
 

(株)東京学習社 

 

 

難波 琉玖人 

 

 岸畑先生、東京学習社の諸先生方、本当にお世話になりました。第一志望である安田小学校に無

事合格しました。本当にありがとうございます。 

 兄の受験に手をとられ、ついつい放ったらかしで、どうなることかと心配でしたが、先生方の愛

ある叱咤激励に気持ちを引き締め、頑張ることができました。 

 琉玖人本人も、とても行きたかった安田小学校に合格することができ、とても喜んでいます。 

 小学校入学というスタートラインに立ったばかりですが、これからも卒塾まで東京学習社にお世

話になりたいと思います。 

 小学校受験という経験は、これから先の人生においても良い糧となると思います。ありがとうご

ざいました。そして、宜しくお願いします。 

難波 琉玖人 母 
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きしはたせんせいへ 

 ありがとうございました。やすだしょうがっこうにごうかくして、とてもうれしいです。これか

らもがんばります。 

K・O 

岸畑先生、東京学習社の先生方へ 

 岸畑先生をはじめ、東京学習社の皆様には、大変お世話になりました。 

 知人の紹介で通塾し始めましたが、2時間ずっと座ることができず、(このままやっていけるのだ

ろうか。)と、何度も悩んだり、不安になったり、色々ありました。1 番変わったのは主人でした。

受験日 1 ヶ月前に、何を思ったか熱心に取り組んでくれるようになりました。自ら塾へ足を運び、

息子の授業が終わっても残って勉強を教えたり、当初、私が面接を行う予定でしたが、自らやると

申し出てくれ、私はやることがなくなってしまうくらい主人が変わりました。 

 塾に通うのは、小学校に合格することが 1 番の目的でしたが、家族が 1 つになって協力し合えた

ことが、息子にとって本当に良かったことだと思います。 

 『合格』は、息子にとって大きな自信となり、これからもっと成長してくれると思います。本当

にありがとうございました。心から感謝を込めて。 

K・O 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。いつまでもげんきでいてください。 

Y・M 

 

 『幼稚園では遊び、東学ではお勉強を。』うろ覚えですが、広島の幼稚園を紹介した本の、岸畑先

生と幼稚園の園長先生との対談を拝読し、東学の門を叩いたのは 3歳の頃でした。 

 当時は、小学校受験など全く考えておらず、ほんの軽い気持ちでの入塾でしたが、塾通いを続け、

成長を目の当たりにすると欲が出てしまうもので、今回、安田小学校を受験し、お陰様で合格する

ことができました。 

 東学は、子どもにとって『勉強する場』というスイッチを入れる学習に理想的な環境だったと思

います。 

 岸畑先生をはじめ、植野先生、山田先生、岸田先生の深い愛情、親身になってのご指導に子ども

を大きく成長させて頂いたと、心より感謝しております。この度は、誠にありがとうございました。 

Y・M 父 
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きしはたせんせいへ 

しょうがっこうにはいって、いっぱいおべんきょうして、6 ねんせいになったら、もっともっと

おべんきょうをして、ちゅうがっこうにはいります。 

北川 尚幸 

 

岸畑 恭仁栄 先生 

 この度は、息子を志望校合格へ導いて頂き、本当にありがとうございました。年中夏からお世話

になりましたが、入塾当初は、土曜コースの授業に親も子もついていくことができず、涙する日も

多くありました。正直、受験を考え直そうかとも思いましたが、先生の熱意と｢大丈夫よ。｣と、常

に温かく見守って頂いたお陰で、この日を迎えることができました。息子は、東京学習社で学ぶこ

との楽しさを知り、小学校さらには中学校で勉強することを既に考えているようです。東京学習社

と岸畑先生との出会いに心から感謝しております。ここまで伸ばして頂いた息子の力をさらに成長

させていくために、親として今後も努力していこうと思っていますので、引き続きご指導のほど、

宜しくお願い致します。 

北川 尚幸 母 

 

きしはたせんせいへ 

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した。やすだしょうがっ

こうにいってもがんばります。 

YM 

 

