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きしはたせんせい、あかつせんせい、たくさんおしえてくれてありがとうございました。 

おべんきょうはとてもたのしかったです。 

 おにいちゃんといっしょにふぞくしょうがっこうへかよえるので、すごくうれしいです。 

                                        R・H 

 

この度は次男も長男同様、安田小学校・附属小学校へ合格することができ、岸畑先生、赤津先生

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。 

息子は東学で色々学んでいくうちに、兄と一緒に附属小学校に通いたいと言うようになりました。

親として息子を誉める事が少なかった分、授業で岸畑先生や赤津先生に誉められるとすごく嬉しそ

うで、シールが増えていく度にモチベーションが上がっていきました。先生方の素晴らしい授業と

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。 

息子達を附属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。 

R・H 母 

 

あかつせんせい、きしはたせんせい 

とうきょうがくしゅうしゃでいろいろおしえてくださってありがとうございます。しょうがっこ

うへいってもがんばります。やすだにいけます。おにいちゃんといくのが、うれしいです。 

                                         K・H 

 

 この度は娘を志望校に合格させていただき、本当にありがとうございました。 

岸畑先生には上の子から８年間ご指導いただきました。子供たち一人ひとりを温かく時には厳しく

見守っていただき、私共親子を成長させていただいたと、心から感謝しております。 

 我が家にとって３回目の小学校受験でしたが、何度経験しても、悩みも緊張も尽きることはあり

ませんでした。岸畑先生は娘の個性を見抜き、上の子と比較することもなく「この子は涙が出ても

きちんとできるから大丈夫よ。」と、親の私以上に、娘のことを信頼してくださっていたと思います。

テストに書かれている先生からのコメントでは、どんな時でも前向きで温かい言葉をかけてくださ

っていて、私自身も励まされると同時に、子育ての大切なことに気づかせていただきました。娘は
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岸畑先生のことも赤津先生のことも大好きで、最後の最後まで先生方に応援していただき、本当に

心強かったです。 

 小学校受験だけでなく、将来も見据えて、子供たちの成長を考えてくださる先生方のもとで学ば

せていただけて本当によかったです。東京学習社で学んだ「考えるプロセス」「最後までやり抜く心」

は、これから子供たちが、どんな道に進んでもきっと大きな力になると思います。また、勉強面だ

けでなく、一緒に通わせていただいたお友達やお母様方からも、親子ともどもたくさん支えていた

だきました。本当にありがとうございました。塾でできたお友達と、今度は小学校でご一緒できる

ことを大変うれしく思っております。 

 岸畑先生ならびに赤津先生、東京学習社の諸先生方には大変お世話になり、本当にありがとうご

ざいました。 

K・H 母 

 

きしはたせんせい、あかつせんせいへ。ぼくにおべんきょうをおしえてくれてありがとう。とっ

てもたのしかったよ。しょうがっこうにいってもがんばるからね。 

   K 

 

岸畑先生、赤津先生をはじめ東京学習社の先生方、本当にお世話になりました。 

この度、志望校への入学が決まり心より御礼申し上げます。 

すべてが初めてのことで、親子とも不安が大きかったですが、東京学習社へ入塾して良かった、

岸畑先生にお会いでき、ご指導いただけて本当に良かったです。入塾して物事を考える姿勢が随分

と身につき、成長したように思います。また私自身、先生のお話にはっとさせられることもあり、

躾とは何か、育児とは何かと改めて見直すことができ、受験勉強とは子どもだけのことではなく、

親の勉強でもあるのだなと改めて考えさせられる、良い機会となりました。おかげでやるべきこと、

これから成すべきことが明確になり、前向きに進めていくことができたと思います。 

また家族全員で、この大きな試練に挑戦したことで、家族としての絆も深まりました。私ども家

族の成長にとっても、大変価値のある経験ができたこと、それも先生がいつも温かくご指導くださ

ったお陰と深く感謝しております。 

これからもよろしくお願いいたします。 

K 母 

 

