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2022年 10月 24日 

 

ニュージャージー日本人学校 

バス委員長 鈴木智子 

 

- スクールバス利用上の取り決め事項 - 

 

Ⅰ 新規加入，又は利用中止等の場合の手続き 

 (1) 新規加入，利用中止，住所や電話番号の変更等の時は，その旨を保護者から学校・該当バス

委員に必ず連絡する。( 別紙「スクールバス利用及び変更届」) 

 (2) 体験入学・聴講生等の費用納入について 

   ① 体験入学児童生徒の場合 

    〇 1日 10ドル（往復）で 1週間以内（5日間）までとする。 

   ② 聴講生の場合 

    〇 1日 10ドル（往復）で 1週間以内（5日間）までとする。 

 

Ⅱ 保護者のバス利用について 

 * バスに空席がある場合のみ利用できる。利用する場合は事前に，学校・バス委員に連絡す

る。 

 * 料金 

   〇 PTO役員が学校の会議に出席するため利用する場合----------無料 

     〇 保護者が PTO活動の運営に協力するため利用する場合-------無料 

   〇 卒業生・保護者が学校の依頼で出校するため利用する場合----無料 

   〇 上記以外の場合----------------------------------------------片道 5ドル 

   ( チェックで当日までに，学校宛てに支払う )  

 

Ⅲ バスライン及び運行時間の変更について 

 *  審議会の責任において，バス委員会が学校と相談の上，行う。 

 

Ⅳ バス利用者以外の児童生徒のバス利用について 

 * やむを得ない理由により，保護者が迎えに来られない場合で，バスに空席があるときのみ利

用できる。 

   〇 利用する場合は，まず，バス委員に連絡し，路線，バス停を確認し，学校へ連絡する。 

   〇 料金---- 片道 5ドル 

 

Ⅴ バス利用者のバスルート及びバス停の変更は，やむ得ない理由がない限り認められない。 

   ただし，バス利用者の臨時的な乗車・降車のバス停の変更は保護者の責任の下，同一バスライ

ンのみで認められる。 

  * 変更を希望される方は，必ず自分のバス停のバス委員へ連絡し，「スクールバス利用及び変

更届」を学校へ提出する。 

 

Ⅵ バス委員の役割 

 *  バス通行の状況を監査し，必要に応じて学校との連絡調整に当たる。 

 *  バス停ごとに緊急連絡網を整備し，緊急連絡に備える。 
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 *  利用者を把握し，安全指導上の協力に努める。 

 *  バスの安全指導 

 *  人数の把握 

 *  その他の必要事項に関する協力 

  〇 1学期末，クリスマスにドライバーへのプレゼント 

 

Ⅶ 保護者への注意事項 

 * バスは定刻に出発するので，出発時刻に送れないようにバス停に集合すること。 

     また， 登校時，バスがバス停に到着するまで，子供は各保護者の責任の下に待機させるこ 

と。 

 * 悪天候などにより，下校時刻の変更が予想される日は，バス委員からの連絡が取れるよう

に，連絡先や連絡方法を明らかにしておくこと。（遠出をしたり，連絡がすぐにつかないよう

な外出をしたりする場合は，事前にバス委員に連絡しておくこと） 

 * 子供の迎えは原則として保護者が行う。保護者が迎えにいけない場合は，必ず事前にバス委

員にその旨を連絡しておく。 

 * 帰りは，子供をピックアップしたら速やかに帰宅すること。 

 * 子供の安全面は自分の子供ばかりでなく，常に全体に気を配り，事故の起こらないように気

を付ける。 

 * ドライバーへの挨拶をするように子供たちに指導する。 

 

Ⅷ 定例会の意義 

 *   定例会は，バス委員長が招集し，審議会，学校，バス委員で構成される。 

 * 内容は，バスルート，バス停，その他バス利用上の諸問題についての協議 

 * バス委員は，定例会の報告書を利用保護者へ出す。 
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‐スクールバス利用上の心得‐  

