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(株)東京学習社 

 
 きしはたせんせい、うえのせんせい、たなかじせんせい、なぎさしょうがっこうにごうかく

しました。これからもおべんきょうがんばります。ありがとうございました。 
                                    N 

 
 この度、娘が念願のなぎさ公園小学校に合格することが出来ましたことは、ひとえに東京学

習社様でご指導をいただけたおかげと大変感謝をいたしております。 
 思い起こせば、当初は入試に当たって塾にまでは通わせなくてもいいのではないかと楽観的

に考えていましたが、妻の知人のご紹介で体験入塾をさせていただき、東京学習社様の指導内

容を拝見させていただいたところ、目からうろこが落ちたような気がし、まったく考え方が変

わりました。 
 指導される内容や教材が充実していることはもちろんですが、それよりも私が強く感じまし

たのは、岸畑先生をはじめとした先生方のやさしいけれど時には厳しく、また、時にはユーモ

アを交えた本当に温かみのある指導方法が、本当に子どもたちのことを想って愛情を持って指

導をされていることと、それを感じてか習っている子どもたちがみんな伸び伸びと楽しそうに

取り組んでいることでした。 
 また、先生方の「必ずこの子たちを全員志望校に合格させてあげるんだ」という熱意がひし

ひしと伝わってきました。 
 この時、「子どもをこちらにお任せすれば大丈夫。」と確信し、すぐに入塾の手続きをさせて

いただきました。 
 なぎさ公園小学校への入学については、私たち両親よりもむしろ本人が強く望んでおり、何

とか希望を叶えてやりたいと思っていましたが、幸いにも合格することが出来、家族全員これ

に勝る喜びはありません。 
 東京学習社様のご指導なくしてはこの結果はなかったものと厚く感謝いたしております。本

当にありがとうございました。 
 最後に、ご指導いただいた岸畑先生、植野先生、田中地先生、また、親切に対応いただいた

スタッフの皆様方の今後の益々のご健勝、ご活躍と、東京学習社様の今後の益々のご発展を祈

念いたしまして、お礼の言葉とさせていただきます。 
N 父 

 
 おにいちゃんといっしょにいけるのでたのしみだよ。きしはたせんせい、うえのせんせい、

たなかじせんせい、べんきょうをおしえてくれてありがとう。 
T・I 

 
 岸畑先生、植野先生、田中地先生、大変お世話になり、ありがとうございました。他の人の

話をきちんと聞ける子どもにしたい、と思いつつも、なかなか親だけでは甘いものがあります。

しかし、先生が作ってくださる雰囲気に乗せられ、お友達が頑張っている姿を見ながらの授業

で、次男は話を聞くことが少しずつできるようになってきたと思っております。また、親は少

し出来れば手綱を緩めますが、そのような時には親には叱咤を、子どもには温かい励ましのお

言葉や手紙をいただきながらの一年でした。土曜コースのお母様たちと共に闘う同士として支

え合うことができましたのも東学ならではと思います。子どもは、最後まで諦めないことを教

えていただいたと思います。 
T・I 母 
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 せんせいのおかげでなぎさこうえんしょうがっこうにはい

ることができてうれしいよ。ありがとう。 
M・Y 

 

 岸畑先生をはじめ、東京学習社の皆様のおかげで、念願のなぎさ公園小学校へ合格すること

ができました。ありがとうございます。 
 小学校の体験に参加してもなかなか自信を持って行動できない娘を不安に思い、9月からお
世話になりました。最初は、「さっぱりお勉強がわからなかった。」と言っていた娘ですが、先

生方が、根気よく丁寧に教えてくださり、また、できると、先生にしっかり誉めてもらえるこ

とが、娘の自信につながっていったように思います。 
 また、娘だけでなく、母親の私も初めて経験する小学校受験でしたので、不安も多くありま

したが、先生の的確でやさしいアドバイスで、試験当日は親子そろって驚くほど落ち着いての

ぞむことができました。 
 合格通知が届いた時、娘に、「喜びのコメントをどうぞ。」と言うと、「先生のおかげで合格で

きたよ。」と、まず言ったぐらいです。 
 東京学習社の先生方に出会えなければ、今の姿はなかったと思います。本当に感謝でいっぱ

いです。ありがとうございました。 
M・Y 母 

 
 いままでありがとうございました。やっと合かくできました。これからも、おげんきでいて

ください。 
HONOKA 

 
 無事、志望校に合格でき、ほっとしています。 
 岸畑先生はじめ、諸先生方、ありがとうございました。 
 3月からの年長模試に始まり、夏期講習から通わせていただきました。娘はいつも楽しく学
習社に通っていました。同じ目標を持つお友達と、一緒に頑張って来れた事は、娘にとってと

ても良い経験になったと思います。親の私も、岸畑先生には色々と相談に乗っていただき、精

神面で大変助けられました。お陰様でここまで来れたと思います。 
 娘が 3年後に控えておりますので、是非また先生にお世話になりたいと思っております。そ
の時は、よろしくお願い致します。 