 岸畑先生をはじめ、東京学習社の先生方には、娘の小学校受験に際し、母子ともに大変お世話に

なりありがとうございました。お陰様で、安田小学校となぎさ公園小学校より合格を頂き、大変あ

りがたく思っております。 

 小学校受験を視野に入れていましたが、遠方で、私の仕事の都合などもあり、幼少からの通塾が

困難だったため、家庭学習でできない部分を補うぐらいの気持ちで、1 年間だけ塾に通う予定にし

ておりました。しかしながら、東京学習社で得られたものは予想以上で、学習面はもちろんですが、

生活面、子育ての仕方、大袈裟かもしれませんが、生き方まで学ばせて頂くことができ、岸畑先生

に巡り会えたことと通塾できる機会が得られたことに大変感謝しております。 

 「小学校受験は、母親の子育て評価です。」と、ことあるごと仰り、娘の態度が私の鏡、成績がま

るで私自身の評価のように感じられ、プレッシャーに押しつぶされそうになることもしばしばでし

たが、本来の目的である『楽しく学ぶ』ということを常に頭に置き、初心を忘れず頑張りました。
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努力したことは必ず評価して頂けるという環境は居心地が良く、要所要所で頂ける岸畑先生の的確

なアドバイスのお陰で、特に後半半年の学力及び精神面での伸びは大きく、自信を持って本番に挑

めたように思います。 

 小学校入学後も引き続き東京学習社で学ばせて頂き、本物の品格と生きる力が身に付くよう、今

後ともご指導宜しくお願い致します。 

YM 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、たきぐちせんせい 

いままでたくさんのおべんきょうをおしえてくださり、ありがとうございました。やすだしょう

がっこうにいっても、がんばっておんべんきょうをして、おいしゃさんになります。 

小林 由奈 

 

 お陰様で、無事安田小学校へ合格することができ、大変嬉しく思います。これも偏に、岸畑先生

をはじめ、東京学習社の先生方の熱心なご指導とお力添えのお陰だと改めて感謝致しております。 

 共働き家庭という環境の中で、自宅学習の時間も思うように取れず、焦りや不安で心折れそうな

時期もございましたが、先生方のお言葉に何度も励まされ、合格を勝ち取ることができました。 

 娘も入学を心待ちにしながら、小学校生活に夢を膨らませております。 

 小学校へ行っても、東京学習社で学んだことを活かし、将来の夢へ一歩ずつ近づけるよう、今後

も導いてやりたいと思っております。 

小林 由奈 母 

 

『安田小学校に合格できて嬉しかったよ。』 

 

 僕は、安田小学校に合格できて、とても嬉しかったです。勉強は、難しくてとても大変だったけ

れど、頑張ってよかったです。 

入試の前に、岸畑先生がおまじないをしてくださったので頑張れました。お友達がいたから頑張

れました。入試の日の朝、先生たちが、「きっとできるよ。」と、応援してくれて、握手してくれた

から頑張れました。 

 小学生になったら、学校で昼休みにサッカーがしたいです。勉強もたくさんがんばります。 

 先生、たくさんたくさん勉強を教えてくださって、ありがとうございました。これからも宜しく

お願いします。 

山中 悠凧 
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『合格に導いてくださったことに、心より感謝致します。』 

 

 私どもは、福岡より広島へ転居して参りました。受験準備期間がたった半年しかなく、不安な気

持ちで東京学習社を訪れたのが、年長のゴールデンウィーク明けでした。その際に、岸畑先生をは

じめ、皆さんがとても優しく迎え入れてくださり、安心して通い始めることができました。 

 勉強の内容は、時には楽しく、時にはとても難しく、息子は授業内容についていけず、泣き出す

こともありました。その都度、頑張るように励まし、一緒に努力をしてきて、本当によかったです。

先生方は、いつも親身に、ひとつひとつ目を通してくださり、子どもの様子を細やかに見てくださ

りました。そして、周りのお友達皆さんが、本当に一丸となって、一所懸命頑張っていらっしゃい

ました。皆さんと一緒の波に何とか乗って、頑張ることができました。 

 岸畑先生の厳しさの中に、本当に子どもたちへの深い愛情があり、何とか引っ張り上げてくださ

ったことに、心より感謝致します。先生の大きな存在の下で、安心して信じて頑張りきることがで

きました。安田小学校への合格を手にして、一安心しましたが、これからも東京学習社で先生方の

下、努力し続けていきたいと思っています。 

 先生方、本当にきめ細やかなご指導とサポートを頂きまして、ありがとうございました。東京学

習社の門をくぐらなければ、この合格はありませんでした。心より感謝致します。ありがとうござ

いました。 

山中 悠凧 母 

 

