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(株)東京学習社 

 

 岸畑先生、たくさん勉強を教えてくれて、ありがとう。1年生の勉強も頑張るよ。 

栗川 瞬生 

 

 この度、希望の小学校へ合格させて頂き、とても感激しております。これも、全て、岸畑先生の

お陰と、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 思えば、この2年間、辛いこともたくさんありました。仕事と家事と出産、3人の子育て、日々

の生活に追われる中で、息子の受験のことだけに集中することができず、息子には、随分、かわそ

うなことをしたと思っております。東京学習社に居る時だけが、唯一、仕事や家庭から離れ、息子

のことだけを考えてあげられる時間でした。東京学習社で、岸畑先生のお話を聞く度に、我にかえ

り、自分の子育ての不十分さに気づかされました。母親としての自分を育てる場でもあったと思い

ます。息子も私も、学習面だけでなく、人としても成長させて頂くことができ、とても感謝してお

ります。岸畑先生には、どのように恩返しをさせて頂いたら良いのか、悩みましたが、合格するこ

と、そして、この先も先生のそばで学ばさせていただくことが、一番の恩返しと思い、引き続き、

東京学習社で頑張らせていただこうと思っております。「勉強ばかりではなく、子どもの気持ちを一

番大切にしてあげなければならない。」という、先生の言葉を胸に、これからも子育てを頑張ってい

きたいです。 

栗川 瞬生 母 

 

 きしはたせんせい、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。 

 小学生になっても、とうがくにいきたいです。かんじをいっぱいおしえてください。 

T・J 

 

 お陰様で、第一志望の安田小学校に合格することができました。ひとえに先生方の厳しく優しい

ご指導によるものと感謝致しております。 

 年長になっての一年は、駆け抜ける日々でした。私共にとって小学校受験は、今までの子育てを

振り返り、子どもの成長を丁寧に見つめ直す場であると同時に、親子で一生懸命取り組む、新しく

楽しい学習の場でした。洗練された職人技のレベルの高い授業、優れた新教材が作成されており、

毎回、問題にわくわくして挑戦し、親子で頭を悩ませておりました。 

 



 
2 

 教室では、多くのお母様方やお友達と笑い、共に支え合い、そして、姿勢を正して学習領域はも

とより、人間教育を受けさせて頂きました。かけがえのない幼児期に、素晴らしい先生方、お母様

方、お友達との出会いを頂き、本当にありがとうございました。 

 日々の努力の大切さを胸に、東京学習社で培った学習、生活態度を踏まえ、自信を持って小学校

生活をスタートさせます。 

 岸畑先生、どうぞお身体をお大事になさってください。益々のご活躍、そして、東京学習社のご

発展を心より願っております。 

T・J 母 

 

きしはたせんせいへ 

 べんきょうをおしえてくださってありがとうございました。 

Y 

 

 岸畑先生、東京学習社の先生方、ありがとうございました。2歳の頃よりお世話になり、勉強方

法だけでなく、それ以外の躾や子育てについてもご指導頂いて参りました。安田幼稚園、そして、

今回、安田小学校に合格できたのも先生のご指導を一心に信じてきたことに尽きると思います。ま

た、塾に通うのは小学校に合格することが一番の目的でしたが、受験勉強以外のこともたくさん教

わり、今後、小学校に入り学習する上で、大事なことを教わりました。今思えば、小さな頃から東

京学習社に通わせて頂き、本当に良かったと感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ

いました。 

Y 母 

 

 きしはたせんせい、うえのせんせい、やまだせんせい、きしだせんせい、ありがとうございまし

た。 

 だいいちきぼうのしょうがっこうに、ごうかくできました。とってもうれしいです。 

 まいしゅう、とうきょうがくしゅうしゃにいくのがたのしかったです。 

 

M・M 

 

 岸畑先生をはじめ、東京学習社の先生方、約2年間本当にお世話になりました。第一志望の小学

校へ合格することができました。 

 2年前のスタートは、2時間じっと座ることさえできなかった娘でしたが、合格できたのも東京

学習社の先生方のお陰だと思っております。 
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 私が、子育てのことで悩んでいると、色々とアドバイスを頂き、娘だけでなく長女のこともとて

も気にかけてくださり、家族が一つになって小学校受験を乗り切ることができました。 

 岸畑先生、本当にありがとうございました。そして、私たちに関わってくださった皆様、ありが

とうございました。 

M・M 母 

 