HONOKA 母 
 

 きしはたせんせい、いろいろおしえてくれてありがとうございました。いっしょうけんめい

きいたり、かんがえたり、はっぴょうしてとおることができました。これからもがんばります。 
中村 恵奈 

 
 この度、小学校受験において、親として考えなければならない事がたくさんありました。何

度もくじけそうになりましたが、子どもの頑張っている姿を見て、精神の強さを感じ、負けて

はならないと思いました。子ども、私にとって、今回、このような機会があった事は、大変良

かったと思います。岸畑先生、植野先生、いろいろご指導くださりありがとうございました。 
中村 加奈子 

 
 きしはたせんせい、ありがとうございました。1年生になってもがんばります。 

S・K 
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 この度、念願のなぎさ公園小学校に合格することができましたのも、岸畑先生をはじめとす

る東京学習社の皆様のお陰と感謝しております。 
 昨年の冬、とても寒い朝、学校の門の前で受験生に声をかけるために何時間も待っておられ

る様子を偶然見かけました。それが、岸畑先生と後から知りました。その時から、もし塾に通

わせるなら、親身になってみてくださる岸畑先生の所にお願いしようと決めておりました。 
 なかなかエンジンのかからない我が子にも、上手に誉めて、楽しく勉強させていただきまし

た。同じ塾生の方にも仲良くさせていただき、同じ目標に皆で頑張る気持ちも育てていただい

たお陰だと思っております。ありがとうございました。 
S・K 母 

 
 きしはたせんせい、しょうがっこうにごうかくしてよかったです。みんなでべんきょうがん

ばりたいです。 
田丸 偉己 

 
 お陰様で、この度、息子は、第一志望の安田小学校に合格することができました。ありがと

うございました。 
 何度も何度も困難にぶつかり、くじけそうになる私たちに、岸畑先生は、優しく厳しく接し

てくださいました。心強かったです。 
 試験の当日は、親子とも不思議と落ち着き、ゆったりとした気持ちでいることができました。 
 振り返ると、小学受験は、家族が一つの目標に向かって努力する良い機会でもありました。

共働きの私たちは、祖母をはじめ、仕事仲間、あらゆる方々の協力、理解を得て授業に参加す

ることもできました。恵まれた環境にも感謝しております。 
 東京学習社の皆様、私たちに関わってくださった皆様に、心よりお礼申し上げます。 

田丸 偉己 母 
 

 ぼくがしらないのもおしえてもらってありがとうございます。いつもたいへんだったけど、

わかるのがいっぱいあったからたのしかったです。 
 やすだしょうがっこうにいってえいごとか、いろんなことをしておいしゃさんになって、お

かあさんのからだや、おばあちゃんのからだをなおしたいです。 
R・N 

 
 岸畑先生、植野先生、田中地先生、山口先生、ありがとうございました。希望校の安田小学

校に合格することができました。 
 先生方には、年少より小さい頃からお世話になりました。通塾をはじめた当初は、遠方から

ということもあり、なかなか定期的に通うことができませんでしたが、先生方のやさしい言葉

や、子育てのアドバイスをいただき、本当に助かりました。 
 広島市内に引っ越して希望校が定まってからも、ことあるごとに、岸畑先生に「助けてコー

ル」をよくしていました。的確なアドバイスのお陰で、子育ての姿勢、日常どうあるべきかも

学びました。 
 やっとスタートラインに立てました。2年後には、弟の受験でお世話になります。 
 これからもよろしくお願いします。 

R・N 母 
 

 先生、いっぱい教えてくれてありがとう。 
 先生が、手におまじないをかいてくれたから、ごうかくできました。 
 おまもりもキーホルダーもありがとう。小学校に行ってもがんばります。 

M・M 
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 この度、娘の第一志望の安田小学校へ合格することができました。岸畑先生をはじめ、諸先

生方のご指導のお陰と感謝いたしております。 
 娘は、年少前から年長の春まで、通信でお世話になっていました。毎週送られてくる通信の

資料をペースメーカーにして家庭学習に取り組み、年長の 6月より、通塾させていただきまし
た。脳鍛クラスの問題は難しいものも多かったですが、先生が考える過程をとても大切にして

くださるので、娘もあきらめずにじっくり考える習慣が身につきました。それまでは、わから

ない問題があれば、ついつい私が口を出していたのですが、「待つ」ことの大切さを私自身が教

えられました。秋頃には、とても思考力が伸びたと感じることができました。 
 東京学習社での学習は、小学校受験対応であることはもちろんのことですが、その先の小学

校入学後を見据えた濃い内容のものでした。 
 娘はスタートラインに立ったばかりですが、東京学習社で得た力や学習に対する意欲は、娘

の大きな財産となり、今後、ますます頑張ってくれるものと確信しております。 
 東京学習社に入塾し、すばらしい先生方にご指導いただき、娘が大きく成長したことに、こ

の上なく喜びを感じております。本当にありがとうございました。 
M・M 母 

 
 「ごうかくしとるよ、はるか。」と、おにいちゃんが、けいたいでんわでしらべておしえてく

れました。 
 やすだしょうがっこうへいけることになってうれしいです。 
 きしはたせんせい、うえのせんせい、たなかじせんせい、やまぐちせんせい、たきぐちせん

せい、おうえんをしてくださってありがとうございました。 
 とうがくのみんなといっしょにおべんきょうできて、たのしかったです。 

岡本 悠花 
 

 「頑張ったよ。楽しかったよ。」 
 いつもどおりの笑顔で、5年生のお姉さんに手をつないでいただいて、入試会場から保護者
控室に戻って来て、私にこう言ってくれました。 
 前日、東京学習社の教室でいただいた、岸畑先生よりのメッセージ入りお守りに、私が書き

