
新田～Gエコー
山田　中村　粟賀町

Gエコー
神崎公民館
福本

ヨーデルの森
猪篠　大山
支庁舎

日 月 火 水 木 金 土 1号車 2号車 3号車 上小田線 川上線

1 2 3 4 5 6 7 平日登① 学校着 7:22 7:23 7:28 7:08 7:08

ノー部活デー ノー部活デー ３年補充 ３年到達度テスト ３年補充 土曜自学教室 平日登② 学校着 7:47 7:43 7:48 7:31 7:43

登校 運行なし 運行なし 運行なし 休登① 平登② 休登① 休登① 平日下① 学校発 11:45 11:50 11:45 11:47 11:49

下校 休下① 休下① 休下① 休下① 平日下② 学校発 13:25 13:30 13:25 13:47 13:45

下校 平下②30分遅 － 平日下③ 学校発 14:55 15:00 14:55 15:06 15:05

日 月 火 水 木 金 土 平日下④ 学校発 15:45 15:50 15:45 15:41 15:58

8 9 10 11 12 13 14 平日下⑤ 学校発 16:40 16:45 16:40 16:46 16:40

成人の日 始業式
ノー部活デー

１/２年課題テスト ２年峰山スキー ２年峰山スキー
西播冬季バレー

福崎町ロードレース大会
土曜自学教室

平日下特⑤ 学校発 17:20 17:25 17:20

登校 休登① 休登① 平登② 平登② 平登② 平登② 休登① 平日下⑥ 学校発 17:40 17:45 17:40

下校 休下① 休下① 平下① 平下④ 平下④ 平下③ 休下① 休日登① 学校着 7:57 7:58 8:03 7:52 7:52

下校 休下② － － 平下⑤ 平下⑤ 平下⑤ － 休日登② 学校着 13:27 12:58 13:08 12:42 12:50

日 月 火 水 木 金 土 休日下① 学校発 12:00 12:05 12:00 11:55 11:50

15 16 17 18 19 20 21 休日下② 学校発 17:30 17:35 17:30 17:41 17:49

西播冬季バレー 生徒朝礼 ノー部活デー 土曜自学教室

登校 運行なし 平登② 平登② 平登② 平登② 平登② 休登① 留意点

下校 平下④ 平下④ 平下④ 平下④ 平下③ 休下①

下校 平下特⑤ 平下特⑤ － 平下特⑤ 平下⑤ －

日 月 火 水 木 金 土

22 23 24 25 26 27 28
生徒朝礼
進路懇談会 進路懇談会 ノー部活デー 土曜自学教室

登校 運行なし 平登② 平登② 平登② 平登② 平登② 休登①

下校 平下②④ 平下②④ 平下④ 平下④ 平下③ 休下①

下校 平下特⑤ 平下特⑤ － 平下特⑤ 平下⑤ －

日 月 火 水 木 金 土

29 30 ３１ 1 2 3 4

生徒朝礼 １年生ハチ高原スキー
１年生ハチ高原スキー

ノー部活デー
３年２月到達度テスト 土曜自学教室

登校 運行なし 平登② 平登① 平登② 平登② 平登② 未定

下校 平下④ 平下④ 平下④ 平下④ 平下③

下校 平下特⑤ 平下特⑤ － 平下⑥ 平下⑤

・週に１日「ノー部活デー」を設定します。水曜日が基本です。
・第２週は、１０日（火）の始業式を「ノー部活デー」とします。

・１月５日（木）は到達度テスト後、３年生は「臨時便」での下校となります。
　「１/３号車→１３：５５」「２号車→１４：００」　「上小田１３：４７」「川上１３：４５」です。
・１月は朝練習を停止します。
　ただし３１日（火）は、１年生のスキー実習の出発に合わせて登校は①便になります。
・１月第３週より下校時刻が遅くなります。
　部活動終了時刻１７時０５分、下校時刻１７時２５分となります。
　（２月からは部活動終了時刻１７時２５分、下校時刻１７時４５分となります。）
・２３日（月）と２４日（火）は進路懇談会です。３年生は「平日②」で下校します。
・金曜日は５時間授業です。

　１月　スクールバス運行予定
神河町立神河中学校　202３．１

202３年

17:41 17:40

＊「平日下校③便」の「３号車」には、支庁舎前から神崎小児童も乗ることがある。

「PKを外すことができるのは、

PK蹴る勇気を持った者だけだ」

「今を戦えない者に次や未来を

語る資格はない」

「僕の知っているドーピングはた

だ一つ努力だ」


