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(株)東京学習社 

 

きしはた先生、たなかじ先生、うえの先生、三年かんいろんなことをおしえてくれてありがとう

ございます。わたしは先生たちのじゅぎょうが大すきです。 

はやくせいふくをきて、ランドセルをせおって、小学校へいきたいです。 

これからもよろしくおねがいします。ごうかくさせてくださってありがとうございます。 

                                       H・K 

 

 

この度は、娘を安田小学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。喜びで、娘

共々いまだ夢のような心地です。 

我が家は女の子と言うこともあり、「のんびりと小学校受験に向けた準備をさせたい。」と思い、

幼稚園入園とほぼ同時に東京学習社の門を叩きました。飛び級教育を受けさせたいと思ったからで

す。3年間かけてゆっくりと受験勉強をすすめてきた娘ですが、いつも言い聞かせてきたことは、「お

家でお勉強しなくていいように、しっかりと先生方のお話を聞いてきなさい。」ということでした。

慣れ親しんだ教室で、いつものやさしい先生方の授業を受け続けてきた娘は、一度も「塾へ行きた

くない。」「お勉強したくない。」と言うこともなく、また受験直前でもあれこれと家で詰め込んで勉

強させることもなく、東学での授業の延長といった雰囲気でゆったりと受験にのぞむことができま

した。実際本人も受験後「とてもテストが楽しかった！」と嬉しそうに話し、そのすっきりとした

表情を見て「東学を信じてお任せしてきて良かった。」と、心から安堵いたしました。 

これもひとえに、娘と先生方の間に強い信頼関係があったおかげであるとともに、適宜いただく

く、岸畑先生の的確なアドバイスのおかげであり、合わせて飛び級教育を受けてきたからこそであ

ると思っています。 

6 年後、娘は中学受験という次の大きな壁を乗り越えなくてはなりませんが、この 3 年間で得た 
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「お勉強は楽しい！」という姿を持ち続け、また 6 年間かけて、ゆっくりと準備していこうと思っ

ています。本当にありがとうございました。 

そしてこれからも小学部での楽しい授業を母娘共に心から楽しみにしております。 

H・K 母 

 

きしはたせんせい、たなかじせんせい、うえのせんせい、ぼくをひろだいふぞくにごうかくさせ

てくれてありがとうございました。 

とうがくのおべんきょうはとてもたのしかったよ。しょうがっこうににいってもおべんきょうを

がんばります。とうがくでおしえてもらったことはいつまでもわすれません。 

T・K 

 

この度、兄と同じ志望校へ入学が決まりとても嬉しく思っております。 

 今回の受験では、兄の時とは違う苦しみが沢山ありました。兄の時に経験させていただいたおか

げで、だいたいの流れは分かっておりました。それが、逆に自分の中での油断になっていたのでは

ないかと 深く反省しております。 

 妹はとても泣き虫で繊細な部分があり、私がつい怒鳴ってしまったり、強い口調になると涙が出

てしまい、何もできなくなります。ですが、しなくてはならない勉強は日々増えていき、私も焦る

気持ちから、つい怒鳴ってしまうという繰り返しで、とても悪循環な日々でした。そんな時、岸畑

先生が、「その子には、その子の良い所があります。良い所を認めて伸ばしてやることが大切なので

す。」とおっしゃられました。心がすうっとほどけていきました。 

分かっていたはずなのに知らず知らずのうちに、我が子を苦しめていたのだということに気付か

されました。それからは、出来ない時にはしない、出来る時に集中して頑張る覚悟を決めました。

兄の時と比べると勉強量が少ないのでとにかく不安な日々でしたが、無理やり勉強をさせることは

なかったので、内容は濃かったのではないかと思います。 

東京学習社へ行くと今でもはっとさせられることや、親としての未熟さに気付かされることが多

くあります。家事や育児に、仕事に追われる中で、東京学習社での時間が、唯一子供と向き合える

時間です。この時間を大切にし、親子共成長させて頂ける場だと思っております。 

もう一人、三人目の娘がおります。岸畑先生の「子供の気持ちを一番大切にしなければならない。」

という言葉を胸に、これからも先生の傍で学ばせて頂きたいと思います。ありがとうございました。 

Y・K 
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きしはたせんせい 

はじめてあったときは、きんちょうしました。あたまをなでてほめてくれたのが、いちばんう

れしかったです。しょうがっこうへいっても、がんばります。 

N・K 

 

