
 

 

  

                                   

                                   

                                                                           

                                                                                                            

                                                                                                                              

１年 ２年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年

1 ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ ドーハ 理科

12 2 こくさい 国際 国語 算数 国語 家庭 家庭 英語

日 3 さんすう 国語 国際 理科 算数 数学 英語 社会

（日） 4 どうとく 道徳 算数 国語 社会 理科 社会 国語

5 おんがく 音楽 算数 社会 国語 英語 理科 理科

6 こくご 算数 道徳 英語 英語 国語 国語 ドーハ

1 こくご 国語 社会 社会 社会 数学 理科 英語

13 2 図工 図工 音楽 体育 体育 英語 数学 理科

日 3 しょしゃ 書写 国語 理科 算数 数学 社会 社会

（月） 4 さんすう 算数 図工 音楽 音楽 社会 国語 国語

5 こくご 国語 理科 算数 国語 道徳 道徳 道徳

6 おんがく 音楽 英語 図工 図工 技術 技術 体育

1 さんすう 算数 算数 社会 社会 国際 国際 数学

14 2 こくご 国語 社会 算数 算数 理科 英語 英語

日 3 えいご 英語 体育 国際 国際 国語 数学 国際

（火） 4 せいかつ 生活 国語 理科 国語 数学 社会 技術

5 こくご 国語 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

1 せいかつ 生活 国語 国語 理科 英語 国語 数学

15 2 さんすう 算数 算数 書写 書写 国語 英語 国語

日 3 ずこう 図工 理科 英語 英語 音楽 音楽 数学

（水） 4 こくご 国語 図工 国語 理科 美術 美術 社会

5 たいいく 体育 国語 算 数 算数 社会 理科 学活

6 音楽

1 こくご 国語 理科 家庭 家庭 国語 国語 英語

16 2 さんすう 算数 国語 家庭 家庭 英語 数学 数学

日 3 こくご 国語 書写 算数 算数 社会 理科 社会

（木） 4 せいかつ 生活 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 体育カタール

6 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育

自習（学級懇談のため）

小学部 中学部
校内行事・備考

ALT来校
⑤授業参観
⑥学級懇談

14:30下校

朝：委員会
全校体育
（水泳学習）

14:30下校

朝：読書
時間割入替
①和太鼓

14:30下校

避難訓練
（不審者対応）

ALT来校
⑥和太鼓

14:30下校

ドーハ日本人学校・学校通信 

No.１８ ９月９日 

文責 佐藤  宏 

次週の予定 ◆ 第３回授業参観，学級懇談会 

お忙しいところ，よろしくお願いします。 

◆ 避難訓練（不審者対応）： 

 ・一番近くのカギのかかるへやに逃げ込む。 

・へやのカギをかけて，まどをしめる。 

・へやのすみにあつまり，体を丸めて小さくする。 

いつでも，どこでも冷静に対応できることをねらい 

として実施します。 

◆ 図書と IT 機器の充実； 

今年度も国からの予算が下り，図書と備品を購入す

ることができました。また今後は IT 機器もリニュ

ーアルする予定です。 

 

お知らせ 

「生きる力を育む」 

 社会の激しい変化に流されることなく、さまざまな課題にも柔軟に、かつ 

たくましく対応し、自立していく力を身に付けることが小・中・高校で連携し 

て進めることになっています。 

子どもたちは，普段の学校生活や授業活動の中でも、自己の良さや可能性に 

気づき、一人一人が夢や希望をもって、実現に向けて努力すること，またその 

過程を我々大人が指導や援助をしていかなければなりません。 

先日は，自分の夢をかなえたサッカー日本代表の方々と交流できたこと，と 

ても有意義で貴重な学習となりました。ご支援いただいた関係者の皆様に深く 

感謝申し上げます。ありがとうございました。 

         宗教・文化(11)：「飲み物」     

カタールでの温かい飲み物を紹介します。 

カタールでは２つのよく飲む飲み物があります。 

１つ目はアラビックコーヒーと言います。色が緑で砂糖な

しで飲みます。２つ目の飲み物は湾岸でのポピュラーな飲み

ものとなっている，カラクです。カラクはお茶とミルクを主

に、サフランとカモミールを入れる飲み物です。 

     

一人一人が，選手の方々と 

会話を楽しめました。 

９月５日（日曜日）１２時～ 


