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H ig hl ig hts
·中体連市総体＆高校県総体の報告！

·医進クラス開講式！

·生徒会による挨拶運動の実施！

·最新入試動向！

Festina lente

＜中学市総体＞

★サッカー部
岩田 1-1(PK3-5) 稙田 

休校期間や試験の影響で準備不足の中の試合

でしたが、ﾁｰﾑ全員がﾍﾞｽﾄを尽くし気持ちの入っ

たﾌﾟﾚｰを見せてくれました。前半にもったいな

い形で失点し、後半開始直後に迎えた二度の決

定機を外す嫌な試合展開の中でも誰一人諦める

ことなく、後半終了間際に同点に追いつきまし

たが、PK戦で力尽きました。今回の試合で感じ

た事を忘れずに、個人としてもﾁｰﾑとしてもより

成長するために日々の練習に取り組んでいって

ほしいと思います。 

暑い中応援に来てくださった保護者の皆さ

ま、大会関係者の皆さま、本当にありがとうご

ざいました。(顧問：増田)

★テニス部
男子団体 1回戦 岩田 0-2 大在 

女子団体 1回戦 岩田 0-2 明野 

男女とも取りたかったﾎﾟｲﾝﾄで相手にとられて

しまいましたが、少ない練習時間の中、元気の

よいﾌﾟﾚｰを見せてくれました。次の大会に向け

がんばらせたいと思います。 

保護者の皆様、暑い中応援ありがとうござい

ました。(顧問：金山)

★剣道部 
女子個人戦：髙山 初戦敗退 

高校生と練習をするなかで、少しずつ技の練

度も上がっています。新入部員も入り、いろい

ろな面で手本となりながら共に精進することを

期待します。(顧問：阿部)

★卓球部
初めて卓球をする人がほとんどの中、試合に

臨みました。負けはしましたが、1ｾｯﾄの中でも9
点近く取ったりするなど、いい場面もありまし

た。今後につながるいい経験ができました。 

応援して下さった保護者の皆様、誠にありが

とうございました。(顧問：西田)

★野球部
岩田 1-10 原川

中学3年生にとって最後の公式試合となりまし

た。初回無死満塁のﾋﾟﾝﾁを迎えるも無失点で脱

し、これで乗っていくかと思いましたが，2・3
回に連打で10点取られ万事休す。ﾁｰﾑ一丸となっ

てみんなで繋ぎ、1点は取りましたがなかなか点

差をつめることができませんでした。今回の試

合で感じた準備の大切さや保護者への感謝等を

忘れずに、今後の学校生活に活かしていってほ

しいと思います。 

早朝の暑い中、応援に来てくださった保護者

の皆様、ありがとうございました。

(顧問：伊東)

★バスケットボール部
男子予選 岩田 14-36 滝尾 岩田 26-29 稙田西 

中学最後の大会を開催していただけることへ

の感謝の気持ちを持ち、試合に臨みました。第1
試合でうまくいかなかった部分を第2試合で修正

し、これまでやってきたすべてを出し切った素

晴らしい試合をみせてくれました。最後に納得

のいく試合ができ、地道な努力、継続の大切さ

を実感できました。

今回も含めて、3年間、応援・ｻﾎﾟｰﾄしてくだ

さった保護者の皆様に感謝いたします。 

(顧問：野田)

女子予選 岩田 7-54 王子 岩田 14-54 鶴崎 

試合序盤から、格上の相手に厳しい試合展開

を強いられましたが、誰一人諦めることなく、

お互いに声を掛けながら、必死にﾎﾞｰﾙを追い続

けました。中学3年生にとっては、中学最後の大

会となりました。全員がﾊﾞｽｹｯﾄ素人でしたが、

ここまで頑張ってやってきました。これからの

成長に期待したいと思います。 

応援してくださった保護者の皆様、関係者の

方々に感謝致します。(顧問：牧野)

