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 Q＆A 頁 

1 なぜ中学生を対象とした初期支援コースを始めるのですか。   2 

2 初期支援コースの指導の対象はどんな生徒ですか。 2 

3 日本国籍の生徒ですが、初期支援コースに通級することができますか。  3 

4 初期支援コースに通級する申し込みはどうするのですか。 3 

5 初期支援コースに通級を希望しない場合、支援はありますか。 4 

6 豊岡中学校、羽田中学校のどちらの初期支援コースに通うことになりますか。 

また、どうやって通級しますか。 
4 

7 警報発令時の登下校や、災害時の引き取りについては、どうなりますか。 6 

8 欠席連絡は、どうしますか。   6 

9 通級に際して、どんな服装をしますか。 6 

10 初期支援コースでは誰が指導しますか。 7 

11 学習期間や時間はどのようになっていますか。 7 

12 学習内容はどのようになっていますか。  7 

13 長期休業中の指導はありますか。 7 

14 初期支援コースでの授業料はどうなっていますか。  7 

15 昼食はどのようになっていますか。  8 

16 通級中、体調不良になった場合、どうしますか。 8 

17 指導の短縮はありますか。 8 

18 なかなか日本語が覚えられない場合、指導の延長はありますか。 8 

19 発達障害の生徒も初期支援コースに通級できますか。 8 

20 保護者は日本の学校について知らないことが多いですが、保護者支援はありますか。  8 

21 通級中の学籍はどこに置きますか。 8 

22 通級中の「特別の教育課程編成・実施計画」の扱いはどうなりますか。  9 

23 通級中、在籍校での行事の扱いは、どのようになりますか。  10 

24 通級中、在籍校でのテストや評価はどのようにすればいいのでしょうか。  11 

25 通級中、学校保健関係の扱いは、どのようにしたらいいでしょうか。   11 

26 在籍校へ登校する金曜日の給食は、どのようにしたらいいでしょうか。   12 

27 初期支援コース通級中の集金は、どのようにしたらいいでしょうか。     12 

28 通級中の教科書の配付は、どのようにしたらいいでしょうか。  12 

29 初期支援コースとの連絡調整はどのようにしたらいいでしょうか。  12 

30 金曜日に生徒が在籍校へ登校して来る時に、すべき配慮はありますか。 12 

31 通級修了後の指導は、どのようなことをしたらいいのでしょうか。     12 

32 初期支援コースで学習している様子を見学することができますか。  13 

33 初期支援コースで使用する日本語テキストについて 13 

 【別紙１】初期支援コースでの指導の申込書 14 

 【別紙２】初期支援コースへの通級について（依頼） 15 

 【別紙３】初期支援コース「みらい」の授業見学について（依頼） 16 

 令和 4 年度 初期支援コース 入級日・修了日 予定 ＊ 
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初期支援コースの概要／日本語指導の位置づけ                              

Q１ なぜ中学生を対象とした初期支援コースを始めるのですか？                        

  海外あるいは国内にある外国人学校から、豊橋市内の小中学校に編入してくる児童生徒 

は年々増加しています。豊橋市では、国際教室の開設、教育相談員やスクールアシスタント、 

登録バイリンガルの派遣などの支援体制を整えて、成果を上げてきました。 

 しかし、その一方で、特に中学校に編入する生徒への日本語指導は専門的な知識が求めら 

れ（注１）、担当教員の負担にもなっていました。そのため、平成 29 年度に外国人児童生徒教 

育推進委員会からの「答申」を受け、平成 30 年度に中学生を対象とした初期支援コースを 

豊岡中学校内に開設し、指導を開始しました。平成 31 年度は通学の利便性を考慮し、羽田 

中学校内にも同様の初期支援コースを開設しました。いずれの場合も、初期支援コースでの 

指導は在籍校からの通級とします。 

（注１）『外国人児童生徒受入れの手引き』（平成 23 年 3 月文部科学省初等中等教育局国際教育課）には「中学校の発

達段階の生徒の言語習得の特徴と指導方法」として、「言語を分析する力や文法規則を応用して使用する力も発

達しつつあり、用例と説明を受けて意味や規則を理解することができる。」とあり、日本語の文法規則を理解し

た上での指導が有効であると言われています。 

 

