
 

(株)東京学習社 

 

きしはた先生へ 

 おべんきょうをたくさんおしえてくださって、ありが

とうございました。 

 安田しょうがっこうへいってもおべんきょうをがんば

ります。 

きしはた先生、ながいきしてね。 

Y・T 

 

 

 岸畑先生、東京学習社の先生方、この度は、娘を志望校合格へ導いてくださり、本当にありがと

うございました。心より感謝申し上げます。 

 娘は、2 歳から東京学習社へ通わせて頂きました。山あり谷ありで苦しい時期もありましたが、

岸畑先生の厳しい中にも愛情あふれるご指導のお陰で、親子で頑張り続けることができました。 

 また、勉強だけでなく、物事に取り組む姿勢、躾、母親としての在り方など、多くのことを学ば

せて頂きました。大切な幼児期に、岸畑先生に巡り会えたことは、本当に幸運だったと思っていま

す。そして、東京学習社で学んだこと全ては、これからの娘の人生に大いに力添えしてくれるもの

と確信しています。今後とも、ご指導宜しくお願い申し上げます。 

Y・T 母 

 

きしはたせんせいへ 

 きしはたせんせいのくれたおまもりとメッセージでゆ

うきがでました。やすだ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。 

N・O 
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岸畑先生、東京学習社の先生方、この度は、娘を安田小学校となぎさ公園小学校の合格に導いて

くださいまして、ありがとうございました。心から感謝しております。 

 厳しい中にもユーモアを交えながら、パワフルに教鞭をとられる岸畑先生を信じてついていくこ

とで、第一希望である安田小学校に合格するという夢を叶えることができました。 

 共働きで保育園通いという環境のもと、なかなか思うように勉強時間が確保できず、気持ちに余

裕がなくなることもありましたが、その度に、岸畑先生にご相談させて頂きました。いつも的確で

温かいアドバイスを頂き、親である私の気持ちが、落ち着きました。 

 毎回授業では、子どもの答案に先生のコメントを頂けたので、自宅学習の際に、子どもの理解度

を把握することができました。間違えた所を重点的に復習することで、効率的な学習ができました。 

 月に 2 回行われる模擬試験では、項目ごとに成績を細かく評価して頂いており、子どもの弱点を

一目で把握することができました。限られた学習時間の中で、弱点を補強するのに大変役に立ちま

した。 

 入試直前期は、直前ゼミのプリントと模試を何度も繰り返し復習することで、合格に必要な知識

を集中的に身につけることができました。 

 東京学習社では、勉強だけでなく、親としての心構え、子どもとの接し方のこつ、育児のポイン

ト、食事のヒント、共働き家庭での子どもとの時間の作り方等々、多方面にわたり、大切なことを

教えて頂きました。人生の大先輩である岸畑先生の教えに、幾度となく自分の未熟さに気づかされ

ることがありました。東京学習社は、単なる幼児向け学習塾ではなく、親と子が一緒に学ばせて頂

ける場所です。長年の実績から作り上げられた完成度の高いカリキュラムに、教育のプロである先

生方のつぼを押さえた人間味あふれる授業で、着実にステップアップすることができました。 

 娘の人生は、まだ始まったばかりです。今まで先生方に教えて頂いたことを一つ一つ大切にして、

親子共々さらに成長していきたいと思います。本当にありがとうございました。 

 これからも引き続きご指導くださいますよう、宜しくお願い致します。 

N・O 母 

 

 きしはたせんせいにおべんきょうをおしえてもらえて、たのしかったです。ありがとうございま

した。しょうがくせいになっても、おべんきょうをおしえてください。 

S・K 

 

 東京学習社に入塾したのは、娘が年中になった 4 月のことでした。親子共々受験のことは何も分

からないところからのスタートでしたが、希望校に合格することができました。これも岸畑先生を

はじめとする諸先生方の厳しいながらも愛情あふれるご指導のお陰であると、心より感謝しており

ます。 
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 東京学習社の素晴らしいところは、進んで学習する習慣と人としての品格が身につくこと、そし