1. 通常 A ライン、Bライン、Cラインそれぞれ、定刻どおり運行しますが、交通事情により到着

時間が変わることがあるの で時間に余裕をもってバス停にて待機して下さい。  

 バス出発後は速やかにバス停を離れて下さい。  

2. 悪天候やバスの運行状況により、登下校時間、バスの到着時刻が変更される場合、バス委員か

ら連絡します。バス 委員からの電話が自宅、または携帯で常に取れるようにご注意下さい。  

3. バスの乗車、降車及び児童生徒の受け渡しについては保護者の自己責任となります。  

4. 欠席や遅刻などで登校時にバスに乗車しない場合は、バス委員もしくはバス停の連絡係に連絡し

て下さい。登下校 方法に変更がある場合は、「登下校変更(ドロップ・ピック)届(Google 

Form)」を提出して下さい。また、急遽変更と なった場合でも、提出して下さい。下校のみ変更

の場合はバス委員への連絡は不要です。  

また，バスライン内での降車バス停変更の場合は，登下校変更(ドロップ・ピック)届の提出は不

要です。ただし，各家庭の責任で降車すること。学校は責任を負いかねます。 

 5. 登校時、バスがストップサインを出すまでは各保護者の責任のもとに車内で待機させることに

なっています。子どもが 車から降りないようにご注意下さい。  

バス停の原則は Stop＆Goになっています。バス出発後、各保護者は速やかにバス停を離れるよ

うにして下さい。そ の際、バスのストップサインが消えて出発した後、車を発進させて下さい。  

6. 登校時はバスがバス停に到着するまで、下校時はバスがバス停に到着した後、子供は各保護者の

責任の もとに あります。ただし、兄弟姉妹の登下校、勤務等で差支えが生じる場合は、保護者

の責任で他の保 護者にお願いして も構いません。  

7. 自宅からバス停までの児童・生徒のみでの登下校は、認められておりません。必ず、各保護者

がバス停までの登下 校には付き添いをお願いします。  

8. バスに乗り遅れた場合は、次のバス停から乗車するか、または学校まで保護者が児童生徒を

直接送り届けて下さ い。その際，必ずその旨をバス委員と学校に連絡してください。  

9. バス停が何らかの理由により一時的に閉鎖されることがあります。その場合は、臨機応変に 駐

車場所 をさがして下 さい。他のバス停から乗車も可能です。  

10.冬季の降雪・積雪後は、除雪車が来るのが間に合わずバス停に入れないことがあります。その

場合は、できる範囲で 駐車場所を除雪して下さい。除雪用具は各自ご準備下さい。融雪剤購入

につ いては、後日領収書の金額を払い戻し ます。他のバス停から乗車も可能です。  

11．バス停はオークランドより遠方のため、閉鎖や降雪時の非常事態の把握が難しいので、臨機

応変に初期対 応をし て下さい。  

12. メーターパーキング代は保護者の自己負担となります。  

13．バス路線変更届（コロナ対策のため休止中）および登下校変更届を学校へ提出後の取りけしは

原則できません。  

バス路線変更については、保険は適用されません。各家庭の責任で乗車変更することとしま

す。  

14. バス停利用者が一家庭の場合も、上記を遵守して下さい。  

15．児童生徒が気持ちよく乗車できるよう、バスドライバーへの挨拶を、児童生徒に促して下さ

い。 運転中はドライバーの運転の妨げにならないように騒がない、席に座ったらシートベルト

を着用することなどもご家庭でご指導下さい。  

    車酔いし易いお子さんにはエチケット袋を持たせて下さい。  

 16. 携帯の係を担当するご家庭は、携帯の充電をお願いします。充電器をお持ちでない場合は、

バスに乗るとき 以外は電源を切っておくと携帯のバッテリーが長もちします。 
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※コロナ対策により変更の可能性があります。  

※普段ご利用のバス停以外を、バス路線変更などでご利用になる方は、利用する可能性のあ 

るバス停の注意も必ずご一読下さい。  

 
 
 
 
 

 

‐Aバス利用上のご注意とお願い‐  

☆朝の出発時間  

・WEST NEWYORK （リバーウォーク前） ・・・7 時 20 分発  

・ALEXANDER ・・・7 時 30 分発  

バスは出発時刻を過ぎてしまうと、学校到着が遅れてしまうため、定刻に出発します。発車

時刻の遅くとも 5 分前に はバス停に到着するようにお願い致します。間に合いそうにない時

は、保護者が次のバス停もしくは学校に送っていただくことになります。  

☆下校時バス到着時間  

・ALEXANDER ・・・16 時 25 分着  

・WEST NEWYORK (リバーウォーク前) ・・・16時 35 分着  

道路の渋滞状況などにより、到着時刻が多少前後する場合があります。余裕を持ってお越し下

さい。  

☆WEST NEWYORK バス停利用時の注意事項  

１）バス停は各アパートメントの私有地となります。近隣にお住まいで、各バス停を利用さ

れる場合は、必ず車を 公共の駐車スペースなどに停めて、バス停まで徒歩でお越し下さ

い。  

２）バス停でバスを待つ間、周囲の方の迷惑にならないよう、各保護者の方が責任を持って

バスの乗車、降車を 確認して下さい。  

☆ALEXANDER バス停利用時の注意事項  

１）バス停でバスを待つ間、周囲の方の迷惑にならないよう、各保護者の方が責任を持って

バスの乗車、降車を 確認して下さい。  

２）近隣にお住まいで、アレクサンダーを利用される場合は、車を公共の駐車場スペース等

に停めて、バス停まで徒歩でおこしください。  
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‐Bバス パラマスバス停 利用上のご注意とお願い‐  