せんせいありがとう。こくごさんすうがんばるよ。 

  R・A 
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岸畑先生はじめ東京学習社の諸先生方、皆様 

この度は、安田小学校合格に息子をお導きいただき、誠にありがとうございました。 

東京学習社には、年長の７月に開催された模擬試験の受験で初めてお世話になりました。そのフ

ィードバックの丁寧さ、設問毎に記された先生からのコメントに大変感銘を受け、息子も返還され

た問題用紙を一枚一枚めくり、先生の赤ペンを真剣な顔で拝見しておりました。共働きで父親が単

身赴任の現況で不安要素がありましたが、授業の振替等柔軟な対応策をいただき、夏季講習から本

格的に入塾させていただきました。 

受験までの時間が無いなか、一年も二年も前から準備をされている皆様の熱気に圧倒されながら、

「もっと早く入塾させてあげていれば」と何度も後悔いたしましたが、温かく熱心な先生をはじめ、

同じ境遇のお友達・お母様方に励まされながら、息子とも何とか授業についていくことができまし

た。 

受験当日は、入室直前に岸畑先生、赤津先生にお会いできたこと、どれだけ勇気づけられたこと

か、また、東京学習社の皆さんと同じ教室で待機できたことで、息子も安心して試験に臨むことが

できました。 

合格発表の日、岸畑先生から「おめでとう。」のご連絡をいただき、大変嬉しく、家族全員で喜び

ました。こちらにお世話になって、本当によかったと感激いたしました。 

今では、小学校入学までにどれだけ皆さんにキャッチアップできるかを考え、先生の授業を楽し

みに受けさせていただいております。 

先生方をはじめ、一緒に受験まで頑張った東京学習社のお友達・ご両親の皆様に心より感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

 R・A 母 

 

きしはたせんせい、あかつせんせいありがとうございました。ごうかくできました。 

S・N 

 

 この度は志望校であるなぎさ公園小学校へ合格させて頂きありがとうございました。保育園に通

っており何の情報もなく不安でしたので、年中の夏から東京学習社へ通わせて頂きました。受験の

事が何もわからない私達親子に勉強だけでなく、躾や生活面の事など様々なことを教えて頂きまし

た。くじけそうな時もありましたが無事合格することができました。岸畑先生をはじめ、東京学習

社の先生方のおかげで合格させて頂き感謝しております。 

S・N 母 
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きしはたせんせいたちへ。べんきょうをおしえてくれてありがとうございます。 

K・H 

 

岸畑先生、あかつ先生、東京学習社の皆様のおかげでなぎさ公園小学校に合格することができま

した。 

通塾開始時期が他のお子さんよりもかなり遅く、家で自分たちなりにやっていた勉強とは全く違

うことをされていて、ついていけるのかどうかかなり心配ではありましたが、先生方が 1 人ひとり

丁寧に細かく分かりやすいご指導をされていて、とても有難く思いました。 

特に、心配だったのが志願書でした。岸畑先生に何回も手直しをいただき、「ここまで見てくださ

るなんて！」と感動いたしました。自分の納得のいく素晴らしい内容に仕上がりました。模擬面接

でも本番さながらの質問内容で、身なりのチェックから答え方までしっかりとご指導していただき、

本番の面接では、ほとんど緊張せずに挑むことができました。 

思いきって通塾して「本当に良かった！」と心から思います。集中ゼミで自信をつけて挑んだ入

試に、無事合格することが出来、親子で喜びの涙を流しました。 

本当に本当に有難うございました！！ 

K・H 母 

 

なぎさしょうがっこうにごうかくしてうれしかったです。おべんきょうはむずかしかったけれど、

たのしいです。きしはたせんせいといっしょにしたもんだいがでました。はるからしょうがっこう

にかようのがたのしみです。 

 M・U 

 