～高校県総体は次ページに掲載～

部活動の報告 生徒指導主任 野村 哲也
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学園だより

医進ｸﾗｽ開講式 中３学年主任 中川 真司

↓医進クラス開講式の様子

＜高校県総体＞

★サッカー部
1回戦 岩田 0-6 楊志館 

期末考査3日目に試合という過酷なｽｹｼﾞｭｰﾙにもかか

わらず、試合に挑んでくれた部員たちに顧問は心からﾘ

ｽﾍﾟｸﾄ致します。結果を見れば0-6ですが、後半15分ま

では0-1という均衡した展開に、私たちもつい「全く練

習できていない」ことを忘れてしまいました。残り15

分からは完全に足が止まり、筋肉が痙攣する者が出た

りして連続失点を許してしまいました。今回の挑戦や

手応えを次への糧とし、日頃のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの大切さを噛み

締めながら頑張って欲しいと思います。 

お忙しい中応援に来て下さいました保護者の皆様あ

りがとうございました。(顧問：野村)

★テニス部
個人戦ｼﾝｸﾞﾙｽ

3回戦進出：薬師寺・山月・荒金・幸・安部 

2回戦進出：西田 

試験も重なり、決して十分な練習ができないなか、

猛暑の中でﾍﾞｽﾄを尽くして試合に臨んでくれました。

応援、観戦、試合への準備、強い意志、いろんな面で

の成長を感じました。8月末の秋季予選で今以上の結果

を残せるよう、練習に取り組んでほしいと思います。

猛暑の中、終日たくさんの保護者からの熱い応援を

いただきました。ありがとうございました。今後も応

援のほど、よろしくお願いいたします。(顧問：川元)

★剣道部
男子個人戦：初戦敗退 

男子団体戦：岩田 0-3 大分東明

女子個人戦：初戦敗退 

この状況のなか、懸命に闘ってくれました。多くの

大会が中止になるなか、総体に参加できたこと、多く

の保護者の応援をいただいたことに感謝いたします。

(顧問：阿部)

★卓球部
団体戦 岩田 1-3 玖珠美山

岩田 0-3 別府溝部

個人戦 2回戦進出：賀来・小柳・吉武・

岸・佐藤・登根 

高校1年生にとっては、初めての高校卓球を味

わう場所でしたが、強い相手と戦うことを楽しみ

にして、どうすれば点が取れるのかを考えながら

試合をしていました。高校2年生は堂々と試合を

することができ、新人戦が楽しみな試合内容でし

た。 

また遠方までの送迎や応援をして下さった保護

者の皆様、ありがとうございました。今後もよろ

しくお願いいたします。(顧問：西田)

★バスケットボール部
男子1回戦 岩田 35-54 佐伯豊南 

「令和2年7月豪雨」の影響で大会が延期され，

期末試験の翌日という厳しい日程での試合となり

ました。気持ちは強くあるのに，思った以上に身

体が動かずボールが手につかずミスを重ね，残念

な敗戦となりました。(顧問：野田)

女子1回戦 岩田 11-89 大分鶴崎 

男子同様、「令和2年7月豪雨」の影響で大会が

延期され，期末試験の翌日という厳しい日程での

試合となりました。強豪相手に、諦めることなく

最後まで走り続けましたが、厳しい試合となりま

した。ここで出た課題を修正し、次の大会の糧に

していきます。(顧問：牧野)

＜その他＞

★女子サッカー部
大分県女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ(2部・8人制) 

岩田女子 0-6 ｳﾞｪﾙｽﾊﾟ女子ｻﾃﾗｲﾄ 

初めてのｻｯｶｰｼｭｰｽﾞを履いて、初めてﾌｫｰﾒｰｼｮﾝを与え

られての試合でした。技術的にまだまだ未熟で、相手

に振り回されるばかりの試合展開でしたが、少しずつ

慣れてきて、ﾄﾞﾘﾌﾞﾙで攻め込む場面や相手のﾎﾞｰﾙを果

敢に奪いに行く場面も徐々に出てきたりして、試合中

の成長を感じることができました。次の試合に向けて

日頃からの取り組みにも変化が出ると良いと思いま

す。(顧問：野村)

★バスケットボール部
第73回全国高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会大分県予選 

男子 1回戦 岩田 48-63 明豊 

(いつものように)試合の入りが悪く、ｲｰｼﾞｰﾐｽを重ね

序盤で20点差をつけられてしまう最悪の展開。自分た

ちで立て直し、徐々に追い上げ、後半になり3点差まで

迫りました。最後は力尽き、残念な敗戦となりまし

た。簡単なｼｭｰﾄﾐｽ、雑なﾊﾟｽﾐｽ，ﾌﾟﾚｰの判断ﾐｽ…。練習

からﾐｽにｼﾋﾞｱになってほしいと思います。

(顧問：野田) 

