
 

 

  

                                   

  

                                     

                                                                                   

  

                                                                                                                                                 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年

1 おんがく 音楽 算数 算数 社会 国語 英語 理科 理科

29 2 さんすう 算数 国際 国際 理科 算数 数学 英語 英語

日 3 こくさい 国際 算数 算数 国語 社会 理科 社会 社会

（日） 4 どうとく 道徳 国語 国語 算数 国語 家庭 家庭 国語

5 こくご 算数 道徳 道徳 英語 英語 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 こくご 国語 社会 社会 社会 社会 数学 理科 英語

30 2 図工 図工 音楽 音楽 体育 体育 英語 数学 理科

日 3 しょしゃ 書写 国語 国語 理科 算数 数学 社会 社会

（月） 4 さんすう 算数 図工 図工 音楽 音楽 社会 国語 国語

5 こくご 国語 理科 理科 算数 国語 道徳 道徳 道徳

6 おんがく 音楽 英語 英語 図工 図工 技術 技術 体育

1 さんすう 算数 算数 算数 社会 社会 国際 国際 数学

31 2 こくご 国語 社会 社会 算数 算数 理科 英語 英語

日 3 えいご 英語 体育 体育 国際 国際 国語 数学 国際

（火） 4 せいかつ 生活 国語 国語 理科 国語 数学 社会 技術

5 こくご 国語 社会 社会 国語 理科 体育 体育 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 国語 国語 国語 理科 英語 国語 数学

1 2 せいかつ 生活 算数 算数 書写 書写 国語 英語 国語

日 3 せいかつ 生活 理科 理科 英語 英語 音楽 音楽 数学

（水） 4 がっかつ 学活 図工 図工 国語 理科 美術 美術 社会

5 がっかつ 学活 国語 国語 算数 算数 社会 理科 学活

6 たいいく 体育 学活 学活 英語 学活 学活 学活 音楽

1 こくご 国語 理科 理科 家庭 家庭 国語 国語 英語

2 2 さんすう 算数 国語 国語 家庭 家庭 英語 数学 数学

日 3 こくご 国語 書写 書写 算数 算数 社会 理科 社会

（木） 4 せいかつ 生活 算数 算数 道徳 道徳 理科 英語 美術

5 さんすう 算数 カタール カタール 体育 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

1,2年校外学習
ALT来校

14:30下校

朝：委員会
⑥全校体育

14:30下校

朝：読書，
⑥和太鼓

14:30下校

ALT来校
⑥和太鼓

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.１6 ８月２6 日 

文責 佐藤  宏 

次週の予定 ◆ 水泳学習に向けて 

やっと団体でもプールを貸していただけることが 

決まりました。初日は９月９日（木）になります。 

会場は，Barwa City Club House になります。 

授業自体は１３時～１４時，着替えや振り返りなどを

して１４時３０分に現地を出発の予定です。 

 水泳学習の準備物等は各学級だよりを参照になさっ

てください。ご不明な点がありましたら，担任または

学校までご連絡をいただけたらと思います。 

◆ 待ちに待った ALT の Joan（ジョアン）先生が来

校されます。スキルアップに期待大です。 

お知らせ 

「あたりまえだけど，，，」 

 早いもので２学期がスタートし，１週間が過ぎようとしております。 

ご家庭のご協力のもと，生活のリズムも徐々に戻ってきているようです。 

ご協力，誠にありがとうございます。 

道徳資料に「３６５×１４回分ありがとう」（自分を見つめる）があります。 

 自分の手術前に，母親にあてた最後の手紙です。その時の感想をご紹介します。 

 『お母さんがいるのは「あたりまえ」，家族がいるのは「あたりまえ」，学校に来

られるのも「あたりまえ」。だけど，あたりまえのことがいつもあたりまえだと

は限らない。だから今の自分をとても幸せだと感じました。大切なお母さんやお

父さん，兄弟を大切にしていきたいと思います。』 直接は言えなくても，心も

しっかりと成長しているんだなと感じました。 

 

宗教・文化(9)：「言葉」     

「マーフィー ムシキラ」 

この言葉を皆さんよく聞くことがあると思います。

今回は，この言葉について知っておいてほしいことを

紹介します。この言葉は「問題はない」という意味でし

ようされておりますが，このような言い方をアラブの

人は使いません。実はこれはアラビア語を話すインド

の人が作った表現なのです。 

 

Sana 先生との会話 

英語の使用頻度急上昇中 


