
小・中学部編入生用 

配布書類 

① クアラルンプール日本人学校通学バス誓約書 

② PANDU社 申込書 （School Bus Transport Agreement/Request Form） 

③ PANDU社 同意書 (Liability Waiver Form for JSKL Bus Riders) 

④ 通学バス利用の手引き (The Guide for the School Bus) 

⑤ 通園通学バス一覧表 

⑥ 申込書・同意書 記入例 

⑦ 指差しメモ （添乗員とのコミュニケーションにご使用ください） 

⑧ 保存版 バス内におけるマナーについて 

⑨ PANDUバス GPS トラッキング仕様書 

 

提出書類および提出先 

① 誓約書  →  学校事務局（事務室受付） 

② PANDU社 申込書 ※利用者顔写真貼付（パスポートサイズ・カラーコピー不可） 

③ PANDU社 同意書 

→  PANDU 社 JSKLバスオフィス 

 

申請書類は規定の期日までに提出してください。事情により遅れる場合はバスオフィスへ連絡後、 

出来るだけお早めにご提出をお願いします。ご不明な点は PANDU 社までお問い合わせください。 

 
 

PANDU社 JSKL内バスオフィス連絡先 

担当 Mr. Kenny Yap （ケニーさん : 電話は日本語対応可。SMS・メールは英文でお願いします） 

０１２‐２７５２８８８(H/P) または ０３‐７８４３‐９７８８ 

E-mail  jsklbusing@gmail.com 

電話でのお問合せ・ご連絡は、登下校時のバス誘導の妨げにならないよう 9:30～14:00 にお願いします（緊急時はのぞく） 

＊書類提出期限＊ バス利用開始の１週間前まで 

mailto:jsklbusing@gmail.com


 

 

平成  年  月  日  

 

クアラルンプール日本人学校                   

通学バス運営委員会委員長殿 

 

 

クアラルンプール日本人学校通学バス誓約書 

 

     

この度、クアラルンプール日本人学校通学バス利用に当たり、通学手段の確保は本来保護者の責任

であり、乗車マナーや通学途上に関する問題は保護者が主として解決するべきであることを自覚し、「学

校要覧Ⅵ－８ 通学バス運営規則」に定めた内容及び、貴運営委員会の決定に従うことに同意し、別途、

通学バス業者 PANDU JAYA SDN BHDにバス利用申し込みを致します。 

 

 

 

保 護 者 名 ：                       印（サイン） 

  

 

 

通学バス利用者名：                                       幼・小・中          年  

     

 

通学バス利用者名：                                       幼・小・中          年  

  

 

通学バス利用者名：                                       幼・小・中          年  

   

 

通学バス利用者名：                                       幼・小・中          年  

     

 

通学バス利用者名：                                       幼・小・中          年 

 

 

バス利用開始日：               年        月         日  
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モニターさんが車内に保管している指差しメモです。お子様に持たせるなどして活用してください。

 さむい  あつい

 I feel cold.
 Can you turn off the air-con?

 I feel hot.
 Can you make the air-con stronger
?

 ながそで を きたい  かーてん を しめて / あけて

 I want to put on the long sleeves. 

 おなか が いたい  あたま が いたい

 I have stomach pain.  I have a headache. 

 きもち が わるい / はきそう  といれ に いきたい

 I want to go to a toilet. 

 こわれた  みず が のみたい

 ○○ is broken.  I want to drink water.

 けんか してる （たたく・つねる） いたいこと された

 They are fighting.  ×× hurt me.

 いじわる された  もの を とられた

 ×× is mean.  ×× took my ○○.

 しーとべると　を　つけて Please fasten my seat belt.

 しーとべると　が　ゆるい The seat belt is loose. Please make it tight.

 しーとべると　が　きつい The seat belt is too tight. Please make it loose.

 Please Close the Curtain.
       /  Please open the Curtain.

 I feel bad.
     /  I feel like vomitting.

指差しメモ



    

                                        バス内におけるマナーについてバス内におけるマナーについてバス内におけるマナーについてバス内におけるマナーについて    

「「「「BUSING HANDBOOKBUSING HANDBOOKBUSING HANDBOOKBUSING HANDBOOK」」」」(PANDU(PANDU(PANDU(PANDU社配布社配布社配布社配布))))ＰＰＰＰ....１２１２１２１２～記載されています。～記載されています。～記載されています。～記載されています。    
乗車停止・賠償乗車停止・賠償乗車停止・賠償乗車停止・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。 

＜ペナルティについて＞＜ペナルティについて＞＜ペナルティについて＞＜ペナルティについて＞ 
バスに関するルールや規定を無視する生徒・児童には、まず警告、その後も再度ルールを無視した場合、バスに関するルールや規定を無視する生徒・児童には、まず警告、その後も再度ルールを無視した場合、バスに関するルールや規定を無視する生徒・児童には、まず警告、その後も再度ルールを無視した場合、バスに関するルールや規定を無視する生徒・児童には、まず警告、その後も再度ルールを無視した場合、

永久にバスを利用できなくなります。永久にバスを利用できなくなります。永久にバスを利用できなくなります。永久にバスを利用できなくなります。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。その際のバス代の返金はありません。 

        ペナルティはバス会社によるシステムです。学校・ＰＴＡペナルティはバス会社によるシステムです。学校・ＰＴＡペナルティはバス会社によるシステムです。学校・ＰＴＡ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。通学部は関与していません。通学部は関与していません。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。ご相談・お問い合わせは直接バス会社へお願いします。ご相談・お問い合わせは直接バス会社へお願いします。ご相談・お問い合わせは直接バス会社へお願いします。その後、生活指導の一環として先生にその後、生活指導の一環として先生にその後、生活指導の一環として先生にその後、生活指導の一環として先生に相談する相談する相談する相談する