添えた言葉は、「いつもどおりにね。」 
 スカートの右ポケットの中に縫いつけておいて、「緊張したら、そっとそれを握ってみたら。」

と、言ってはおいたのですが、やはり、岸畑先生のお守りは、子供にとって最高に効き目のあ

るお守りだと毎回感じております。 
 お陰様で、娘は、安田小学校にご縁をいただくことができました。2人の兄達と同じ安田小
学校へ通うことを夢見ていた娘は、念願が叶い、入学への期待に胸をふくらませております。 
 今回は、3番目の子供の受験で、私としては、3回目の小学校受験となりました。 
 経験者として、もう慣れていることだろうと、周囲から思っていただいていたかもしれませ

んが、何度経験しても、毎回、新たな発見や失敗、緊張などありまして、とても安泰にまで慣

れることはないのだなあと思いました。 
 そんな私をいつまでもご指導くださいます岸畑先生には、本当に心から感謝しております。 
 どの子供の受験の際もそうでしたが、東京学習社の先生方は、総動員で、全力で親子を導い

てくださいます。 
 今回も、もちろんそうでした。中でも私の知り得る中では、最高の先生陣で導いてくださっ

たように感じます。 
 私共親子にも、最後まで温かく見守ってくださって、心より感謝申し上げます。本当に有難

うございました。 
 また、ご縁あって、机を共にした娘のお友達、同志のお母様方、本当に、本当に、ありがと

うございました。 
岡本 香代 
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 きしはたせんせい、うえのせんせい、たなかじせんせい、やまぐちせんせい、たきぐちせん

せい、ありがとうございました。しょうがくせいになってもがんばります。 
D・M 

 
 岸畑先生、東学の先生方、お世話になりました。 
 お陰様で、念願でした、なぎさ公園小学校に合格することができました。先生方には、感謝

の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 
 東学での勉強は、勉学だけでなく生活面での指導や困難な世の中で生きるための力を授けて

いただいたと思います。 
 東学での経験が子供のこれからの将来に必ずや役に立っていくものと確信しています。 
 本当にありがとうございました。 

D・M 母 
 

きしはたせんせいへ。 
 べんきょうおしえてくれてありがとう。しょうがっこうでもがんばるよ。 

Y 
 

 岸畑先生、植野先生、田中地先生、ありがとうございました。なぎさ公園小学校に合格する

ことができました。中学校受験より競争が楽だろうと考え、娘の小学校受験の準備をはじめま

したが、5歳の子供に受験をさせるということがこんなに大変なこととは想像もしていません
でした。東京学習社にお世話になることがなければ、何も知らなかった私どもでは上手くいか

なかったと思います。娘は学習面だけでなく、生活面でもぐんと成長しました。ありがとうご

ざいました。 
Y 母 

 
 きしはたせんせい、うえのせ

んせい、たなかじせんせい、お

べんきょうをおしえてくれてあ

りがとうございました。 
なぎさしょうがっこうでおた

まじゃくしをとりたいです。 
T・I  

きしはた       うえの      たなかじ 
せんせい       せんせい      せんせい

 
 岸畑先生、植野先生、田中地先生、約 2年間大変お世話になりました。岸畑先生が頭を撫で
てくださったこと、毎回、授業の終わりにじゃんけんをしてくださったこと、植野先生がぎゅ

っと抱きしめてくださったこと、田中地先生が優しく教えてくださったこと、全てが我が子に

とって大きな支えとなりました。また、受験当日校門で送ってくださり、安心して試験へ行く

ことができました。ありがとうございました。また、試験場で他の方々を見た時、東京学習社

の教育のすばらしさに気づき、本当に東京学習社で学んで良かったと思っております。本当に

ありがとうございました。 
T・I 母 

きしはたせんせいへ 
 いままでおべんきょうおしえてくださってありがとうございます。とてもたのしかったです。

やすだしょうがっこうのてすとまるもらってとてもうれしかったです。 
K・K 
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 スタートが遅く、小学校受験に対して無知だった私達に、「ここなら大丈夫。」と、知人から