岸畑先生をはじめ東京学習社の先生方には、本当にお世話になりました。合格を頂けたのは、先

生方のご指導のお陰です。最後まであきらめずに、続けてきて良かったと思います。 

年長の５月から入塾しスタートが遅かったので、知的授業や動的授業など、何をしていいか分か

らず、周りとの差は明らかでした。それでも、東京学習社へ行くことを楽しみにしている娘の姿を

見て、親として全力でサポートしようと思いました。そして、そんな右も左も分からない娘に根気

強くご指導してくださった先生方に大変感謝しております。 

夏期講習が終わった頃、伸び悩む娘の成績に「本当にこの感じで小学校受験に間に合うのだろう

か？」と、先生にご相談したこともありました。娘に合った入試傾向から志望校を決めたのだから

と、娘を信じるようにと諭されました。岸畑先生には、願書もぎりぎりまで丁寧に見ていただいた

り、面接の模擬練習も的確なアドバイスをしてくださり、大変感謝しております。志望校の直前ゼ
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ミでは、試験の傾向と対策をしっかりご指導くださり、親子共に試験対策や準備がしっかり出来ま

した。 

試験当日には、なぎさ公園小学校の正門前に、岸畑先生自らが激励しに来てくださり、親子共々

気が引き締まり、非常に心強かったです。試験が終わり「どうだった？」と、娘に聞くと、「全部ま

るですよ。すごいね。」と誉められたと、自信満々で話してくれました。娘も落ちついて試験を受け

ることが出来ているなと、親目線でも感じ取れましたし、模試や直前ゼミなどでしっかりとご指導

してくださったお陰だなと思います。 

合格発表の日は「合格」の文字を見て家族全員、肩の力がすっと抜けて晴れやかな気持ちでいっ

ぱいでした。朝からそわそわしていた娘も、合格を自覚した時は「やったあ！」と、今までで一番

の笑顔で飛び跳ねて喜びました。 

受験後は小学校入学準備の授業指導もしっかりしてくださっており、合格後のサポートもしっか

りとしてくださるので親としては感謝としか言いようがありません。３年後には長男の受験を迎え

ますが、同じようにご指導して頂きたいと思っております。 

                                        M・U 母 

 

きしはた先生、あかつ先生、やすだ小学校にごうかくできました。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。じゅぎょうで、1000 てん、10000 てんをもらえるのが、

うれしかったです。小学校へいっても、おべんきょうをがんばります。先生が大すきです。 

    

T・M 

 

 

 

 

 

 

 

娘を安田小学校の合格に導いてくださり、心より感謝申し上げます。 

東京学習社では、学力面のサポートはもちろん、なによりも感動した点が、長年のご経験に基づ

いた先生のお言葉の数々でした。 

娘は一人っ子である上、通う保育園でも周りに受験をされる方がおらず、学校選びでさえ意見を

交わせる人がほとんどいませんでした。そのため最初は単純に、私の出身校である広大附属小学校

に娘も通わせたいと思い入塾させて頂きました。 
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そんな中、授業中に岸畑先生より「各小学校の特徴や求める生徒像」「2020 年以降に必要となる

学習とその教育に力を入れている小学校」「国立の附属学校で起こり得る変化」などについて都度お

話を伺い、学校選びについても見つめ直すきっかけとなりました。また個別にご相談させて頂いた

中で一番印象的だったのは、娘が問題を覚えられず悩んでいる時「いつも心が一定なのが彼女の良

いところ。ここぞという場面では、お母さんの一言で変われるはずです。」と、先生がおっしゃった

ことです。本当にそのお言葉の通りでした。たくさんの生徒さんがいらっしゃる中で、母親以上に

目を配ってくださっていることに感銘を受けました。東京学習社でなければ、今の娘の笑顔はなか

ったと思います。大変、お世話になりました。 

T・M 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。きしはたせんせいのおかげで、

おにいちゃんとおねえちゃんとおなじがっこうへいけるようになりました。とってもうれしいです。

せんせいだいすき。 

                                      栗川 梓乃 

 