きしはたせんせいとうえのせんせいへ 

 ぼくは、なぎさこうえんしょうがっこうへごうかくしてうれしいです。三年間おしえてくださっ

てありがとうございました。ほんとうにありがとうございました。 

松本 鯉優 

 

 長い年月の思いが実り、なぎさ公園小学校へ合格することができ、心が晴れ渡りました。この上

ない喜びを息子とかみ締めております。これもひとえに岸畑先生をはじめ、先生方皆様にお力添え

をいただきましたこと、最後まで熱心にご指導くださいましたことと心より感謝致しております。 

 息子は、2歳から東京学習社へ通わせて頂き、飛び級で学ばせて頂きました。数年先を見据えた

内容の授業に、（なんとかついていかなくては）という思いで頑張って参りました。 

授業は、ユーモア溢れる楽しい時間と集中させる時間とのめりはりのあるもので、息子は意欲的

に参加していたように思います。また、不安なことがあれば、岸畑先生にご相談させて頂き、アド

バイスや励ましのお言葉を頂いて、心が軽くなり、また頑張ろうという意欲が出ました。 

そして、植野先生には、いつも明るく優しく励まして頂きました。とても熱心で愛情のある先生

方と出会え、惜しみなくたくさんのことを教えて頂きましたことに感謝致します。 

また、息子と一緒に目標に向かって頑張った時間は、かけがえのない大切なものになったと思い

ます。そして、これからも東京学習社でご指導頂きましたことを心の糧にし、頑張っていきたいと

思います。 

末筆ではございますが、岸畑先生、植野先生、山口先生、瀧口先生、岸田先生、山田先生には、

大変お世話になりまして、本当にありがとうございました。 

松本 鯉優 母 

 

 2つともがんばってごうかくしました。せんせいありがとうございました。1ねんせいたのしみ

です。 

R・I 
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 岸畑先生をはじめ、諸先生方のご指導のお陰で、安田小学校、なぎさ小学校に合格することがで

きました。悩んだり、不安になったりと、様々なことがありましたが、東学に通い、先生方のご指

導を受けて間違いはなかったと実感致しております。 

 合格は息子にとって、とても大きな自信となりました。本当にありがとうございました。 

R・I 母 

 

 きしはたせんせい、うえのせんせい、やまだせんせい、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。ごうかくしてうれしいです。 

Y・H 

 
 岸畑先生をはじめ、植野先生、山田先生、東京学習社の皆様に大変お世話になり、ありがとうご

ざいました。お陰様で、志望校に合格でき、ほっとしております。年中の冬から入塾して、困難な

日々が続きました。私自身、眠れない夜は何度もあり、諦めようと考えたこともありました。でも

子どもはその気持ちとは逆に、「楽しい小学校へ行きたい。」「東学で頑張りたい。」と、勉強する意

欲が強くなっていきました。それも東学で学んだ力だと私は実感しております。聞く・考える力、

見守り誉めることは、息子を大きく成長し、受験勉強以上の学びが備わったと思っております。む

らがあり、マイペースな所がある息子の様子を優しく厳しくご指導頂き、本当に感謝しております。

とても心強かったです。未熟な私自身も、東学で子育てのお勉強をたくさんさせて頂きました。 

Y・H 母 

 

 なぎさ公園小学校に合格できて、とっても嬉しいです。 

 先生、お勉強を教えてくれてありがとうございました。これからも、一生懸命がんばります。 

高橋 賢次 

 
 この度、無事に、第一志望のなぎさ公園小学校へ合格することができ、岸畑先生をはじめとする

先生方には、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 東京学習社に出会い、学力をつけることだけでなく、受験するにあたっての親や子の心構え、躾

や子育ての仕方にわたることまで、ご指導頂き、親である私が子どもの頃に厳しく大人に言われて

いたことを思い出し、はっとさせられました。東京学習社おに出会ったお陰で、子育てに関する大

切なことを思い出すことができ、親としての在り方などを再確認でき、受験を通して学ぶことが多

く、とても勉強になりました。合格したことも勿論ですが、それ以上に、いろいろなことを学ばせ

て頂いたこと、とても感謝しております。 

 今後も、しっかりと子どもに寄り添い、子どもと一緒に成長していきたいと思います。 

高橋 美紀 
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 きしはたせんせい、うえのせんせい、ずっとじゅくでおしえてくれたおかげで、うかってうれし

かったです。きしはたせんせい、うえのせんせい、ありがとうございました。 

Ｒ・Ｓ 

 