きしはたせんせい、いろんな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。 

土谷 史織 

 

 この度は、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、東京学習社の先生方に

は、心から感謝しております。 

 挫折しそうになった時、岸畑先生から励ましのお電話を頂きました。もう一度頑張ってみようと

思い直したにも関わらず、数ヵ月後には、耐えきれず塾を辞めてしまった時期もありました。一旦

は諦めていた受験でしたが、やっぱりチャレンジしてみようとなった時、再び東京学習社にお世話

になるのが最善だろうと夫婦で話し合いました。そんな身勝手にも関わらず、先生方は、温かく受

け入れてくださり、感謝してもし尽くせない気持ちでいっぱいです。 

 お陰様で、志望校に合格することができました。東京学習社で学んだことは、単に合格するため

だけではなく、今後の小学校生活にとって、とても大切なことだと感じています。 

 本当にありがとうございました。 

土谷 史織 母 
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きしはたせんせいへ 

きしはたせんせい、いろいろ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。なぎさに

いけてうれしいです。きしはたせんせい、だいすきです❤ 

河野 心音 

 

 約 1 年前に東京学習社に入塾し、諸先生方に指導して頂きました。夏頃に娘の成績が思うように

伸びず、私の仕事や家事も重なり、受験を諦めかけた時期もありました。しかし娘は、「絶対になぎ

さ小学校に行く。」と、決して諦めることはなく、受験を通して娘の芯の強さに改めて気付かされま

した。また、先生方の厳しくも優しい指導の賜物で、娘は一度も塾通いを嫌がることはなく、楽し

く通塾させて頂きました。学力向上も勿論ですが、授業に真面目に取り組む姿勢や立ち居振る舞い

など、生活面での教育にも繋がりました。結果として、積年の夢であったなぎさ公園小学校に合格

することができました。東京学習社で身に付けた学習習慣は、小学校入学後も必ず活きると確信し

ております。本当にありがとうございました。 

河野 心音 母 

 

ごうかくできてうれしいです。なぎさしょうがっこうにはいってもがんばります。 

Y.A 

 

志望校に合格でき、大変嬉しく思います。入塾した頃と比べると、娘は、心身ともに大きく成長

しました。私ども両親も、子育てについて、そして娘に対してより向き合い寄り添うことができた

1 年間でした。岸畑先生をはじめ、諸先生方が常に温かく見守ってくださったお陰だと感謝致しま

す。ありがとうございました。 

Y.A 母 

 

きしはたせんせい、べんきょうたくさんおしえてくれてありがとうございました。これからもべ

んきょうとはっぴょうがんばります。 

R.M 

 

東京学習社へ通い始めて、約 1 年間、親子共に随分と成長させて頂きました。 

最初は、ゼミ生からのスタートでしたが、岸畑先生に勧められて、授業を受けるようになった頃

から、親子で真剣に小学校受験へ取り組むようになりました。東京学習社で学んだことを朝 30 分、

夕方 30 分と、親子で復習しました。 
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毎月の模擬テストは、内容が充実しているのは勿論のこと、子どもの弱点がよく分るように採点

してあるので、受験していくのにはとても参考になりました。 

東京学習社の授業内容は少し難しく、最初は戸惑いもありましたが、岸畑先生の指導法を信じて、

それだけを親子でやってきたことが、合格への道に繋がったと思っています。また、東京学習社で

知り合ったお母様方も、皆さんしっかりとしたお考えをお持ちの方が多く、その出会いにも大変感

謝しています。 

これから小学校受験を考えられている方には、東京学習社で学ばれることをお勧めします。 

最後に岸畑先生をはじめ、諸先生方、本当にありがとうございました。これからも宜しくお願い

致します。 

R.M 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。しょうがっこうにいってもがん

ばってべんきょうします。 

S・W 

 