  岸畑先生、この度、我が子を志望校合格へと導いてくださり大変感謝しております。 

  東京学習社へは、現在小学５年生の兄の頃からお世話になり、８年になります。色々な事が、少

しずつ変化していく中で、岸畑先生ご自身の信念や方針が、まったく変わる事なくご指導いただけ

ている事に、先生を深く信頼し歩んでこられたと確信しております。 

 ３人目になりますと、兄姉とは違った悩みがあり、受験という事をあまり意識さすまいとしても、

兄と姉が話してしまったり、本人も兄姉と同じ学校へ行く事が、当然だと思っており、もしもの事

を考えると心が潰されるような日々でした。今は、合格をいただき本当に安堵しております。 

 日々、仕事と家事に追われる中で、子供達と、真っすぐに向き合う事ができたのが、東京学習社

での時間でした。授業の中で、母親としてのあり方、「子供の気持ちを一番に考えなければならな

い」という忘れてはならない大切な思いに気付かされながら、母自身も学び成長していく事ができ

たように思います。こういった母の気持ちも岸畑先生は、理解してくださっており、授業中、つい

気が抜けてしまった時にも大きな心で見守ってくださっておりました。私にとっては、とても大切

な時間でした。岸畑先生には、勉強以外にも品格やしつけ等多くの事を学びます。私自身も幼い頃

に先生に学んでいれば、今の人生も少し違っていたのかもしれないと感じます。 

これからも、ご縁の続く限り、先生の側で、親子共、変わらぬご指導いただける事を心より願っ

ております。本当にありがとうございました。 

                                     栗川 梓乃 母 
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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。しょうがっこうへいってもがんば

ります。 

  T・Y 

 

この度は息子をなぎさ公園小学校へ導いてくださり、ありがとうございました。岸畑先生をはじ

め諸先生方には、大変感謝いたしております。夏からの入塾で、受験まで期間も短く大丈夫だろう

かと不安でいっぱいでしたが、一人一人をしっかり見て、熱心にご指導してくださるおかげで息子

もだんだんと自信が持てるようになりました。試験が近づくにつれ、焦りからつい口うるさくなり、

親子共にしんどいと思うこともありましたが、頑張って取り組んできたことが結果として報われた

という経験は、息子にとってさらなる自信になったと思います。本当にありがとうございました。 

                                        T・Y 母 

 

きしはたせんせい、あかつせんせいへ 

ごうかくできて、とてもうれしいです。おべんきょうは、とてもたのしかったです。１ねんせい

になってもおべんきょうをがんばります。 

 内山 蘭 

 

拝啓 向寒の候、岸畑先生、赤津先生におかれましては、ご健勝のことと存じます。 

さて、この度、娘が無事に受験を終えることができました。おかげさまで希望の小学校へ合格す

ることができ、本人も家族もとても喜んでおります。これもひとえに、先生方の温かいご指導のお

かげと心より感謝致しております。 

入塾当初は、周囲の生徒さんへ付いていけるか心配しておりましたが、温かい雰囲気の中で勉強

することの楽しさを教えて頂き、娘は毎回の授業を楽しみにし、自ら学ぶ姿勢が身についてまいり

ました。そして、この小学校受験は子供だけではなく、親の躾や教育、家庭環境が評価される親の

力試しの場でもあるのだと感じました。受験勉強は親として子供と向き合い、子供の成長を確認す

るとても良い機会になりました。 

内山 蘭 母 

 

 きしはたせんせいへ。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。じゅくへいく

のが、とてもたのしかったです。なぎさしょうがっこうでも、べんきょうをがんばります。 

    T 
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岸畑先生、赤津先生をはじめ、東京学習社の先生方には、娘を志望校合格へと導いて頂き、親子

共にとても感謝しております。ありがとうございました。 

娘は、年中の夏に入塾し、年長コースと共に飛び級小１コースも受講させて頂きました。どの授

業でも、話を一度で聞き、理解すること、そして答えを導く考え方、プロセスの大切さを教えて頂

きました。 

岸畑先生がおっしゃられた、「ほめないと伸びませんよ。」という言葉が今も強く印象に残ってい

ます。自宅学習の際も、出来るだけ娘をほめるよう心がけ、最後まで諦めずにやり遂げる力がつき

ました。娘も自信を持って入試に挑むことができたと思います。 

合格がゴールではなくスタートだと思い、これからも親子共に成長していきたいと思います。今

後ともご指導よろしくお願い致します。 

                                         T 母 

 

きしはたせんせい、あかつせんせい 

やすだしょうがっこうへいけて、とってもうれしいです。やさしくおしえてくれて、ありがとう

ございました。 

しょうがっこうでも、おべんきょうをがんばります。もっとたくさんおしえてください。よろし

くおねがいします。 

   H・M 

 