Q２  初期支援コースの指導の対象はどんな生徒ですか？                             

指導対象は、海外から帰国した生徒や外国人生徒，その他主たる家庭内言語が外国語であ 

るなど日本語以外を使用する生活歴がある生徒のうち，日本語に通じない生徒が対象です。

詳しくは以下の通りです。 

 

❶日本の学校に初めて編入する日本語がわからない生徒 

  

❷市外や県外から転校して来た滞日期間が短い（概ね１年程度）生徒や、以前に日本の公立 

小学校に在籍しており帰国や外国人学校への転校などで、長期間日本語での学習にブラ 

ンクがある編入生徒※ 

この場合、外国人児童生徒相談コーナーで面談を行い、 

 

 

 

 

 

 

を基に判断し、初期支援コースでのガイダンスを勧めます。 

（ガイダンスの流れは Q7 参照）  

 （※例えば、小学校低学年時に公立学校に在籍していたが母国に帰国し、中学生で再来 

日し、編入するようなケースが想定されます。） 

 

❸小学校６年時に編入した児童〔令和３年改訂〕 

 小学校６年時に編入した児童は、岩西小学校内に開設されている初期支援コース「きぼう」 

 もしくは、在籍学校での初期指導を受けています。しかし、小学校から中学校への進学に 

 は言語の負担が増えることが予想されます。そのため、６年時に編入した児童には、「み 

①前籍校での日本語指導の有無や時間数 

②簡便な日本語会話チェック 

文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA」 

のはじめの一歩（導入会話）など 

③本人と保護者の希望 
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 らい」への通級を可能とし、ガイダンスを行います。 

 その一方で、小学校で十分に適応ができており、日本語の力が「みらい」でのカリキュラ 

 ムを越えている児童もいます。そうした児童は、そのまま入学する中学校で指導を受けた 

 方が良いと考えられます。 

こうしたことは、適応や学習の状況を小学校で確認し、ガイダンスでの面接で相談したり 

します。そして、本人と保護者の希望を確認した上で、決めて行きます。 

 

Q３  日本国籍の生徒ですが、初期支援コースに通級することができますか？                 

 文部科学省より、学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成 26 年文部科学省令第 

2 号）が公布され、日本語指導を特別の教育課程によって実施できるようになりました。 

また、在籍校以外の他校による指導も特別の教育課程による指導と認められるようになり

ました。 

初期支援コースでの指導は、中学校教諭の免許状を持つ教員が、「特別の教育課程」によ

る指導を行います。従って、日本国籍の生徒も指導の対象になります。 

 

【参考】 

 学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成 26 年文部科学省令第 2 号） 

1（1） 特別の教育課程の編成・実施 

小学校，中学校，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において，日本語

に通じない児童又は生徒のうち，当該児童又は生徒の日本語を理解し，使用する能力に応じた特別の指導

（以下「日本語の能力に応じた特別の指導」という。）を行う必要があるものを教育する場合には，文部科

学大臣が別に定めるところにより，特別の教育課程によることができることとすること。（第 56 条の 2，

第 79 条，第 108 条第 1 項及び第 132 条の 3 関係） 

（2） 他の学校における指導 

  特別の教育課程による場合においては，校長は，児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小学 

校，中学校，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を，

当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができることとすること。（第 56 条の 3，第 79 条，第

108 条第 1 項及び第 132 条の 4 関係） 

 

初期支援コース通級の申し込みの手順                                 

Q４ 初期支援コースに通級する申し込みはどうするのですか？                       
保護者は学校教育課にて①転編入の手続きをして、在籍校を決めます。②外国人児童生徒 