親子二代、東京学習社でお世話になり、また志望校に合格できました。 

岸畑先生、東京学習社の諸先生方、ありがとうございました。 

娘は人見知りで頑固なところがあり、できない事があると涙を流してきました。 

入塾してからは、人前で自信を持って自分の意見を発表できるようになり、最後まで諦めるこ

となく取り組むことができるようになりました。人の話を聞く大切さ、プロセスの大切さ、受験

勉強だけでなく小学生になってから大切な事も、指導して頂きました。 

また、子供の気持ちを理解した上で、親にも指導していただきました。 

そのお陰で私自身も親として成長できたように思います。本当にありがとうございました。 

N・K 

 

 きしはたせんせいへ 

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。いえでも、うま

れたばかりのいもうとが、よくないてうるさ

かったけどべんきょうしました。 

せんせいからのおまもり・メッセージ・て

の「合」というじのおかげで、ごうかくでき

ました。 

A・M 

 

小学校受験に向けて、岸畑先生をはじめ、諸先生方には、大変お世話になりました。 

ありがとうございます。 

受験を通じ、親子で学び得られたことは、数知れず、その一つひとつが、貴重な経験となりま

した。私の作ってきた環境の良かったところ、改善が必要なところ、また言葉のかけ方やそのタ

イミング、自分自身の心の抜き方。改めて自分を見通し実践していく良い機会となりました。 

娘にとっても、家庭や保育園は、とても小さなコミュニティーでしたので、世の中には、上には 
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上があることを体験し、その中で自分の力を発揮するには、どうすれば良いか学んでいく機会  

だったと思います。何より好きだった勉強が好きなままでいられたことに感謝致します。 

これから、小さくて守られた社会から、どんどん広く、また、様々な人種のいる社会へ出ていき

ます。もまれることになると思いますが、どのような社会においても、自分で考え、行動できる

力をつけてやれるよう、見守りながら、できることをサポートしていきたいと思います。貴塾に

ご縁をいただき、本当にありがとうございます。感謝致します。今後どうぞよろしくお願いいた

します。 

K・Y 

 

 

ごうかくしてうれしかった。 

T・M 

 

受験勉強をはじめたのが遅く、不安の中、東京学習社にお世話になりました。何も分からない

私達親子に、受験に関するいろいろな事を指導して頂きました。そのおかげもあり、親子共々、

リラックスした雰囲気の中、受験日を迎えることが出来ました。合格通知を受け取った時には、

親子で何度も見直し、抱き合って、泣いて喜びました。短い期間でしたが、ご指導頂いたおかげ

で、合格通知を受け取る事が出来たと思っております。合格後も、引き続き、小学校に向けた指

導をしていただいている事に感謝いたします。 

T・M母 

 

とうがくの先生へ。 

おうえんしてくれたのでごうかくしました。テストで 1いになるために、べんきょうもどうて

きもがんばりました。つぎにとうがくでべんきょうする子どもたちにも、がんばってほしいとお

もいます。 

S・K 

 

東京学習社 岸畑先生、諸先生方 

この度娘が、広大附属小、広大附属東雲小に合格いたしました。内気な性格の娘ですが、学習

社に通われている塾生さんは、皆さんはきはきとして堂々としたお子さんばかりなので、自分も、

（みんなに負けないように頑張ろう！）と思えたみたいです。また、ガイダンスや直前ゼミでも、 
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出題傾向や対策などのありがたいご指導やアドバイスを頂き、それが合格に繋がったと思います。 

本当にお世話になりました。 

S・K 母 

 

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。 

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。 

N・S 

 

岸畑先生はじめ諸先生方、この度は息子を志望校合格へ導いてください心より感謝申し上げま

す。 

私どもは、当初、「小学校受験合格」のみを目指して入塾いたしましたが、岸畑先生から「合格

がゴールではない。その先が大事。」というお言葉をいただき、教育への考え方が大きく変わり、

勉強への取り組み方将来を見据えたものとなりました。 

また、勉強だけではなく、家庭でのしつけの大切さ、親のあり方も教わりました。受験をあき

らめようかと思ったこともありましたが、岸畑先生のいつも適切なご指導により、乗り越えるこ

とができました。先生方、子ども、親が三位一体となったからこそ実現した合格ですので、今、

入学への期待は、より一層強まっております。 

今後も東京学習社で学んだことを糧に、ふさわしい行動を心がけてまいります。本当にありが

とうございました。 

N・S母 

 

