですよ！
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その他サービス一覧 

 

 
リスウゼミの自習室、第１自習室・第２自習室は完全ブース型。

机幅は 80cmもありますので(一般的な学校机は 60cm が基本で

す)、ストレスもなくしっかり集中できます！また、管理ができ

る範囲内において、授業を行っていない教室は自習用教室として、

第１・第２自習室と同じルール(私語・雑談・携帯電話操作厳禁)

で開放しています。居心地のいい場所は人それぞれなので、自分

のベストな場所を見つけてください！ 

 

そして、これが一番の特徴なのですが 

 

リスウゼミの自習室を荒らすおバカは 
ガチで出て行ってもらいます。 

 

これは事実です。自習室には机だとか椅子だとかいうハード面も当然重要なのですが、とにも

かくにもちゃんと自習できる環境が一番大事。今まで多くの塾や予備校にかかわってきましたが、

環境の悪い塾・予備校を数多く見てきました。まるでマクドナルドやファミレスのような雑談場

になっているところもありました。これらの塾・予備校では、当然のことながら生徒の勉強に対

する意識が低く、合格実績も悪かったのです。今まで、塾や予備校の自習室を利用したことがな

い受験生は想像しにくいかもしれませんので、過去にあった具体例を挙げます。 

 
 

×１ 勉強せずに携帯でメールやゲーム、YouTube。 

＜代表コメント＞こんな奴いるの？と思うかもしれませんが本当にいた。うるさいしうざいから

どっか外でやれや。つか、うちに来るな。ザコの子守をする気は毛頭ない。 

×２ 席だけ取っといて、長時間帰ってこない。 

＜代表コメント＞お前だけの席じゃない。本当に勉強したい子の邪魔だ。30分帰ってこなかった

ら、荷物は完全撤去する。 

×３ 隣同士でコソコソ話するおバカ。 

＜代表コメント＞教え合うにしろ何にしろ周りにとっては内容関係なく雑音。黙れ。ひとりがし

ゃべりだすと、他人のことを考える気持ちを忘れて、みんながしゃべりだす。 

×４ イヤホンからの音漏れ。 

＜代表コメント＞シャカ シャカ シャーン♪シャカ シャカ シャーン♪音楽を聞いてもいいが音

量に注意しましょうよ。 

×５ ペン回し失敗して、机に落としてカチャーン。カチャーン。 

＜代表コメント＞アロンアルファでペンと指を固定してやりたい。 

 

 

 

 

① 管理型自習室 
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リスウゼミの自習室ではこれらのことはすべて排除します。スタッフや代表がこれらの行為を見

つけ次第(スタッフおよび代表が定期巡視)、自習室利用停止や退学等の厳罰に処します。他者が

不快に思う段階で完全にアウト。とにかくリスウゼミは、 

 

真剣に勉強しに来ている子の邪魔をする
バカを絶対にゆるさない。 

 

そして、邪魔しているかどうかは、周りの人間が決めるということもわかった上で利用して欲

しいと思います。もし限度を超え不快に思う行動を発見したら、直接注意するのではなくスタッ

フや代表に相談してください。直接注意するとトラブルの原因となりますので、スタッフや代表

が早期解決を図ります。 

 

 
クラブ・学校行事、体調不良等で出席できなかった授業は、iPadで

視聴していただくことができます！だから「前の授業に出席してい

なかったから、今日の授業内容もわからなかった…次の授業もわか

らないんじゃないかな…」というような不安を抱くことはありませ

ん！また、講師の立場からすると理由が何であれ、休んだ授業の内

容は、次の授業までに頭の中に入れといてよ。と思っています。当

たり前なのですが「前回休んだ子もわかるよーにもう一回、復習し

ま~す」というような甘い授業をするつもりは毛頭ありません。そんなことをやっていると休ん

でいない子が損をし、全員の成績が伸びなくなってしまいます。だから、休んだ分は「次の授業

までに」ちゃんと iPadで受講しておいてください！絶対に成績の伸び方が変わります！受講科目

の視聴は何度見ても無料です！どんどん活用してください！ 

 

＜iPad利用手順＞ 

Step１ 事務局に視聴の予約をしてください。その際、スタッフに 

         ① お名前 

         ② 講座名(どの講座のいつの授業か) 