こともできます。こともできます。こともできます。こともできます。    
 

    【乗車するとき】【乗車するとき】【乗車するとき】【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。 
☆乗車の際にドライバーとモニターへ必ず挨拶をして、どちらかに名前をチェックしてもらうこと。 
降車時もきちんと挨拶をしましょう）   

☆座席指定がない場合は、奥の席・窓際から詰めて譲り合って座る。（低学年は前の方に座る） 
☆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） 
☆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】【乗車中】【乗車中】【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。 
☆リクライニングを倒さない。（後ろの人の荷物が置けなくなります） 
☆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。 
☆ケンカをしない。 
☆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。 
（意図的にバスに損傷を与えた場合は、該当バスを利用するご家庭で弁償していただく場合もあります） 
☆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。非常ドアがある席には座らない。 
（定員がいっぱいでやむを得ない場合のみ、中学生が座る） 
☆バスの中ではカバンの中のものは一切出さない。（本などは前もってカゴなどに出しておく） 
1 年生は忘れ物防止のため、車内での読書は 3 学期からとする。 

☆ドライバー、モニターの指示・注意に従う。しっかり聞きましょう。 
 
【降車するとき】【降車するとき】【降車するとき】【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。（忘れ物をしたら、バスオフィスへ問い合わせるか、職員室の忘れ物コ
ーナーを確認する） 

☆降り損ねた場合はすぐにドライバーかモニターへ伝え、バス会社に電話してもらい、バス会社の指示に
従う。 

 
【その他】【その他】【その他】【その他】    
☆ボーディングパスの提示を求められたら拒否しない。 
パスに記載されているナンバー以外のバスには乗車出来ません。 

☆通学バスは利用者ごとに乗り降りする場所とルートが決まっています。 
途中下車・乗り越し・路線変更・下校バスで自分が降りたいコンドミニアムを先に回るようになど、 

  直接ドライバーに要求することは出来ません。 
☆バスはバス会社の持ち物、大切に扱う。 
☆自分がされたら嫌なことは、人にもしない。 
☆バスの中には年少から年長、小 1 から中 3 まで、いろいろな園児及び児童生徒がいます。周りの人にも
気を遣って静かにする。 

☆ケガや体調不良で配慮が必要な場合は、自主送迎をお勧めします。 
♬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♬♬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♬♬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♬♬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♬    
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PANDU通園通学バス
GPS トラッキング
仕様書

平成30年度 PTA通学部

※今回のGPSサービスについては、PANDU社より無償で提供されたサービスです。
WEBに関する機能、表示、不具合についてのご意見は受け付けておりません。



ログイン手順

1)携帯で検索される方は【GoogleMap】を
事前にインストール

2) インターネットブラウザを起動
（GoogleChrome(推奨), Safari, IE..etc）

3) アドレスバーに「12track.info」と入力
キーボード「Enter」ボタンを押す
→ ・スマホブラウザ❶表示
・ PCブラウザ❷表示

4）バス会社より送られてきた調べたい
バス車両番号を「User Name」に入力

• Username: バス車両番号

• Password: 123456

5) 「Login」を押す

例：調べたいバス車両番号WVM8317

URL: 12track.info

Username: wvm8317

Password: 123456

❶′

❶

❷′

❷

SMS例

帰りの出発時刻が同じ
時間でも帰りのバス車
両番号が１つ以上記載
されている場合もあり
ます。
その場合、一つの車

両番号を検索してバス
が動いてなかったとき
は、一度ログイン画面
に戻り、別の車両番号
をUser Nameに入力
して検索しなおしてく
ださい。



現在地と到着時間
（ETA）の調べ方

• スマホ❶：「Address」下の住所をタップ

• PC❷：「Address」下の住所にカーソル
を合わせてクリックまたはダブルクリック

• 到着時間（ETA）：
1) 「ETA-Chk」下の「Check」をクリック
2) GoogleMapに切り替わります

• 航空写真地図を見たい方はこちらのボタン
を押すと切り替わります

❶

❶′

❷

❷′

地図上の色線は渋
滞情報ではなく、
道路の種類を色分
け表示されてます



到着時間（ETA）
の調べ方 ❷

ここに自分のコンド名を入力

ここに自分のコンド名を入力

※補足：バスの現在地に表示される色の違い

茶色：エンジン「切」
青色：エンジン「入」または「停止」した直後
オレンジ色：時速５ｋｍ以下で走行中
緑色：時速５ｋｍ以上で走行中
赤色：緊急パニックボタン始動

（ハイジャックされた時）

← 例：「茶色」

GoogleMapに切り替わった後、黒線で囲っている目的
地に自分のコンド名か学校を入力すると地図上にルート、
所要時間が算出されます

※注意1）あくまでも所要時間の算出です。バスの現在
地情報はGoogleMapには反映されませんのでご了承く
ださい

（到着時間も算出されるはずなのですが、Googleの更新の影響で現時点では表
記されなくなりました）

所要時間の算出 の場合のみ ⇒

ETA-Chk [CHECK]をクリックGoogleMapに切替る

バス現在地情報を随時確認 ⇒

12track.infoのウェブサイトに戻ってバスの居場所を確認

GoogleMap例

PC

PC

スマホ
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