
 

 

  

                                    

                                                                                   

 

 

 

     

                                                                                                                                                

１年 ２年 ３年 ４年 ６年 ７年 ８年

1 こくご 国語 国語 算数 国語 英語 数学

11 2 さんすう 算数 書写 書写 算数 数学 国語

日 3 こくさい 国際 算数 国語 家庭 理科 英語

（日） 4 こくご 国語 国語 算数 国際 社会 理科

5 おんがく 音楽 国際 国際 図工 国語 国語

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 家庭

12 2 こくご 国語 道徳 道徳 国語 英語 数学

日 3 えいご 英語 図工 図工 社会 国語 国語

（月） 4 ずこう 図工 国語 社会 体育 社会 社会

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 英語

13 2 こくご 国語 社会 社会 家庭 国語 理科

日 3 せいかつ 生活 国語 算数 算数 数学 社会

（火） 4 しょしゃ 書写 英語 英語 理科 国際 国際

5 こくご 国語 体育 体育 音楽 技術 技術

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 社会

14 2 さんすう 算数 国語 算数 書写 数学 英語

日 3 どうとく 道徳 図工 図工 社会 美術 美術

（水） 4 ずこう 図工 算数 国語 算数 社会 理科

5 がっかつ 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 音楽 音楽

1 さんすう 算数 音楽 音楽 社会 国語 国語

15 2 こくご 国語 理科 理科 国語 英語 数学

日 3 せいかつ 生活 国語 算数 算数 数学 理科

（木） 4 こくご 国語 英語 英語 道徳 理科 英語

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

1

16 2

日 3

（金）

11:20下校

小学部 中学部
校内行事・備考

夏休み用本の
貸し出し
（～１６日）

14:30下校

朝：委員会

14:30下校

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

14:30下校

大掃除

終業式

学活

ドーハ日本人学校・学校通信 

No.１３ ７月８日 

文責 佐藤  宏 

来週の予定 ◆ 終業式は１６日（金）となります。 

午前中のみの活動です。しっかりと振り返りを

し、２学期へとつなげてほしいと思います。 

◆ 夏休み用の本の貸し出しは，一人１０冊まで 

１４日（水）～１６日（金）の３日間です。 

◆ 夏休み明けにドーハ日本人学校恒例の夏休みの

作品や自由研究などの校内展示会を開催する予

定です。今からじっくりとアイデアを考えて，す

てきな作品をお待ちしております。 

 

 

お知らせ 

「夏休みに向けて」 

 灼熱の夏，真っ盛りのカタールですが，１学期も残すところ，あとわずかと

なりました。全校児童生徒１４名による Zoom で始まった始業式，６月から

はやっと対面登校が始まり，それからあっという間に時間が経ちました。 

このあっという間の 1 学期でしたが，児童生徒一人一人がさまざまな活動

を通して、多くの成果を上げることができたと思います。掲示物一つ一つから

もみんなの頑張りが伝わってきます。お子さんたちは確実に成長しています。 

2 学期のさらなる飛躍のため、充実した夏休みにしてください。延期になっ

た行事等も早く実施できるよう，職員一同願っております。 

宗教・文化(６)：「楽器１」     

アラブ独特の楽器にはいくつかあります。その中の主

な３種類を紹介します。 

１は「アルダフ」という楽器で，縦で持ちながら手でた

たきます。 

２は「アルウード」という楽器で，膝に置いて指で弾い

たり，独特なステッキでも弾けたりします。 

３は「アルラバーバ」という弓の形をしている弦で弾

きます。特に遊牧人の楽器として知られています。 

１       ２       ３ 

      

 

七夕に願いを（７/７） 

１，２年生の生活科で作りま

した。 