今回受験をさせようと考えたきっかけは、夫婦共が息子に小学校に入る前に何回か自信をつけ

させてやりたいという思いからでした。 

息子は、生後八カ月の時から保育園へ通っています。性格は、やさしく人懐っこい子ですが、

自分の意見を言えないというところが、親として気になっていました。小学校へ入るまでのこの

一年間、息子の成長を期待し塾へ通う事にしました。その中で受験を目標として頑張る事にしま

した。 

最初は、慣れない環境に戸惑い私から離れずにいた息子でしたが、先生方の温かい心遣いに励

まされながら、自ら席へ着き授業を受ける事が出来るようになりました。またおとなしく座って

いた息子でしたが、分かることは自ら発表する様になった姿に、一歩一歩の成長を感じる事が出

来て嬉しかったです。 
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私達は、夫婦共働きで受験をさせるという中で一番大変だった事は、時間におわれる事でした。

三人も子どもがおり、受験をしているから時間がないという思いをさせたくなかった為、出来る

限り今までの生活を変えないようにする為、息子の勉強は、夫婦で協力し二人で見ていました。

主人は難問になると、ゲーム感覚で考えさせており、息子も楽しみながら勉強していました。し

かし時には遊ぶ時間を我慢し勉強をしました。分からない問題に苦戦する事もあり、六才の子供

をおいつめているのではないかと自問自答した時もありました。親の考えとは反対に、息子は諦

めず最後までやりとげたいと意欲が強く頼もしく感じました。親の私達の方がはげまされました。 

受験を経験をし、息子は合格と不合格両方を体験する事が出来ました。不合格を知った息子は、

声を出して泣いていました。一生懸命頑張った息子の涙は、かっこいい涙と感じました。 

大きな声を出す事が苦手な息子と、朝、早起きをして二人で走って神社へ行き、人と会うと大

きな声であいさつをする事が、この一カ月の日課でした。息子は、一度も休まず続けて頑張った

けど不合格だった息子に私達は、「神様は、合格という喜びと不合格という悔しさを両方プレゼン

トしてくれたんだね。両方をもっている人はもっと強くなれるんだよ。」と言いました。 

息子は、しっかりうなずいて、納得したのか笑顔が戻ってきました。 

この一年間子どもの成長に、また家族の絆に恵まれ、充実した日々だったと思っております。

また無事に受験ができた事は、塾の先生方のお力添え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。 

K・A 

 

きしはたせんせい 

うえのせんせい 

たなかじせんせい 

 

おべんきょうをたくさんおしえてくださっ

てありがとうございました。しょうがっこう

へいってもがんばります。 

N・S 
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岸畑先生をはじめ諸先生方、スタッフの皆様、娘を志望校合格へ導いてくださいまして、心か

ら感謝しております。 

私共にとって、小学校受験は今までの子育てを振り返り、子供の成長を丁寧に見守る機会であ

ると同時に、親子が共に一生懸命頑張ることが出来た貴重な体験となりました。 

3月末生まれの娘にとっては、何事においても常にみんなを追いかける形でのスタートで、能

力の差をどれだけ縮められるかということだけを考え、努力してきました。しかし、思うように

学習が進まず、心に余裕がなくなることも度々ありました。その度に岸畑先生から厳しくも愛情

溢れるご指導をいただけたことで、最後までやり遂げることが出来たと思います。 

また、受験対策だけにとどまらず、数年先まで見据えた内容の授業を幼児期から受けることが

出来たことは、娘にとってとても良い刺激となったことを実感しております。 

今後も東京学習社で学んだことを礎にして、親子共に「とことん最後まで頑張る姿勢。」を続け

て行きたいと思っております。本当にありがとうございます。 

N・S 母 

 

きしはたせんせいへ 

きしはたせんせいはとてもやさしいせんせいです。せんせいはぼくがもんだいをまちがえても

おこりません。だからいつもさいごまでおちついてかんがえることができました。 

せんせいはぼくにみちをつくってくれました。やすだしょうがっこうへのみちです。 

ぼくはよくねむたくなったり、こたえがわからなくてふあんななときもつぎになにをするかお

しえてくれました。だからぼくはごうかくしました。 

ぼくはさんすうとこくごがすきです。しょうがっこうでいろいろべんきょうをならいたいです。

きしはたせんせい たなかじせんせい うえのせんせい とてもありがとうございました。 

Ｙ

 