て、考え抜かれた良問が用意されていることだと思います。 

 入学試験が終わった後、もう年長コースの授業がないことを伝えた時の娘の言葉が心に残ってい

ます。「知らないことをたくさん勉強できて楽しかったな。もっと勉強したかったな。」これほど嬉

しい言葉があるでしょうか。勉強が辛い時もありましたが、東京学習社を選んで本当によかったで

す。娘に勉強ができる喜びを教えてくださり、ありがとうございました。 

S・K 母 

 

きしはたせんせい、うえの先生、たき口先生、山田先

生、山口先生、いろんなことをおしえてくれて、ありが

とうございました。 

K・N 

 

 

入園前から目標であった安田小の受験が終わり開放感と充実感を感じています。こんなに清々し

い気分に浸れているのも全て東京学習社の先生方のお力添えがあったからこそと心より感謝してい

ます。 

主人が岸畑先生の教え子であったご縁に導かれるまま、当初は軽い気持ちで入塾しましたが、同

じ年齢の子どもたちとの差に愕然としました。このままではいけないと思い、仕事を辞め向き合う

時間が増えると子どももそれに反応してくれました。そこからは、一緒にお勉強することが私の趣

味となりました。 

他塾と比較し特筆すべき点は、授業の内容は勿論、美しいプリント、見たことも予想もできない

問題にいつも感嘆の言葉しか出ませんでした。ただ合格することを目標にしているのではなく、脳

を目覚めさせて頂ける能力開発の場であること。そして、親の教育・自分を省みる場であるという

ことに気づかされる点ではないかと思います。後ろで授業を拝見しながら先生がぽつりと言われる

言葉にこそ戒めが込められていると感じ、聞き漏らさず一言一句書き取りました。 

・ 「親が恥をかかないと子どもは変わらない。」 

・ 授業を余り出席されなかった親御さんに向けて、 

「来ないからできない。当たり前です。子どもはできないと言うことは幼くてもわかります。 

可哀想に…そして、受験期に入った時に焦る。親が焦ります。そして子どもを叱りつけます。」 

・ 「成績が今伸び悩んでいてもやった分だけ返ってきます。絶対よ、それは。」 
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・ 受験前には、 

「今さら怒っても仕方がない。怒るのなら今までに言っておくべきです。今からは、お母さん 

 がどれだけ心穏やかに過ごし、子どもを叱らないかで合否が決まる。」 

書ききれないくらいの教訓を頂き、その都度心に響きました。飛び級で 1 年生の授業に出たこと

も幸いしました。受験内容と重なっていることも多く、また、日記を書くことで日々の過ごし方を

先生に伝える機会となりました。受験勉強との両立がしんどくなって相談すると、「通信に切り替え

ても座っているだけでも良いんだから。一つ上の子と張り合おうと考えるからしんどくなるのよ。」

と言われ、その通りでした。張りつめた気が一気に緩み、ペースは親子で考えることもできました。 

振り返ると、幼くして入塾して本当に良かったです。幼稚園の 3 年間をどう過ごすのかを教えて頂

きました。小学生になっても飛び級で学べるのは、とても心強く楽しみで仕方がないです。これか

らも親子共々宜しくお願い致します。 

K・N 母 

 

 きしはたせんせい、うえのせんせい、やまだせんせい、たきぐちせんせい、いろいろべんきょう

をおしえてくださって、ありがとうございました。安田小学校にごうかくしました。これからもが

んばります。 

H・R 

 