 この度は、なぎさ公園小学校に合格することができ、大変嬉しく思います。 

 岸畑先生、植野先生、諸先生方には、長男の時より大変お世話になり、感謝しています。 

 途中、「本当に大丈夫だろうか。」「うちの子でもやっていけるのだろうか。」と悩んだ時、岸畑先

生からお電話を頂き、励まして頂き、ここまでくることができました。 

植野先生には、いつも話を聞いてもらい、心強く、また、先生に癒されました。 

子どもも先生方が大好きで、全く嫌がらず、通うことができました。 

娘は、人前で話すことが苦手で、自分を表現できませんでしたが、すっかり明るくなり、人前で

話すことも平気になり、とても活発になりました。塾に通わせて頂いて、心より良かったと思いま

す。本当にありがとうございました。 

Ｒ・Ｓ 母 

 

 きしはたせんせい、なぎさしょうがっこうにごうかくできました。じゅくのおべんきょうがたの

しかったです。なぎさしょうがっこうにはいったら、おともだちとたのしくべんきょうをがんばり

ます。 

Ｋ・Ｙ 

 

 なぎさ公園小学校より合格通知を頂きました。年長の夏休みに開催されたイベントで、娘が、「こ

の小学校に行きたい。」と言い始め、慌てて受験準備を始めました。 

 公立小の学区にも恵まれており、特別の事情がなければ、公立小に進ませるつもりでした。慌て

て、東京学習社へ問い合わせ、受け入れて頂き、そこから猛勉強。岸畑先生の厳しくも愛のある言

葉を励みに頑張ってきました。 

 今年度より、入試傾向も変わりましたが、娘は、「試験も楽しく頑張れた。」と言っておりました。 

 短い期間でしたが、協調性の授業では、マナーやお友達への配慮など、学ぶことがたくさんあり、

成長を感じました。 

 娘が、無事合格できましたのも、岸畑先生や植野先生、山田先生のお陰と感謝しております。本

当にありがとうございました。 

Ｋ・Ｙ 母 
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きしはたせんせい、うえのせんせい、きしだせんせいへ 

いろいろ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べんきょうがんばります。 

田中 真矢 

 

 お陰様で、この度、無事に志望校に合格することができました。はじめは、表情も暗く消極的で、

授業もなかなか打ち解けることができず、学力も伸びない時期があり、受験を諦めかけたこともあ

りましたが、ベテランの先生方のご指導により、子どもが本来持っている無限の可能性を引き出し

てくださり、学ぶことの楽しさや達成感を味わうことで、小学生になっても塾で学んだことを糧に、

充実した6年間を過ごしてくれることと思います。しっかり誉めてくださったお陰で、子どもが勉

強に取り組む姿勢も変わってきましたし、何よりも自信がついたことで、向上心が芽生えたことを

実感しています。最後まで、熱意を持ってご指導くださり、本当にありがとうございました。 

田中 順子 

 

 ぼくは、やすだしょうがっこうにうかってうれしいです。きしはたせんせい、たくさんおしえて

くれてありがとうございました。これからもがんばるからおしえてください。 

U・T 

 

 この度は、志望校へ合格させて頂き、ありがとうございました。東京学習社に来させて頂き、早

一年と少し。萎縮していた息子をとても熱心に見て頂きました。息子も、岸畑先生、岸畑先生とす

ごく懐き、本当に楽しく通うことができました。また、私も同様、不安な日が続く頃に、岸畑先生

の支えがあったお陰でここまでやって来られたと思います。本当にありがとうございました。 

U・T 母 

 

 なぎさこうえんしょうがっこうにごうかくできてうれしいです。 

 これからもおべんきょうがんばります。 

小瀧 美海 

 

 なぎさ公園小学校を目指し、今年の2月より東京学習社で学ぶようになりました。 

 娘は早生まれということもあり、周囲のお子様に比べ、ゆっくりとしたペースでした。しかし、

先生方は、娘を急がすことなく待ってくださり、自信が持てるように頑張っていることやできたこ

とを見つけては、常に誉めて接してくださいました。また、習ったことの復習プリントがあること

で、家に帰ってからも学習するという習慣が自然と身につきました。 
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 私自身も初めての経験で、戸惑うこともたくさんありましたが、何時でも丁寧に対応し、細かく