女子 1回戦 岩田 59-52 宇佐 

2回戦 岩田 47-82 大分南 

初戦は、前大会で敗れた宇佐高校との一戦。必勝を

目標に強い気持ちで試合に臨みました。結果は、初戦

突破！ 試合序盤から、積極的なﾌﾟﾚｰで試合を運ぶこ

とができました。翌日は、強豪大分南高校との試合。

体力・ｽﾋﾟｰﾄﾞともに圧倒され、厳しい戦いでしたが、

最後まで諦めず、全力でﾌﾟﾚｰすることができました。

高校3年生は、これで引退となります。ここまでﾁｰﾑを

引っ張ってくれた2人には本当に感謝です。今後は、新

ﾁｰﾑでの活動になっていきます。勝つ資格のあるﾁｰﾑに

なれるよう頑張らせます。(顧問：牧野)

応援、ありがとうございました。

生徒会挨拶運動 生徒会顧問 伊東 英陽

生徒会役員として学校の先頭に立ち、これから活動を本格的

に行おうと思った矢先に、新型コロナウイルス感染症の影響で

学校が休校となり、生徒会活動が全くできない状況となってし

まいました。

しかし、その間に生徒会

は、学校再開後にどのよう

な活動ができるのかを検討

してきました。学校が再開

され、2週間後に挨拶運動を

始めました。この活動を通

して、新型コロナウイルス

感染症に負けない、明るく

活気のある学校をつくって

いってもらいたいです。

6月18日(木)に、令和2年度医進クラス開講式が行われまし

た。本年度は、コロナウイルス感染症の影響により、生徒と関

係職員のみの簡素な形での実施でした。

まず校長先生から、金沢大学河﨑教授のメッセージを引用し

て『なぜ医学を選んだか？医学を選んだ君に問う』という話が

ありました。“医学を選ぶきっかけは人それぞれだが、最終的

に選んだことは自分である。親のせいでも、周りのせいでもな

い。選んだことに誇りと責任を持ち、勉学に励んでほしい”と

いう内容でした。

次に、進路指導主任から『夢をつかめ！～今からできること

～』という演題で、医学部医学科へ合格するために中学3年生で

何ができるかということについて話がありました。医学部の受

験パターンとはどのようなものか？、集団討論とは何か？、集

団討論、個人面接で自分の意思を相手に伝えるにはどうしたら

いいか？、志望理由書とは？、特別活動の報告書とは？‥。医

学部医学科の合格を勝ち取るためには、学力はもちろん必要だ

が、それだけではなく医学部に合格するために、そして医師と

して自分の人生を送っていくために必要な人間性もこれから意

識して育ててほしい、という内容でした。学力面についても、

具体的な数値を示しながら、進研模試で使われているGTZや資

料の読みとり方の説明などがありました。最後に、生徒を代表

して山村健史君が決意を表明しました。どの生徒も希望に満ち

た眼差しで式に臨んでいました。この節目に感じたことを大事

にし、自分の夢へ少しでも近づけるような努力を続けながら、

仲間と切磋琢磨していってほしいと思います。



Page 3

最新入試動向 進路指導主任 後藤 慎太郎

2020年度入試で大学入学センター試

験は最後となり、今後は大学入学共通

テストが導入されます。最後のセン

ター試験の志願者数は557,699人で、

前年度より19,131人減少しました。国

公立大学の志願者数も439,565人で、

前年度より30,271人減少しました。私

立大学の志願者数も、首都圏主要60大
学でみても減少しています。18歳人口

減少の影響もありますが、2020年度セ

ンター試験の結果を見ると、2021年度

入試から導入される共通テストを意識

した｢思考力・判断力｣を問う新傾向の

出題もみられ、受験者数の多い国語、

数学、英語での平均点ダウンが目立

ち、国公立大学出願者数減や私立大学

の安全志向で堅実な出願をする傾向が

表れたといえます。

2021年度から新たに導入される共通

テストについて、｢令和3年度大学入学

者選抜に係る大学入学共通テスト出題

教科・科目の出題方法等(令和2年1月
29日一部変更)｣が公表されました。実

施期日は2021年1月16日(土)、17日
(日)です。

センター試験からの配点・試験時間

の主な変更点は次の通りです。

・英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞの配点：200点→100点
・英語ﾘｽﾆﾝｸﾞの配点： 50点→100点
・数学①の試験時間： 60分→ 70分
なお、出題内容については思考力・判