紹介していただいたのが東京学習社でした。 
 通うようになってから、息子のやる気と意識がどんどん変わっていく様子をそばで感じ、母

親として未熟な私も息子に引っ張られるように一緒に頑張ってまいりました。一つの目標に向

かって、親子で共に一生懸命に頑張った時間は、何事にもかえがたい貴重な経験になりました。

そして、目標達成を家族で喜び合えたのも、岸畑先生をはじめ、植野先生、田中地先生の愛情

こもった熱心なご指導のお陰です。いつも、子どもたちと真剣に向き合って、時には厳しく温

かい言葉をかけてくださったこと、その言葉の一つ一つが自信となり、力となりました。本当

に感謝でいっぱいです。 
 東京学習社の皆様、ありがとうございました。 

K・K 母 
 

 迷い、悩み、不安と戦い、今、ここにいます。頑張っても結果が出ない時、できない子供を

見るのが辛くて、日々疲れてしまいました。ずっと考え、夜も眠れない日もありました。よく

子供を叱りましたが、息子は最後までよくついてきてくれました。 
 小学校受験をしたことで、目的を持って幼稚園生活を送れた事、母として強く成長でき、中

学校受験にとっても良い経験ができた事、子供と向き合う時間を持て、行事や季節を大切にし、

有意義に過ごせた事、何より子供自身が友達と学ぶ楽しさを感じることができたのは、先生方

のお陰だと思っております。 
 東京学習社に入塾したことで、息子の能力が大きく成長したと感じております。 
 努力と子供を信じて最後までやり遂げることができたのは、先生方の子供を信じる強い思い

が未熟な私を後押ししてくれたお陰だと感謝しております。 
T・H 母 

 
 

きしはた先生へ 
 2ねんかんありがとうございました。なぎさごうかくしまし
た。うれしかったです。さんすうのつみきが、はやくやりた

いです。山口せんせい、たき口せんせい、たなかじせんせい、

うえのせんせい、2ねんかんありがとうございます。なぎさで
もがんばります。 

T・S 

 
 
岸畑先生、諸先生方 
 この度、念願のなぎさ公園小学校より、合格通知を頂き、この上ない喜びをかみ締めており

ます。 
 これもひとえに、岸畑先生をはじめ、諸先生方の、約 2年間にわたる熱心なご指導と、お力
添えのお陰であると、深く感謝申し上げます。 
 思い返せば、「絶対になぎさ小へ行きたい。」と申す、息子の強い希望を受け、東京学習社の

門を叩いた私共親子でしたが、親の方は、なぎさ小を単願する事が、果たして一番良い事なの

か、当初は不安や迷いも少なからずございました。 
 なぜなら、家庭においては、息子と一対一で向き合う時間がなかなか取れず、親子関係や勉

強方法等にも悩み、自問自答する毎日だったからです。 
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 しかし、岸畑先生は、折に触れて、息子の性格をよく踏まえた上で、小さな事でも見逃さず、

良い所を見つけて、しっかりと誉めてくださいました。また、それだけでなく、直すべき所や、

足りない点も的確に示してくださった事も、その時々の指針となり、着実に前へ進む原動力に

なりました。この様なご指導を頂いたからこそ、息子は、こちらでの授業を一度も休む事なく、

楽しく勉強を続けてこられたのだと思います。 
 そして、何より、最後まで息子を信じ、温かい励ましの声を掛け続けてくださった事は、本

人や私共にとりまして、どれ程心強かったか知れません。 
 受験を通じて、親子が互いにしっかりと向き合い、その一日一日の積み重ねが大切であると

改めて痛感致しました。 
 小学校入学は、また新たなスタートと捉え、大きな希望を胸に、色々な事に、挑戦し続けて

行きたいと思っております。 
 末筆ではございますが、植野先生、山口先生、他諸先生方にも、大変お世話になりました。

主人共々、重ねて御礼申し上げます。 
 そして、今後とも、どうぞ宜しくご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。 
 本当に、ありがとうございました。 

T・S 両親 
 

 この度は、なぎさ公園小学校に合格することができ、ありがとうございました。 
 年中の秋から東京学習社に入り、当初は、平仮名、数字、線も真っ直ぐ書けないところから

のスタートでした。 
 安田、附属小学校に受験するようすすめていただきましたが、基礎もできていない、又、一

年前からのスタートでは、隙も多く、時間が足りないと思い知らされた日々でした。 
 しかし、一年間で、ここまで力がついたことは、我が子もよく頑張ったなという思いと、東

京学習社で的確なご指導をいただいたお陰だと考えております。 
 先生がおっしゃる、小学三年生まで東京学習社でしっかり学ぶと、後は本人のやる気のみで、

高校の数学まで、すんなり溶け込んでいけ、また、おもしろく感じられるのは、実感しており

ます。 
 一年間、勉強だけでなく、生活面での学びも多く、親子共々、大切な、貴重な時間を持つこ

とができました。 
A・M 

 
きしはたせんせい、うえのせんせい、たなかじせんせいへ 
 べんきょうをやさしくたのしくおしえてくれてありがとうございました。べんきょうがとて

もすきになりました。なぎさこうえんしょうがっこうでもがんばりたいとおもいます。 
岡野 航大 

 
岸畑先生、植野先生、田中地先生 
 優しくもあり、厳しくもあり、何よりも愛情のこもったご指導を頂き、ありがとうございま

した。 
 親としても対応が難しいと感じていた息子の特性をいち早く見抜いてくださり、息子にとっ

て学びやすい環境を与えてくださったことに、本当に感謝しております。 
また、自信を無くし、くじけそうになった時も、時間を割いて相談に乗ってくださいました。

お陰様で、強い気持ちを持ち、受験に挑めました。 
 なぎさ公園小学校へ行っても、親子共に学び続けて行けそうです。勉学だけでなく、生活し

ていくのに大切なことをたくさん教えて頂きました。本当にありがとうございました。 
岡野 航大 母 
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きしはたせんせいへ 
 いっぱいおべんきょうをおしえてくれてありがとうございます。 
 しょうがっこうでもがんばります。 