アドバイスをしてくださいました。そして、娘の能力を肯定し続けること、誉めることの大切さを

教えて頂きました。その結果、なぎさ公園小学校に合格することができ、とてもうれしく思い、感

謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

小瀧 美海 母 

 

 じゅくは、たのしかったです。なぎさにうかってうれしかったです。きしはたせんせい、うえの

せんせい、ありがとうございました。 

Ｋ・Ａ 

 

 短い間でしたが、大変お世話になりました。長女、長男と合格致しましたのも、先生方々のお陰

です。塾といいましても、2人共嫌がらず、むしろ喜んで行っていたように思います。貴重な経験

をさせて頂き、なぎさ公園小学校で発揮してくれたらと願っております。 

Ｋ・Ａ 母 

 

 せんせいありがとう。なぎさしょうがっこうにはいって

もがんばります。 

Aちゃん 

 

 

 この度、娘が念願のなぎさ公園小学校に合格することができました。岸畑先生をはじめ、諸先生

方のご指導の賜物と大変感謝しております。 

 受験をするなら塾に通わせないといけないという周囲の言葉を聞き、当初はそこまでしなくても

良いのではないかと思っていました。しかし、家で勉強を教えることは、どうしても厳しくなって

しまい、何度も娘を泣かせ、このままでは、親子関係が悪くなるのではないかと悩みました。 

 娘は、大変恥ずかしがり屋で、引っ込み思案です。知人の紹介で、サマーゼミから通塾しはじめ

ましたが、不安で東学に通うことを嫌がっていました。しかし、先生に頭をなでて誉めていただく

ことで、娘は少しずつ変わり、授業では手を挙げ、発表ができるようになりました。 

 東学に通うことで、学習面だけでなく、娘の成長が見られ、大変感謝しております。 

Aちゃん 母 
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せんせいへ 

 いろいろなことをおしえていただき、ありがとうございました。 

Kちゃん 

 

 岸畑先生、植野先生、東京学習社の皆様には、大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。 

 希望するなぎさ小学校に合格することができて、とてもうれしく思っております。これも東京学

習社でご指導頂いたお陰だと感謝しております。 

 親子共々、東京学習社で学べて本当によかったと心より思っております。ありがとうございまし

た。 

Kちゃん 母 

 

 せんせいありがとう。 

Ｙ・Ｔ 

 

 この度は、なぎさ公園小学校受験にあたり、ご指導ご支援頂き、ありがとうございました。 

 岸畑先生のお陰で、無事なぎさ公園小学校に合格することができ、親子共々大変感謝しておりま

す。 

Ｙ・Ｔ 母 

 

 きしはたせんせい、おべんきょうをおしえてくれてありがとうございます。ごうかくできてうれ

しいです。 

大橋 永知 

 

 この度、希望の小学校へ合格させて頂き、大変感謝しております。 

 短い期間でしたが、たくさんのことを学び、成長できたと思います。厳しくも温かいご指導に、

息子も楽しんで通うことができました。この短期間で合格できましたのも、岸畑先生、植野先生、

諸先生方のお陰です。本当にありがとうございました。 

大橋 永知 母 

 

 

 



 
9 

 

 岸畑先生、植野先生、山口先生、山田先生、岸田先生、たき口先生、いつも勉強を教えてくださ

り、ありがとうございました。これかも一生けんめいがんばります。 

前田 麗乃 

 

 入塾させて頂くまでは、随分敷居が高く感じたのですが、懇切丁寧にご指導頂きました。娘にと

っては単純に勉強を教わったという感覚ではなく、様々な刺激を受け、また、常に楽しく勉強する

ことができ、本当にあっという間の1年余りでした。 

 そんな中でも印象に強く残っているのは、答案用紙へ書かれる岸畑先生のコメントです。テスト

の採点の後、手元に答案用紙が戻ってくるといつも、採点以上に気になりました。そこには、娘の

現在の状態のみならず、家庭内での勉強に取り組む姿勢などにも的確なコメントが書かれており、

先生はここまでお見通しなんだなと思いました。ご指摘を頂くまで、全く気づかなかった内容もあ

りました。先生のお言葉が私たちの羅針盤となりました。 

 合格の結果を知った時、本当に家族みんなで喜びましたが、これも岸畑先生をはじめ、東京学習

社の先生方、スタッフの方々のお陰と感謝致しております。ここで学んだいろいろなことを糧に、

これからも、さらに多くのことを学び、成長できたらと考えています。本当にありがとうございま

した。 

前田 麗乃 母 

 