         ③ 視聴する日時 

をお伝えください。 

Step２ 視聴する日時に事務局にお越しください。授業で配布されたプリントをお渡しいたし

ます。また、スタッフが利用手順をご説明いたします。 

Step３ 視聴！これで次の授業の内容もちゃんと理解できるはず！ 

 
※注意 入学前の講義の視聴や、受講していない講義の視聴は有料(2,700円/80分)となります。 

※注意 停電や撮影機器の不具合等で視聴できない講義がございます。あらかじめご了承ください。 

※注意 一部の授業は録画しておりません。あらかじめご了承ください。 

※注意 予約時間に 10分以上遅刻する場合、それ以降に予約されている方の視聴に支障をきたす恐れがありますので、予約を取

消しとさせていただきます。 

 

 

 

② iPad動画補講システム 
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自習室や教室で食事なんてもってのほか。でも、おなかは減りま

す。リスウゼミでは食事スペースを設置しております。電子レン

ジも自由に使えますので、冷えたお弁当を食べる必要はありませ

ん。また、食事スペースは事務局の前に設置しているので、長時

間雑談等をしていたらスタッフが注意します。無駄な時間を過ご

すことなく安心です。 

 

 
×食事スペースがなく教室で食事をしているため授業中も食べ物のにおいがこもり、集中できない 

×スタッフが食事スペースの管理をしていないため、塾に来てから食事スペースで 3~4時間たむ

ろし、雑談だけして、勉強を全くせず一日を終える 

 

 

 

 

問題集や参考書をコピーしたい場合、リスウゼミ設置の 

コピー機にてコピーすることができます。 

料金は無料です。 

※勉強に関するもの以外はコピーできません。 

※ルールを守れない人は使用できません。 

 

   
荷物が多くなりがちな現役生のことを考えて、個人用ロッカーを 

設置しております。自習や塾の授業で用いるテキストや参考書、 

問題集を入れておくことが出来ます。 

高３生は無料でご利用いただけます。 

  

③ 食事スペース 

④ コピーサービス 

よくある NG 

⑤ 個人ロッカー 
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お手続き方法
 

 

新規生の方は「無料体験申込書」をご提出ください。夏期講習の各講座の初回

は無料で体験が可能です。また無料体験授業日前後の自習室利用も可能です。

無料体験の際、できれば前日までにお申し込みいただければ幸いです。 

 

また、自分に適した受講講座がわからないときは、「受講生ご本人との面談」

「保護者様との面談」「三者面談」をリスウゼミ代表の尾崎がいたします。 

ご希望の面談日時をリスウゼミ事務局までご連絡ください。 
 

  ※無料体験授業は、過去にリスウゼミの授業を受講したことがない方に限ります。 

  ※リスウゼミ事務局 TEL：070-4483-9235  受付時間：平日 13時〜22時：土日祝 10時〜22時 

 

 

 

 

 

 

 

       「後期受講申込書」に基づき受講料を決定し、請求書を発行いたします。 

    新規生は申込書と同時に「誓約書兼受講生シート」をご提出ください。 

    また、学生証用写真を撮影し、リスウゼミ学生証を交付いたします。 

 

 

 

 

 

請求書発行の際お渡しいたします「払込取扱票」にて、お支払い期日までに学

費をお振込みください。お振込みの際に銀行より発行されました「振替払込請

求書兼受領証」は確認のため、ご持参いただくこともございますので、大切に

保管いただきますようお願い申し上げます。 

 

なお、期日になりましてもご入金が確認できない場合は、受講をご遠慮いただ

きますのでご了承ください。  

Step2 「後期受講申込書」「誓約書兼受講生シート」を記入・提出 

 

Step３ 学費納入 

 

Step1 まずは見学・無料体験！費用は一切不要です！ 
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学費について 

 
  

リスウゼミの学費は次の 2つです。以下の金額は消費税を含みます。 

 

①受講料  ②指導関連費【後期指導関連費 一律 12,000円】 
 

※退塾の際、入学金および指導関連費の返金はございません。 

※指導関連費は「テキスト代」「授業動画作成」「自習室の運営」「貸出書籍の購入」「コピー代」「補講・定期テスト質問会代」

に充てられます。 

※指導関連費は初回受講料お支払い時にご請求させていただきます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ※4講座以上でも 3講座と同じ受講料で受講いただけます。例えば「ハイレベル英語」と「ハイレベル数学ⅠA」を受講すると 

  3講座となりますが、「高１化学基礎」や「【暗記道場】シス単」を追加しても受講料は変わりません。 

 ※途中入塾の場合、受講料総額が変更されますので、詳しくはリスウゼミ事務局までご相談下さいませ。 

 
 