相談コーナーにて、初期指導についての説明を受けます。 

 初期支援コースへ通級することを希望した場合、保護者と生徒本人が③初期支援コースでの 

ガイダンスに参加します。（「初期支援コースガイダンス資料」別紙１）指導内容等を了解し、 

「通級申込書」（別紙１）に記入をします。④中学校や保護者の状況によっては、初期支援 

コースのガイダンスが、中学校での転編入手続きの前に行われることもあります。 

 在籍校は、初期指導について保護者と本人の希望を聞くと共に、初期支援コースでのガイ 

ダンスの様子を初期支援コースのコーディネーターと共有します。そして、初期支援コース 

への通級が本人に望ましいと学校長が判断した場合、⑤「初期支援コース（豊岡中学校内）へ 

の通級について（依頼）」（別紙２）を教育委員会に提出し、通級が確定します。 
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Q５ 初期支援コースに通級を希望しない場合、支援はありますか？                       
初期支援コースに通級を希望しない場合、在籍校での登録バイリンガルの初期支援は従

来通りの方法で行います。 

初期支援コースへの遠距離の通学は、生徒本人の負担にもなり、希望しない場合もあり

ます。従来の中学校における日本語指導（国際教室設置校の教員による指導・国際教室未設

置校の教員と日本語指導教育相談員による指導）と、母語話者の支援者（バイリンガル相談

員・スクールアシスタント・登録バイリンガル）による初期支援は今後も継続しますので、

在籍校で日本語指導を受けることが可能です。 

また初期支援コースでは、初期指導の教材や指導のノウハウを蓄積しています。日本語テ

キスト「みらいの日本語」も作成し、生徒への無償配布を始めています。在籍校で初期指導

を行う場合に、初期支援コースコーディネーターや担当教諭からアドバイスを受けることも

できます。 

  

初期支援コースへの通学について                                      

Q６ 生徒は豊岡中学校、羽田中学校のどちらの初期支援コースに通うことになりますか。           

また、どうやって通級しますか。                                              

〔令和３年改訂〕 

 

みらい（豊岡中） みらい（羽田中） 

豊岡中、東陽中、東部中 

青陵中、東陵中 

羽田中、牟呂中、南陽中、豊城中、高師台中、吉田方中 

北部中、南部中、中部中、二川中、章南中、南稜中、本郷中 

前芝中、五並中、高豊中、石巻中 

青陵中、、東陵中 

※青陵中、東陵中の場合、基本は「みらい（豊岡中）」に通級します。ただし、交通の便が

悪く、直接豊橋駅に出る方が良い場合は、相談の上「みらい（羽田中）」へ通級が可能で

す。 

学校教育課 

①編入手続き 

②相談コーナー 在籍校 

③編入手続き 

⑤初期指導の判断（学校長） 

初期支援コース 

④ガイダンス 

 別紙１「通級申込書」 

在籍校 

③編入手続き 

在籍校 

→学校教育課 

別紙２「初期支援コースへの 

通級について（依頼）」 

初期支援コースを 

希望しない 

初期支援コースを 

希望する 

在籍校 

初期指導 

従来通りの基準で 

登録バイリンガルの派遣 
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豊岡中学校・羽田中学校から 1.5km 以内に居住する生徒は、両中学校の通学路を歩いて通 

学します。設置校の校区外から通級する生徒は、次のいずれかの方法で通学します。 

①徒歩登校 

②保護者の送迎 

③許可を得た自転車で通学（設置校と校区を隣接する中学校に在籍する生徒） 

 豊岡中学校と校区を接する中学校･･･東陽中、東部中、東陵中、青陵中 

 羽田中学校と校区を接する中学校･･･南部中、吉田方中、中部中、牟呂中    

    ・自転車通学のガイダンス（自転車保険の加入の有無、ヘルメットの有無等）を行い、

自転車の整備状況を確認します。（在籍校、「みらい」のいずれかで） 

④公共交通機関を利用して通学  

・初期支援コースで公共交通機関利用のガイダンスを行い、通学経路を確認します。 

 

JR を使って通級する場合は、以下の手順に従って申請を行ってください。 

JR（学割定期）を利用して通学する場合 

在籍校の代表者が「実習用通学定期乗車券発売申請書」（申請書）により JR に申請し、

JR の承認を得る必要があります。申請方法は以下の通りです。 

①在籍校の代表者が「実習用通学定期乗車券発売申請書」（申請書）に以下の事項を記入 

します。 

○実習を必要とする理由 

○実習科目及び指導教員の氏名 

●実習先の所在地及び名称 

●実習期間 

●実習先最寄り駅・申請区間 

●実習のために通学する学生等の部科・学年・氏名・年齢・現住所 

※●は別紙に作成し、「実習用通学定期乗車券発売申請書」（申請書）に添付します。 

 