岸畑先生、赤津先生、諸先生方 

この度は安田小学校へ合格させて頂き、ありがとうございました。 

私に小学校受験の経験があるとはいえ、母としては初めての事。はじめはとても不安で焦るばか

りでしたが、先生方のご指導のお陰で、最後は親子ともに落ち着いて小学校受験に向き合えたので

はないかと思っています。 

負けず嫌いな娘は、問題を間違える度に悔しくて泣いていました。ただ、１度も「やりたくない」

とは言いませんでした。東京学習社の授業がある日は、とても嬉しそうにしていました。それは、

先生方がどんな時も優しく誉めて、そして伸ばしてくださったからだと思います。心より感謝して

おります。小学部でもご指導の程、宜しくお願いいたします。 

                                         H・M 母 
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きしはたせんせい、あかつせんせい 

しののめしょうがっこうへいけたのがうれしいです。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。しののめしょうがっこうでも、おべんきょうを、がんばります。 

     H 

 

岸畑先生をはじめ、東京学習社の先生方には、本当にお世話になりました。 

娘が東京学習社に通い始めたのは年中になってからでした。最初は座っているだけで、プリント

も分からず、発表もできず消極的な娘でしたが、３か月くらいたった頃からプリントも分かるよう

になり、発表もできるようになりました。親の私も娘の積極的な姿を見るのは初めてで、とても驚

いた事を思い出します。難しい問題が解ける、先生の励ましのお言葉が大きな自信となり、娘はお

勉強の楽しさを経験する事ができました。娘にとって小学校受験が決してゴールではなく、長い人

生の初めの一歩だと思っております。その小さな一歩が大きな経験となり、お勉強だけではなく、

あきらめない気持ちや友達との関わり方などきっとこの先に繋がっていくと思います。沢山大切な

事を娘に授けてくださり本当にありがとうございました。 

                                         H 母 

 

きしはたせんせい、あかつせんせい 

小がっこう、ごうかくしたよ。これからもべんきょうがんばります。 

     R・I 

 

岸畑先生、赤津先生 

兄の受験から２年、当然同じ学校に入るんだと背中を追うように、受験勉強をしていた中、９月

に転居が決まり、全く新しい環境でバタバタしてしまい、一旦は受験をすることをやめようと思い

ました。ですが、転居後も気にかけてご連絡をくださった岸畑先生とお話するうちに、またやる気

が出てきました。 

小学校くらい…と思う気持ちもありましたが、やる前からそんな風に思うのは、私自身が転居を

理由に逃げたかったのかもしれない、と反省し、成長著しい６年間を良い環境で過ごさせたいと思

い、傾向や学校について下調べから始めました。勉強はずっと東京学習社でしていたこともあり、

こちらで内容で困ることは１つもありませんでした。難しいことをしていたんだと改めて感じるく

らいでした。こちらはスピード＋正確性を求められるものが多かったので、少し訓練するだけで良

かったです。いつの間にか息子がこんなに成長していたのだと知る良い機会になりました。 

離れても子供のことを気にかけてくださり合格を共に喜んでいただき本当に幸せです。ありがと
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うございました。 

東京学習社と田中学習会の益々のご発展を心よりお祈りいたします。 

 

追伸 

「最後まで一緒に勉強したかった。」と共に東京学習社で学んだお友達のことを話しています。そ

れだけ心に残る体験が受験勉強を通して出来ただけで貴重なことだと感じました。 

                                         R・I 母 

 

せんせいが、みんなやさしくて、おべんきょうがとてもたのしかったです。 

かようのがたのしみでした。さいごまでありがとうございました。 

            M・K 

 

初めての小学校受験で、右も左も分かりませんでしたが、丁寧なご指導のおかげで娘も終始楽し

んで学習できました。我々保護者へのケアも厚く、安心して入試に望むことができました。単純に

入試範囲をこなすだけでなく、入学後、その後にも大切な他を思いやる心も親子共に教わりました。 

娘には心優しく、芯の通った女性に育って欲しいと思います。 

東京学習社に感謝申し上げます。有難うございました。  

                                        M・K 母 

 