断力を問われる内容となり、更に難化

すると予測されます。

また，共通テストの英語の配点比率

(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ：ﾘｽﾆﾝｸﾞ)は大学によって異

なり、例えば大阪大や東北大では3：1
の配点比率で評価されます。共通テス

トでリスニングの配点比率が上がった

ことで、多くの大学でリスニングの重

要性が増したといえます。

2021年度入試から入試区分が一新さ

れ、一般入試は｢一般選抜｣、AO入試

は｢総合型選抜｣、推薦入試は｢学校推

薦型選抜｣に名称が変更されます。一

般選抜は、学力試験による入試であ

り、通常｢大学入試｣といえば一般選抜

をイメージすることが多く、国公立大

学では1次試験として共通テストを課

し、2次試験として大学独自の試験を

課すのが通常の試験方式です。私立大

学では、大学独自の試験のみで合否を

判定する方式と、共通テストの成績を

利用して判定する方式とがあります。

加えて、｢学力の3要素｣(①知識・技

能、②思考力・判断力・表現力、③主

体性を持って多様な人々と協働して学

ぶ態度)を多面的・総合的に評価する

ことが指標となっています。そのた

め、一般選抜でも調査書等が得点化さ

れたり、学校推薦型選抜・総合型選抜

で共通テストや小論文などの試験が課

されたりします。

国立大では、新型コロナウイルス感

染症等に罹患した志願者の受験機会を

確保するため、前期・後期日程の追試

験を3月22日を試験第1日として一斉実

施します。追試験の対象者は、｢新型

コロナウイルス感染症に罹患し試験日

までに治癒していないと医師に診断さ

れた者、試験直前に保健所等から濃厚

接触者に該当するとされた者｣のほか

｢発熱・咳等の症状があり、試験当日

の検温で37.5度以上の熱がある受験

生｣を基本とし、各大学が判断しま

す。文部科学省は、6月に公表した｢大

学入学者選抜実施要項｣のなかで各大

学に対し、新型コロナウイルス感染症

への対応として追試験の実施や出題範

囲等の配慮を求めていました。追試験

の実施はこの要請に応えるものです。

一方、もう一つの要請である出題範囲

等の配慮については｢入学志願者が不

利にならないよう必要な措置を最大限

講じる｣よう求めるにとどまり、具体

的な対応は各大学の判断に委ねられま

した。各大学はこれらの措置について

7月末までに公表することとなってい

ます。

※データは東進，河合塾，駿台，ベネッセより



Page 4

COVID-19に荒れる社会状況の最中、新

入生34名を迎えて執り行われた入学式から

早3か月。新入生もすっかり本学園に馴染

み、3学年総勢92名の本コースでは、毎日

元気に英語が飛び交っています。

各学年が様々な行事、活動に取り組む本

コースの特性は、COVID-19の影響を一層

深刻なものとしました。様々な校内行事は

中止もしくは延期となり、本コース目玉科

目のAPU講座及び中国語講座も、APUの学

生TAの参加が困難な状況となりました。修

学旅行と研修旅行については今年度中の開

催中止の決定を余儀なくされています。

そのような中、全国に先駆けるICT環境

と、APUとの強固なコネクションを生か

し、6月から7月にかけての全7週、本コー

スではAPUの国際学生とオンラインで交流

するプログラム、”Online Cultural Ex-
change Program at Iwata High School”が開

催されました。全14カ国出身のAPU国際学

生からは、出身国やAPUでの学生生活など

について話を伺い、また、こちらからは日

本の文化などを題材に発表を行いました。

双方向のコミュニケーションをオンライ

ンで、且つ英語で行う場合、特有のスキル

が求められます。プログラムが回を重ねる

につれ、生徒たちの英語を使おうとする積

極的な態度はもちろん、端末の機能を使い

こなす能力、ジェスチャーを用いて意思疎

通を楽しむ様子などには、飛躍的な向上が

見られました。

参加学生の出身国は多彩で、インド、ス

リランカ、インドネシア、ベトナム、ケニ

ア、タイ、ジョージア、シンガポール、ル

ワンダ、ネパール、モンゴル、ノル

ウェー、バングラデシュ、中国、特に

ジョージア出身の日本在留者は全国で50名
程度、ルワンダ出身者はAPUに4名程度と

いう話ですから、生徒たちはたいへん貴重

な経験をしたということになります。

生徒たちの中には(特に新入生)、英語を

上手く使えずもどかしい思いをした生徒も

いるようです。この体験を糧に、「よー

し、英語頑張って喋れるようになるぞ！」

と奮起してくれることを期待しています。

一方、上級生たちにとってはこれまでに

本コースで身に付けた力を発揮する舞台と

なり、また大学進学後のビジョン形成にも

大いに役立ったことでしょう。

今後も本コースは人的資源・ICT環境・

対外的な機会を最大限に活用し、楽しい企

画満載の学校生活プロデュースに務めて参

ります。

【1学期に開催されたコース行事】

6/20 オンライン進学ガイダンス

7/15 高3立命館学習到達度検証試験

(国・数)

7/18 高3GTEC(Advanced・4技能)