 岸畑先生をはじめ、東京学習社の諸先生方には、本当にお世話になりました。先生方の熱心なご

指導のもと、無事、安田小学校に合格することができました。 

 夫婦共働きで、家庭での勉強時間も思うように取れず、もう、辞めた方がいいのかもしれないと

何度も思いました。 

 それでも、返ってくるプリントや模擬テストにある先生からのコメントに、娘も一喜一憂し、

「1000 点や花丸をもっともらう。シールをもらってくるんだ。」と、先生からのたくさんの励まし

のお言葉を胸に、親子共々頑張ることができました。 

 この日を迎えることができましたのは、ひとえに先生方のご尽力の賜物だと改めて、感謝致して

おります。本当にありがとうございました。 

H・R 母 

 

やすだしょうがっこうにはいれてよかったです。しょうがくせいになってもべんきょうをがんば

ります。 

K・F 
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 息子が安田小学校に合格することができて、大変嬉しく思っております。先生方には大変お世話

になり、感謝致しております。 

 東京学習社の授業はプロセスを非常に大切にしており、プロセスを繰り返し教え込まれたことは、

息子にとって大きな財産になりました。 

 テストに関しては、難しい問題を解くだけでは済まされず、クーピーの色や印なども細かく指定

され、記憶しなければいけないわけですが、回を重ねるごとにケアレスミスが減っていき、聞く耳

が育ったことを親として実感しました。小学生になっても、ここで学んだことを生かして、勉学に

励んでくれることを期待しています。 

K・F 母 

 

きしはたせんせいへ 

 いっしょうけんめい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。やすだしょう 

がっこうにずっといきたかったのでがんばりました。しょうがっこうで、ともだちをたくさんつく

りたいです。 

平田 清子 

 

きしはたせんせいへ 

 いつもいろんなことをおしえてくださってありがとうございました。おかげで、やすだしょう  

がっこうに、ごうかくすることができました。しょうがっこうへいったらどくしょをしたり、うん

どうをしたりしてがんばりたいです。おにいちゃんとさやちゃんと、いつもしょうがっこうへいけ

るのがたのしみです。がんばります。 

平田 絢子 

 

 安田小学校合格発表の時刻、画面上に娘 2 人の合格を確認した時には、とても信じられない気持

ちでした。ここまで娘たち、そして私たち家族を導いてくださった岸畑先生、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。 

 2 年前、長男が安田小学校に入学させて頂きました。その時の経験から、演習を繰り返すだけで

なく、一回で話を聞き取る力や思考力を育てることがいかに大切かを知り、双子の娘たちが年少の

3月に、東京学習社の体験授業を受けました。初対面の岸畑先生に、「娘の一人は緊張しやすい性格

で、勉強に関して自分にはできないと思っているところがある。」とお伝えしたところ、「兄妹の能

力は同等です。お兄ちゃんとお母さんの関わりの姿を見て、そのように感じているのではないで  

しょうか。」と言われ、はっとしました。知らず知らずに兄妹を比較し、子どもたちの力を心から信

じていなかったこと、子どもの力を伸ばすのも、やる気を失わせるのも親次第であると気づかされ
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た瞬間でした。その後もこの「兄妹の能力は同等である。」という言葉は、私たち夫婦を何度も励ま

してくれました。 

 入塾させて頂いた後も、授業にいつも驚きや感動がありました。年中児でこれだけ聞く力や瞬時

に記憶する力が育つとは、ただ答えが合っていればよいというのではなく、問いの中に規則性を発

見し、それを確かめるために最良のプロセスを考えていく…私たち大人もまさに日常生活や仕事は

プロセスの連続で、それを最良のものにしようと努力を続ける人こそが、成功するのだと改めて感

じた次第です。 

 双子でしたが、先生は決して 2 人が対立意識を持つことのないよう、いつもご配慮くださいまし

た。また、「子どもを見下げてはいけない。」「真に賢い母は、馬鹿になることができる。」等々、深

い戒めの言葉に我が身を振り返ることも度々でした。年長の夏以降は、私自身が各々にきめ細やか

な対応をしてやれず、成績も下降し、親子ともくじけそうになりましたが、先生に支えて頂きまし

たお陰で何とか持ち直し、最後は東京学習社で日々培った、諦めずに考える力を本番で発揮するこ

とができ、本当に嬉しかったです。 

 兄と同じ憧れの小学校へ行くことができ、娘たちは努力が報われる喜びを心から味わっています。

岸畑先生のご健勝と、東京学習社のより一層のご発展を心より願っております。ありがとうござい

ました。 

平田 清子・絢子 母 

 