②「実習用通学定期乗車券発売申請書」と返信用封筒（普通サイズ、返信先を記載し切手 

を貼ったもの）を下記の住所に郵送します。 

〒４５３－８５２０ 

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目３番４号 

東海旅客鉄道株式会社 東海鉄道事業部 

運輸営業部 営業課 指定学校担当者 宛 

 

③JR より在籍校代表者宛に「実習用定期乗車券発売承認書」（承認書）が届きます。 

※JR による承認手続きは、約１か月かかります。 

 

④「実習用定期乗車券発売承認書」（承認書）が届いたら、在籍校代表者は、みらい通級  

生に「通学証明書」を発行します。その際、「通学証明書」の左上部に『実習』と朱書 

きします。また、「通学証明書」の右上部に「実習用定期乗車券発売承認書」（承認書） 

の文書番号（『海鉄運営第◯号の◯○○』と表記されています。）を併記します。 

 

⑤保護者が「通学証明書」と「学生証」を最寄駅に提出し、「実習用通学定期券」を購入 

します。 
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※実習用通学定期を使用する際は、必ず学生証等の証明書の携帯が必要です。 

在籍校は、みらい通級生の学生証を発行します。 

 

Q７ 警報発令時の登下校や、災害時の引き取りについては、どうなりますか？                                     

警報発令時の登下校については、市内の学校同様、豊橋市教育委員会の定めに従います。 

遠距離で通学する生徒については、個別に相談をして引き取り方法を決めます。 

 

Q８ 欠席連絡は、どうしますか？                                          

欠席連絡は、直接初期支援コースにします。初期支援コースは、毎日「メッセージ」で生

徒の出欠状況を在籍校に報告します。 

 ３日以上の欠席が続いた場合、在籍校からの家庭訪問をしてください。（遠距離での登校

で、「みらい」からの家庭訪問が難しいため。） 

 

Q９ 通級に際して、どんな服装をしますか？                               
通級中の服装は、在籍校の制服や体操服を基本とします。私服での通級は認められません。

頭髪についても、市内の中学校での規則と同様、染色、脱色は許可しません。 

なお、来日直後で在籍校の制服を用意できない場合、他校のリサイクルの制服や体操服を

借りて、着用することもあります。 

・男子も女子も在籍校の制服もしくは体操服を着用します。 

（自転車通学の女子は体操服で通学します。）   

・制服には左胸ポケットに名札（在籍校のもの）をつけます。 

・靴下は白色のものを着用します。 

・通学靴は、白を基調とした運動靴です。 

・上履き・体育館シューズは、在籍校のものを使用します。 

・通学カバンは、在籍校のものを使用します。 

・冬期の通学時には、手袋、体操服、在籍校指定の防寒衣などを許可します。 

 

 

初期支援コースでの指導について                                    

Q１０ 初期支援コースでは誰が指導しますか？                                    

初期支援コースでの指導は、主に中学校教諭の免許状を持つ教員が行います。生徒の母語

がわかるポルトガル語とタガログ語対応の相談員も常駐し、支援を行います。その他の言語

の生徒が通級する場合、登録バイリンガルの支援を受けることができます。 

 初期支援コースと中学校や教育委員会をつなぐ役割として、教育相談員を初期支援コース 

コーディネーターとして配置します。 

 

Q１１ 学習期間や時間はどのようになっていますか？                            

①学習期間： 

入級後 10週間です。原則延長はありません。 

 

②指導日・指導時間 

指導日は、毎週月～木曜日です。金曜日は、在籍校に登校します。日課は設置校に合わ

せます。（始業から第５限までとします）。従って授業時間は、1日５単位時間×週４回×

10週間＝合計２００単位時間程度となります。 
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※指導期間は、平成 30年度の８週間（160時間）から、１０週間（２００時間）に変更されました。 