岸畑先生、ならびに東京学習社諸先生方には大変お世話になりました。 

息子を常に見守ってくださり本当にありがとうございました。 

思えば、東京学習社との出会いは娘の受験の頃からなので、4年になります。娘の時にも大変

お世話になり、こちらの塾に通い、先生の指導の元で力を蓄えれば志望校への合格は間違いない

との確信から、息子も通塾させていただきました。息子は結果、志望校へ合格を果たし、この 4

月から晴れて安田のランドセルを背負って姉と共に学校へ通えることとなり、家族で本当に感謝

しております。 

私は今回、娘の時とは時間的な勝手が違って、なかなか息子に向き合って勉強を一緒にしたり、
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授業を積極的に参観することが出来ず、とても優しい子ですが、のんびりしているので、息子の

普段の在り方や、勉強の進み具合にも大変な不安を持っていました。自分自身の不安から、思う

ように子供に接することもならず、苦しい思いをすることも多く、最後の最後まで自分では息子

を信じてやることができませんでした。そんな中で、岸畑先生にお電話をし、苦しい胸の内を明

かしますと、岸畑先生からただ一言「前向きな言葉が聞きたい。」とおっしゃってくださいました。

あの言葉で一筋の光が見え、頑張ろうと言う気持ちが湧き起こりました。岸畑先生が、私以上に、

最後まで息子の可能性を信じてくださり、諦めない心と前向きな心を教えてくださいました。先

生のおかげで、親子共に、最後の最後まで小さいながらも、一歩を踏みだし続けることが出来た

事が、合格の最大の理由だと思います。 

息子は、東京学習社の先生方、皆さんに我が子のように可愛がって育てて頂きました。3月生

まれでしたが、飛び級として頑張り、東京学習社独自の、学習内容のレベルの高さに子供ながら

に楽しさを見出し、本当にどんなに出来なくても考えるのが楽しい、勉強は好き、分からないこ

とこそ面白いという感覚を身に付けられたのは、本当に先生方のサポートなくしては得られなか

った感性だと思います。私は、東京学習社で岸畑先生と出会って、教育や、学習、教養というも

のは一日にしてならず、ということを教わりました。親や子供、先生方と一丸となって臨むこと

で、子供たちも持てる力以上に頑張ることが出来、受験という高い塀を越えて行けるのだと思い

ました。また、自分、我が子だけでなく、一緒に通わせてもらう他の保護者の方々にも恵まれ、

この幼児期の大変な時に、同じ目標を持ち、それぞれの子供たちに対して温かい目線で励まし合

いながら進むことが出来たことが、子供にとっても私にとってもありがたい環境だったと感じて

おります。 

子供に、知識を詰め込んで、新しいものを知り、予習復習をし、受験対策をすることはどんな

場所でもできますが、幼児期にレベルの高い良い問題にあたる事ができる場所は少なく、個人で

やろうとしても限界があります。また、東京学習社で子供たちが得られるものは、受け手によっ

ては、単純な知識の享受を凌ぐものであります。それは、勉強を楽しむ感性であり、歴史を愛お

しむ心であり、お互いを大切にし、今あるものに感謝する心です。ここで習った事が、これから

の学習の基礎になることはもちろんですが、東京学習社で子供に学習をさせてやることこそが、

私の親としての子どもへの最大のプレゼントであるように思います。更には、これから始まる小

学校生活の 6年間を、切望しました安田小学校にて、過ごすことができる事は、息子にとって掛

け替えのないご褒美になりました。親子共々、素晴らしい経験が出来たと思っています。 

私のつたない文章では、先生への感謝の気持ちが、十分にお伝えできない程に、厚く感謝して

おります。 

本当にありがとうございます。                         Ｙ母 
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やすだしょうがっこうにごうかくできてうれしいです。 

じゅくでのおべんきょうは、とてもたのしかったよ。これからもたくさんおべんきょうをおし

えてください。 

I・S 

 

岸畑先生、田中地先生、植野先生をはじめ東京学習社の先生方、この度は息子を志望校に合格

に導いてくださり、本当にありがとうございました。2 歳半からお世話になり、勉強面だけでは

なく、お友だちとの関わりや、親としてどうあるべきか、本当にたくさんのことを息子と一緒に

学ばせていただきました。つい出来ないところに目がいきがちでしたが、どんな時も息子の良い

ところを見つけて誉めてくださり、結果より過程を大切にすることを学び、私自身も親として成

長できたような気がします。 

どんな時も認めて、誉めて、伸ばしてくれる。そんな塾に出会えて幸せです。 

2年後は、二男が受験を控えております。今後とも、ご指導よろしくお願い致します。 

I・K 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ださり、ありがとうございます。 

ぼくは、ぶじになぎさ公園小学校へ合かくできました。たのしかったり、つらいときもありま

した。でも、合かくしたのでうれしいです。 

きしはた先生、田中地先生、うえの先生、ありがとうございます。 

T・R 

 