この度、娘は、第一志望のなぎさ公園小学校に無事合格することができました。これも岸畑先生

をはじめ、諸先生方の温かいご指導のお陰だと感謝致しております。 

思えば、ずっと家で勉強していた娘にとって、同じ目標で頑張る友達がいた方が励みになるので

はないかという軽い気持ちで、サマーゼミから入塾させて頂きました。しかし、当初は、塾のレベ

ルについていけず、不安な日々が続き、受験を諦めた方がいいのではないかと考えたこともありま

した。ですが、先生方が見守ってくださったお陰で、みんなに追いつこうと最後まで努力すること

ができました。 

これからも、東京学習社で培ってきた学習・習慣を糧に親子で精進して参りたいと思います。本

当にありがとうございました。 

S・W 母 

 

 とうがくのせんせい、ありがとうございました。とうがくでべんきょうするのがとてもたのしい

です。これからもがんばります。 

Y 

 

 お陰様で、なぎさ公園小学校に合格することができました。全て先生方のご尽力によるものと思

い、大変感謝しています。 
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 年中の頃から小学校受験について意識し始め、学校説明会などのイベントには参加してみたもの

の、仕事等の都合で忙しかったため、東学に通い始めたのは、今年 4 月というかなり遅いスタート

になってしまいました。通い始めた時は、周囲の塾生さんとの差に取り組みの遅さを痛感し、家で

の学習も思うように進まず、正直焦りました。初めて受けた模擬試験の結果も惨憺たるもので、ネ

ガティブな重いが続きました。ただ、一旦始めたからには、子どもの力を信じて、親も一緒に勉強

し応援し続けなくてはいい結果に繋がるわけはないと、試験の結果は子どもに伝えず、｢よく頑張っ

ているね。｣と、子どもを誉め続けました。すると、次の模擬試験では、見事ベスト 10 入りし、そ

れがモチベーションとなり、本日まで頑張ってきた次第です。 

 受験を経験して思ったのは、知識もさながら生活力や協調性の重要さです。東学は、そのことも

熟知していて、授業に取り入れてくださったので、子どもも身支度などを自分でするようになりま

した。お手伝いも進んでしてくれるようになりました。保育園でもお友達との共同制作を楽しむよ

うになり、協調性も伸びました。 

 例え公立小に通う結果になっても、東学で学んだことは決して無駄にはならないと覚悟しながら

試験に臨みましたが、やはり合格は嬉しいものです。これからもこの経験を忘れず、子育てに励ん

でいきたいと思います。 

 岸畑先生、植野先生、岸田先生、山田先生、瀧口先生、他の先生方、本当にありがとうございま

した。これからも宜しくお願いします。 

Y 母 

 

きしはたせんせいへ 

 きしはたせんせいやみんなといっしょにおべんきょうができてた

のしかったです。せんせいからいただいたおまもりとメッセージが

とてもうれしかったです。テストのひもおうえんしてくれたのでゆ

うきがでました。おかげで広大ふぞく小がっこうとなぎさこうえん

小がっこうに合かくできました。どうもありがとうございました。 

M・T 
 

 

 いつも入試当日の前向きなお声掛けが、大きな安心と自信となり、実力が発揮できたようです。

岸畑先生に出会えて本当に良かったです。どうもありがとうございました。 

M・T 母 
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 この度は、大変お世話になり、誠にありがとうございました。正式な塾生という立場ではない私

どもに、様々に援助の手を親切に差し伸べてくださり、本当にありがたく、感謝の気持ちでいっぱ

いです。それなくしては、合格という道は大変に厳しいものであったと思います。本当にありがと

うございました。 

 子どもは、新たな一歩を踏み出すことができそうです。これからも、親子共々頑張っていきたい

と思っています。 

匿名 A 母 

 

きしはたせんせい、ごうかくさせてくださってありがとうございました。べんきょうたのしかっ

たよ。 

Y・K 

 

