
令和２年度（2020年度）ALT配置日程変更 【提案依頼事項別紙２】

ALT 週 月 火 水 木 金 ALT 週 月 火 水 木 金

A 広田小 広田小 東山台小 東山台小 名塩小 C 樋ノ口小 樋ノ口小 甲東小 甲東小 山口小

B 広田小 広田小 東山台小 名塩小 名塩小 D 樋ノ口小 樋ノ口小 甲東小 甲東小 山口小

A 上ケ原小 上ケ原小 上ケ原南小 上ケ原南小 段上小 C 夙川小 夙川小 瓦林小 瓦林小 生瀬小

B 上ケ原小 上ケ原小 上ケ原南小 段上小 段上小 D 夙川小 夙川小 瓦林小 瓦林小 生瀬小

A 浜脇小 浜脇小 瓦木小 瓦木小 平木小 C 高木小 高木小 今津小 今津小 高木北小

B 浜脇小 浜脇小 浜脇小 瓦木小 平木小 D 高木小 高木小 今津小 高木北小 高木北小

A 甲陽園小 甲陽園小 甲子園浜小 甲子園浜小 鳴尾東小 C 用海小 用海小 安井小 安井小 大社小

B 甲陽園小 甲陽園小 甲子園浜小 鳴尾東小 鳴尾東小 D 用海小 用海小 安井小 大社小 大社小

A 北夙川小 北夙川小 神原小 神原小 苦楽園小 C 南甲子園小 南甲子園小 小松小 小松小 北六甲台小

B 北夙川小 北夙川小 神原小 苦楽園小 苦楽園小 D 南甲子園小 南甲子園小 小松小 北六甲台小 北六甲台小

A 段上西小 段上西小 上甲子園小 上甲子園小 津門小 C 香櫨園小 香櫨園小 香櫨園小 深津小 鳴尾小

B 段上西小 段上西小 上甲子園小 津門小 津門小 D 香櫨園小 香櫨園小 深津小 深津小 鳴尾小

A 浜脇中 浜脇中 浜脇中 浜脇中 浜脇中 C 高須中 高須中 高須中 高須西小 高須小

B 浜脇中 浜脇中 浜脇中 浜脇中 浜脇中 D 高須中 高須中 高須中 高須西小 高須小

A 学文中 学文中 学文中 学文中 学文中 C 鳴尾南中 鳴尾南中 鳴尾南中 鳴尾北小 鳴尾北小

B 学文中 学文中 学文中 学文中 学文中 D 鳴尾南中 鳴尾南中 鳴尾南中 鳴尾北小 鳴尾北小

A 上甲子園中 上甲子園中 上甲子園中 上甲子園中 上甲子園中 C 浜甲子園中 浜甲子園中 浜甲子園中 春風小 春風小

B 上甲子園中 上甲子園中 上甲子園中 上甲子園中 上甲子園中 D 浜甲子園中 浜甲子園中 浜甲子園中 春風小 春風小

A 塩瀬中 塩瀬中 塩瀬中 塩瀬中 塩瀬中 C 真砂中 真砂中 真砂中 真砂中 真砂中

B 塩瀬中 塩瀬中 塩瀬中 塩瀬中 塩瀬中 D 真砂中 真砂中 真砂中 真砂中 真砂中

A 苦楽園中 苦楽園中 苦楽園中 苦楽園中 苦楽園中 C 上ケ原中 上ケ原中 上ケ原中 上ケ原中 上ケ原中

B 苦楽園中 苦楽園中 苦楽園中 苦楽園中 苦楽園中 D 上ケ原中 上ケ原中 上ケ原中 上ケ原中 上ケ原中

A 甲陵中 甲陵中 甲陵中 甲陵中 甲陵中 C 今津中 今津中 今津中 今津中 今津中

B 甲陵中 甲陵中 甲陵中 甲陵中 甲陵中 D 今津中 今津中 今津中 今津中 今津中

A 西宮東高 西宮東高 西宮東高 西宮東高 西宮東高 C 鳴尾中 鳴尾中 鳴尾中 鳴尾中 鳴尾中

B 西宮高 西宮高 西宮高 西宮高 西宮高 D 鳴尾中 鳴尾中 鳴尾中 鳴尾中 鳴尾中

A 山口中 山口中 山口中 山口中 山口中 C 甲武中 甲武中 甲武中 甲武中 甲武中

B 山口中 山口中 山口中 山口中 山口中 D 甲武中 甲武中 甲武中 甲武中 甲武中

A 深津中 深津中 深津中 深津中 深津中 C 大社中 大社中 大社中 大社中 大社中

B 深津中 深津中 深津中 深津中 深津中 D 大社中 大社中 大社中 大社中 大社中

A 平木中 平木中 平木中 平木中 平木中 C 瓦木中 瓦木中 瓦木中 瓦木中 瓦木中

B 平木中 平木中 平木中 平木中 平木中 D 瓦木中 瓦木中 瓦木中 瓦木中 瓦木中
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■　後期配置：11月9日（月）～3月18日（木）　■
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■　2，3学期配置：10月5日（月）～3月18日（木）　■
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■　1，2学期配置：4月13日（月）～10月2日（金）　■

派遣⑬

派遣⑩

派遣⑪

派遣⑫

派遣⑤

派遣⑥

派遣⑦
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■　前期配置：4月13日（月）～11月6日（金）　■
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