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べんきょうをおしえてくれてありがとうございます。先生たちのおかげで安田小学校に受かりま

した。わたしはけっかを見たとき、なみだがでました。とてもうれしかったです。 

                                     永岡 ゆず花 

 

東京学習社の先生方のお力添えで、娘の第一志望校であった安田小学校に合格することができま

した。年少の 3月から年長エリートコースに入塾しまして、受験直前の 10 月まで、コースを 2巡り

してお世話になりました。私どもは共働きであり、短期間に集中して娘の受験準備に時間をかける

事が難しく、早くから受験対策に挑みましたが、時間をかけた事で、無理に詰め込むことなく徐々

に力をつける事ができました。 

娘は見学の際から、東京学習社を気に入っており、先生方や友達に会える事を楽しみに通ってお

りました。 

安田小学校受験の帰り道、不安でならない私を横目に娘は、絶対合格していると自信満々であり、

こんなに勉強ができるようになったのは、先生とお母さんのお陰だと言って泣かせてくれました。

このような発言ができるようになるまで成長させてくださったのは、先生方のお陰です。本当に有

難うございました。 

永岡 綾 

 

 きしはたせんせい、あかつせんせい、まえぞのせんせい 

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。しょうがっこうへいっても、ひゃく

てんとります。 

                                       C.H 

 

 この度は、岸畑先生、東京学習社の先生方のご指導のお陰で、志望校より合格を頂くことが出来、

感謝しております。 

 娘は、年長の 6 月から通わせていただきました。教室の授業を体験させていただいた時、先生が

一人ひとり丁寧に教えてくださり、娘も「ここに通いたい！」と、とても気に入り入塾しました。

指導していただいた内容は、親子共々大変勉強になり、「もっと早くから通塾しておけば良かった。」

と思いました。先生が大好きで、塾の日はいつもわくわく楽しみにしていました。思うような結果
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が出なかった時は、悔しくて泣きながら帰ったこともありましたが、先生がプリントに書いてくだ

さるメッセージを何回も読み返し励まされておりました。 

 時には厳しく、良いところはいっぱい誉めてくださり、信頼出来る先生に出会えて大変感謝して

おります。本当にありがとうございました。 

C.H 母 

 

 いつもお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。ごうかくして、とてもうれ

しかったです。しょうがっこうへいっても、おべんきょうをがんばりたいです。 

R.A 

 

岸畑先生をはじめ、東京学習社の皆様のお陰で、なぎさ公園小学校へ合格する事ができました。 

娘は、3 歳からお世話になり、約 3 年間通塾させていただきました。岸畑先生には、大変お世話

になり、とても感謝しております。年長になった頃、受験は諦めようとしましたが、娘がとても楽

しみに塾へ通う姿を見ていると、もう一度頑張ってみようと思い、受験対策やテストに参加しまし

た。でも、なかなか思うように点数は上がらなく悩む日々でした。そんな中、岸畑先生から、優し

く時には厳しくご指導くださり、親のあり方を教えられました。本当に感謝しかありません。合格

通知を見た時の喜び、そして東京学習社の皆様への感謝の気持ちを忘れず、これからも親子共々、

日々努力し、頑張っていこうと思います。岸畑先生、赤津先生、前薗先生、本当にありがとうござ

いました。 

R.A 母 

 

せんせいがてのひらにかいてくださった○合 のパワーで、ごうかくできま

した。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。 

                              S.E 

                                        

 

 

 

岸畑先生、赤津先生をはじめ、東京学習社の先生方 

この度は、広島大学附属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。 

年長の夏のゼミから参加させていただきましたが、最初は塾生の方たちのレベルの高さにただ驚
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いていました。そんな塾生の方たちに刺激されたのか、恥ずかしがり屋だった息子も、徐々に積極

的に手を挙げるようになり、負けたくない！という競争心が、芽生えていったように思います。

「Good シール」「はなまるシール」がもらえると、本当に嬉しそうで励みになっていました。授業

内容はもちろん、模試の内容もとても中身の濃いもので、毎回、私自身勉強になり、また、先生が

模試のプリントに書いてくださるメッセージには、親子共々とても励まされ、前向きになれました。

東京学習社で先生方にご指導いただき、息子は大きく成長しました。本当にありがとうございまし

た。 

N.E 

 

