
 

 

  

                                    

                                     

                                                                                   

                

                                                                                                                                  

１年 ２年 ４年 ６年 ７年 ８年 ９年

1 おんがく 音楽 算数 国語 英語 理科 理科

29 2 さんすう 算数 国際 算数 数学 英語 英語

日 3 こくさい 国際 算数 社会 理科 社会 社会

（日） 4 どうとく 道徳 国語 国語 家庭 家庭 国語

5 こくご 算数 道徳 英語 国語 国語 理科

6 ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ

1 こくご 国語 社会 社会 数学 理科 英語

30 2 図工 図工 音楽 体育 英語 数学 理科

日 3 しょしゃ 書写 国語 算数 数学 社会 社会

（月） 4 さんすう 算数 図工 音楽 社会 国語 国語

5 こくご 国語 理科 国語 道徳 道徳 道徳

6 おんがく 音楽 英語 図工 技術 技術 体育

1 さんすう 算数 算数 社会 国際 国際 数学

31 2 こくご 国語 社会 算数 理科 英語 英語

日 3 せいかつ 生活 国語 国語 数学 社会 国際

（火） 4 えいご 英語 体育 国際 国際 国際 技術

5 こくご 国語 社会 理科 体育 体育 理科

6 ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ

1 せいかつ 生活 国語 理科 英語 国語 数学

1 2 さんすう 算数 算数 書写 国語 英語 国語

日 3 ずこう 図工 理科 英語 音楽 音楽 数学

（水） 4 こくご 国語 図工 理科 美術 美術 社会

5 たいいく 体育 国語 算数 社会 理科 学活

6 がっかつ 学活 学活 学活 学活 学活 音楽

1 こくご 国語 理科 家庭 国語 国語 英語

2 2 さんすう 算数 国語 家庭 英語 数学 数学

日 3 こくご 国語 書写 算数 社会 理科 社会

（木） 4 せいかつ 生活 算数 道徳 理科 英語 美術

5 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育カタール

6 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育 体育

小学部 中学部
校内行事・備考

14:30下校

朝：委員会
全校体育
（水泳学習調整
中のため，変更
有）

14:30下校

朝：読書，
⑥和太鼓

14:30下校

⑥和太鼓

14:30下校

ドーハ日本人学校・学校通信 

No.１５ ８月２３日 

文責 佐藤  宏 

次週の予定 ◆ ２学期がスタート！ 

まだまだ暑い日が続きます。規則正しい生活と健康

管理の程，引き続きよろしくお願いします。 

◆ 国際（アラビアの授業）！ 

 今学期より Saｎa（サナ）先生が担当されます。 

通訳として村上様がお手伝いしてくださいます。 

◆ 授業担当と時間割の一部変更！ 

授業担当の変更と教科の時数調整での時間割一部変

更となっております。１学期とは異なりますので，ご

確認の程よろしくお願いします。 

 

お知らせ 

「２学期を迎えて」 

 今日から学校の学期の中で一番長い２学期がスタートをしました。 

長引くコロナ禍のため，どうしても気持ちが落ち込みがちですが，安心安全で

あることを最優先としつつ，いろいろなことに常に前向きな気持ちをもって

２学期の学校生活をおくってもらいたいと考えています。 

昨年は，コロナ禍の中でも工夫と調整で，運動会やスクールキャンプ，グラ

ウンドゴルフを開催することができました。もちろん例年通りとは行きませ

んでしたが，しっかりと子どもたちの心に残る行事だったかと思います。 

お互いの力を合わせて，すばらしい２学期を皆さんと共に創っていきたいと

考えております。保護者の皆様も，引き続きよろしくお願いいたします。 

宗教・文化(８)：「服装２」     

今回は男性の服装を紹介します。 

男性は白くて、足まで長いシャツの服を着ます。名前は

トーブです。白のほかにも、冬に着る黒や灰色、または茶

色いトーブもあります。頭には三角形の形に折った白や赤

白の布を置きます。名前はアルグトゥラです。そしてガト

ゥラを頭に抑える黒くて円の形をしたアガールです。 

特別な行事や結婚式には，トーブの上に着る服が二種類

があります。一つ目はアルベシュトゥ，二つ目はビシット

と言います。 

    

始業式の様子（８/２３） 

各学年から，力強い２学期の

目標発表ががありました。 


