
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 土 1号車 2号車 3号車 上小田線 川上線

１０／３０ １０／３１ １０／１ 平日登① 学校着 7:22 7:23 7:28 7:08 7:18

生徒朝礼 平日登② 学校着 7:47 7:43 7:48 7:31 7:43

登校 休登① 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 休下① 平下④ 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

2 3 4 5 6 7 8 平日下⑤ 学校発 16:40 16:45 16:40 16:41 16:40

神河ヒルクライム 生徒朝礼
ノー部活デー
生徒会選挙リハ 生徒会選挙 平日下特⑤ 学校発 17:20 17:25 17:20

登校 休登①
２号車のみ　寺前駅下車 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 平下特⑤ 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

9 10 11 12 13 14 15 休日下② 学校発 17:30 17:35 17:30 17:41 17:49
スポーツの日
ノー部活デー
中間考査３日前

ノー部活デー ノー部活デー
ノー部活デー
中間考査 中間考査

登校
休登①
２号車のみ 運行なし 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② 平下② 休下①

下校 － － － 平下④

日 月 火 水 木 金 土

16 17 18 19 20 21 22
ノー部活デー
２年生校外学習

登校
休登①
２号車のみ 平登② 平登① 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 平下特⑤ 平下特⑤ 平下特⑤ 平下特⑤ 平下⑤ 休下②

日 月 火 水 木 金 土

23 24 25 26 27 28 29
生徒朝礼

ノー部活デー 部活動実施

登校
休登①
２号車のみ 平登② 平登① 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 － 平下特⑤ 平下特⑤ 平下特⑤ 平下⑤

・１０月２日（日）は「神河ヒルクライム」が開催されます。朝の時間帯は上小田路線バスが
　運行されません。また、学校前の道路も開催時間帯は通行止めになります。
　スクールバスの降車場所は寺前駅になります。
・１０月１７日（月）から部活動終了時刻が17：０５分になり下校バスは「特⑤」になります。
　路線バスの生徒は図書閲覧室で待機します。
・１１月１日（火）からは部活動終了時刻が1６：２５分になり、下校バスは「⑤」になります。
　この場合、１号車の④便と⑤便は同時に運行できません。
　１号車の④便で下校する生徒は２号車に乗車し、粟賀営業所で路線バスに乗り換えま
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。
・最終週は「職員会議」の都合で２４日（月）を「ノー部活デー」とします。
　２６日（水）は部活動を実施します。
・金曜日は５時間授業です。

　１０月　スクールバス運行予定
神河町立神河中学校　202２．１０

202２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。

青春って

すごく

「密」


