
 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

                      

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年

1

18 2

日 3

（日）4
5

6

1

19 2 さんすう 算数 算数 国語 理科 算数 家庭 家庭 英語

日 3 こくご 国語 道徳 道徳 算数 国語 英語 数学 理科

（月）4 えいご 英語 図工 図工 家庭 社会 国語 国語 社会

5 図工 国語 社会 体育 体育 社会 社会 国語

6 国語 社会 国語 国語 理科 道徳 道徳 道徳

1 さんすう 算数 算数 国語 社会 国語 理科 英語 数学

20 2 こくご 国語 社会 社会 算数 家庭 国語 理科 英語

日 3 せいかつ 生活 国語 算数 理科 算数 数学 社会 国際

（火）4 しょしゃ 書写 英語 英語 国語 理科 国際 国際 技術

5 国語 体育 体育 音楽 音楽 技術 技術 理科

6 ドーハ 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 算数 国語 国語 理科 英語 社会 数学

21 2 さんすう 算数 国語 算数 書写 書写 数学 英語 国語

日 3 どうとく 道徳 図工 図工 国語 社会 美術 美術 数学

（水）4 ずこう 図工 算数 国語 算数 算数 社会 理科 社会

5 がっかつ 学活 学活 学活 学活 学活 学活 学活 学活

6 たいいく 体育 理科 理科 英語 英語 音楽 音楽 音楽

1 さんすう 算数 音楽 音楽 家庭 社会 国語 国語 英語

22 2 こくご 国語 理科 理科 社会 国語 英語 数学 数学

日 3 せいかつ 生活 英語 英語 算数 算数 数学 理科 社会

（木）4 こくご 国語 国語 算数 道徳 道徳 理科 英語 美術

5 カタール カタール カタール カタール カタール カタール カタール カタール カタール

6 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育

小学部 中学部
校内行事・備考

短縮日課

カタールタイ
ム（５校時）
全体体育（６

校時）

短縮日課

着任式・入学式・始業式

学活（担任紹介・自己紹介・目標決め・当番や係等）

学活（学校生活のきまり・Zoom学習のきまり　　等）

委員会活動・帰りの会

教科書・副教材等の配付

11:30終了

短縮日課
ドーハ（和太鼓）

短縮日課

学活（教科書・副教材の確認　等）

ドーハ日本人学校・学校通信 

No.1 4 月 18 日 

文責 佐 藤 宏 

今週の予定 

◆ 新しい学年で新しい友達ができ、今日から令

和３年度の学習が始まりました。今日の始業

式で発表したがんばることを忘れずに、毎日

頑張ってほしいと思います。 

◆ 家庭環境調査票（改訂版）と個人情報承諾書

を配布しました。お手数ですが，２５日の日

曜日の回収便で提出をお願いいたします。 

◆ キャリアノートですが，義務教育の９年間の

あゆみを記録していくものになります。新年

度にいだいた希望や目標，体験したことなど

を記録していく大切なものです。 

◆ ４月に予定してました入学式以外の行事で

身体測定やスポーツテストは、入学式同様に

延期となります。 

◆ 昨年度末に卒業されました田川様より，電子

ピアノと大型テレビが寄贈されました。末永

く大切に使わせていただきます。 

お知らせ 

長崎県からまいりました、ドーハ日本人学校校長の藤田直樹と申します。2 回目の在外教育施設派遣となり

ますが、精一杯、ドーハ日本人学校の学校経営に精進してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

さて、日頃から、ドーハ日本人学校運営につきまして、保護者のみなさまにはご理解・ご協力をいただき感

謝申し上げます。今年度の児童・生徒在籍数は、小学 1 年生 3 名、2 年生 3 名、3 年生 1 名、4 年生 3 名、6 年

生 2 名、中学 1 年生 2 名の合計 14 名です。「日本人としての誇りをもち、豊かな感性と確かな学力、たくまし

い体をもった児童生徒の育成」を教育目標に、教職員一致団結して児童生徒の教育に邁進してまいります。 

 ところが、カタール教育省の指示により、今年度はじめから、学校閉鎖をしなければならない状況となりま

した。そこで、児童・生徒にとりまして、学力向上は最も重要な課題ですので、オンラインによる教育課程を

実施してまいります。昨年度も、オンラインによる授業を実施いたしましたので、その実践をいかしながら、

さらに学習効果をあげるようオンライン授業の充実を図ってまいります。 

学習指導要領に沿って、日本の教育スタイルを基本に、心豊かで自ら学ぶたくましい児童生徒を育ててまい

りますので、今後とも、ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

学校長挨拶 

 