 きしはたせんせい、とうがくのせんせい、ありがとうございました。やすだしょうがっこうで、

たくさんともだちをつくって、いっぱいべんきょうします。 

T・M 

 

 この度、念願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、諸先生方の熱意の

ある温かいご指導のお陰だと思っております。 

 今年一月に行われた模試をはじめて受けさせて頂いた際には、自信をなくす結果で、通学するこ

とへの不安もありましたが、授業を夫婦で見学・体験させて頂き、受験の結果よりも小学校へ入学

するまでの貴重な一年間に、ぜひ、東京学習社の教育を受けさせたいと強く思い、入塾を決めたこ

とを思い出します。 

 東京学習社で学んだ『生きる力』を基本とし、これからの小学校生活を素晴らしい環境の下、楽

しく伸び伸びと様々なことを学ばせて頂きたいと思います。本当にありがとうございました。 

T・M 母 
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 ありがとうございました。おべんきょうもすきになりました。がんばります。 

E 

 

 岸畑先生、諸先生方、この度は、合格へ導いてくださり、本当にありがとうございました。こち

らへの入塾は、広島に引っ越しをして参りましてすぐでした。学校の情報も、土地勘も何もわから

ず、不安ばかりの日々でしたが、夫婦で悩みが出る度に、岸畑先生にご相談申し上げ、心を新たに

前へ進んで参りました。岸畑先生に教えて頂くことが大好きな娘は、授業にも積極的に参加をさせ

て頂きました。植野先生にも優しく声を掛けて頂き、いつも嬉しそうにしておりました。 

 合格を頂いた娘は、今まで以上に、日々の勉強や読書が好きになりました。これも、東京学習社

で学ばせて頂いたお陰です。感謝の思いを一言では言い尽くせませんが、本当に、ありがとうござ

いました。入学後も、親子で前進して参ります。 

E 母 

 

 きしはた先生、二年間べんきょうをおしえてくださって、ありがとうございました。日記を宝も

のにします。安田小へ行くのがたのしみです。 

K・R 

 

 この度、息子を念願の安田小学校へ合格させて頂きました。これもひとえに、岸畑先生、植野先

生、諸先生方のご指導と熱意溢れるお力添えのお陰であったと、心より感謝しております。 

 今回、合格の決め手になったのは、岸畑先生の教育方針であられる「問題を解くプロセスを大切

にすること」及び、「飛び級教育」にあると実感しております。 

 息子は、二月生まれという先入観から、受験用の問題集をただ繰り返すだけの勉強をさせており

ました。しかし、飛び級のご指導を頂いたことで、息子の忍耐力、自己解決力が伸び、生きる力の

基礎を養って頂きました。それは、息子にとって大きな励みとなり、9月に入る頃には、「安田小へ

行きたい。」と、自ら勉強に取り組んでおりました。 

 今後も、岸畑先生のご健勝と東京学習社の益々のご発展を祈願して、感謝の言葉とさせて頂きま

す。本当にありがとうございました。 

K・R 母 
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きしはたせんせいへ 

 こんにちは。わたしは、いわてだいがくきょういくがくぶふぞくしょうがっこうにごうかくする

ことができました。 

 せんせいにおしえていただいたことをおもいだして、がんばりました。 

 いろいろとおしえてくださってありがとうございました。 

 もりおかはさむいです。このあいだ大ゆきがふったとき、まんしょんのべらんだで大きいゆきだ

るまをつくりました。 

 1ねんせいになっても、もりおかでがんばりたいとおもいます。 

遠藤 瞭奈 

 