K・N 
 

 この度、第一志望の安田小学校に合格することができました。岸畑先生をはじめ、東京学習

社の先生方には、年少の頃からお世話になり、塾でご指導いただけたからこその合格と、本当

に感謝しております。ありがとうございました。 
 また、子供への学習面だけでなく、なかなかきちんと座って先生の話を聞けない息子の様子

に不安になっていた時などに、岸畑先生からアドバイスをいただき、子育ての心構えや日常生

活そのものを考え直すきっかけにもなりました。 
 同じ塾生の皆様とは、親子共々仲良くしていただき、一緒に頑張れたこともとても励みにな

りました。素晴らしい学習環境と良いご縁に恵まれ、感謝しております。 
 3年後には次男も控えておりますので、ぜひまた先生方にご指導いただきたいと思っており
ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

K・N 母 
 

 いつもありがとうございました。しょうがっこうにいってもがんばります。 
H.O. 

 
 この度、広島大学附属小学校に合格することができ、東学の先生方には感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 
 第一志望は、父親の出身校でもある安田小学校でしたが…不合格。親子共、立ち直れないく

らいの衝撃を受けましたが、岸畑先生からの、「広大附属小を受けてみませんか？」という電話

をいただき、なんとか気持ちを前向きにすることができ、ここまで頑張れました。 
 「絶対に合格させたいから」と、何度も補習をしていただきました。自信を持ち、勇気を出

すよう指導していただいたお陰で、当日は、堂々と試験を受けることができました。 
 合格者の番号がスクリーンに写し出された時は、親子共、嬉し涙が溢れ出しました。その時

の喜びの気持ちを忘れず、これからも親子共、頑張っていこうと思います。 
 最後まで熱心なご指導、ありがとうございました。 

H.O. 母 
 

 べんきょうをおしえてくれて、ありがとう。おかげでごうかくできました。 
ボンバーマン 

 
 岸畑先生、諸先生方には、本当にお世話になりました。約 2年間、教室に通わせて頂きまし
たが、関心のあることにしか興味を持たず、よそ事を考える時間が多かったため、成績にも波

がありました。けれど、「最後まで諦めない気持ち」と「お母さんのやる気次第」という岸畑先

生の強いメッセージを励みに、授業や模試の復習を繰り返したり、家庭で動的を工夫して体験

させたりしてまいりました。お陰様で、合格させて頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。東京

学習社の皆様、ありがとうございました。 
ボンバーマン 母 

 
 この度は、大変お世話になりました。試験前に色々なことがあり、親も子も意気消沈してお

りましたが、いつも前向きな言葉をかけてくださり、自信を持って入試に臨むことができまし

た。先生方のお陰で今があると思っております。本当にありがとうございました。 
H 母 
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きしはたせんせい 
 おべんきょうおしえてくれてありがとう。これからもいっぱいがんばります。 

E・K 
 
 岸畑先生をはじめ、東京学習社の皆様、短い期間でしたが大変お世話になりました。志望校

へ合格することが出来ました。振り返りますと、受験へのスタートが遅くゼミ生でのスタート

でした。共働き、一人っ子、温室育ちの娘は、最初、ゼミでの勉強が理解出来ず、ショックだ

ったようです。途中、笑顔がなくなり、何度も諦めようと思いました。そんな中、先生方に優

しく時には厳しくご指導を頂きました。私自身、母親の在り方というものを勉強させて頂きま

した。 
 娘はこれからたくさんのことを学び、いろいろな経験をし苦労もするでしょうが、娘なりに

努力してくれると信じています。 
 これまで私たち親子を支えてくださった、たくさんの方々に感謝いたします。 
 ありがとうございました。 

E・K 母 
 
 やすだしょうがっこうにうかりました。せんせいありがとう。けいまのこともよろしくね。 

三保 貴久 
 
 無事、合格通知を頂き、喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。 
 授業で、先生方が子供たちをいつも誉めてくださる姿を拝見し、自分が子供を誉めていない

ことを改めて考えさせられる日々でした。そして、成績も伸びず、なんとかしなければと悩ん

でいた時、先生は息子が何故、最後までやり遂げることができないか、どのように家庭で改善

すればよいか、アドバイスをくださいました。その後、少しでも時間があれば、二人で向き合

い、勉強をする時間を取るようにし、兄弟たちへの接し方も見直しました。なかなか思うよう

に勉強は進みませんでしたが、息子は最後までよく頑張ってくれました。今では、出来ないこ

とは出来るようになりたいという気持ちも芽生え、大きく成長しました。これも家族の協力、

そして、何より先生方の温かいご指導のお陰です。 
 岸畑先生、植野先生、田中地先生、いつも親身になって私たち親子の話に耳を傾けてくださ

り、本当にありがとうございました。 
三保 貴久 母 

 
 岸畑先生をはじめ、諸先生方、どうもありがとうございました。 
 私自身、忙しく、思うように子供と勉強をする時間が持てないまま 10月を過ぎてしまい、先
生に相談させていただきました。すると、「大丈夫。まだ 3週間あるから…。」と、温かい励ま
しのお言葉をかけてくださいました。そして、生活面でのアドバイスもくださり、岸畑先生は

