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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

１／29 30 31 1 2 3 4 平日登① 学校着 7:22 7:23 7:28 7:08 7:08

生徒朝礼 １年生スキー実習
１年生スキー実習

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

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

下校 平下④ 平下④ 平下④ 平下④ 平下③ 休下① 平日下② 学校発 13:25 13:30 13:25 13:47 13:45

下校 平下特⑤ 平下特⑤ － 平下⑥ 平下⑤ 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

5 6 7 8 9 10 11 平日下⑤ 学校発 16:40 16:45 16:40 16:46 16:40
生徒朝礼

ノー部活デー
職員会議

ノー部活デー 私立入試

１，２年到達度テスト
職員研修

建国記念の日
土曜自学教室 平日下特⑤ 学校発 17:20 17:25 17:20

登校 運行なし 平登② 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 平下④ 平下④ 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 － 平下⑥ 平下⑥ 平下⑥ － 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

12 13 14 15 16 17 18 休日下② 学校発 17:30 17:35 17:30 17:41 17:49

生徒朝礼
期末考査５日前
ノー部活デー

ノー部活デー
職員会議 ノー部活デー

土曜自学教室
ノー部活デー

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③ 平下③ 休下①

下校 平下⑥ 平下⑥ － － －

日 月 火 水 木 金 土

19 20 21 22 23 24 25

ノー部活デー 期末考査1日目
ノー部活デー 朝礼なし

期末考査２日目
ノー部活デー

期末考査３日目 天皇誕生日 職員会議 土曜自学教室

登校 運行なし 平登② 平登② 平登② 休登① 平登② 休登①

下校 平下② 平下② 平下② 休下① 平下③ 休下①

下校 － － 平下④ 平下④

日 月 火 水 木 金 土 　

26 27 28 1 2 3 4

生徒朝礼
ノー部活デー

送る会準備リハ
3年生を送る会 卒業式予行演習 土曜自学教室最終

登校 運行なし 平登② 平登② 平登① 平登① 平登① 休登①

下校 平下④ 平下④ 平下④ 平下④ 平下③ 休下①

下校 平下⑥ 平下⑥ 平下⑥ 平下⑥ 平下⑤

・２月２日（木）からは部活動終了時刻が1７時２５分になり、下校バスは「⑥」になります。
・１月２月につきましては朝練習を停止します。３月１日（水）から再開予定です。
・２月から川上方面の平日昼間のコミュニティバスは「デマンド運行」となります。
　２０日（月）２１日（火）２２日（水）は川上方面の下校用のバスを通常通り運行します。

・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、会議や研修の関係で、８日（水）は部活動を実施し、６日（月）と１０日（金）を「ノー部活
デー」とします。
・２月１５日（水）から期末考査５日前となり、ノー部活デーとなります。
・２月１６日（木）は、会議の関係で下校は「③」便です。
・２月２４日（金）も、会議の関係で下校は「③④」便です。変更がありましたら連絡します。

・金曜日は５時間授業です。
・３月以降の運行計画は未定です。

　２月　スクールバス運行予定
神河町立神河中学校　2023．２

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。
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