この度は、息子を無事に志望校への合格に導いていただき、ありがとうございます。兄弟三人、

志望校へ通うこととなりました。 

上の二人とは異なる性格を持つ三番目に対し、入塾当初不安もありました。しかし、先生方の

明るいお導きにより、試験へは緊張することなく、落ち着いて挑むことが出来ました。 

三人の受験を通して、誉めて伸ばすことは重要ですが、優しさの中の厳しさで子供は大きく成

長することを感じました。塾では、勉強は勿論のこと、子供なりに真似をして良いこと、悪いこ

となどを自ら感じ取り、ルールを学んでいきました。 

この学習社で学んだことは、本当に良かったと感じています。本当にありがとうございました。 

T・M 
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なぎさしょうがっこうへ、ごうかくしました。 

これからも、よろしくおねがいします。 

K・Y 

 

岸畑先生、東京学習社の先生方 

この度は、娘を第一志望のなぎさ公園小学校の合格に導いてくださり、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、幼稚園入園前の 2 歳から東京学習社へ通わせていただきました。親子共々、受験のこと

は初めてで、全く何も分からないところからのスタートでしたが、無事、第一志望のなぎさ公園

小学校へ合格することが出来ました。岸畑先生には、叱咤激励を沢山していただき、本当に感謝

しております。これから小学校へ上がっても引き続き東京学習社で勉強させていただきます。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

K・Y母 

 

受験した時に塾に行って良かったと思った。 

先生が応援してくれて、なぎさ小に合格して嬉しかった。 

鈴川 恵汰 

 

まず、合格できるとは思っていなかったので、希望校から合格通知が来た時は正直とても嬉し

かったです。息子が自宅に近いなぎさ公園小学校に通いたいと言い始めた頃、何も情報のない状

態で悩んでいたところ、習い事で一緒だった東京学習社の塾生のお母様に、ひとまず塾に行って

みるのも良いのではと紹介してもらいました。そして、貴塾に問い合わせをしたところ、体験学

習を 2回できるということで、早速、親子共々ドキドキしながら受講させてもらったその日、塾

では、先生方は慣れた様子で迎えてくださり、息子を席に案内してくださいました。 

不安ながらに後ろに座って見学させてもらっていた私は、受講内容に驚愕しました。なぜなら、

一般的な 5・6歳で解る内容に思えなかったのです。田舎の幼稚園で、のほほんと過ごしていた我

が子には到底完全理解は難しいのではないか、小学校受験もこんなレベルが高いのでは無理かも

しれない、と思いました。 

しかし、塾を体験した息子は、出来なかったことがあったのと、他の塾生が出来ていたことに

よってスイッチが入ったのか、悔しい気持ちが湧き上がっていたようで、その日に学んだことを

一緒に復習し、その日から少しずつですが、問題集などの質問を解いたり、過去問題をやってみ 
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たりモチベーションが上がった様子でした。先生からも励ましの言葉を沢山いただき、最終的に

は受験を試みようと思いました。 

塾で学ばせてもらったことを基に受験に挑んだところ、出題されたものがそれよりも容易な問

題であったと感じた息子は、受験直後に「全然難しくなかったよ。」と話してくれました。様子が

窺えないので問題や質問に正確に対応出来たかどうかは分かりませんが、これもひとえに常にワ

ンランク上の問題を解るように導いてくださり、自信をつけてくださった先生方のおかげだと思

っています。受験日には、応援に駆けつけてくださり、大変心強かったです。 

そして、問題を解くという勉強だけでなく、日頃の子供への接し方や季節に関ること、行事等々

も大切であることをアドバイスしてくださっていたので、それを気にかけて過ごし、息子に声掛

けをした覚えがあります。 

塾へ行くことを悩んでいた私が言えることは、塾へ通わせてもらったおかげで、息子のモチベ

ーションが上がり、徐々に自信に繋がり、私自身は一つ一つアドバイスいただいたことで、ある

程度の不安がぬぐえました。きっと、なにかしらプラスになると思います。 

ここに「合格者の喜びの声」に一筆書かせていただき、感謝申し上げますと共に大変お世話に

なりまして、ありがとうございました。 

鈴川 千恵子 

 

きしはたせんせい、うえのせんせい、たなかじせんせい 

おべんきょうをいっぱいおしえてくださいましてありがとうございました。これからもがんば

るので、よろしくおねがいします。 

K・E 

 