7/29 3学年合同新入生歓迎会

7/30 高1・2TOEFL Junior、高3TOEFL ITP

ほけんしつより 養護教諭 野村めぐみ

ＡＰＵ・立命館大学進学コースより ～オンライン交流会閉幕！～ コース主任 廣松 大和

熱中症で体調不良になる人が

増えています！！

熱中症予防のため、以下のことを最低限

守ってください！！

●睡眠時間の確保

※６～７時間は寝る！

●バランスのとれた食事

※特に朝食・昼食は食べること！

●水分補給

※ペットボトルではなく、なるべく水筒を持っ

てきてください！

※夏場は大きめの水筒がのぞましいです。

（１リットル以上）

コロナ対策

岩田学園では、

・マスクの着用

・手洗いうがい

・アルコールによる手指消毒

・次亜塩素酸による教室内の消毒

などの対策を実施してきましたが、県内で長期

間感染者が確認されなかったこともあり、気が

緩んだのか、マスクを持っていない、着用して

いない、アルコール消毒をしない生徒も見受

けられます。

大分県では98日ぶりに感染者が確認されま
した。岩田学園では、気を引き締め、感染防止

に努めていきたいと思っています。各ご家庭で

も感染防止対策にご協力いただけますようよろ

しくお願い致します。

以下のことは必ず守っていただきますよう、

お願い致します。

●マスクは、必ず持参し着用する。

予備も持参する。

忘れた場合は、事務室で購入する。

（１枚６０円）

●教室入室時、アルコール消毒をする。

●手洗いうがいの励行。

●体調不良時は、登校しない。



スマホの使い方について 生徒指導主任 野村 哲也

とても便利なスマートフォンには、多

くの危険も潜んでいます！

現在、本校では80％以上の生徒がス

マートフォンを保持しています。また、

インターネットの環境についてはほぼ全

員の生徒が保持しており、SNSのアカウン

トについてもほとんどの生徒が持ってい

ることが分かっております。

学校が終わり、家に帰っても友達と繋

がっている現代の子どもたち。しかし実

際は友達だけではなく、世界中の様々な

人達とも繋がっているのです。そこには

たくさんの危険があります。まだまだ判

断の未熟な子どもたちでは、むしろ危険

の方が多いのかもしれません。

①誹謗・中傷するようなメッセージや

ネット掲示板等への書き込みをされる

②利用した覚えのないサイトの高額な料

金請求を受ける 

③悪質なアプリをダウンロードしてしま

い、電話帳情報などが盗まれる 

④SNSなどの利用から氏名や学校、職業、

写真など個人情報が流出し悪用される 

⑤出会い系サイトや露骨な性描写、暴力

を助長する有害なサイトにつながって

しまう 

⑥出会い系やSNS利用で知り合った相手か

ら、脅迫やストーカー行為など犯罪被

害に遭う 

⑦インターネットの使い過ぎによる生活

リズムの乱れや学力低下、ネット(ス

マホ)依存に陥る

など様々なものがあります。さらに、こ

のようなトラブルは、個々のスマート

フォン等の画面上でインターネットを経

由して進行するため、大事に至るまで大

人が気づきにくいのも特徴です。

被害者だけでなく、犯人にもなることが

あります！

「ちょっと困らせてやろうと思っただ

け」でも、被害者にはとてもつらく、ま

た、書き込みをした行為が犯罪になる場

合があります。 

◆名誉毀損(めいよきそん)罪

刑法第230条第1項  

＜事例＞

・掲示板に、友だちの名前をかたり、自 

宅の電話番号や携帯電話番号、メール

アドレスなどの書き込みをする。  

・複数の人に、友だちの悪口と、「この

メールを他の人に送らないと、あなた

は不幸な目に遭う」などと書いたメー

ルを送信する。 

◆侮辱(ぶじょく)罪 刑法第231条  

＜事例＞  

・インターネットの掲示板に、友だちの

名前をあげ、「下劣なやつ」などと、

その友だちを侮辱する内容の書き込み

をする。  

◆脅迫罪 刑法第222第1項  

＜事例＞  

・インターネットの掲示板に、トラブル