 

  

高
１
生
・
中
高
一
貫
３
年 

受講講座数 

後期分割お支払い額 
(8月 9月 10月 11月) 

(月末お支払い) 

受講料総額 
(一括お支払

い) 

1講座 8,250円/月 33,000円 

2講座 16,500円/月 66,000円 

3講座以上 

リスホ 
24,750円/月 99,000円 

Ⅰ 学費について 

Ⅱ 高 1生・中高一貫 3年 後期受講料一覧表(8/31〜1/31)(冬期講習除く) 



 

15 
 

 

 
 

1週 8月 31日(土) 〜 9月 8日(日) 残り 12週 

2週 9月 9日(月) 〜 9月 15日(日) 残り 11週 

3週 9月 16日(月) 〜 9月 22日(日) 残り 10週 

4週 10月 4日(金) 〜 10月 11日(金) 残り 9週 

5週 10月 12日(土) 〜 10月 18日(金) 残り 8週 

6週 10月 19日(土) 〜 10月 25日(金) 残り 7週 

7週 10月 26日(土) 〜 11月 1日(金) 残り 6週 

8週 11月 9日(土) 〜 11月 15日(金) 残り 5週 

9週 11月 16日(土) 〜 11月 22日(金) 残り 4週 

10週 11月 25日(月) 〜 12月 15日(日) 残り 3週 

11週 1月 8日(水) 〜 1月 14日(火) 残り 2週 

12週 1月 15日(水) 〜 1月 21日(火) 残り 1週 

 

  

Ⅲ 後期週早見表 
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◆学費納入 
1． 受講申込書提出後、請求書と振込用紙を受け取りお支払い期日までにゆうちょ銀行または

郵便局にて学費をお支払いください。途中入塾生のお支払いは請求書発行日より 3営業日

以内です。 

2． 途中入塾の受講料は、事務局までお問い合わせください。 

3． 期日までにご入金が確認できない場合は受講をご遠慮いただきますのでご了承ください。 

 

◆受講講座の追加・取消しについて 

4． 受講講座の追加・取消しは、ご来校の上、事務局にて所定の用紙にご記入・ご提出くださ

い。 

5． 受講講座の追加・取消しに伴い受講料に差額が生じた場合は、差額をお支払いいただくか

または返金いたします。ただし、返金は取消期日(※)までにお手続きをされた場合に限り

ます。 

※取消期日 Ⅰ期 8/28(水) Ⅱ期 9/30(月) Ⅲ期 10/31(木) Ⅳ期 1/5(日) 

6． リスホ以外の受講生の講座取消しは月単位でお取り扱いいたします。ただし、返金は取消

期日(※)までにお手続きをされた場合に限ります。 

※取消期日 Ⅰ期 8/28(水) Ⅱ期 9/30(月) Ⅲ期 10/31(木) Ⅳ期 1/5(日) 

7． 差額に伴う受講料のお支払いは別途ご案内いたします。 

 

◆返金 

8． 受講料の返金が生じた場合は、ご指定口座にお振込みにてご返金いたします。その際の振

込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。ただし、返金は取消期日(※)まで

にお手続きをされた場合に限ります。 

※取消期日 Ⅰ期 8/28(水) Ⅱ期 9/30(月) Ⅲ期 10/31(木) Ⅳ期 1/5(日) 

9． いかなる理由(病気や怪我、クラブ等)がございましても、授業を欠席したことによる返金

は一切いたしません。 

10. リスホの場合、すでに受講した授業の回数により返金額が減少いたします。 

 

◆退塾 

11． 学期途中で退塾を希望される場合は、担当講師、または事務局まで必ずご相談の上、事務

局にて所定の用紙にご記入・ご提出ください。お電話での受付は一切受付いたしかねます。 

12． いかなる理由でも、取消期日後の退塾の手続きは返金いたしかねます。 

 

 

＜ご質問・ご相談はこちらまで＞ 

               リスウゼミ河内松原校事務局 ☎070-4483-9235 

平日：13時~22時 

土日祝：10時~22時

Ⅳ 学費規定 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

リスウゼミ河内松原校 

〒580-0016 

松原市上田 3-4-6 北川ビル 2F 

TEL：070-4483-9235 

受付時間：平日 13時〜22時 

    ：土日祝 10時〜22時 

 


