
 

 

  

    

 

 

 

                                   「朝の配送準備の一コマ」                                                                                                                            

 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年

1 こくご 国語 国語 算数 社会 国語 英語 数学

23 2 さんすう 算数 書写 書写 理科 算数 数学 国語

日 3 こくさい 国際 算数 国語 算数 家庭 理科 英語

（日） 4 こくご 国語 国語 算数 国際 国際 社会 理科

5 おんがく 音楽 国際 国際 図工 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 ドーハ

1 さんすう 算数 算数 国語 理科 算数 家庭 家庭

24 2 こくご 国語 道徳 道徳 算数 国語 英語 数学

日 3 えいご 英語 図工 図工 家庭 社会 国語 国語

（月） 4 ずこう 図工 国語 社会 体育 体育 社会 社会

5 こくご 国語 社会 国語 国語 理科 道徳 道徳

6 おんがく 音楽 理科 理科 英語 英語 体育 体育

1 さんすう 算数 算数 国語 社会 国語 理科 英語

25 2 こくご 国語 社会 社会 算数 家庭 国語 理科

日 3 せいかつ 生活 国語 算数 理科 算数 数学 社会

（火） 4 しょしゃ 書写 英語 英語 国語 理科 国際 国際

5 こくご 国語 体育 体育 音楽 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 ドーハ

1 せいかつ 生活 算数 国語 国語 理科 英語 社会

26 2 さんすう 算数 国語 算数 書写 書写 数学 英語

日 3 どうとく 道徳 図工 図工 国語 社会 美術 美術

（水） 4 ずこう 図工 算数 国語 算数 算数 社会 理科

5 がっかつ 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

1 さんすう 算数 音楽 音楽 家庭 社会 国語 国語

27 2 こくご 国語 理科 理科 社会 国語 英語 数学

日 3 せいかつ 生活 英語 英語 算数 算数 数学 理科

（木） 4 こくご 国語 国語 算数 道徳 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 カタール

6 たいいく 体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育
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文責 佐藤  宏 

今週の予定 
◆ 中学部の定期試験について 

９教科を３日間で実施していたものを，５教科

を２日間で実施とし，技能教科の４教科につい

ては，定期テスト期間ではなく授業内で実施す

る予定です。 

試験範囲は３週間前を目安に告示予定です。 

１学期期末テスト  ６月２８，２９日 

２学期期末テスト １１月２２，２３日 

学年末テスト    ２月１４，１５日 

その他，今まで通り模擬テストも行います。 

 

 

 

お知らせ 

予定よりも長いお休みとなりました，今回のイードホリデーはいかが

だったでしょうか。世界的な拡大感染が続き，カタールにおいても様々

な場所が使用できず，なかなかご家族での外出も難しかったのではない

でしょうか。今回は，本校の教育目標を受け，各クラスの学級目標をご

紹介いたします。 

１，２年生：リファーグ ～なかよく かしこく たくましく～ 

３，４年生： ～ なんでも TRY IT  ～ 

５，６年生：一生懸命，心を一つに，たくましく，最後までやり抜く 

７，８年生：ジリツ（自立・自律）心のあるクラス，お互い協力し，行

事に燃えるクラス，仲間を大切にし，切磋琢磨できるクラス 

今後とも，ご協力ご支援よろしくお願いいたします。 

アラビア語の挨拶(３)：「ありがとう。さようなら」 

今週の挨拶，「ありがとうございます」は「シュクラン 

ジャジーラン」と言います。「シュクラン」はありがとう

という意味で、「ジャジーラン」はとてもという意味で

す。「Thank you」と「Thank you very much」の違いと

同じです。さようならは「マアッサラーマ」といい、意

味は「無事でね」という意味です。普段は送る人が言い

ます。送られている人は「イラッリカー」といい、意味

は「またね」です。 

ワンポイント・アラビア語 

 


