Aoba-Japan International School
2020-2021 School Bus Safety Rules and Guidelines
A-JIS puts high priority in the safety of all the children. For a smooth and safe bus operation, the
following rules apply to all A-JlS students riding the buses. Please read the following rules and
guidelines carefully.
1.
Precautions for using school buses
● Students must act with due care in their own safety at the bus stops and wait for the bus on
the public road.
● Students must get on and off the bus with courteous and moderate behavior.
● At the end of the school day, students should board the designated bus promptly, take a
seat in an orderly manner and wait for the departure of the bus.
Change of bus route / bus stop
● Students can only use the registered buses in the morning and afternoon respectively.
● Students can get on the school bus ONLYat their registered bus stop in the morning.
● If the student needs to get off at a different bus stop of the registered bus route in the
afternoon, the school office must be notified of changes by 10:00.Changes in the bus route
are not accepted.
Bus departure time
● The bus will not wait any longer than one-minutepassed the designated time.
Contact method
● Please contact the school directly if there are any notification regarding the bus ride. In
order to avoid miscommunication, bus attendants or drivers would not be able to accept
your requests.
● If your child is not riding the afternoon bus, please notify the school office by 10:00 am on
the same day.
Contact information:
Hikarigaoka Campus: Front Office reception@aobajapan.jp / 03-4578-8832
● Urgent messages after 5 pm may be contacted to each bus directly. Please note that phone
calls to the following numbers are not received before 5 pm.
A bus
B bus
C bus
D bus

090-1035-5760
090-1035-6708
090-1030-6744
090-3204-6143

E bus
F bus
G bus
J bus

090-6712-5178
090-1880-4020
070-3529-3971
090-6712-503

K3 - K5 Students
● Parents are responsible to accompany the child to and from the bus stop. G1 students
and above do not require accompanying adults unless specified.
● The bus will wait for one minuteafter the departure time. If the student cannot be
handed over to an adult, the student will be brought back to school. The parents are
responsible to come to school to pick up their child.
Others:
● No visitors, parents/guardians are allowed on the bus.
● Cumbersome objects such as birthday party items or Spring Carnival donations cannot be
delivered on the bus. Please keep them to a small-sized hand luggage for the child to
carry. Bus attendants cannot take any responsibility for the luggage brought in by
students.
2. Rules in the bus
● Face forward and sit properly.
● Fasten your seatbelts at all times.
● Place bags and parcels under your seat or on your lap and keep the aisle clear at all times.
● Windows are to remain closed at all times.
● Talk quietly; the driver needs to concentrate on safe driving. Fighting, shouting or use of
obscene language is prohibited.
● Students should use respectful language.
● Do not leave private properties on the bus.
● Eating and drinking (apart from water) is not allowed. This rule protects the students, the
driver and the attendant from possible food allergies and anaphylaxis, prevents students
from choking, and maintains bus cleanliness.
● Students may use electronic devices with their headphones on so as not to disturb others.
Turn off the devices when the bus attendant or the driver needs your attention.
● It is forbidden to lend and borrow electronic equipments on the bus or share the Internet.
● Mobile phones are not to be used except with the permission from the attendant.
● Always follow the bus driver and bus attendant’s instructions.
The behavior of the students on the school bus must be at the highest level in order to ensure the
safety of all students. For students who do not respect the rules and do not improve their behavior,
the school will be in contact with teachers and parents and may refuse the further usage of the bus
service.

Aoba-Japan International School
2020-2021 School Bus Safety Rules and Guidelines
A-JISは全ての子供たちの安全を最優先に考えています。円滑で、安全なスクールバスの運行のた
め、スクールバスを利用する全生徒に以下の規則が適用されます。バス利用に際し、必ずご一読く
ださい。

1.
●
●
●

スクールバス利用上の注意事項
バス停では、安全の為注意を払って行動し、公道で待つこと。
常に礼儀正しく節度ある行動を持ってバスに乗降すること。
授業終業後、生徒は迅速に指定のバスに乗車し、規律正しく着席してバスの発車を待つこ
と。

バスルート、バス停の変更
● スクールバスを利用する生徒は、朝・午後それぞれ登録したバス以外に乗車することは出来
ません。
● 朝は、指定されたバス停留所以外の乗車、曜日やスポットでのバスルート及びバス停の変更
はできません。必ず登録されたバス停でのご利用をお願い致します。
● 午後は、事前連絡がある場合のみ、指定されたバスルート内でのバス停の変更が可能です。
曜日やスポットでバス停を変更する場合は、当日朝10時までに必ず学校にご連絡ください。
バス出発時間について
● バスは、指定時間の1分を過ぎると出発します。早めにご集合ください。
連絡方法
● バス添乗員およびドライバーへの口頭での連絡はお受けできません。必ず学校に直接ご連絡
ください。
● 午後バスを利用しない場合は、当日の午前10時までに学校へご連絡ください。
＜オフィス連絡先＞
光が丘キャンパス
A-JIS Front Office reception@aobajapan.jp / 03-4578-8832
●

午後5時以降の緊急のご連絡の場合、直接バスまでお願い致します。尚、午後5時以前のお電
話はお受けしかねますのでご了承ください。
 bus090-1035-5760
A
B bus090-1035-6708
C bus090-1030-6744
D bus090-3204-6143

E bus090-6712-5178
F bus090-1880-4020
G bus070-3529-3971
J bus090-6712-5032

K3~K5の生徒
● 必ずバス停までの送迎をお願い致します。G1以上は、付き添いなしで帰宅できますが、お申
し出があった場合は保護者への受け渡しを行います。
● 指定されたバス停留所からご自宅までの送迎は、保護者の責任で行ってください。
● 発車時刻を1分過ぎてもお迎えがない場合、降車させずに学校に戻ります。学校までお迎え
をお願い致します。
その他
● 学校訪問者、保護者はスクールバスに乗車することはできません。
● バースデーパーティーやスプリングカーニバルドネーション等の荷物につきましては、運行
上バスアテンダントがお預かりすることはできません。お子様が手荷物として座席に持ち込
める範囲でのご対応をお願い致します。
2.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

バス内のルール
前を向いて、きちんと座ること。
常にシートベルトを着用すること。
持ち物は座席の下もしくは膝の上に置き、バス内の通路には物を置いたり、体の一部を出さ
ないこと。
窓を開けないこと。
静かに話すこと。ドライバーは安全運行のために運転に集中しています。けんかをしたり、
叫んだりしないこと。
礼儀正しい、丁寧な言葉遣いをすること。
バス内に私物を残さないこと。
水以外の飲食は禁止です。食物アレルギーやアナフィラキシーをもつ生徒・ドライバー・ア
テンダントを守ると共にバス内の衛生を保ちます。
ヘッドフォンを使用し、他の生徒に迷惑をかけない範囲で、電子機器の利用を認めます。た
だし、ドライバーやアテンダントが話をするときは、その使用を中止すること。
バス内での電子機器の貸し借りおよびインターネット共有は禁止です。
携帯電話の使用は、アテンダントの許可がある場合のみ認めます。
常にドライバーとアテンダントの指示に従うこと。
スクールバスでの生徒の行動は、全ての生徒の安全を確保するために最高水準でなければな
りません。 上記のことが守られず、注意しても言動が改善されない生徒については、保護者
や教員へ報告の上、スクールバスの利用停止の処分を下す場合があります。

