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ご入園・ご入学 ＆ 進級、おめでとうございます。
保護者の皆様のご協力により、子どもたちが毎日元気に登校できていることに感謝申し上げます。
通学バスの利用は必須ではなく、保護者の責任での利用となります。新年度のスタートにあたり、
安全な運行ができるよう、ご協力をお願いいたします。

＜乗降時の注意事項＞
・バスの出発時間は集合時間ではありません。乗り遅れないよう5分前にはバスストップで待つようにしてください。
・乗り遅れた場合、他のバスの利用はできません。
・子どもたちの乗車チェックはドライバーに行わせてください。
※このような場合はすぐにPANDU社 ケニーさんへ連絡してください・定刻よりもあまりにも出発時間が早い
・ドライバーが乗車チェックをしていない
・下校の際、乗りすごしてしまった場合は、ドライバーにコンド名を告げて自分のバスストップまで
送ってもらってください。あわてて他のバスストップで降りないでください。
・怪我や体調不良等で大人の配慮が必要な場合は自主送迎をおすすめします。

＜おねがい＞
・事故防止のため、バスベイは駐車禁止になっています。（右の車寄せも含む）
自主送迎の際は地下駐車場をご利用ください。
・携帯電話番号を変更された場合は、すみやかに PANDU 社へご報告ください。
報告を怠ってしまうと PANDU 社からの運行情報が届かなくなってしまいます。
・バスを利用しないときは No Bus の連絡を PANDU 社にいれてください。
No Bus の連絡は深夜早朝問わず SMS が送れます。バスオフィスからの返信は当日午前 8 時以降になります。
※No Bus 連絡の詳細は『通園・通学バス利用の手引き』p４をご覧ください

【SMS の例】
-当日の下校バスに乗らない(小中 13:00 幼 14:00 まで)

-当日の登校(朝)バスに乗らない(小中 6:30 幼 8:00 まで)

ｰ前もってバスに
乗らないことがわかっているNo Bus on 1st to 4th May.
Return Bus No.１
Nippon taro, P1-1.

No Bus Today.
Return Bus No.１
Nippon taro, P1-1.

No Bus Today.
Morning Bus No.１
Nippon taro, K-Usagi.
.
ｰ通塾などで
曜日でバスに乗らないNo Bus on Every Monday.
Return Bus No.１
Nippon taro, S1-1.

ｰ前もって連絡してある下校の
No Bus を当日のみキャンセルする-

*バス No が変わったとき、新年度には
忘れずに連絡してください。

(小中 13:00 幼 14:00 まで)
No Bus Cancel Today.
Return Bus No.１
Nippon taro, S1-1.
K(Kindergarten)=幼稚部

-宿泊学習・修学旅行初日・中日の下校バスの NoBus
連絡は不要です。
最終日の下校バスを利用されない
場合は通常どおり No Bus の連絡
をしてください。
P(Primary)=小学部

S(Secondary)=中学部

＜GPS サービス＞
PANDU 社より GPS 利用によるバス現在地確認サービスが今年度より開始いたしました。
User Name：バス車両番号
Password ：123456
バス会社から「バス車両ナンバー」の SMS が届いていない場合は PANDU 社まで直接お問い合わせください。
GPS 利用によるバス現在地確認サービス詳細は JSKL ホームページをご確認ください。
JSKLホームページ内

PTA【保護者の

【PTA保護者の

《通学バスの手引き》

【GPSトラッキング

皆様】へログイン

トップページ】右側中央

枠内

仕様書】PDF参照

＜ボーディングパスの更新について＞
・新年度に入りバスナンバーに変更があったお子さんには、PANDU 社より、新しいボーディングパスが発行さ
れています。まだお手元に届いていない場合は PANDU 社まで直接お問い合わせください。
・バスナンバーに変更がない場合は、昨年度のものをそのまま使用します。
学年を油性マジックなどで書き直してください。
・破損・紛失の際の再発行には RM15 かかります。

＜バス内での問題について＞
・子どもどうしのトラブルやルール違反は、最初にバス会社へ報告してください。その後、生徒指導の一環と
して先生に相談することもできます。
・バスの設備(シートベルトの故障・エアコンの水漏れ等)やドライバー・添乗員への要望も、直接バス会社へ
ご連絡いただき、具体的な内容をお伝えください。
・バス内の部品を紛失してしまうと修理ができなくなります。
その場合、該当バスを利用するご家庭で部品代を負担していただくことも考えられます。
部品の紛失をしないようにしてください。万一部品がはずれた場合は、バスの外へ持ち出さずドライバーへ
手渡してください。
・バス会社への報告・要望は、お手数ですが通学部へも報告をお願いします。バスナンバーとお子様のクラス・
氏名を記入の上、通学部メールへ送信してください。 jskl.pta.commuting@gmail.com