子供達一人ひとりをよく見ておられるんだと実感しました。親でも見逃してしまうようなちょ

っとした子供の変化もしっかり見ておられ、その時の子供の状態に合った対応をしてくださっ

たり、アドバイスをくださったりして導いてくださいました。それから 3週間、先生のご指導
通りに親子で頑張り、合格することができました。深く感謝申し上げます。 

あいりママ 
 
 きしはたせんせい、ぼくがんばったよ。ありがとうございました。 
 これからもよろしくおねがいします。 

Z 
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 この度、合格することができましたのは、我が子にも、「がんばったね。」と、誉めてやりた

いと思いますが、岸畑先生のお陰だと心より感謝しております。本当にありがとうございまし

た。 
 3才の頃、東京学習社に連れ行き、我が子の様子にショックを受け、涙がこぼれた事を思い
出します。その時の植野先生のフォローや、同じ塾生のお母様方の温かい配慮が思い出されま

す。岸畑先生には、我が子を見放すことなく、「この子は、磨けばいいものになる。」と、おっ

しゃって頂き、励まされてここまで頑張ってこれたと思います。本当に心から感謝申し上げま

す。 
 何分家から遠く、我が子も机について勉強できる状態ではなく、通うことができなかった時

期もありました。公文や家庭教師、幼稚園の課外教室など、たくさんの先生方と出会いがあり

ましたが、これぞと思う先生に出会うことができませんでした。我が子のことをよく理解して

くださり、細やかな心遣いで、本当に親身になってご指導くださる最高の先生と初めて出会う

ことができました事に心から感謝しております。今後とも、何卒宜しくご指導賜りますようお

願い申し上げます。 
Z 母 

 
きしはたせんせいへ 
 おべんきょうをおしえてくれてありがとう。なぎさこうえんしょうがっこうにいってもがん

ばります。 
H 

 
 この度は、なぎさ公園小学校に合格することができ、本当にありがとうございました。急な

志望校変更にも親切に相談にのっていただき、感謝いたしております。我が子の性格から考え

ると、我が子には、のびのびと、そして、心豊かに過ごす時間が必要だと感じました。幼稚園

の先生方も我が子の合格を喜んでくださり、息子も人は一人で生きているのではなく、周りに

支えられていること、感謝する気持ちを少し理解したようです。これからは、息子の夢が叶う

ように親としてサポートできたらと考えております。妹も、兄と同じ小学校へ行きたいと話し

ております。これからも、よろしくお願いいたします。 
H 母 

 
 しののめしょうがっこうに合かくするために、たいいくをがんばりました。わたしは、たい

いくがすきではないけれど、がんばりました。そして、ドリブルとなわとびがでたのでれんし

ゅうどおりにしました。そうすると、合かくできました。うれしかったです。 
 きしはたせんせい、おしえてくれてありがとうございました。 

I・S 
 
 この度の結果をいただけたのは、学習社の先生方の並々ならぬ熱心なご指導と、子どもを信

じ、最後まで温かい気持ちで諦めずご支援をくださったお陰だと心から感謝しております。 
 特に先生方の教育者としての熱意を感じたのは、二度の受験に失敗し、母子共に気持ちが後

ろ向きになっている時でした。それでも私たちを励まし、自信を持って試験にのぞめるよう、

万全な体制を整えてくださいました。受験で親子が必死になるのはもちろんですが、先生方や

塾が、時間外に補習を組んでくださったり、個人の苦手な部分にアドバイスをしてくださる所

は、他にはないと思います。本当に頭が下がると共に、感謝の気持ちでいっぱいです。それを

証拠に娘もこのように言っておりました。「先生たちに教えてもらって良かった。」と。私も同

感です。本当にありがとうございました。 
I・S 母 
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 岸畑先生、そして先生方、芽有莉を合格へと導いて頂き、本当に本当にありがとうございま

した。先生方のご指導のお陰で、芽有莉は自信を持って試験に立ち向かえたようです。 
 入試直前の最後のゼミで、岸畑先生から頂いた一人ひとりへあてたメッセージ、そして、一

緒に頂いた合格御守に、私は深く深く感動しました。「絶対に合格してやる！」と、二人で誓い

ました。そして試験当日、東京学習社の先生たちは、試験会場で迎えてくださいました。「芽有

莉さん、1,000点取ってらっしゃいね！」と、岸畑先生に声援して頂き、芽有莉と私は合格が
目標ではなく、1,000点を取ることが目標となって試験にのぞみました。今でも不思議なので
すが、岸畑先生のあの一言で、私は絶対に合格したなと思いました。満点を取る目標で試験を

終えた芽有莉も、会場から出て来て第一声が、「ママ、出来たよ！1,000点じゃないかな。」で
した。高い倍率での受験でしたが、私も芽有莉の満足そうな笑顔を見て、合格したなと感じま