 

※平成 31 年度より、市外からの転入生徒もその日本語のレベルに対応して、「みらい」での指導を

受けることができるようになりました。通級に当たっては「日本語レベルチェック」を行い、指導時

間を決めます。（１０週間未満になることがあります。） 

 

Q１２ 学習内容はどのようになっていますか？                             
初期支援コースでの指導は、特別の教育課程を編成して実施します。指導内容の詳細は在

籍校に報告されますので、対象生徒に関わる全ての教員で共有してください。 

 

初期支援コースでは、独自に作成した日本語テキスト「みらい

の日本語」を使用して、日本語指導を進めています。「みらいの日

本語」の詳細については、初期支援コースコーディネーターに 

お問い合わせください。 

 

（指導前半）・日本の学校生活のガイダンスを行います。 

   ・日常会話やひらがな、カタカナなどの文字の読み 

書きの学習をします。 

   ・プレイスメントテストを行い、つまずいている箇所 

を明確にし、基礎的な計算や英語の基礎の学習をし 

ます。 

（指導後半）・まとまった長さの文章を読んだり書いたりする学習 

をします。 

   ・中学校レベルの数学や英語の学習を進めます。 

（数学や英語は教科書を使った指導も行います。） 

      ・母国では未習の技能教科に関わる指導も行います。 

 

Q１３ 長期休業中の指導はありますか？                                     

 初期支援コースでの指導は、授業時間内に行われる「特別の教育課程」による指導であり、

長期休業中での指導はありません。「特別の教育課程」の指導時間数にカウントはしません

が、サマースクールを実施することもあります。また、長期休業中での課題は生徒の学習段

階に応じて初期支援コースで用意します。 

生徒は、在籍校でのサマースクールに参加することもできます。 

 

Q１４ 初期支援コースでの授業料はどうなっていますか？                             
初期支援コースでの授業料は、学校での教育活動同様に無料です。ただし、初期支援コー

スでの学習教材の中で実費が必要なものがある場合は、初期支援コースで徴収します。 

 

 

１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目 ６週目 ７週目 ８週目 ９週目 10週目 

毎週月～木曜日：初期支援コースでの学習（第１限～第５限） 

毎週金曜日：    在籍校での学習（第１限～第６限） 

１０週目の木曜日 ：修了式 
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Q１５ 昼食はどのようになっていますか？                                  
 弁当を持参します。 

 

Q１６ 通級中、体調不良になった場合、どうしますか？                                  
 豊岡中学校在籍生徒同様に、豊岡中学校の保健室で対応をします。 

 

Q１７ 指導の短縮はありますか？                                          
 日本語のレベルが初期支援コースのカリキュラムを越えている場合（小学校６年に編入し

た生徒や、国内異動の生徒等）、在籍校の学校長と初期支援コースのコーディネーターで話

し合って、短縮する場合があります。 

また、登校の負担が大きい等の理由で、保護者から通級の短縮の申し出があった場合、在

籍校の学校長の判断により、在籍校での初期支援に変更することができます。 

 更に、登校の負担による不登校や、登下校の安全性の確保が難しい等、登下校の負担が生

徒の学びの障害になっていると考えられる場合も、在籍校の学校長の判断により、在籍校で

の初期支援に変更することができます。 

 

Q１８ なかなか日本語が覚えられない場合、指導の延長はありますか？                  
初期支援コースでは日本語を集中的に学べるメリットがある一方、技能教科の学習や学校

行事・部活動など、在籍校での幅広い教育活動への参加が限られるというデメリットもあり

ます。在籍学級での学習への円滑な接続を考慮すると、初期支援コースでの指導があまり長

期間に渡ることは望ましくないと考えられます。こうした観点から、初期支援コースでの指

導を延長することは原則ありません。 

 しかし、日本語や数学などの学習に大きな遅れがあり、その原因が母国の生育歴や学習歴

によるものではなく、生徒本人の特性によると疑われる場合、教育会館の「にじの子相談室」

などの専門家による教育相談につなげる支援を行います。 

 