☆ 朝の出発時刻について  

登校時のバス発車時刻は７時５５分です。バスは出発予定時刻に発車しま

す。発車時刻の遅くとも ５分前にはバス停に到着する様にお願いします。間

に合いそうにない時は、保護者が学校まで送る 等のご判断をお願いします。  

☆ 駐車場所について  

教会北側（Ridgewood Ave.に近い方）を利用します。車は隣の車と間隔を空けてバック駐

車してください。  

☆ 下校時バス到着時刻について  

通常、バスは下校時刻３時４５分に学校を出発します。  

パラマスバス停到着予定時刻は４時０５分です。  

朝と同様到着予定時刻の５分前にはバス停に到着しておいて下さい。行事等で下校時刻

に変更がある場合、 基本的に学校の下校時刻プラス２０分がパラマスバス停到着時刻

とお考え下さい。  

（例 1:00下校の時は 1：20 分到着となります。）ただし、道路事情などで必ずしも予

定通りに行かないことをご了承下さい。  

☆ 安全面について  

登校時、バスが予定より早く到着している場合、Ridgewood Ave.側の入り口

からの車の進入は、 バスに向かって歩く児童と交差する可能性があり危険で

すので、Midland Ave.側から進入する等、 安全に十分配慮して下さい。  

 

 

‐Bバス クレスキルバス停 利用上のご注意とお願い‐  

☆朝の出発時刻について  

登校時のバス発車時刻は７時２５分です。発車時刻の遅くとも５分前には

バス停に到着する ようにお願いします。乗り損ねた場合はパラマスバス

停又は直接学校へ送る等のご判断をお願いします。（クレスキルバス停

７時２５分発）クレスキルバス停はバス停車場所が路上の 為、バス到着

後はすぐに発車します。バスがその場で待つことは出来ません。ご注意

ください。  

☆登校時の利用の仕方について  

路上停車の為、一般車の渋滞などの配慮を考えて、子供達は素早くバス

に乗り込むようお願 いします。  

☆下校時バス到着時刻について  

通常、バスは下校時刻３時４５分に学校を出発します。クレスキルバス停

到着予定時刻は ４時３５分です。行事等で下校時刻に変更がある場合、

基本的に学校の下校時刻プラス 50分 がクレスキルバス停到着時刻とお考

え下さい。  
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‐Cバス利用上のご注意とお願い‐  

 

☆朝の出発時間  

・EDGEWATER （マリナーズ前） ・・・7 時 25 分発  

・FORT LEE （Hマート裏） ・・・7 時 45分発  

バスは出発時刻を過ぎてしまうと、学校到着が遅れてしまうため、定刻に出発します。発車

時刻の遅くとも 5 分前にはバス停に到着するようにお願い致します。間に合いそうにない時

は、保護者が次のバス停もしくは学校に送っていただくことになります。  

☆下校時バス到着時間  

・FORT LEE (Hマート裏) ・・・16 時 25 分着  

・EDGEWATER （マリナーズ前） ・・・16時 40 分着  

道路の渋滞状況などにより、到着時刻が多少前後する場合があります。余裕を持ってお越し下

さい。  

☆EDGEWATER, バス停利用時の注意事項  

１）バス停は各アパートメントの私有地となります。近隣にお住まいで、各バス停を利用さ

れる場合は、必ず車を 公共の駐車スペースなどに停めて、バス停まで徒歩でお越し下さ

い。  

２）バス停でバスを待つ間、周囲の方の迷惑にならないよう、各保護者の方が責任を持って

バスの乗車、降車を 確認して下さい。  

☆Hマート裏 バス停利用時の注意事項  

 1） 乗降時の保護者の待機について、保護者はひとかたまりにならないようご配慮をお願い

します。 

 2） 道路上での乗降となりますので、バスがストップサインを出している間に、すみやかに

乗り降りできるように 各家庭でご指導下さい。  

 3） バスがストップサインを出して後続車や前から来る車を止めている状態でも、道路上で

の乗降ですので、保 護者は児童生徒の安全に十分ご配慮下さい。  

 4） バスへの乗降が完了しましたらすみやかにその場を離れて下さい。  

 

 

 

 

 

 