 兄に続き、弟もお世話になりました。細かい所まで目を向けてくださり、親では分からないこと

をいろいろご指導頂きました。集団の中での我が子の特性を素早く見抜いてくださり、どういった

声掛けを子どもにしたらよいかよく分りました。お陰様で、受けた両校とも合格し、一度も涙する

ことなく、春を迎えることができました。本当にありがとうございました。 

Y・K 母 

 

きしはたせんせいへ 

きしはたせんせい、ありがとうございました。しののめしょうがっこうへいってもがんばります。 

佐々木 碧海 

 

岸畑先生、東京学習社の先生方へ 

岸畑先生をはじめ、東京学習社の先生方には、大変お世話になりました。無事、広大附属東雲小

学校合格へ導いて頂き、心から感謝しております。 

入塾は、年長のサマーゼミという遅いスタートでした。当初、勉強の「べ」の字も知らない娘に

とって、難しい授業内容についていけず、やはり小学受験は諦めようか本当に悩みました。しかし、

岸畑先生を信じて、親子三代、母の力も借りて、一生懸命取り組みました。授業についていくのは、

本当に大変でしたが、先生の熱意と温かい愛情のお陰で、娘も少しずつ前向きに頑張れるようにな

りました。そして、最後まで諦めずに努力することができました。この半年間で、心身ともに大き

く成長したように思います。本当にありがとうございました。 

佐々木 碧海 母 
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きしはた先生、じゅけん勉強を教えてくださってありがとうございました。小学生になったらテ

スト 100 点とります。友だちがこけたりおされたりしたら助けます。きしはた先生に教えてもらっ

たことをやくに立たせてこれからもがんばります。 

MONA 

 

受験の取り組みも遅く、右も左もわからないところから始めましたが、先生の言葉を信じ、先生

のおっしゃる通りに娘と共に頑張りました。勉強だけでなく、箸の持ち方やお友達との関わり方な

ど、正しい生活とはどういうことか、そのために、娘に何をどう教えるべきかを、私自身もたくさ

ん学びました。 

岸畑先生、そして、優しくサポートしてくださった先生方のお陰で、娘の努力も実り、合格でき

たのだと思います。ありがとうございました。 

MONA 母 

 

 

N・S 
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この度は、岸畑先生をはじめ、東京学習社の先生方のお陰で、なんとか合格することができまし

た。誠にありがとうございます。 

我が子が、御校に通い出した期間は長かったのですが、我々親が、小学校受験に対して安易に考

えており、子どももそれに反応してか、始めの頃は、我が子は、まともに席に座ることもままなら

ず、先生方、他の生徒さんにご迷惑をお掛けしてしまいました。先生方のフォロー、岸畑先生のア

ドバイスにより、徐々に授業にも参加するようになり、｢できたよシール｣も貰えるようになりまし

た。 

また、入学願書の文についても認識が甘く、安易に記入してしまい、先生からの数回にわたるア

ドバイスのお陰で完成させることができました。 

そして、私共の子育てに対する稚拙さ、受験に対しての心構えの未熟さに対して、厳しくも的確

なご指導のお陰で、気持ちを一新させ、子どもと共に受験に挑むことができました。 

我が子も受験をきっかけに変わりました。親も本当に子育てのことについて勉強させて頂きまし

た。本当に岸畑先生は全てをお見通しでした。本当にありがとうございました。 

N・S 父 

 

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。 

S・O 

 

この度は、ご指導頂き、本当にありがとうございました。短い期間ではありましたが、親子共々

楽しく塾に通うことができ、広島大学附属東雲小学校の合格通知も頂くことができました。先生方

から頂いた花まるが自信となり、息子を合格へ導いてくれたのだと思います。本当にありがとうご

ざいました。 

S・O 母 

 

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てう

れしいです。 

松浦 健斗 

 

岸畑先生、東京学習社の先生方、ありがとうございました。年中の頃よりお世話になり、次男の

妊娠・出産等で、なかなか息子のための時間をとることが難しく、不安になることもありました。

第一希望の小学校へ合格できたのは、先生方のお陰です。感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

 

p.11 



 

先生には、勉強だけではなく、子育てについてもたくさんのことを教えて頂きました。小学校に

あがっても引き続きご指導ください。また、次男ももちろん東京学習社で学ばさせて頂きたく思い

ます。その時は、どうぞ宜しくお願い致します。 

松浦 健斗 父・母 

 

