
 

 

  

    

 

 

 

 

 HAPPY CHILDREN‘S DAY        

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年９年

1 こくご 国語 国語 算数 社会 国語 英語 数学理科

2 2 さんすう 算数 書写 書写 理科 算数 数学 国語英語

日 3 こくさい 国際 算数 国語 算数 家庭 理科 英語社会

（日） 4 こくご 国語 国語 算数 国際 国際 社会 理科国語

5 おんがく 音楽 国際 国際 図工 図工 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 ドーハドーハ

1 さんすう 算数 算数 国語 理科 算数 家庭 家庭英語

3 2 こくご 国語 道徳 道徳 算数 国語 英語 数学理科

日 3 えいご 英語 図工 図工 家庭 社会 国語 国語社会

（月） 4 ずこう 図工 国語 社会 体育 体育 社会 社会国語

5 こくご 国語 社会 国語 国語 理科 道徳 道徳道徳

6 おんがく 音楽 理科 理科 英語 英語 体育 体育体育

1 さんすう 算数 算数 国語 社会 国語 理科 英語数学

4 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 こくご 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 ドーハドーハ

1 せいかつ 生活 算数 国語 国語 理科 英語 社会数学

5 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

6 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
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今週の予定 

◆ 授業参観，PTA 総会，学級懇談会へのご参加

ありがとうございました。 

◆ CRT テスト実施へのご協力誠にありがとうご

ざいました。結果については，分析をしまして

夏休み前の面談等でお渡しできる予定です。 

◆ 学校および職員への連絡等は，電話または学

校メールにてお願いいたします。なお休日等

職員の不在の場合は，学校メールにてお知ら

せください。随時，メールの確認をし，担当よ

り電話またはメールにてお返事させていただ

きます。（ jsd@live.jp） 

 

お知らせ 

学校閉鎖のなか、新学期が始まって、２週間が過ぎました。通常日課で、オンラインによる教育活動

をすすめておりますが、保護者のみなさまのご協力により、お子さまは学校生活のリズムにも慣れてこ

られたことと思います。しかしながら、派遣教員のなかには、オンライン授業や小学生への授業、中学

生への授業に不慣れな教員もおり、これから児童生徒一人一人を大切にして、児童生徒の発達段階に応

じた指導に努めて参ります。これからも、お子さまのよりよい成長のために、保護者の皆様と教員が連

携して教育にあたって参りますので、どうかご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

            ドーハ日本人学校 校長 藤田直樹 

 

 

アラビア語の挨拶①：「こんにちは」 

「アッサラーム アライクム」と言います。その返事

は「ワアライクム アッサラーム」です。 

アッサラームというのは「平和だ」という意味です。

アライクムは「あなた達に」です。合わせて、あなた達

に平和が訪れるようにという意味になります。その返

事は、あなた達にも平和が訪れるようにという意味に

なります。 

ワンポイント・アラビア語 

 