Q１９ 発達障害の生徒も初期支援コースに通級できますか？                          

 本国で特別支援学級に在籍していたり、判定を受けていたりした生徒については、初期支

援コースの日本語に特化した指導では、学習への参加が困難であると考えられます。こうし

た生徒には、学校教育課の就学相談で本人に一番適した就学を相談していきます。 

 

Q２０ 保護者は日本の学校について知らないことが多いですが、保護者支援はありますか。      
 初期支援コースでは、通級開始前のガイダンスを必須にしています。この際、日本の学校 

についての説明や、提出書類の記入なども行います。通級中には進路に関するガイダンスを 

実施し、生徒本人や保護者へ情報を提供します。 

 

 

初期支援コース通級中の在籍校での指導について                              

Q２１ 初期支援コース通級中の学籍はどこに置きますか？                                  

編入手続きをした中学校が在籍校です。 
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Q２２ 初期支援コース通級中の「特別の教育課程編成・実施計画」の扱いはどうなりますか？                            
この点について、文部科学省の「特別の教育課程による日本語指導」の「Q＆A」では、次

のように書かれています 

【参考】 

「特別の教育課程」により日本語指導を行う場合には，児童生徒の在学する学校にお

いて学校長の責任の下で指導計画を作成し，学校設置者に提出するものとします。 

指導計画は，日本語指導担当教員や学級担任・教科担当教員等が連携して計画するよ

うにします。指導補助者の意見も参考にすることが望ましいでしょう。 

他校等に児童生徒が通って「特別の教育課程」による日本語指導を受ける場合であっ

ても，指導計画の作成は，児童生徒の在学する学校長の責任の下で作成するものとしま

す。 

通級中の「学校設置者に提出する指導計画（「特別の教育課程編成・実施計画」）は、在籍

学校の「学校設置者に提出する指導計画」に書き足しをします。 

 「個別の指導計画（様式１・様式２）」は、初期支援コースの教員が作成し、在籍校の学 

校長の承認を受けます。初期支援コースでの「個別の指導計画」は、通級指導修了後、速や 

かに在籍校に引き継がれます。（「修了式のご案内」別紙５） 

 

 

 

 なお、初期支援コースでの「特別の教育課程」については、指導要録の「総合所見及び指

導上参考となる諸事項」に「特別の教育課程」による指導を受けた授業時数、指導期間、指

導内容等を記載します。 

 記載文例 

  ・初期支援コース「みらい東」（豊岡中学校）で、日本語初期指導や日本語と教科の 

統合学習を１０週間（２００時間）受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別の教育課程編成

・実施計画

在籍学校の「学校設置

者に提出する指導計

画」に書き足し

３月末に学校教育課に

提出

個別の指導計画

（様式１・様式２）

初期支援コ

ースで作成

在籍校の

学校長の

承認

初期支援コース

での指導修了後、

評価を行い、在

籍校に引き継ぐ

在籍校で新た

な指導計画を

作成（様式２）
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Q２３ 初期支援コース通級中、在籍校での行事の扱いはどのようになりますか？                           
〔令和３年改訂〕 