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。 

娘だけではなく、私たち親も成長させていただきました。 

年中の 12月に入塾させていただき、岸畑先生の指導を信じて親子で頑張って来たことが合格へ

と繋がったと思っています。お陰様で、受験した 3 校とも合格をいただき、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

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り、お言葉を掛けてくださったお陰

だと感謝しています。これからも宜しくお願いいたします。 

K・E母 
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せんせいが、いっしょうけんめいもんだいをつくってくれたので、わたしはなぎさしょうがっ

校のテストがごうかくできました。ありがとうございます。 

はるから、小 2のクラスで、もっとがんばります。 

高はし のぞみ 

 

この度、なぎさ小学校へ無事に合格することができ、まずはお礼を申し上げます。 

受験に携わってくださった先生方、本当にありがとうございました。 

今回、上の子の時の経験から、もう少し子供に対してゆとりを持たなければいけないのではな

いかと思い、下の子は一年早く、飛び級生として受験に向かいました。結果、正解であったと思

います。いろいろなことに挑戦する姿勢や、学問は一生役立つので、良い環境の中で学ばせてい

ただけたのは、本人の中でも自信となっているようです。 

自宅では、お兄ちゃんと机を並べながら、時折ちらちらとお兄ちゃんの様子を伺いながら、上

へ行こうとしている気持ちが伝わってきます。この春、入学し、学校でも様々なことを経験し、

一つ一つ成長していってくれる様子が思い浮かび、今から楽しみです。これも先生方のお陰だと

感謝しています。 

引き続き小学部でも、どうぞ宜しくお願い致します。 

高橋 美紀 

 

「シール、いつもありがとうございます。せんせいにぎゅうしてもらうのがすきです。せんせい

と話をするとちからがわいてきます。」 

K・S 

 

不安な気持ちでスタートしたのですが、先生方の愛情に支えていただき、ここまでやってこら

れました。子供だけでなく、親も支えていただきました。 

本当にありがとうございます。 

K・S母 

 

きしはたせんせいへ 

なぎさしょうがっこうへいっても、べんきょうをがんばります。 

S・A 
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岸畑先生、東京学習社の先生方 

この度小学校受験に当たっては、熱心にご指導いただきありがとうございました。 

小学校受験を検討し始めたのが年長の 7月。非常に遅いスタートになりました。それまで机に

着いて勉強する経験もなかった我が子でしたので、体験授業を受けた 7月は、周りの雰囲気に圧

倒されるようでした。子供の興味を引くような導入、その年齢に相応しい問題、非常に明快で理

解しやすい解説など、塾の授業というものを初めて経験する私ども親子にとって、何もかもが新

鮮で楽しい経験でした。 

3ヶ月間の学習期間でしたが、みるみるうちに学習習慣が身につき、問題に取り組む際に真剣

な表情を見せるようになりました。希望する小学校への入学に導いて頂いたことも感謝しており

ますが、それ以上に娘に学ぶ喜びを教えてくださったことに感謝申し上げます。 

授業の度、後ろで娘を見守っておりましたが、授業を楽しんでいることが見てとれました。私

自身も出席する度、今日の私自身の学びは何であったのかをノートに書き留めるようにしており

ました。先生の語られる、親としての在り方、子育ての大切なことなど、ひとつも書き漏らすこ

とのないようにと聞いておりました。 

小学校受験と合格がゴールではありません。生涯に渡って学びを通じた喜びを感じ続けられる

よう、親子で成長していきたいと思います。小学校に入学しましても、引き続きご指導を宜しく

お願いいたします。 

S・A母 

 

岸畑先生、田中地先生、東京学習社の先生方 

一年間大変お世話になり、ありがとうございました。 

この春より、晴れて三育学小学校に通うこととなり、大変嬉しく思っています。 

天邪気でなかなか素直になれない性格の息子ですが、先生はいつも子供の良いところを見てく

ださり、最後まで寄り添い、丁寧にご指導いただきました。そんな先生を、子供は信頼し、今、

先生とお話しする際の子供の表情や態度は驚くほど素直です。 

初めての受験で、私も途方に暮れたり、反省したりの繰り返しでしたが、先生のアドバイスは

的確で、学ぶことも沢山ありました。本当に感謝しています。 

進学後も身に付いた姿勢と学習習慣を維持していけたらと思います。今後とも、ご指導宜しく

お願い申し上げます。 

D・K 母 

 