しょうがっこうにごうかくできてうれしかったです。とうがくのテストはむずかしかったけれど、

べんきょうするのはたのしかったです。いろいろおしえてくれて、ありがとうございました。 

  馬上 侑大 

 

長男の小学校受験に際し、ご指導を頂きまして、お陰様で安田小・広大附属小に合格できました。

心より感謝申し上げます。 

年長の秋に急遽受験することを決め、単なる受験目的ではなく、先につながる教育を求めて東京

学習社を選びました。受験することを決めても、できるだけいつもと変わらない生活を心がけてお

りましたので、家では弟妹に邪魔をされて、じっくり勉強できる時間は限られておりました。模試

を受けては苦手分野を復習し、会場で購入した問題集や過去問を繰り返し取り組む毎日。早くから

通学されている塾生さんの様にはなかなか解けませんでした。焦りが募る一方でしたが、いつも息

子の良いところを見つけて誉めてくださったので、親子共々諦めずに頑張りぬくことができたと思

います。短期間ではありましたが、集中して効率よく学べたことや、直前ゼミで教えて頂いた経験

が自信となり、受験当日はいつもに増して落ち着いて取り組めたようです。 
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小学校でも学ぶ楽しさを忘れずに頑張ってくれると思います。ご指導頂き、本当にありがとうご

ざいました。 

                                     馬上 侑大 母 

 

せんせいが「いいね。」といってくれた、きんいろのくつでしけんをうけました。 

ふぞくにごうかくできてうれしいです。おまもりたいせつにします。 

   H・A 

 

岸畑先生をはじめ、諸先生方、試験当日まで熱心にご指導いただきありがとうございました。東

京学習社に通わせていただいたことが、志望校への合格に繋がったと感じております。 

我が家は受験を決めた時期が遅かったため、入塾を受け入れていただけるか不安でしたが、快く

引き受けていただけただけでなく、「あなたなら合格できますよ。」というお言葉をいただき、先生

方を信じ最後までやり抜くことができました。 

塾には毎回楽しく通っていましたが、家庭での学習では、息子と衝突することもあり、気持ちが

焦ることもありました。しかし、子供との向き合い方など親身にアドバイスをいただいたり、岸畑

先生に「あと少し、あと少し。最後まで頑張ろう。」と優しく声を掛けていただいたことで、息子と

ともに、何度も心を奮い立たせ学習に取り組むことができました。 

試験直前までどうしても解けなかった問題を、お休みの日にもかかわらずご指導いただき、解け

るようになったことは、本人の大きな自信にも繋がり、「やればできるんだ。」という今後の人生を

歩んでいく上でも大切なことを教えていただけたと実感しております。 

短期間ではありましたが、東京学習社での貴重な経験は私たち親子の宝物です。今後も息子の心

に寄り添いながら、勉学に励もうと思います。本当に有難うございました。 

                                        H・A 母 

 

きしはた先生、あかつ先生、いろいろなことをおしえてくれてありがとうございました。 

ぼくは、じしゃくや水をつかったじっけんのじゅぎょうが、とてもたのしかったです。 

しょうがっこうへいって、いっぱいじっけんをしてみたいです。          

 W・K 

 

岸畑先生をはじめ先生方へ 

この度は、本人が希望した小学校へ導いてくださり、心よりお礼申し上げます。 

当初は、受験することより小学校に進むための「思考力の基礎」を身につけさせたい一念でした。

母の勧めもありましたが、幼稚園で配布された「ママンペール」の「岸畑式教育方式」を拝読して、
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私自身の子育てを見直す機会として先生に直接ご指導頂き親子で成長したいと思い、年中組の１月