 先週の大雪で、盛岡の街は、すっかり冬景色…。改めて、東北に住んでいるのだと実感しており

ます。 

 先日は、お忙しい所、お話する時間を頂き、ありがとうございました。お陰様で、瞭奈も無事、

望んだ学校に合格することができ、また、先生にも喜んで頂くことができて、本当に嬉しいです。 

 先生の声を聞いて、改めて、合格の喜びが2倍にも3倍にもなり、湧いてきました。 

 昨年の今頃から約1年間、親身になってご指導頂き、ありがとうございました。 

 瞭奈は、いつも楽しく授業してくださる先生が大好きで、休み時間などに寄って行っては、時に

失礼なことをしてしまったりして…。その節は、申し訳ございませんでした。 

 最後の大切な1ヶ月を先生の下でご指導を頂けないことは不安でしたが、これまで授業や模試で

書いて頂いた先生のメッセージを読み返しながら、何とか頑張り抜きました。瞭奈も、先生に自信

をつけていただいていたようで、本番も平常心で臨めたようです。当日は、とにかく周りの子に惑

わされず、東京学習社で教えて頂いた通りに、胸を張って臨むように伝えました。 

 結果、例えば、みんなで1つの物を運ぶ課題の時、「みんなで運ぼう。」とか、「ここに運ぼう。」

と、声を出せたのは、瞭奈だけだったようですし、歌を歌う課題も、歌い出せない子もいる中、瞭

奈は、すぐに歌い出すことができたようです。「楽しかったあ！！」と、笑顔で試験から戻って参り

ました。先生が、時に厳しく、時に温かくご指導くださったお陰です。本当にありがとうございま

した。 

 春に広島に行った際には、笑顔でご報告、お礼に参りたいと思います。 

 それでは、寒さ厳しき折、また、国立の試験も間もなくだと思いますが、どうぞ、先生もお身体

大切に、良いお年をお迎えくださいませ。 

遠藤 瞭奈 母 
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 きしはたせんせい、しょうがっこうにごうかくできてとってもうれしいです。ありがとうござい

ました。 

K・M 

 

 この度は、志望校へ合格することができ、大変嬉しく思っております。 

 短い期間でしたが、娘は、東京学習社へ通い、受験に対して意識の変化が見られ、何事にも意欲

的な気持ちを持てるようになりました。 

 これも全て、岸畑先生の優しく熱心なご指導のお陰と感謝の気持ちでいっぱいです。 

 本当にありがとうございました。 

K・M 母 

 

岸畑先生、植野先生、山田先生、岸田先生、山口先生、瀧口先生、沢山べんきょうを教えてくだ

さってありがとうございます。これからも、いっぱい教えてください。私もがんばります。先生全

員大好きです。 

M・S 

 

 娘は、年少の 12 月に「飛年中コース」に入れさせて頂きました。最初は、ついていくことがで

きるかどうか心配しましたが、お兄さん、お姉さんと一緒に勉強する中、「私も頑張るぞ。」という

強い意志が育まれ、成績が徐々に上がるようになりました。飛び級教育のお陰で、娘は基礎学力だ

けではなく、精神的な面もバランスよく伸びるようになり、親子共々心に余裕を持って、受験に挑

むことができました。 

 脳鍛授業の難しい問題も、学んだ内容を応用して答えを導くことができるようになり、解いたこ

とがない問題でも、じっくり考えて解答するようになりました。受験勉強としての学習だけではな

く、今後学ぶ上で必要と思われる学習姿勢を身に付けることができたと感じており、大変感謝して

います。 

 また、娘は、人前で話をすることがとても苦手でしたが、全員発表できるように授業を進めてく

ださったお陰で、今では、皆さんの前でも、積極的に発言するなど、自分に自信を持つようになり

ました。 

 岸畑先生をはじめ、先生方の時に厳しく、且つ温かいご指導を頂き、志望の学校に合格すること

ができました。これからも小2コースにて、よろしくお願い致します。 

M・S 母 
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 せんせい、いままでおしえてくださってありがとうございました。 

 ぼくは、べんきょうがとてもたのしかったです。 

 一ばんうれしかったことは、せんせいといっしょにべんきょうをしたことです。 

T・I 

 

 目標としてきた志望校に合格することができました。この度の合格は、東京学習社の先生方のご

尽力のお陰であると、心から感謝しています。 

 年少の夏休みに体験授業を受けた息子の様子を昨日のことのように思い出します。知らないこと

を教えてもらえる、誉めてもらえる、未知の世界に飛び込んだ息子の目は輝いていました。 

 飛び級生として一緒に学ばせて頂いた、学年が 1 つ上のお兄さん、お姉さんは、息子にとって、

お手本であり、憧れの存在でした。いつも優しく声をかけてくれるお兄さんがいて、「○○くんみた

いになりたい。」と、目標を持って楽しく通っていました。年長になり、いよいよ受験生となった時、

年中の間に身に付けた集中力と思考力は、息子にとって大きな力となっており、年長の時に、思わ

ぬ家族の闘病で、受験に専念することができなかった私共親子にとって、飛び級制度は、大変あり

がたいものでした。この年中の1年間がなければ、今回の合格は難しかったと思います。 

 岸畑先生が提示される問題は、息子にとって簡単過ぎず、難し過ぎず、飽きることなく現状に満

足することのない、最高の問題でした。入試前日まで熱心にご指導頂き、お陰様で、入試当日は、

実力以上の力を発揮することができたようです。 

 私は、岸畑先生が息子を信じて待ち続けてくださったこと、植野先生が声を掛け続けてくださっ

たことに心から感謝しています。また、一緒に頑張ったお友達、同じ目標に向かい、励まし合った

お母様方に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。 

T・I 母 

 

