
新田～Gエコー
山田　中村　粟賀町

Gエコー
神崎公民館
福本

猪篠　大山
慶福　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

29 30 31 1 2 3 4 平日登① 学校着 7:22 7:23 7:28 7:08 7:18

生徒朝礼
朝練習再開
ノー部活デー 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 16:41 16:40
生徒朝礼
TW

TW
ノー部活デー

TW
TW TW 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① 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 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
ノー部活デー
期末考査５日前 ノー部活デー

ノー部活デー
漢字検定

ノー部活デー

登校 運行なし 平登② 平登① 平登② 平登② 平登② 運行なし 留意点

下校 平下④ 平下④ 平下④ 平下④ 平下③

下校 平下⑥ 平下⑥ － － 平下⑤

日 月 火 水 木 金 土

19 20 21 22 23 24 25

ノー部活デー
生徒朝礼　ノー部活デー

期末考査１日目
ノー部活デー
期末考査２日目

部活動再開
期末考査最終日

登校 運行なし 平登② 平登② 平登② 平登① 平登① 休登①

下校 平下② 平下② 平下② 平下④ 平下③ 休下①

下校 － － 平下③ 平下⑥ 平下⑤

日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 1 2
中播総体
卓球個人戦 生徒朝礼 ノー部活デー 壮行会

登校 運行なし 平登② 平登① 平登① 平登① 平登①

下校 平下④ 平下④ 平下④ 平下④ 平下③

下校 平下⑥ 平下⑥ － 平下⑥ 平下⑤

・６月から朝練習を開始します。登校バスは「平日①」が基本です。

・週に１日「ノー部活デー」を設定します。水曜日が基本ですが変更の場合があります。
・期末考査が２０日（月）から始まります。５日前の１５日（水）から２１日（火）まで「ノー部活
　デー」となります。２２日（水）は部活動を実施します。

・金曜日は５時間授業です。

・中播総合体育大会が６月２６日（日）から種目ごとに順次実施されます。
　壮行会は７月１日（金）に実施します。

・３年生にとっては、部活動も残り１ケ月ほどになりました。

　６月　スクールバス運行予定
神河町立神河中学校　2022．６

2022年

17:41 17:40

成功するとか

失敗するとか

僕には関係ない

それをやってみる

ことの方が大事