した。合格発表は 2日後でしたが、私たち家族は、早々とその日に合格のお祝をしました。 
 運命の合格発表の日。実際に受験番号を見るまで、どきどき震えましたが、その場面も先生

たちと一緒でした。 
 東京学習社での勉強は、年長さんにとってとても厳しく、難しく、動的で芽有莉がへこんで

いる様子を何度も見ました。でも、芽有莉はゼミに行くことを嫌がることは一度もありません

でした。厳しい指導の中に温かな思いがあったからこそ、芽有莉も先生の言われた一言一言を

しっかり覚え、自分のものにしていきました。東京学習社での勉強が難しく、それに慣れてい

た芽有莉は、いろいろな応用力もつきました。初めて目にした問題も、こわがることなく、解

いていました。芽有莉は、知力、体力、そして道徳も教わり、小学校受験は良い経験となりま

した。 
 もうすぐ、念願の広島大学附属小学校 1年生です。まさにこらからがスタートです。先生方
の教えを大切に頑張ります。心から感謝しています。ありがとうございました。 

寺口 芽有莉 母 
 
 きしはた先生、うえの先生、田中地先生、山口先生、たき口先生、やすだ小学校にうかりま

した。小学校にいってもべんきょうもがんばります。おともだちもたくさんつくります。おね

えさんとおにいさんたちといっしょにがんばります。 
田中 宏汰朗 

 
 岸畑先生をはじめ、東京学習社の諸先生方のご指導のお陰で、無事に第一志望の安田小学校

へ合格することが出来ました。 
 同じ幼稚園で、親子共に良きアドバイスを頂き、お手本でもありました知人の方のご紹介で、

年少の 11月より先生方の下でお世話になっております。 
 最初の頃は、お兄さんお姉さんに交ざり、訳が分からず勉強している息子の様子に、とても

心配になり、飛び級教育の意味が分からなくなることもありました。悩んでいた私も、先生方

のアドバイスや励ましで、息子のために出来ることを日々考え、気持ちを強く持ち、受験を迎

えることが出来ました。 
 また、同じ教室のお母様方や、お友達にはどれほど勇気づけられたことか…。 
 今ではすっかり岸畑先生を信頼し、安心して通塾しております。何よりも息子が楽しくお勉

強している様子を見ることが、一番うれしく感じております。 
 いつも根気よく、熱心にご指導くださり、ありがとうございます。感謝しております。 

田中 宏汰朗 母 
 

きしはたせんせいへ 
 きしはたせんせい、しののめしょうがっこうごうかくしました。じゅくのべんきょうでいち

ばんたのしかったのはつみきのべんきょうでした。べんきょうはたのしかったし、おとうさん

のしょうがっこうにいけてうれしいです。 
新矢 七都 
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 東京学習社には年長 7月よりお世話になりました。遅めのスタートだった為、私の焦りが娘
に伝わり不安定になることがありました。そんな時にも、岸畑先生は動じることなく、「お母さ

ん、すぐに落ち着きますよ。家では何も言わないでくださいね。」と穏やかにですが、確信に満

ちて助言くださいました。その一言がとても心強かったのを覚えています。 
  家での勉強は嫌がる娘でしたが、塾には最後まで楽しく通わせて頂きました。お陰さまで、
第一志望の小学校に入学することが出来ました。東京学習者社での勉強は、受験勉強の枠にと

どまらず、これからの学習の基礎となるものだと強く感じました。学習社に通えて、親子共々

素晴らしい経験が出来たと思っています。 
  最後になりましたが、岸畑先生、植野先生、田中地先生、山口先生、瀧口先生、大変お世話
になりました。温かく見守って頂き本当にありがとうございました。 

新矢 七都 母 
 
とうきょうがくしゅうしゃのみなさんへ 
 きしはたせんせい、うえのせんせい、たなかじせんせい、いっぱいべんきょうをおしえてく

れてありがとうございます。ひろだいふぞくみなみ（ほんこう）にごうかくできました。いろ

んなもんだいをしてべんきょうがすきになりました。とうきょうがくしゅうしゃのおかげです。

これからもいろんなべんきょうしてかしこくなります。小がっこう一ねんせいになってもがん

ばります。一ねんせいから六ねんせいまでおべんきょうがんばります。とうきょうがくしゅう

しゃはとってもいいじゅくです。 
 これからもいつまでもべんきょうしてかしこいおとなになります。おとなになってもいつも

がんばります。いつもいつもわたしは、べんきょうをしていいおとなになります。これからも

ずっとがんばります。がんばってください。 
S・M 

 
 2011年 12月 23日、長女が広大附属小学校に合格することができました。皆様には本当に
感謝しております。ありがとうございました。 

S・M 母 
 
きしはたせんせいへ 
いつもいつもいろんなことをおしえてくださり、ありがとうございました。 

N・H 
 
 岸畑先生をはじめ諸先生方、温かいご指導ありがとうございました。 
 模試とゼミだけでしたが、他のお子様と分け隔てなく接してくださり、お陰様で安田小学校、

東雲小学校へ合格することができました。本校の抽選にもれて泣いている我が子にも私達親に

も温かい言葉をかけてくださり、その言葉を胸に東雲まで頑張れました。先生からの、「次はく

じあたるよ！」というメッセージ通りになりました。 
 また、大きな震災のあった年でした。机について落ち着いて勉強でき、先生のすばらしいご

指導を受けることができただけでも幸せです。東京学習社で学んだことを私はこれから子育て

で生かし、息子は小学校生活で生かしていくと思います。 
 心より感謝いたします。ありがとうございました。 

N・H 母 
 

 きしはたせんせいととうきょうがくしゅうしゃのみんなのせんせいのおかげでしののめしょ

うがっこうにうかりました。しょうがっこうにいったらせんせいたちにならったことをわすれ

ずにがんばります。 
S・K 
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 岸畑先生、並びに東京学習社の先生方、この度は、先生方のお陰で、東雲小学校に合格する