 きしはたせんせい、うえのせんせい、きしだせんせい、やまだせんせい、たきぐちせんせい、や

まぐちせんせい、いろいろなことをおしえてくださり、ありがとうございました。 

 しののめしょうがっこうにごうかくしたので、うれしいです。はやく、がっこうへいきたいです。 

1 ねんせいになったら、べんきょうをがんばりたいとおもいます。きしはたせんせい、よろしく

おねがいします。 

吉岡 凛 
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 この度、娘が東雲小学校に合格することができました。 

 これもひとえに、岸畑先生をはじめ、東京学習社の先生方のご指導のお陰だと感謝しております。

本当にありがとうございました。 

 「お姉ちゃんと同じ東雲小学校に通いたい。」と、一心に頑張る娘に対し、上手く導いてやること

のできない、不甲斐無い母でした。 

 新たなスタートに際し、娘と共に成長していきたいと思っております。今後とも、何卒、よろし

くお願い致します。 

吉岡 美樹 

 

きしはたせんせいへ 

 おべんきょうおしえてくれてありがとうございました。これからもがんばります。 

A・S 

 

 岸畑先生、東京学習社の先生方、大変お世話になりました。お陰様で、子どもと両親とも、第一

志望の小学校に入学できることとなり、先生方には、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 思い返せば1年3ヶ月ほど前、入塾させて頂き、そこからは、親子二人三脚で歩んで参りました。

途中、成績が伸び悩み、岸畑先生、植野先生からの叱咤激励の中にも優しさや子どもに対する愛情

を感じられ、親としましては、どれだけ励まされたかわかりません。 

 また、先生方の優しさ、責任感の強さは、抽選の日、他塾の先生方はいらっしゃらず、東京学習

社の先生方のみ校内で応援してくださり、そして、最後の結果まで、寒い中、ずっと待っていらっ

しゃった姿に胸が熱くなり、本当に先生方に娘をお願いしてよかったと心から思いました。 

 小学校生活が始まっても、東京学習社で学んだ品格、勉強に取り組む姿勢を大切にして、歩んで

参りたいと思います。 

A・S 母 

 

 3 日間という短い期間でしたが、内容の濃い授業で集中でき、しっかりと直前の対策ができまし

た。 

 母親である私の心構えも、今一歩足りなかったと考えを改めるいい機会となりました。 

 ゼミに通わせて頂き、本当に良かったです。 

 ありがとうございました。 

S．A． 母 
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 きしはたせんせい、うえのせんせい、やまぐちせんせい、やまだせんせい、きしだせんせい、た

きぐちせんせい、やすだしょうとしののめしょうにごうかくしました。しののめしょうがっこうで

がんばるよ。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。 

       

坂角 朱音 

 

 岸畑先生をはじめ、諸先生方の熱心なご指導のお陰で、無事、安田小学校と広島大学附属東雲小

学校に合格することができました。 

 思えば、娘が保育園の年中生になり、幼稚園教育と比べて足らない要素を塾で鍛えて頂こうと、

門を叩いたのがきっかけでした。しかし、仕事に明け暮れて、娘を放置していたせいか、体験初日、

娘はさめざめと泣き、はらはら致しましたが、入塾初日には、先生方の笑顔や温かい励ましもあり、

花まる1,000点を頂き、すぐに馴染めました。 

 年長生になり、優秀なお子様が次々と入塾され、娘は何度か順位を落としたことがあり、泣いて

諦めようとしたことがありましたが、娘は、「やめない！！」と言い張り、困り果てていた矢先、岸

畑先生より、「箸にも棒にもかからない我が子ならば、最初からこの学習の道を選んでおられなかっ

たはず。どんなことがあっても、愚痴をこぼさず、目的地に到着するまでは、『努力』です。苦しめ

ばきっと良いことが待ち受けています。」とのお手紙を頂きました。その後も悩みが何度も繰り返し

押し寄せて参りましたが、その都度、適切なアドバイスをくださり、第一志望の東雲小学校に辿り

着くことができました。このお言葉を忘れずに、これからも親子共々、一路邁進していきたいと思

っております。本当にありがとうございました。 

坂角 朱音 母 

 