きしはたせんせいへ 

 ひろだいふぞくにごうかくしましたよ。うれしいな。 

 

丈束 賢生 

 

この度、第一志望の広大附属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。 

我が家は、3年前の娘の受験で、広大附属小・東雲小の 2 校とも合格することができながら、2 校

とも抽選落ちという辛く、悔しい思いをずっと抱えていたので、息子の合格は、人一倍嬉しいもの

でした。 
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娘は、1年生の 6 月に岸畑先生から声を掛けて頂き、小学部に入塾し、周りは附属小の子が多く、

心が痛かったですが、｢くじのない中学で頑張る。｣という新たな目標ができたので、親子参観型授

業で私も息子も後ろで授業を聞かせて頂き勉強しました。ショックから抜けきれず、息子が年長に

なっても本格的に勉強することができませんでしたが、秋から東学に通うようになってからは、周

りの子どもたちの授業に取り組む真剣な姿に刺激されて、親子で受験に向かって懸命に進むことが

できました。授業を集中して聞くことができたのも、幼少の時から娘の授業に入り、後ろで静かに

している習慣が身についていたからではないかと思われます。 

東学では、学習面だけではなく、人生に必要な知恵やたくましく生きていける強い精神力を教え

て頂くことができました。 

これから子どもたちには、中学受験、大学受験とまだまだありますが、幼児期、低学年の学習の

基盤の時期に、ここでしっかりと身につけた「生きる力」があるので、乗り越えられると信じてい

ます。本当にお世話になりました。 

丈束 賢生 母 

 

 この度は、志望校に合格させて頂きました。岸畑先生、植野先生、諸先生方に合格へ導いてくだ

さり、心より感謝しております。 

 年長から入塾した当初、ついていけるのか不安でしたが、岸畑先生から、「大丈夫ですよ。」とい

うお言葉を頂き、信じて親子で頑張ることができました。本当にありがとうございました。 

S・T 母 

 

きしはたせんせいへ 

つみきのべんきょうがたのしかったです。おねえちゃんといっしょにいけてうれしいです。 

新矢 嵩人 

 

甘えん坊な性格で、受験に対してもいっこうに真剣みのない息子に、姉弟ではこんなにも違うも

のかと、最後まではらはらでした。ですが、そんな息子の性格も理解頂き、導き、力を引き出して

頂きました。学習面だけではなく、授業を通して随分たくましくなったように思います。 

岸畑先生をはじめ、諸先生方には、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。 

新矢 嵩人 母 
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きしはたせんせいへ 

いつも、やさしくおしえてくれてありがとうございます。 

N 

 

岸畑先生、東京学習社の先生方へ 

この度は、娘を志望校合格へ導いて頂き、本当にありがとうございました。のんびりマイペース

な娘がついていけるのか不安な気持ちでいっぱいでしたが、先生方の心温かい指導に、親子で乗り

越えることができました。子どもが素直に耳を傾けるその姿に、先生のオーラを感じております。 

小学校という新しい世界へ、親子で頑張っていきたいと思います。 

N 母 

 

 きしはたせんせい、とうきょうがくしゅうしゃのせんせい、しけんのとき、がっこうのまえで、

「だいじょうぶ、がんばって！」とおうえんしていただいて、ありがとうございました。ちからが

でました。ちゅうせんのときも、せんせいに、「だいじょうぶ！！」といっていただいて、（ぜった

いごうかくできる。）とおもいました。ありがとうございました。 

 4 がつから、おにいちゃんとおねえちゃんとしののめしょうがっこうにいけるのが、とてもうれ

しいです。これからもがんばります。 

Y・T 

 

3 人目の受験…気も重くなかなか受験態勢になれず、ゼミからお世話になりました。みんなと同

じように座っていられるだろうか、内容がわからず嫌がらないだろうか…とても心配でした。そん

な心配をよそに、息子は、何をするのだろうかわくわくした顔で、岸畑先生のお話を一生懸命に聞

いて、今まで見たことがないくらいに集中をして、楽しそうに取り組んでいました。問題ができず

焦ることもありましたが、植野先生に励まされ、入試直前に遅くまで岸畑先生にご指導頂き、第一

志望の広島大学附属東雲小学校に合格することができました。本当にありがとうございました。 

Y・T 母 

 

