
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

２／２6 27 28 ３／1 2 3 4 平日登① 学校着 7:22 7:23 7:28 7:08 7:08

生徒朝礼 ノー部活デー 3年生を送る会 卒業式予行演習 土曜講座最終 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② 平登① 平登① 平登① 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⑥ 平下⑥ 平下⑥ 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
卒業式準備
ノー部活デー

卒業式
ノー部活デー 公立高校入試 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① 平登② 平登① 平登① 休登① 平日下⑥ 学校発 17:40 17:45 17:40

下校 平下④ 平下② 平下① 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③ － 平下⑥ 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

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 小６体験授業 ＰＴＡ役員会
ノー部活デー
職員会議

登校 運行なし 平登② 平登① 平登① 平登① 平登① 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⑥ 平下⑥ 平下⑥ － 平下⑤

日 月 火 水 木 金 土

19 20 21 22 23 24 25

生徒朝礼 春分の日 部活動実施 学年末懇談会
修了式

ノー部活デー 春季休業日

登校 運行なし 平登② 休登① 平登① 平登① 平登② 休登①

下校 平下④ 休下① 平下④ 平下② 平下① 休下①

下校 平下⑥ 休下② 平下⑥ 平下③ － 休下②

日 月 火 水 木 金 土 　

26 27 28 29 30 31 4／1

春季休業日 春季休業日 春季休業日 ノー部活デー 春季休業日 春季休業日 春季休業日

登校 運行なし 休登① 休登① － 休登① 休登① 休登①

下校 休下① 休下① － 休下① 休下① 休下①

下校

・週に１日「ノー部活デー」を設定します。水曜日が基本です。
・１日（水）は「ノー部活デー」ですが、「３年生を送る会」の準備とリハがあり「⑥」便も運行します。
・２週は、卒業式準備の関係で７日（火）８日（水）の両日を「ノー部活デー」とします。７日（火）は卒業
式の準備の関係で「③」便も運行します。
・第３週は、会議の関係で１６日（木）を「ノー部活デー」とし、１５日（水）は部活動を実施します。
・第４週は、修了式の２４日（金）を「ノー部活デー」とし、２２日（水）は部活動を実施します。
・３月から朝練習が再開されます。登校便は①便となります。３年生も同じです。
・２５日（金）から春季休業日となり、「スクールバス」は休日便が基本です。
　「路線バス」は通常通りの運行です。
・７日（火）、８日（水）、２３日（木）、２４日（金）、27日（月）、２８日（火）、３０日（木）、３１日（金）の川
上方面の下校バスはデマンド方式に従い運行予約をしています。
・金曜日は５時間授業です。
・４月以降は未定です。

　３月　スクールバス運行予定
神河町立神河中学校　2023．３

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。

私は9,000回以上シュートを外し

300試合に敗れた。

決勝シュートを任されて

26回も外した。

人生で何度も何度も失敗してきた。

だから私は成功したんだ。