ことができ、家族全員で感謝いたしております。 
 かねてより、娘に岸畑先生の授業を体験させたかったので、ゼミや模試を通して、実現でき、

それだけでもとてもうれしく思っております。 
 学習社での授業のテンポや雰囲気を忘れず、小学校でもがんばってもらおうと思います。 
 本当にありがとうございました。 

S・K 母 
 
 オタマジャクシのせいちょうや、おみずをつかったじっけんなど、しらないことをたくさん

おしえてもらいました。たいへんだったけどたのしかったです。 
Y・CO 

 
 この度は、本当にありがとうございました。 
 先生の熱意・教室に広がる波動が娘を本気にさせ、お受験という未知の体験への恐怖・不安

から逃げない強い心を育てていただきました。 
 もっと早くに入塾させていれば、入学してからも困らない豊富な知識と思考回路が身に付い

たのではないかと感じているところです。 
 目の前に入学が迫っておりますが、これからも毎日前進していきたいと思います。ありがと

うございました。 
Y・CO 母 

 
きしはたせんせいへ 
 きしはたせんせい、いままでいろんなべん

きょうをおしえてくれてありがとうございま

した。つぎはしょうがっこうへいってがんば

ります。 
A・T 

 
   

わたし      きしはたせんせい
 
 この度は、娘の受験に際し、何から何まで本当にお世話になりました。合格通知が届く前に

先生から、「合格ですよ。良かったですね。」と、お電話いただいた時には、震えが止まらず、

園から帰宅してきた娘を抱き締め、二人で泣いてしまいました。これもひとえに岸畑先生のご

尽力のお陰であると、家族一同心から感謝しております。 
 東学に通い始めの頃は、人前で発言することが出来ず、名前を呼ばれても下を向き、黙った

ままの娘でしたが、先生は叱ることなく、常に誉めてくださり、良い部分を認めてくださった

お陰で自信が持てるようになり、授業で積極的に手を挙げ、皆の前でも発言することが出来る

ようになりました。 
 また、以前は難しい問題になるとすぐ、「わからない。」と言って、頼ってきていましたが、

徐々に自分で問題の意味を考え、解けるようになったのは、先生が常にプロセスを大切にする

ことを繰り返し授業の中で教えてくださったお陰だと思っております。 
 毎回 2時間という中で、勉強以外にも授業中の姿勢や返事、挨拶等の大切さ、日々の生活態
度や子どもとの接し方に関することまで詳しく教えて頂き、私自身も大変勉強になりました。 
 今後も先生方に教えていただいたことを忘れず、親子で力を合わせて頑張っていきます。本

当にありがとうございました。 
A・T 母 
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きしはた先生へ 
 たくさんおべんきょうおしえてくれてありがとう。やす田小学校合かくしてうれしいです。

どきどきしたけど、先生のおまじないでがんばれたよ。ありがとう♡ 大すき♡  
小川 紗愛 

 
 岸畑先生、諸先生方、第一志望の安田小学校へ合格することができました。ご指導頂きあり

がとうございました。心より感謝しております。 
 初めて東京学習社へ伺ったのは、娘がまだ生後 8ヵ月の時でした。どう子育てをしたら良い
かわからず悩んでいた時、偶然見かけたホームページを見て、なぜか気になり、電話をしたの

が最初でした。岸畑先生は小さい娘に 1対 1でいろいろ教えてくださり、母親の私にも子育て
の方法など優しく教えてくださいました。 
 そして、幼稚園に入園する前の 2歳から通わせて頂きました。入塾した頃は、まだ、下の娘
が産まれたばかりで、赤ちゃん返りがひどく、後ろから見ていても悪い所ばかりが目につき、

落ち込み、悩んだ日もありました。そんな時、先生からの、「たくさん誉めてあげなさい。かわ

いいじゃない。必死で困らせようとしているのよ。」の言葉に涙がとまりませんでした。あらた

めて娘との接し方の重大さを考えることができました。 
 年長になり、だんだんと受験が近くなり、素直に先生のやり方を真似できない娘に悩み、焦

り、心が折れそうになり、何度も受験なんてやめようと思うこともありましたが、その都度、

岸畑先生から温かいお言葉を頂き、娘と共に頑張ることができました。 
 受験が終わり、教室に戻って来た娘の顔は、少しお姉さんの顔に見えました。受験を通して、

親子共々成長させていただきました。本当にありがとうございました。 
小川 紗愛 母 