きしはたせんせいへ 

 きしはたせんせいありがとうございます。しののめしょうがっこうにごうかくして、とてもうれ

しかったです。しののめしょうがっこうで、おべんきょうをがんばります。 

K・S 
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 岸畑先生、植野先生をはじめ、東京学習社の諸先生方、大変お世話になり、ありがとうございま

した。お兄ちゃんと一緒の小学校に合格することができなかった時は、どうしようかと思いました

が、最後まで頑張るしかないと、娘と一緒に、合格を信じて頑張り抜くことができ、東雲小学校に

合格することができました。これも偏に岸畑先生のご指導のお陰と、感謝の思いでいっぱいです。 

 東京学習社で学んだことは、これからの学習の礎となり、子どもの自信に繋がることと確信して

います。今後も親子で頑張っていき、一緒に成長していきたいと思います。この度は、本当にあり

がとうございました。 

K・S 母 

 

 

A 

 

 

本来なら年少、年中からスタートされる中、年長で模擬参加の一般生からのスタートでした。 

夏セミナーから先生のご指導を受け、合格することができました。聞く力、理解をして答える力、

協調性等を学ばせて頂きました。息子も学校生活を楽しみにしております。先生には、本当にお世

話になりました。ありがとうございました。 

A 母 
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きしはたせんせいへ 

いままでおべんきょうをおしえてくれてありがとうございます。しょうがっこうにはいっても、

きしはたせんせいのおべんきょうをおもいだしてがんばります。 

田中 迪治 

 

この度、目標としていた安田小学校に合格させて頂きました。岸畑先生、植野先生、岸田先生、

山田先生、山口先生、瀧口先生をはじめ、東学の皆様方には感謝してもしきれない思いでいっぱい

です。 

11 月 5 日正午の発表から 2～3 分の後、まだご報告もできずにぼーっとしている時に、岸畑先生

からお電話と FAXを頂き、恐縮するやら感動するやら… 

幼稚園では、2 月になって全ての受験生の結果が確定するまで、合否のことは、子どもにも伝え

ないようにと厳しく指導されましたので、「喜びの声」を提出するのもつい控えておりました。遅く

なって申し訳ありませんでした。 

東学に通い始めた頃は、いったいどうなるのかと不安なことばかりでした。年中になってようや

く授業にも慣れてくれ、2 時間座っていられるようになったと安心し始めた矢先、行きたくないな

どの拒否反応が見られるようになりました。「頑張ったら必ず良いことがあります。」という岸畑先

生のお言葉を、親子で合言葉のようにして励ましたり、なだめたりしながら通わせた時期が、今に

なってみると、一番想い出に残っております。 

それが、年長の特に夏以降、先生方のご指導のお陰で目に見えて成績も上がり、見るからに落ち

着いて勉強できるようになって参りました。夏休み前の模試の成績があまりに悪かったのに刺激さ

れ、お盆休みに朝から晩まで特訓したのも良いきっかけになったように思います。 

一時は、こんなに嫌がるのを無理にさせて本当に良いのかと、疑問を持った時期もありましたが、

やはり「岸畑理論」の通り、子どもの脳みそは鍛えることで活発になり、回転も速くなるのだと痛

感致しました。世の中には「詰め込み教育」と批判する人たちもいるようですが、詰め込むことが

目的ではなく、それによって頭を刺激し、回転させることが教育の目的であると、今更ながら確信

した限りです。 

小学校の勉強はますます難しくなってくるでしょうし、本人の努力も一層必要です。また、親の

努力も今までとはまた違った内容になるのだろうと思っております。 

小学校に入ってからもご指導のほど、宜しくお願い申し上げます。 

田中 迪治 母 
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きしはたせんせいへ 

 ようちえんもしょうがっこうもごうかくさせてくれてありがとう。れおんをさんいくにいかして

くれてありがとう。これからもよろしくおねがいします。 

藤廣 蓮水 

 