きしはたせんせいへ 

 いままでべんきょうをおしえてくださってありがとうございました。べんきょうをするのがたの

しかったです。いちばんいきたかった安田小学校にごうかくしてうれしいです。これからもがんば

ります。 

K 
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 この度は、念願の志望校に合格することができました。岸畑先生をはじめ、先生方には大変感謝

しております。 

 小学校受験という全く未知の世界に対し、不安だらけの日々でしたが、先生方のお力添えで、な

んとか乗り越えることができました。模試の成績に一喜一憂した日々が、今となっては懐かしく感

じられます。 

 岸畑先生のお話、そして、厳しいお言葉に、毎回、気が引き締まると共に、その厳しさを補って

余りある温かい指導に、勇気を頂きました。子どもにとっても、楽しく、刺激的な日々だったと思

います。小学校に入学以降も、この経験を生かし、親子共々頑張っていこうと思っております。 

 本当にどうもありがとうございました。 

K 母 

 

Dear Kishihata Sensei 

Thank you for teaching me study. 

I passed The Yasuda Elementary School thanks to the teacher. 

So many prints （make me）thank you. 

It was difficult but teachers tell me so many thing, then I correct. 

So many answers tell me thank you. 

 

【和訳】 

岸畑先生へ 

勉強を教えてくれてありがとうございます。 

私は、先生のお陰で安田小学校に合格しました。 

たくさんのプリントを作ってくれて、ありがとうございます。 

それらは、とても難しかったけれど、先生からたくさんのことを教えてもらったので、 

正解することができました。 

たくさんのことに答えてくれたことに感謝しています。 

Rio 

 

 きしはたせんせい、ありがとうございました。なぎさこうえんしょうがっこうにごうかくしまし

た。ありがとうございました。Thank you very much. 

豊澄 成光 
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 岸畑先生、植野先生、諸先生方には、大変お世話になりました。この度、無事、なぎさ公園小学

校に合格できたのも、先生方のご指導あってこそでした。 

 時には、子どもと考え、子どもに寄り添い、子どもが理解できなくても、できるまで根気よく説

明をしていただきました。 

 最後の最後まで、応援してくださる姿に、親子共々、安心と落ち着きを得ることができ、受験に

挑むことができました。 

 心から御礼申し上げます。 

豊澄 美希 

 

 この度は、なぎさ公園小学校へ無事合格することができました。誠にありがとうございました。

これも、岸畑先生を始め、東京学習社の先生方のお陰です。 

 一昨年の 10 月、小学校受験を考え始め、塾へ自ら足を運び、目で見た結果、他ではなく「東京

学習社」を選び、本当に良かったです。 

 通塾し、岸畑先生には、親子共々勉学はもちろんですが、物事の考え方や、その他多くのことを

学び、精神面も鍛えて頂きました。子どもとの人間関係もより強く、子どものことをよく理解し、

見つめ合うことができた貴重な時間を頂きました。授業の取り組む態度や内容、模擬テストの結果

に一喜一憂し、不安となり、先生にご相談させて頂く度に、いつも、「大丈夫ですよ。子どもを信じ

なさい。認めてあげなさい。」と、穏やかにご指導を頂き、常に心丈夫となり、息子を認めてあげる

自信がついてきました。 

 また、いつも喝を入れて頂きつつも、息子を信じ、認めてくださいました植野先生。 

 岸田先生、山田先生は、授業中、手を挙げても当てて頂けなかった時や、シールをもらえずに、

机で悔し涙を流している息子の姿に気づき、いつも優しくフォローしてくださいました。 

 そして、何よりも東学を選んだ理由の一つですが、初めて塾を訪問した際に、親切丁寧にご説明

を頂き、相談にのって頂いた瀧口先生。 

 皆様に本当に感謝するとともに、お会いでき、ご指導頂き、本当に良かったと思っております。 

小学校生活を楽しみつつ、多くのことにチャレンジをし、可能性を信じ、東京学習社の名に恥じ

ぬよう、今まで学んできたことを基礎に、しっかり勉強して頑張ることが、岸畑先生や東京学習社

の先生方への恩返しであると思っております。 

なぎさ公園小学校の制服を着て、胸を張ってご挨拶に伺えるよう頑張ります。引き続き、ご指導、

ご教示くださいますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。 

中西 愛美・謙至郎 

 