に入塾しました。 

２、３か月の間、本人は慣れない生活環境で戸惑っていました。特に、授業内容をしっかりと聞

くというのが難しく、子供に聞くことの大切さを教えるのに私は頭が一杯になっていました。その

時、岸畑先生から子供にストレスを与えない適切なアドバイスを賜り、おかげで私自身が変わるこ

とで、息子は徐々に変化していきました。良いところを見つけては誉めてくださる先生の授業を重

ねて、自ら「塾に行きたい。」と言うようになりました。 

「１度で聞いて覚える」この学習姿勢は、単に受験を目指すためだけではありません。思考力や

行動力の基本であり、日常生活における大切さを改めて教わったと思っています。 

この姿勢は幼稚園の生活にも活かされ、運動会や発表会などでも自信を持って取り組むようにな

りました。また、「動的授業」からは、友達との関わりを学びました。皆で協力し合って頑張ろうと

いう思いを先生や友達に伝えることができるようになりました。皆に後押しして貰って、積極的に

幼稚園生活を送っています。その結果、幼稚園の先生にも東京学習社へ行く日には、「しっかり先生

の言われることを聞いて覚えてくるように。」と、声をかけて応援をして頂きました。 

そのきっかけを作ってくださったのが東京学習社です。塾では、一生懸命に取り組む友達にも恵

まれ、良い刺激を受け、息子自身が志望校を選択しました。 

息子の変化に嬉しく、また、驚きながら、私自身も「教育ガイダンス」や「直前ゼミ」を受講さ

せて頂き、息子と共に頑張ることができました。 

最後に、ゴールは合格だけではありません。その先を見通して教えてくださった先生の授業を受

けたことを自信にして、これからも一歩一歩、努力して進みたいと思っています。ありがとうござ

いました。今後とも宜しくお願い申し上げます。                                        

W・K 母 

 

ひろだいふぞくのしののめうかりました。じゅけんをしたらやさしいおにいちゃんとおねえちゃ

んがいました。ぼくもやさしいおにいちゃんになります。ありがとうございます。 

             K 

 

年長の夏からという遅いスタートで、他のお子さんとのレベルの違いに、初めは不安でしたが、

少しずつ力もついてきて、志望校に合格することができました。 

東京学習社に通うようになって一番の変化は、長時間きちんとした姿勢でプリントに取り組む集

中力が身についたことです。また、正解することの嬉しさや達成感を感じるようになってからは、

本人も勉強することが楽しくなり、テストの順位も一気に上がることができました。色々と大変で

したが、頑張ってきて良かったです。本当にありがとうございました。         K 母                         
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ずっとおべんきょうしてしんどかったけれどごうかくしてうれしいです。 

きしはたせんせい、あかつせんせい、おうえんしてくれてありがとうございます。 

                  X      

 

 

 

 

 

 

 

 

岸畑先生、東京学習社の皆様、このたびは娘を東雲小合格にお導きくださり、心より御礼申し上

げます。 

仕事にかまけ、通塾させているだけで一切フォローせず放置している私を、岸畑先生は厳しく諫

められました。その後、本気になって娘と勉強しましたが、安田小にも附属小にも当然のごとく落

とされました。そんな自分勝手な私の泣きごとを、岸畑先生はいつも受け止め、諭し、叱咤激励し

てくださいました。 

落ちればあとがない東雲小の試験の前日、岸畑先生が今は亡き武生先生の墓前に詣でられ、娘を

含む塾生たちの名前を記した書を供えて合格を祈念されたと聞いております。抽選の日の朝、東雲

小の門の前に来ておられたのは、東京学習社の先生方だけでした。抽選に当たって合格が決まった

時、東雲小の講堂で人目もはばからずわんわん泣きました。 

今年の附属小の試験の朝、まだ薄暗い中一番乗りしたある受験生の母から、他の受験生のも含め

誰もまだ来ていないのに、校門のところにすでに岸畑先生お一人が立たれ、それはすさまじい気迫

に満ちたお姿であったと聞いております。三育小二次募集の試験の朝も、変わらず校門に立たれ、

激励されたと聞きました。 

私と姉たちは、今は亡き武生先生と岸畑先生のお力で、全員附属小と東雲小の試験に合格させて

いただきました。そして今また娘が、先生のお力で東雲小に合格させていただきました。家族を代

表し深く御礼申し上げます。 

50 年の長きにわたり、幾多の母を支え、合格も不合格もすべて最後まで背負って来られました。

どうか生涯現役で、悩める母たちをお導きくださいますようお願い申し上げます。 

                                         X 母 
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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。たのしかったです。やすだし