＜バス利用の解約・その他変更について＞
・ご利用停止の際はすぐにバスオフィスへご連絡いただき 2 週間前までにバスオフィスへ書類を提出ください。
・転居などで住所が変わる場合も、バスルート変更の都合上、すぐにバスオフィスへご連絡いただき、２週間前ま
でにバスオフィスへ書類をご提出ください。
KL 日本人学校の通園・通学バスは、各保護者がバス会社と契約し利用しています。学校とバス運営は別であること
をご承知おきください。また、通学バスは日本人学校専属ではなく、他の学校の通学にも利用されています。
『バス
内におけるマナーについて』記載したものを別紙にて配布しておりますので、お子様とよくご覧になってください。

▼お問い合わせ・連絡先▼
バスに関するお問い合わせは直接 PANDU 社へご連絡ください。
登下校時のバスの誘導の妨げにならないよう 9:30～14:00 にお願いします。（緊急の場合を除く）

PANDU 社 JSKL 内バスオフィス：012‐275‐2888(携帯電話) または 03-7843‐9788
E-mail でのお問い合わせ先：jsklbusing@gmail.com Mr.Kenny Yap (ケニーさん)
電話は日本語で対応していただけます。SMS・E-mail は英語でお願いします
緊急でつながらない場合のみ、学校にお問い合わせください。 ℡ 03-7846‐5939

通学部だよりにはバス利用に関する大切な情報が記載されています。
「通園・通学バス利用の手引き」には保護者・お子様に必要な事柄が更に詳細に記載されています。
いつでも確認ができるよう、お手元に保管してください。

通学部だよりは web でもご覧いただけます
JSKLホームページ

PTA保護者向け

お便りのダウンロード

http://jskl.edu.my

ページ

通学部だより

※PTA通信等と同じ
パスワードです

ご意見・ご感想、お問い合わせ：通学部専用アドレス jskl.pta.commuting@gmail.com

保存版
バス内におけるマナーについて
「BUSING HANDBOOK」(PANDU社配布)Ｐ.16～記載されています。

乗車停止・賠償 などの事態にならないよう、お子様へのご指導をお願いいたします。
ハンドブックをお持ちでない場合は直接バスオフィスで受け取れます。
お子様を通じてのお受け取りをご希望の場合は事前にケニーさんにSMSにてご依頼ください。
なお、特にお子様に気をつけていただきたいことを以下に記載します。
今一度お子様とバスのマナーについてお話しください。

【乗車するとき】
☆
☆
☆
☆
☆

バスが完全に止まるまで近づかない、乗り込まない。
靴の泥を落としてから乗車する。
乗車の際に運転手さんか添乗員さんに名前をチェックしてもらう。
座席指定がない場合は、後ろから詰めて譲り合って座る。
となりの座席に荷物を置かない（他の人が座れなくなってしまうため）
（運転席のそばに荷物置きスペースのあるバスもあります、ご利用ください）
☆ 乗車したら安全のため、シートベルトをしっかりしめる。
（表と裏を確認しましょう。外れない場合があります）
☆ 座席のシートを倒さない（後ろの席の人の荷物やカゴが置けなくなってしまうため）

【乗車中】
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

シートベルトをはずしたり、緩めたりして席を立たない。歩き回らない。
男女で座っている人をからかわない。 悪ふざけしない。大声を出して騒がない。
バス備品（カーテンや照明など）で遊んだり傷つけたりしない。バスの外へ持ち出さない。
車内にゴミやお弁当の残りを捨てない。
飲食は禁止。
物を投げて遊ばない。
前の座席をけらない。
非常ドアを触らない。

【降車するとき】
☆ バスが完全に止まってから降りる準備をする。
☆ シートベルトをはずしたら、ベルトを座席の上におく。
☆ 忘れ物がないかどうか確認する。

【その他】
☆ボーディングパスはいつも携帯する。
☆バスはバス会社やドライバーさんの持ち物。大切に扱う。
☆自分がされたら嫌なことは、人にもしない。
☆バスの中には小 1 から中 3 まで、いろいろな児童生徒がいます。
周りの人にも気を遣って静かにする。

♬ルールやマナーを守って気持ちよくスクールバスを利用しましょう♬
＜ペナルティについて＞
PANDU社から配布されている「ＢＵＳＩＮＧ ＨＡＮＤＢＯＯＫ」p12に記載されています。
バス内でのトラブルに対するペナルティを明確にしてほしいという保護者の意見がありますが、
ペナルティはバス会社によるシステムです。学校・ＰＴＡ通学部は関与していません。
ご相談・お問い合わせは直接バス会社へお願いします。
問題の度合いによっては、一度の行為でも永久に乗車停止などの厳しい措置が取られることもあります。
今一度お子様に、バス内におけるマナーについて、よくご指導くださるようお願いいたします。