きしはたせんせい、べんきょうをおしえてくれてありがとうございました。 

N・T 

 

 この度、安田小学校となぎさ公園小学校に合格することができました。 

 2 月末から通い始め、毎回授業が楽しかったようで、一度も、「行きたくない。」「辞めたい。」と

言わなかった息子。試験の一週間前に、私の緊張が伝わったのか、話が聞き取れず、問題が解けな

くなり、岸畑先生に相談し、「もうここまで来たんだから好きなことさせて、おいしいものを食べ、

十分な睡眠を取らせなさい。あとは誉めたたえるだけです。」と言われました。それから毎日、何で

も誉めるよう心掛け、好きなテレビを見せたり、夜 9時には寝かせるようにしました。 

試験当日、「緊張する。」と息子が言うので、「普段通りでいいんだよ。お友達と楽しんでおいで。」

と送り出し、試験が終わって帰ってきた息子は、「試験楽しかった！」と、達成感に満ちあふれた顔

で帰ってきました。 

 岸畑先生には、何度も電話し、泣き言や弱音をたくさん聞いて頂き、その度に、「大丈夫。」と、

力強く言って頂き、親子で乗り越えることができました。本当にありがとうございました。 

N・T 母 
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きしはたせんせいへ 

たくさんの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。やすだしょうがっこうへいってもべん

きょうをがんばります。 

M・N 

 

 

 この度、娘は志望校の安田小学校に無事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。 

 東京学習社へ通い始めたのは約 1 年前のことです。入塾の決め手は、小学校受験のためというよ

りも、小学校に上がってからの子どもの学力が、東京学習社の塾生が断然上という先輩方の言葉で

した。 

 岸畑先生のご指導のもと、聞く力と考える力を少しずつ身につけた娘は、入塾前よりも自信を持

てるようになり、成績もみるみるうちに伸びました。私自身も先生から子育ての神髄を教わり、親

子共々成長させてもらいました。 

 模擬試験には毎回欠かさず参加しました。試験結果と一緒に手元に届く『Complete』の資料には、

動的試験時の子どもの様子が写真つきで掲載される上、定着アドバイスや受験生展望は、非常に適

切で家庭指導時の参考基準として重宝しました。 

 これから小学校に上がっても、引き続き岸畑先生のもとで勉強させて頂きたいと思います。どう

ぞ宜しくお願い致します。 

M・N 母 

 

きしはた先生へ 

 ごうかくしてうれしいです。おねえちゃんとがっこうへいくのがたのしみです。おともだちを  

いっぱいつくりたいです。おともだちといっしょにあそぶのがたのしみです。ありがとうございま

した。 

HOHOMI 

 

無事、志望校に合格することができ、ほっとしています。岸畑先生をはじめ、諸先生方、本当に

お世話になりました。 
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姉にばかり気を取られ、妹にはあまり手間を掛けてやることができず、ほとんど、東学の模試と

授業だけが頼りでした。 

授業で頑張って答えられた時、先生方に頭をなでてもらって、その度に自信をつけていったのが、

後ろから見ていても分かりました。 

体も小さく、喋り方も幼く、家族にとっていつまでも赤ちゃんのような存在でしたが、小学校受

験を経験して、一回りも二回りも大きくなったように感じます。 

2 人の娘たちが、これからどのように成長していくのか、とても楽しみです。この度は、本当に

ありがとうございました。 

HOHOMI 母 

 

