
 

 

  

                                    

                                   

 

                                                    

                                                                                                                                                           

 

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

27 2 さんすう 算数 書写 書写 算数 国際 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 こくご 国語 算数 国語 算数 英語 英語

28 2 えいご 英語 図工 図工 国語 数学 理科

日 3 ずこう 図工 道徳 道徳 社会 社会 社会

（月） 4 さんすう 算数 国語 社会 体育 家庭 国語

5 こくご 国語 社会 国語 理科 国語 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 家庭 国語 数学

29 2 こくご 国語 社会 社会 国語 理科 英語

日 3 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育カタール

（火） 4 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育 体育

5 こくご 国語 体育 体育 音楽 数学 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

30 2 さんすう 算数 国語 算数 書写 国語 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 さんすう 算数 国語 算数 図工 国語 学活

6 たいいく 体育 理科 理科 英語 音楽 音楽

1 せいかつ 生活 音楽 音楽 社会 国語 英語

1 2 しょしゃ 書写 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 さんすう 算数 国語 算数 算数 数学 国際

6 こくご 国語 英語 英語 理科 技術 技術

朝：執行部
避難訓練

14:30下校

朝：委員会

14:30下校

朝：執行部
⑥集会（弁当放送）

ドーハタイム
（和太鼓）

14:30下校
中学部期末テスト

14:30下校

中学部期末テスト

③④スポーツテスト

⑥ドーハタイム（和

太鼓），小1,2年生読

み聞かせ

14:30下校

小学部 中学部
校内行事・備考

ドーハ日本人学校・学校通信 

No.１１ ６月２４日 

文責 佐藤  宏 

今週の予定 
◆ １学期もあと３週間となります。全校児童生徒

が最後まで元気な姿で登校でき，しっかりとし

めくくりができるよう願っております。 

◆ 最近ハンカチ忘れが目立ちます。忘れ物がない

よう、毎日の学習の用意も含めて，前日にきち

んとできるといいですね。 

◆ 中学生にとって初めての定期テストがありま

す。それに伴い，授業変更がありますので，ご

確認よろしくお願いいたします。 

◆ ２７日（日）国際の授業を，教員募集に応募し

た２名の方が参観いたします。 

お知らせ 

「授業参観並びに学級懇談会へのご参加ありがとうございました」 

 

対面授業が始まり，約１カ月が経とうとしています。「あいさつのできる子」「温

かいことばのあふれる学校」「わかった！，できた！」などの学ぶ楽しさ学ぶ喜び

を味わえる学校であり続けたいというのが，本校職員の願いです。お子さんを通

しての学校や職員像は，保護者の方が感じたものと違うこともあるかもしれませ

ん。昨日の懇談会や授業参観で感じた感想や心配事などがありましたら，遠慮な

く担任や学校の方へお知らせください。 

宗教・文化(５)：「イスラム暦」     

イスラム教が始まった後に、預言者ムハンマドがメ

ッカーからマディーナまで移住した時から，イスラム

暦の使用が始まりました。 

イスラム暦も 12 ケ月があって、１月の日数が 29 日

か 30 日です。それでイスラム暦は，１年間の日数はグ

レゴリオ暦の日数より少ないのです。 

毎月の日数は月の動きで決まります。１月の始まり

の月は必ず三日月であり、15日目には満月となります。

そしてその月の終わり（つまり 29 日の月）に月が見え

たら，その月は 29 日目で終わりとなります。もし見え

なかったら 30 日目（30 日間）となります。 

授業の様子（６/２３） 