  この度は、3年前の息子に引き続き、娘も志望校合格へお導きいただきありがとうございました。 

事情があり夏からの入塾となってしまい、本人も出来ない、分からない事があると授業中に泣いて

しまうことが多々あり、ご迷惑をおかけしたと思います。ですが、行きたくないということが一度

もなかったのは、先生方に優しく声をかけていただき、前向きな気持ちとモチベーションを持ち続

けることが出来たからだと思っています。 

 本当に最後まで手厚く、一つひとつの項目について取りこぼしがないように、ご指導していただ

いたので試験当日は、「行ってくるね。」と、しっかりと自ら歩いて行きました。その姿を見て、結

果はどうあれ娘にとって大きな意味のある時間だったと心から思いました。 

 春からは、兄と同じ通学路を公共機関を使って通う生活が始まります。半年前には考えられなか

ったことです。本当にありがとうございました。 

 東京学習社、ならびに岸畑先生、赤津先生、諸先生方の益々のご発展を心からお祈りしています。 

H.M 

 

きしはたせんせいへ 

ごうかくさせてもらって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のしばふでね

ころびます。きしはたせんせいも、ねころびにきてね。 

                                          M 

 

この度、念願のなぎさ公園小学校から合格を頂くことができ、大変喜んでおります。届いた合格

通知を手に、家族で喜びを分かち合いながら、一番に岸畑先生のことが思い浮かびました。 

これ程までに、なぎさ公園小学校の入試対策に力を入れている学習塾は東京学習社の他に無いと

思います。家庭では、気が付くことのなかった上靴の脱ぎ履きを始めとした細やかな所作や、グル

ープ練習での言動にも目を光らせてくださり、本番さながらのマンツーマンでのご指導、とても身

になりました。その他にも面接のアドバイスや願書の添削、どこが欠けても今回の結果には至らな
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かったと思います。何度も願書の添削をしてくださり、深夜でもファックスを送ってくださった事、

入試当日、門の前で息子の手を強く握り締めて送り出してくださった事、何よりも私達親子の自信

と心の支えとなりました。一生忘れません。これまで沢山のご迷惑、ご心配をお掛けしました。と

ても感謝しております。本当にありがとうございました。 

M 母 

 

きしはたせんせい、あかつせんせい 

じゅぎょうたのしかったです。いっぱいおこられたけどたのしかったです。ありがとうございまし

た。 

                                        A.R  

 

夏休みに東京学習社の授業を体験してみて、何がなんだか分からない状況の中、物怖じすること

なく張り切って取り組む我が子の姿に、可能性はゼロに近くともゼロではないのかな、と単発で授

業を受けさせていただくようになり、家の中では、どれだけ岸畑先生、赤津先生のお名前が引き合

いに出てきたでしょうか。「塾」という言葉を使わず、「先生に会いに行くよ。」と、毎回声をかける

ようにして、緊張をほどくようにしました。岸畑先生が母親に対して投げかけてくださる言葉が何

度胸を刺し、どきっとし、落ち込んだことでしょうか。今までの子育てを見抜かされているような

ご指導は、私を奮い立たせてくれました。結果発表の心境というよりは、無事、試験当日を迎え、

会場へ手を繋ぎ歩きながらぼろぼろと止まらない涙が忘れられません。我が子とひとつひとつの目

標に向かい、頑張った濃密な時間は、一生の宝物です。私自身初めての受験経験ができたのも、結

果に恵まれたことも東京学習社の先生方が優しい言葉を選び、私たちに勇気をくださったからだと

感謝しています。ありがとうございました。これからがスタートです。流れに乗れるようにサポー

トしていこうと思います。 

A.R 母 

 

とうきょうがくしゅうしゃのせんせいがたへ 

きしはたせんせい、あかつせんせいのおべんきょうのおかげでやすだしょうがっこうへごうかくす

ることができました。さんすうもすきになりました。こくごもだいすきです。しょうがっこうへい

ってもがんばります。これからもよろしくおねがいします。 

M.S 

 

親子 2代に渡り東京学習社でお世話になり、このたび息子を合格へ導いてくださいました先生方

へ、心より感謝申し上げます。 
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拙文ではございますが、その道程を振り返りますと、私の記憶は数 10 年前に遡ります。 

