
 

 

  

                                   

                                                                           

  

                                     

                                                                                         

                                                                                                                                     

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

5 2 さんすう 国語 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 ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ 国語

5 こくご 算数 道徳 道徳 英語 英語 国語 国語 理科

6 こくご 国語 社会 社会 算数 算数 理科 英語 ドーハ

1 こくご 国語 社会 社会 社会 社会 数学 理科 英語

6 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

7 2 どうとく 道徳 国語 国語 算数 国語 家庭 家庭 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

8 2 さんすう 算数 算数 算数 書写 書写 国語 英語 国語

日 3 ずこう 図工 理科 理科 英語 英語 音楽 音楽 数学

（水） 4 こくご 国語 図工 図工 国語 理科 美術 美術 社会

5 たいいく 体育 国語 国語 算数 算数 社会 理科 学活

6 がっかつ 学活 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

9 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 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育カタール

6 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育

朝：委員会活動
ALT来校

14:30下校

全校体育
（水泳学習）

14:30現地出発

朝：執行部会
④サッカー日本
代表交流会
⑥火２入替

14:30下校

朝；集会
（執行部）

ALT来校
②日４入替
⑥和太鼓
1,2年読み聞かせ

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.１７ ９月２日 

文責 佐藤  宏 

次週の予定 ◆ ワールドカップ日本代表との交流会： 

 中国戦のためにカタール入りした日本代表

選手の方々と交流会を持つことが決まりまし

た。あいにく，直接対面での交流はできませ

んが，Web 交流を通して大変貴重な体験をさ

せていただきます。 

◆ ALT Joan 先生と Sana 先生を活かした授業； 

 All English での授業展開が始まりました。

もちろん補助は入りますが，一人一人が一生

懸命に英語を聞き取ろうとする態度が育って

います。 

 

お知らせ 

９月を迎えて              校長  藤田 直樹 

 9 月といえば、「中秋の名月」「お月見」があります。旧暦の 8 月 15 日を「十

五夜」「中秋の名月」と言います。秋の真ん中のころに出る満月のことをさし、

現在の暦では 9 月 7 日から 10 月 8 日までに出る満月のことをそう呼びます。     

満月の夜にお供えものとして、稲に見立てたススキを飾ります。もっともき

れいに見える月を見ることと、「豊作祈願」や「感謝」をあらわすために行っ

ていました。ご家族で月をみながら、うさぎの話やかぐや姫の話をして、秋の

夜長を過ごしてみたらいかがでしょうか。また、「秋分の日」は国民の休日の

ひとつで、9 月 23 日です。昼と夜の長さがほぼ同じだそうで、この日はご先

祖さまを敬い、忍ぶ日だそうです。 

         宗教・文化(10)：「アル・サブハ」     

  「What is this?」 

実は，これはカウンターです。ムスリムは神様に（ありが

とう）とか（許してください）などの言葉を，毎日言うこと

がとてもよいこととされています。例えば，一日に千回いう

ように目指し、このカウンターで数えたり、手で持っている

ことで言わないといけないことを思い出したりします。 

最近は指輪の形をしているデジタルのもの（写真）もでき

て、特に女性が使っています。 

ALT：Joan 先生との会話 

国際：Sana 先生からの質問 