になっている友だちの名前をあげ、

「××をぼこぼこにしてやる」など

と、書き込みをする。  

見逃しやすいインターネットの落とし

穴！

子どもに携帯電話(スマートフォン)を

渡していないからと安心していません

か。携帯電話やパソコンだけがインター

ネットを利用できるわけではありませ

ん。多くのこどもたちが所有している携

帯ゲーム機や携帯音楽プレーヤーでもイ

ンターネットサービスの利用が可能で

す。更に、携帯電話事業者との利用契約

を解除した、使い古しのスマートフォン

でもWi-Fi回線に接続できれば、インター

ネットを利用することが出来ます。現

在、スマートフォンの普及等に伴いイン

ターネット環境が整備され、無料で利用

できるWi-Fi回線が、公共施設や観光地、

飲食店やコンビニなど、いたるところに

設置されています。

保護者の皆さんの注意と協力が大切で

す！！

インターネットやスマートフォンの

ルールやマナーを理解し、みんなで話し

合うことが重要です。

•インターネットは時間を決めて使う。

•インターネットの掲示板やチャットに個

人情報(自分も他人も)を書き込まない 

•「出会い系サイト」は、見ない。書き込

まない。絶対に会わない

•トラブルに巻き込まれたら、身近な大人

にすぐ相談する 

•広告メールや勧誘メールは相手にしない

など、それぞれの家庭のルールをつく

り、保護者が率先して模範になってくだ

さい。

子どもに頼まれても、安易にフィルタ

リングサービスを解除しないようにしま

しょう。

また、フィルタリングサービスをつけ

ていても、対象から除外されるサイトで

犯罪に巻き込まれることもありますの

で、万全というわけではありません。

怖いのは、無関心です。

保護者の皆さんが「今、子どもが

何をしているのか」と関心をも

ち、安全にインターネットを使え

る環境を整えることが大切です。
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岩田中学校･高等学校

21世紀の有為な人材を育成する

大分市岩田町１－１－１

学校法人岩田学園

電話  097(558)3007
Fax  097(556)8937
Email  iwata@iwata.ed . jp

July  2 0 2 0  e d it i on

いよいよ本格的な夏に突入します！

炎暑の折、ご自愛専一のほど、お祈り申し上げます。

岩田公式SNS、始動しました！ 総務主任 矢野 裕美子

岩田中学プレテストのご案内 総務主任 矢野 裕美子

8月30(日)に、小学6年生を対象に『岩田中学プレテスト』を

実施します。来年度、岩田中学及び他の公立・私立中学の受

験を考えている生徒まで、幅広く参加できます。現時点での

自分の学習理解度や受験生全体の中での位置を把握し、これ

からの受験準備の材料としてもらうことを目的としていま

す。なお、昨年度の受験者は138名でした。

受験料は無料です！

申し込み受付は、QRコード・HPの専用フォーム・FAX・

ハガキでお願いします。申し込みを受け付けたお子様には、

ハガキで受験番号をお知らせします。

試験実施から2週間程度で個人成績資料(判定付き)を送付い

たします。 ←QRコード

岩田中学プレテスト
教 科：算数(60分)と国語(60分)

対 象：小学校6年生

期 日：8月30日(日)

受 付：8:30～

試 験：9:00～12:00

会 場：岩田学園

申込〆切：8月24日（月）

７月から岩田学園の公式SNSが始まりました！

すでに配信が始まっているので、すでにご覧になられている人も多いかと

思います。

本校に関する様々な情報、生徒の日々の様子など、それぞれのSNSに応じ

て、いろんな情報を発信していきます。

在校生、卒業生、保護者をはじめ、岩田学園のことをより多くの方に知っ

てもらう機会にできたら、と思っています。在校生の皆さんには、撮影など

をお願いすることもあるかと思いますが、ご協力よろしくお願いします！

よろしくお願いいたします！！