きしはたせんせいへ 

 なぎさこうえんしょうがっこうへいけてうれしいです。これからもべんきょうがんばります。お

べんきょうをおしえてください。がっしょうぶにはいりたいです。 

A・S 

 

岸畑先生、この度は、娘を志望校合格へ導いてくださり、本当にありがとうございました。受験

前に駆け込んだ形になってしまいましたのに、心を砕いてくださり、本当に感謝しております。 

受験を通じていろいろなことに気づきました。「子どもは親の鏡」娘の学習態度、生活習慣が出る

場面では、私自身のこれまでの子育てを評価されているように感じ、精神的にとても厳しい体験で

した。しかし、岸畑先生に教えて頂いたことは、単に学習面ということではなく、子育ての仕方や

考え方、ひいては生き方まで教えて頂いたように感じています。あの時の気持ちを心に刻み、これ

からも娘と共に学んで参りたいと思っております。今後とも引き続き、宜しくお願い致します。 

A・S 母 

 

 今回の受験は、上の子の時と違って、私が主に関わることになり、不安な時や行き詰まった時に

は、的確にご指導くださり、力になって頂きました。 

 なかなか親の思い通りにはしてくれない時期ではありますが、お陰で良い方向へと辿り着くこと

ができました。感謝しております。ありがとうございました。 

A 母 

 

 運動をいっぱい教えてくれてありがとうございました。 

H・N 
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東京学習社の先生方へ 

 直前ゼミの短い間だけでしたが、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。 

 ゼミ中、きょろきょろ周りを見て行動したり、グループでの声掛けができなかったりと心配して

おりましたが、本番では、先生に言われたことをしっかり覚えていたようで、「声掛けしたよ。きょ

ろきょろしなかったよ。」と言ってくれました。 

 小学校へ行っても、学んだことを生かして頑張っていきたいと思います。 

H・N 母 

 

 きし畑せんせい、植のせんせい、山田せんせい、たき口せんせい、いろいろおしえてくれてあり

がとうございました。おべんきょうはとてもたのしかったです。ふぞくしょうがっこうへいったら、

もっとおべんきょうをがんばりたいです。 

S・H 

 

 この度は、安田小学校・附属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

方に心から感謝しております。 

 ちょうど 1 年前、私が幼い頃に通った東京学習社の門を叩きました。息子は、マイペースで物怖

じしない性格でしたが、夏休みあたりから少しずつできない時に悔しさを感じるようになり、授業

中に涙する姿が見られました。その時に、岸畑先生が上手くサポートしてくださり、息子は、強く

たくましく成長しました。息子は、授業も先生方もお友達も大好きで、授業で涙することはあって

も、塾に行くことをとても楽しんでいました。先生方の素晴らしい授業と、親子共に挫けそうに  

なった時、適切な支えを頂いたからこそ合格できたのだと思います。本当にありがとうございまし

た。 

S・H 母 

 

きしはたせんせいへ 

 おべんきょうや、たいいくがたのしかったです。これからもがんばっておべんきょうします。  

シールいっぱいもらってうれしかったよ。 

Y・I 

 

 この度は、娘を志望校合格へ導いてくださり、本当にありがとうございました。 

 受験直前に駆け込んだ形になりましたが、他の塾生と同様、熱心に、時には厳しくご指導頂き、 
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いわゆる「お勉強」から一歩踏み込んだ「躾」の部分が、我が子にとって特に良い経験になったの

ではないかとありがたく思います。 

 広大附属小入試対策直前ゼミが初めての塾経験であった娘は、成績に順位がつくことや、良い解

答にはシールが貰えることなどが、新鮮で楽しかったようです。ここから「競争の楽しさ」や「評

価されるということ」を学んだのではないかと思っています。 

 11 月に受けた初めての模試では、ひどい成績でしたので、極めて短い期間で合格ラインまで引き

上げて頂いたことは驚きであり、志望校にご縁を頂いた以前に、東京学習社、岸畑先生へのご縁を

しみじみと感じております。 

 最後になりましたが、岸畑先生をはじめ諸先生方のご健勝と、東京学習社の益々のご発展をお祈

り致します。 

Y・I 母 

 