この度は、小学校へ合格させて頂きまして、大変ありがとうございました。全て岸畑先生のお陰

と心から感謝しています。 

振り返ってみると、1 歳の時に仕事に復帰し、保育園の前では、毎日、涙を拭いて通わせ、とて

も寂しい思いをさせており、（いつかは何かできることを。）と心の中で思っていました。同じ職場

の女性に紹介して頂き、（一生に 1 回しかできない。後悔したくない。）と思い、小学校受験にチャ

レンジして頑張ることにしました。入塾させて頂きましたが、共働きで時間が取れず、模擬試験に

於いても良い結果が出ない際、必ず先生のコメントが前向きで、「待っていますよ。」と、書いてく

ださいました。先生に相談させて頂きたい時、授業中だった際に他の先生に相談すると、後にお電

話を頂いたり、きちんと報告、連絡、相談、丁寧な応対でとても嬉しかったです。 

家族が一丸となり、この 1年間で、幼稚園へ転入、受験と頑張ってきました。2度とない幼児期。

本当に入塾させて頂き、良かったと思っております。岸畑先生、東京学習社の諸先生方、本当にお

世話になりました。今後とも宜しくお願い致します。 

藤廣 蓮水 母 

 

自己主張が強い娘に『協調性』を身につけさせることが何よりも大変でした。幾度も諦めようか

と思う時がありましたが、それは受験を志すどのご家族も一緒です。共働きで保育園通いという環

境の下、東京学習社の先生方のご指導で志望校へ合格することができました。『受験』は親と子が限

られた時間の中で、共に泣き、共に喜びながら、根気よく様々な課題を克服する貴重な経験です。

大切なことは、『合格』を信じる気持ちです。 

川堀 真奈 母 

 

岸畑先生をはじめ、東京学習社の先生方には、娘の小学校受験に際し、親子共々大変お世話にな

り、ありがとうございました。お陰様で、広大附属東雲小学校へ合格することができました。 

受験直前の秋頃、成績が伸び悩み、心配したり焦ったり、涙する日もありました。挫折しそうな

時、岸畑先生や植野先生に相談にのって頂き、励ましの言葉を頂くことで、最後まで諦めずに努力

することができました。 
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東京学習社では、単にお受験の勉強だけでなく、人として大切な躾や優しさ等も教えて頂き、今

後の小学校生活で自信を持って通学できる基礎を養って頂きました。小学校入学後も、東京学習社

で勉強をしていきたいと思います。卒塾まで、2 人目も宜しくお願い致します。岸畑先生、植野先

生、山田先生、瀧口先生、本当にありがとうございました。 

萬谷 莉央 母 

 

きしはたせんせいへ 

 たくさんおべんきょうをおしえてくれて、ありがとうございます。きしはたせんせいは、せかい

一のせんせいだとおもいます。 

滑 京志郎 

 

岸畑先生、東京学習社の先生へ 

 この度、本人の第一志望である「なぎさ公園小学校」に合格できたのも、岸畑先生、東京学習社

の諸先生方の指導のお陰で、実力が発揮できたと思っています。 

 小学校受験することになかなか踏み切る勇気がなかったのですが、東京学習社に「6 月からでも

間に合いますか？」という問い合わせをしてから、あっという間の受験でした。 

 なかなか落ち着いて冷静に行動できない我が子が通うことは、他のお子様の学習の邪魔にならな

いかが一番不安なことを、通塾する前に岸畑先生に相談した時は、「皆さん最初は不安なんです。必

ず合格できるようにしますから、安心して来てください。」と、長い間母親の私の話を聞いてくださ

ったこと、集中できない息子を見て、「最近、この子の話を聞いてあげていますか？」と、親子の向

き合い方を考えさせられた一言など、岸畑先生には受験に合格する「知的」部分ばかりでなく、親

子との関係や一生ものの品格や「プロセス生活人」の基盤を構築できたと思っています。 

 東京学習社に出会えて、子どもたちに対する思いや接し方も「次に繋がる関わり方」へとシフト

チェンジしました。小学校受験という経験は、これからの人生においても良い糧となると思います。

本当にお世話になりました。そして、これからもご指導ください。 

滑 京志郎 父・母 
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