ょうがっこうでたくさんべんきょうして、りっぱなおいしゃさんになります。またあいましょう。 

   K・K 

 

岸畑先生・赤津先生 

この度は、娘を第一希望の安田小学校へお導きいただき、本当にありがとうございました。兄も

先生の元で学ばせていただき、安田小学校へ合格させていただきましたが、娘は兄とは全く性格が

違い、兄のようにスムーズになかなか勉強も進みませんでした。模試を受けても成績がなかなか振

るわなかった娘ですが、授業の休憩時間「私も安田小学校に行きたい。」と、私に言ってきました。

その日から、目標を安田小学校に定め励んで参りました。 

兄に続き２回目にも関わらず、兄のようなペースで勉強も進まず、大変もどかしい日々でしたが、

いつも岸畑先生には親も気づかなかった娘の良いところを見つけて、いつも温かい言葉を掛けてい

ただきました。お陰で娘も最後まで楽しく勉強を続けることが出来たのだと思います。親としまし

ては、子供への関わり方や教育について深く省みる良い機会となりました。国立にもチャレンジし、

安田の試験後も岸畑先生の元で勉強を続けることにより、２か月で娘の成長をとても実感できまし

た。今では胸を張って小学校へ送り出すことが出来ます。 

私が幼児期に先生にご指導いただき今の私があるように、娘にとっても先生にご指導いただいた

全てがきっと将来に繋がるよう思っております。幼いところが多い娘ですが、幼少の頃よりずっと

「ドクターになる」と強い思いを持っております。娘の思いが叶うようこれからもサポートしてい

きたいと思っております。 

これからも引き続き、先生の元で学ばせていただけれることを娘も大変喜んでおります。また、

３歳下には弟が控えております。親子共々これからもご指導を賜りますよう、宜しくお願い申し上

げます。 

                                         K・K 母 

 

きしはたせんせい、あかつせんせい、しののめしょうがっこうへいくことができるのでとてもう

れしいです。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。１ねんせいになってもおべ

んきょうをがんばります。 

  R・M 
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岸畑先生、赤津先生、この度は息子を志望校である附属東雲小学校へ合格させて頂きありがとう

ございました。親が息子に小学受験をさせるかどうか悩み、昨年の７月から東京学習社へお世話に

なりました。親の心配を余所に息子はマイペースで最後までがんばりました。模擬試験では成績が

伸び悩んでいた時期もありましたが、岸畑先生、赤津先生は必ず良い所を見つけ息子を誉めるコメ

ントを書いてくださいました。それを息子に読むと目を輝かせていました。東京学習社では、親も

躾について、子供を誉めて伸ばす事、お勉強にはプロセスが大事、そして何事も最後まであきらめ

ずに希望を持ってがんばる事を教えて頂きました。本当に感謝しております。ありがとうございま

した。 

                                        R・M 母 

 

きしはたせんせいへ。おべんきょうたのしかったです。もしで１ばんになったこと、せんせいを

させてもらったこと、わすれません。ごうかくうれしかったです。ありがとうございました。 

  M・O 

 

この度は、息子を合格に導いてくださり岸畑先生をはじめ東京学習社の先生方には大変感謝して

おります。 

春に初めて受けた模試では息子も難しすぎて理解できず、東京学習社のレベルの高さに驚いたの

を覚えています。 

秋からゼミ生として、ついていけるかどうか不安でしたが、東京学習社の立派な生徒さんに息子

も良い影響を受けて一生懸命に頑張りました。そして、何より先生方の熱心な指導には脱帽でした。

「全員合格させる！」という思いは親の私たち以上に強く、休日でも補習をされる先生方には感謝

しかありません。最後まできちんと教えていただき、お受験以上に大切なことをたくさん学ぶこと

ができました。「詰め込み」ではなく「思考する」。この深い意味がやっと理解できました。そして

息子の勉強したい！という気持ちは受験が終わった今も続いており、これからの小学校生活も安心

して迎えられそうです。 

                                        M・O 母 

 

 

 


