
 

 

  

                                    

                                   

 

     「新刊の紹介」                                                   

                                                                                                                                                           

 

１年 ２年 ３年 ４年 ６年 ７年 ９年

1 こくご 国語 国語 算数 国語 英語 理科

20 2 さんすう 算数 書写 書写 算数 数学 英語

日 3 こくさい 国際 算数 国語 家庭 理科 社会

（日） 4 こくご 国語 国語 算数 国際 社会 国語

5 おんがく 音楽 国際 国際 図工 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 さんすう 算数 算数 国語 算数 家庭 英語

21 2 こくご 国語 道徳 道徳 国語 英語 理科

日 3 えいご 英語 図工 図工 社会 国語 社会

（月） 4 ずこう 図工 国語 社会 体育 社会 国語

5 こくご 国語 社会 国語 理科 道徳 道徳

6 おんがく 音楽 理科 理科 英語 体育 体育

1 さんすう 算数 算数 国語 国語 理科 数学

22 2 こくご 国語 社会 社会 家庭 国語 英語

日 3 せいかつ 生活 国語 算数 算数 数学 国際

（火） 4 しょしゃ 書写 英語 英語 理科 国際 技術

5 こくご 国語 体育 体育 音楽 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

1 せいかつ 生活 算数 国語 理科 英語 数学

23 2 さんすう 算数 国語 算数 書写 数学 国語

日 3 どうとく 道徳 図工 図工 社会 美術 数学

（水） 4 ずこう 図工 算数 国語 算数 社会 社会

5 こくご 国語 理科 算数 英語 音楽 音楽

6

1 さんすう 算数 音楽 音楽 社会 国語 英語

24 2 こくご 国語 理科 理科 国語 英語 数学

日 3 せいかつ 生活 英語 英語 算数 数学 社会

（木） 4 こくご 国語 国語 算数 道徳 理科 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

6 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育 体育

⑤授業参観

14:30下校

朝：委員会

14:30下校

学級懇談会

14:30下校

小学部 中学部
校内行事・備考

⑥ドーハタイム
（和太鼓）

14:30下校

14:30下校

⑥ドーハタイム
（和太鼓），
小1,2年生読み聞
かせ

ドーハ日本人学校・学校通信 

No.１０ ６月 1７日 

文責 佐藤  宏 

今週の予定 
◆ 授業参観・学級懇談会（６/２３） 

12:55 より授業参観，その後 13:45 より１学期

の様子も含めて，夏休み前の学級懇談会を実施い

たします。お忙しいところと存じますが、学習や

生活面などについて懇談させていただきます。 

◆ 遠隔授業への協力 

帰国や隔離等の事由で学校に登校ができない

場合は、できる限り今後も Zoom で対応させてい

ただきます。 

お知らせ 

「読書時間の確保」 

先日の視力検査では，子どもたちの視力の低下が気になりました。タブレットや PC

画面を見る時間が多くなっていないでしょうか。画面を見る時間を少しでも減らし，

紙媒体の文字を見る時間を増やしてはいかがでしょうか。言語活動の面からも家庭と

も協力し，言語に触れる機会を増やしていきたいと感じています。本校は，教科書で

取り扱っている教材と関連する図書コーナーを設けています。他にも，並行読書や比

べ読みなどの活動を学習の中に取り入れ，子どもたちが多くの本に触れる環境づくり

に力を入れております。この時期に，しっかり触れられると良いですね。 

宗教・文化(４)：「インシャッラー」     

この言葉はイスラム教の言葉で，よく使います。「イン

シャッラー」とは，「神様の意志で」という意味です。話

の最初または最後に用います。本人がやる気満々の時に使

う言葉で，「私は神様から何も決められていなければ，よ

ほどの理由がない限り必ず実行します」という意思表示と

なります。残念ながら，この言葉を使って約束を守らない

人が多いのが現状です。「インシャッラー」を使い，「神様

の意志だから自分には責任がない」と実行できなかった時

の言い訳にしてしまう人も多いからです。 

  

 

 

  

         

読書のすすめ 

（図書委員） 