岸畑先生とは、私が 4歳の頃、母に連れられ東京学習社の門を叩いて以来のご縁となります。 

「私を生んだのは親である。私を人たらしめるのは教師である。」という新渡戸稲造の言葉の如く、

私自身、東学で学んだことが中学受験、大学受験、大学院進学から現在に至るまで、受験や論文作

成など大きな壁に立ち向かう時、人生の礎石となってくれました。幼少期に「おべんきょうはたの

しい」と思えたからこそ、大学院では「学問は最高の遊びである」と実感できたように思います。 

 そんな私も母となり、再び東京学習社の門を叩いたのは、息子が 2歳になってすぐのことでした。

母として「人を育てること」の難しさに直面し始めた頃で、子育てで何かに躓くたびに岸畑先生に

ご相談し、変わらぬ熱血指導を賜りながら、親子で一歩ずつ模索していく日々でした。 

 自然な流れではありましたが、幼稚園受験、小学校受験と、結局私と似たような道筋を歩ませて

いくことに、1人の人間として迷いを感じることもありました。しかし、そのうち息子自身が「お

べんきょうがんばる！たのしい！」と言うようになり、徐々に親としても子どもを見守りつつ、頼

もしく思えるようになりました。 

今、小学校受験を振り返り、一番に感じたのは、飛び級を経験できたことが息子の自信に繋がっ

ていたのではないかということです。上級生に囲まれ、はじめは緊張していましたが、年長の夏に

は、小学校 1 年生レベルの算数検定 11 級にも挑戦し、合格することができました。そのことが自信

へと繋がり、本人にとって小学校合格への近道となったのかもしれません。 

一方で、若干の後悔もあります。それは、小 1の授業で書き始めた日記を自発的に受験までかか

せておけばよかった、ということです。夏までは書く習慣が出来ていたものの、受験直前にはそれ

が途絶えてしまいました。日記は、結果として、ひらがなや漢字の練習、また言葉選びの習熟とし

て良かったと思います。そして何より、彼の成長や日々感じていたことを後から読み返すこともで

き、文字通り『日記』として形が残せたことに親子共々喜びを感じました。 

息子はこの春、新しいスタートラインに立ちます。その先には、楽しい事だけでなく、数々の困

難や試練も待ち受けていることと思います。しかし、5歳にして彼が身につけた「やればできる」

精神は必ずや彼の人生に大きく影響することと期待しています。その人生の道のりを、息子が果敢

に進んでいけるよう、親としても日々、見守っていきたいと思います。 

親子でここまでの成長が出来ましたのも、東京学習社で過ごさせて頂いたおかげです。 

このたび、安田小学校にご縁をいただけたことはもちろんですが、息子に「おべんきょうはたの

しい！」ということを学ばせてくださった岸畑先生、いつも明るく優しくご指導くださった赤津先

生、サポートをしてくださった諸先生方に、この場をお借りして、深くお礼申し上げます。 

親子共々、有意義な時間を過ごさせていただき、誠にありがとうございました。 

M.S 母 
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きしはたせんせい、あかつせんせい、まえぞのせんせい 

なぎさこうえんしょうがっこうにごうかくさせてくれてありがとう。べんきょうがんばります。 

                                       北川 智雅 

 

 この度も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。 

「兄と一緒のなぎさ公園小学校へ行きたい。」という本人の願いを叶えてやりたいと思い、今回も

東京学習社にお世話になることを決めました。兄の時とは違った山あり谷ありの 1年でしたが、本

気で息子と向き合う貴重な時間を過ごさせていただきました。常に愛情を持って温かく私たちを叱

咤激励くださった先生方に、心から感謝いたします。東京学習社の益々のご発展を祈っております。

ありがとうございました。 

北川 雅恵 

 

きしはたせんせい、あかつせんせい、まえぞのせんせい、ごうかくできました。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でもがんばります。 

                    豊田 ゆり 

 

この度は、第一志望であるなぎさこうえん小学校に合格することができました。 

入試直前までご尽力いただきました岸畑先生、赤津先生、前薗先生には感謝の気持ちでいっぱい

です。 

東京学習社に通いはじめた頃は、ずっと泣きっぱなしの日々が続き、受験に向けて不安しかあり

ませんでしたが、先生方のご指導のおかげで無事に受験を乗り越えることができました。2年間、

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

                                     豊田 ゆり母 

 

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した。ふぞくしょうがっこうでもが

んばります。 

                          H.F. 