 せんせい、いろいろおしえてくださってありがとうございました。 

匿名 次郎 

 

 長い、深いご経験を惜しみなくご教授くださり、ありがとうございました。心より感謝していま

す。 

匿名 次郎 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、しののめごうかくできてとてもうれ

しいです。ありがとうございました。きしはたせんせいだいすきだよ。これからもがんばります。 

T・E 

 

 岸畑先生、東京学習社の先生方、この度は、息子を志望校へお導きくださいまして、ありがとう

ございました。先生方のご指導のお陰で、安田小学校、附属小学校、附属東雲小学校と、全て合格

することができました。 

 半年になる下の子を抱えての受験は、正直大変で、親の方がくじけそうになることもありました

が、子どものやる気を引き出し、前へ前へと引っ張ってくださる先生に、親子ともたくさんの力を

頂き、最後まで頑張ることができました。 

子どもの力を信じ、伸ばしてくださるご指導を受けながら、私自身子どもへの関わり方、親とし

ての在り方を日々考えさせられ、親としてどうあるべきか学ばせて頂きました。 
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 息子は岸畑先生が大好きで、これからも頑張りたいと申しておりますので、今後とも、どうぞ宜

しくお願い致します。勉強だけでなく、人として、親として大切なことをたくさん学ばせてくださ

り、本当にありがとうございます。 

T・E 母 

 

きしはた先生、しののめしょうがっこうごうかくしま

した。べんきょうしててとってもよかったです。 

I・K 

 

 

 この度は、娘が東雲小学校に合格することができ、東京学習社の先生方には本当にお世話になり

ました。 

 4 月からのんびり準備を始めた私と娘にとって、東学の生徒さんたちは本当に素晴らしく、娘に

とってはかなり厳しい雰囲気でした。しかし、娘は、「ここで、お友達と勉強したい。」と希望し、

彼女なりに一生懸命勉強してきました。 

 なかなか 2時間座って話を聞くことすらできなかった娘にも、岸畑先生は、「以前と比べたら、少

しずつだけど座れる時間も増えています。東雲小学校には間に合います。」と励ましてくださり、家

での勉強の仕方、さらには、弟との関わり方までアドバイスしてくださいました。 

 私も娘も、とにかく少ない時間で少しでも勉強してきましたが、東京学習社、そして、そこで共

に学習してきたお友達やその保護者の皆様と出会えたからこそ、成長でき、志望校の合格へ繋がっ

たのだと思います。 

 短い間でしたが、大変お世話になりました。そして、弟の時も、ご指導宜しくお願い致します。 

I・K 母 

 

きしはたせんせいへ 

 ごうかくできてうれしかったです。きしはたせんせいがおうえんしてくれたのでがんばることが

できました。たくさんおしえてくださってありがとうございます。これからもおべんきょうがんば

ります。 

K・Y 
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 岸畑先生、この度は、志望校合格へ導いてくださり、心より感謝申し上げます。 

 東学へ通い始めたのは、年中の 12 月頃でした。体験に参加し、娘が楽しいというので気軽な気持

ちで入塾しましたが、他の子どもさんの落ち着いた授業態度や理解力に驚き、我が子がこの中で  

やっていけるのか、取り組み始めるのが遅すぎたのではないかと戸惑いました。しかし、岸畑先生

は、その時その時の娘に、必要で的確なメッセージをプリントに書いてくださいました。その言葉

に考えさせられ、励まされ、頑張り続けることができました。これからも一度で話を聞く力、良い

耳に育てることを心掛け、子どもと共に学んでいきたいと思います。本当にありがとうございまし

た。 

K・Y 母 
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