 

東京学習社 先生方へ 

直前ゼミからお世話になった娘に、先生方は熱心に指導してくださり、志望校に合格させていた

だきました。受験を通し、親の在り方も再確認することができ、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。                        H.F.母 
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きしはたせんせい、あかつせんせい、まえぞのせんせい 

たくさんお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。これからもがんばります。 

 

 

 

 

 

                          S.N 

 

岸畑先生、赤津先生、前薗先生そして諸先生方 

お陰様で娘は、附属東雲小学校、三育小学校に合格することができました。年中時、初めて貴塾

の模試に参加しましたが、塾生の皆さんの優秀さに圧倒され、通塾させる勇気が出ませんでした。

このため、通信講座から始め、その後個別指導をお願いし、娘が、貴塾に通いたいと希望しました。

先生方は、どんなところでつまずいても娘が理解できるまで根気よく指導してくださり、娘も楽し

く勉強を続けることができました。最初の頃は、質問されても小さな声しか出ませんでしたが、岸

畑先生から「おまじないよ。」と、お守りを頂き、入試前には、はきはきと答えるように変わりまし

た。入試のたびに、校門で暖かい言葉をかけて頂き、どんなに励まされたか、分かりません。結果

に絶望したこともありましたが、受験勉強を通して娘は、最後まで諦めなければ見える景色を少し

は感じることができたのではないかと思います。本当にありがとうございました。この経験をこれ

からの学校生活に活かしていきます。 

                                        S.N 母 

 

東雲小より合格をいただきました。 

年長になり、東学、欧州塾、こぐま会の３社の模試を定期的に受ける中で、11月から直前ゼミと

して東学でお世話になりました。東学を選んだ理由は、模試の問題構成のバランスが取れていて、

返却内容が個人指導のごとくきめ細やかなものだったからです。中でも表紙の岸畑先生からの直筆

メッセージは、子ども・保護者の頑張りを認めつつ、まだできるもっと伸びるという気持ちにさせ

られる、毎回励みになるものでした。 

母親である私が初めて焦りを感じたのは、直前も直前、12 月の行動観察ゼミでした。受験生が大

勢いる中で、どう動くのか、状況判断力・行動力・それを表に出せる子役のようなパフォーマンス

力が必要なことを知りました。 

これは、一朝一夕で出来るようなものではありませんでした。そのため、附属小の行動観察重視
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だった今年度入試では、ご縁はありませんでした。散々悩んだ挙句、東雲小入試では、大人に媚び

ない、自然体で頑張り屋さんの娘を見てもらうため、1 ヶ月勉強は一切せず好きなことだけをして

過ごしました。 

国立小の捉え処のない合格基準は、どう対策しようか不安が尽きないものですが、一つ確実に言

えるのは、子どもを「必ずできる」という気持ちにすることが大切です。東学は、そこまで導いて

くれます。 

                   ゆりちゃんズ 

 

きしはたせんせい、あかつせんせい 

たのしくおしえてくれてありがとうございました。とうきょうがくしゅうしゃがだいすきです。 

                         T.T 

 

この度、息子が広大附属東雲小学校に合格出来ましたこと、岸畑先生、赤津先生、前薗先生に心

から感謝しております。ありがとうございました。 

広大附属小学校の発表の日、自信があったにもかかわらず自分の番号がなく、今までにないほど

号泣した息子を見て、心が苦しくなり、もう東雲小学校のテストはやめようと言った私に、息子は、

「東雲小学校にも行きたい！またがんばる！」と言い切りました。それならばと、今まで東京学習

社では、模試しか受けていませんでしたが、40 年近く前、私の姉を合格へと導いていただいた東京

学習社の直前ゼミに参加させていただく事に決めました。 

先生方の丁寧で温かいご指導のおかげで、毎回とても楽しそうに、そして今まで以上に一生懸命

に取り組んでいる息子の姿に心打たれるものがありました。ちょうど反抗期で私の助言には耳を貸

さない時期でしたが、先生方のアドバイスは素直に聞き入れ頑張っていました。授業中に岸畑先生

が、「お母さん、この子は自信をなくしているのではありませんか。」とおっしゃられた時は、はっ

とする思いで、それからは、息子に接する態度、励ます声がけに気をつけるようになりました。直

前は、息子の意志で毎日通わせていただき、息子に合ったご指導や心温まる励ましのお言葉をかけ

ていただきました。この日々により、息子が自信を持って試験に臨むことができ、良い結果を出す

ことができたと確信しております。残念ながら、抽選で外れ、息子の願いは叶いませんでしたが、

東京学習社で得たものは、私たち親子にとってとても大きなもので、思い返せば、約 1年前から始

めた準備期間の中で、この直前１週間が、親子共々、最も充実した楽しい時間でした。本当にあり

がとうございました。 

                                        T.T 母 
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しののめしょうがっこうにうかってうれしかったです。 

しののめしょうがっこうにいったらべんきょうをがんばります。 

                         K.S 

 

この度、娘が一番に志望する小学校の合格通知を手にすることができました。 

喜びの結果を家族で分かち合うことができたのは、長い受験の日々を導いてくださった、岸畑先

生、赤津先生、前薗先生、東京学習社の諸先生方のお陰です。 

日々の手厚い授業内容に加え、受験本番の目前には、連日、教室を開放してくださり、実技の過

去問を全て網羅することができ、初見が苦手な娘の不安払拭に繋がりました。 

また、岸畑先生からは授業を通して、親としての姿勢を問われる様な助言を多くいただき、娘の

親としてどうあるべきか、家族が娘とどう関わっていくべきか、大切な事を沢山、学ばせていただ

きました。 

これからも東京学習社に通わせていただいたご縁を大切に、娘の成長に寄り添っていきたいと思

います。本当に、ありがとうございました。 

K.S 母 

 

岸畑先生、赤津先生、前薗先生 

ごうかくしてうれしかったです。これからもいろいろなことをたくさんおしえてください。 

                         K.K 

 

岸畑先生をはじめ、赤津先生、前薗先生、東京学習社の先生方 

安田小、東雲小への合格へ導いてくださり、本当にありがとうございました。 

年中の冬から入塾しました。マイペースな子でしたので、授業についていけるのかな…先生のお

話をきちんと聞けるのかな…と、親の私は不安でいっぱいでしたが、先生方がとても上手に導いて

くださり、入塾前と後では別人かの様に成長しました。子供の力を見抜いてくださり、親の私共に

もたくさんの助言をくださり、この１年間とても充実した日々となりました。岸畑先生のこれまで

の経験や知識は本当に素晴らしいものだと感じております。子供だけでなく、親の私も先生からた

くさんの事を学ばせていただきました。 

受験当日の朝、息子が主人と私を呼びとめて、「今日、頑張ってくるからね！」と、とても凛々し

く頼もしい姿で言ってくれました。その姿だけで胸がいっぱいで涙をこらえるのが大変でした。そ

の様に成長させてくださった先生方には、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、本当に

ありがとうございました。                             K.K 母 
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きしはたせんせい、あかつせんせい、まえぞのせんせいありがとうございました。ぼくは、とう

きょうがくしゅうしゃでべんきょうをおそわって、やすだしょうがっこにごうかくすることができ

ました。とてもうれしかったです。これからもがんばります。 

                         Y.M 

 

岸畑先生、赤津先生、前薗先生、東京学習社の先生方に厚く御礼申し上げます。 

この度は、息子を第一志望校の安田小学校に導いてくださり、心から感謝しております。入塾当

初はこのままで大丈夫だろうかと心配していましたが、親よりも早く子どもの変化に気付いて頂き、

親身になって相談にのってくださったり、家庭での指導方法をアドバイスして頂きました。先生方

は、子どもが間違っても否定的なことは一切言わず、常にほめて頂いたことが子どもの成長につな

がったと考えております。また、親が授業参観型であったことで家庭での指導もスムーズに行うこ

とができました。そして、先生方からの「最後まであきらめない」という言葉を信じて、親子共々

頑張ることができました。今後も、今以上精進して努力していきたいと考えています。ご指導よろ

しくお願いいたします。 

追伸：受験の為、しばらく休んでおりました習い事に久しぶりに行った際に、「集中力がついたこ

と、以前より一生懸命取り組めるようになったこと」など、精神面での成長をほめて頂きました。

親も実感するほど子供を成長させて頂いたことに感謝しております。 

                                        Y.M 父 

 

 

 

 

 

 