初期支援コース通級中は、在籍校の行事より初期支援コースの指導が優先されます。行事

ごとの考え方を以下に示しますので、参考にしてください。 

始業式・終業式 

修了式 
・いずれも在籍校に登校します。 

豊岡中・羽田中の 

代休日 

・豊岡中・羽田中が代休の場合、初期支援コースの指導はありません。 

 在籍校に登校します。 

学級写真 ・初期支援コースの指導を優先します。 

野外教育活動 

・在籍校の「野外教育活動／修学旅行」への参加を促します。 

・参加する場合は、その期間初期支援コースに通級しません。 

・事前指導等で、初期支援コースに通級せず在籍校登校を希望される場

合は、初期支援コースコーディネーターに相談をしてください。 

・来日直後で宿泊を伴う行事に不安があり、参加しない場合は初期支援

コースに通級します。その場合は、出席扱いになります。 

修学旅行 

体育祭・文化祭 

・土日の行事の参加は、在籍校の校長先生の判断に依ります。 

・初期支援コースの学習と、在籍校の事前練習への参加では、初期支援

コースの学習が優先されます。 

・在籍校が、月曜日に振替休の場合も、初期支援コースの指導はありま

す。その場合、在籍校が休業日のため、その出席は出席簿に記載する

必要はありません。 

・在籍校が土日行事の延期で、初期支援コース授業日に行事の行われる

場合、初期支援コースの指導を優先します。 

定期テスト ・初期支援コースの指導を優先します。 

体力テスト ・初期支援コースの指導を優先します。 

福祉体験学習 

職場体験学習 
・初期支援コースの指導を優先します。 

マラソン大会 ・初期支援コースの指導を優先します。 

合唱コンクール ・初期支援コースの指導を優先します。 

進路説明会 
・在籍校で、通訳を入れて進路説明会を開催される場合は、初期支援 

コースコーディネーターに相談をしてください。 

保護者会 

・初期支援コース通級中であっても、在籍校での保護者会に参加するよ

うに保護者に案内を出してください。保護者会の場合は、午後の指導

を早めに終えて帰宅させるなどの配慮をします。 

卒業式練習 
・３年生の場合、在籍校に登校します。 

・１、２年生は、初期支援コースの指導を優先します。 

 



11 

 

Q２４ 初期支援コース通級中、在籍校でのテストや評価はどうすればよいのでしょうか？                           
通級中は、在籍校でのテストを受けません。そのため、通常の教科の評価は困難になりま

すが、「ほっとプラザ」通級の生徒同様に評価をします。初期支援コースでのガイダンスで

は、保護者と本人に評価についての説明も行い、了解を得ます。 

  

Q２５ 初期支援コース通級中の学校保健関係の扱いは、どのようにしたらいいでしょうか？              

〔令和３年改訂〕 

初期支援コース通級中の学校保健関係の扱いを、令和３年度より以下のように改めます。 

 

➊身体測定、視力検査〔在籍校で実施〕 

 身体測定や視力検査など、金曜日の在籍校登校時に可能な検査は、在籍校で実施します。 

➋学校外の検査機関が行う検査〔初期支援コース設置校で実施〕 

検査 
必要な書類・ 

キット 
書類の移動 結果 

心電図検査 心臓検診問診票 
在籍校の養護教諭 

→初期支援コースのコーディネーター 

検査機関 

→在籍校 

尿検査 尿検査キット 
在籍校の養護教諭 

→初期支援コースのコーディネーター 

検査機関 

→在籍校 

結核健診 

（定期外含む） 
対象者の名簿 

①在籍校の養護教諭 

→保健給食課 

②保健給食課 

  →初期支援コースコーディネーター 

・初期支援コースの教員がホイップの検

査に引率して、検査を受けさせます。 

検査機関 

→在籍校 

➌校医検診（学校医が行う健康診断）〔初期支援コース設置校で実施〕 

 

 ①初期支援コースのコーディネーターが「対象者」と「検診項目」の調整をします。 

 ②事前保健調査 

  初期支援コースのコーディネーターが準備をします。 

内科検診 
運動器についての保健調査票 

保健調査票 

歯科検診 歯科検診用アンケート 

  ※「成長曲線」は、なくてもよい。（用意するなら在籍校） 

 ③健診記録 

  ・紙媒体の健康診断票を初期支援コースのコーディネーターが用意します。 

  ・初期支援コース設置校の養護教諭が、手書き（鉛筆可）で結果を記載し、 

   在籍校の養護教諭に交換便で送付します。 

  ・在籍校の養護教諭は、「えがお４」に入力します。 

  ・児童生徒健康診断の学校医欄は、内科健診をした学校医・学校歯科医名、健診月日 

を記載します。 

  ・児童生徒健康診断票の備考欄に、初期支援コースで実施した旨を記載します。 

   ※（歯・口腔）は記載不要 
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 ④検査結果のお知らせ 

  ・検査結果は在籍校が配付します。 

⑤その他 

  ・校医健診を在籍校と初期支援コース設置校のどちらで受けるかの調整は、コーディ 

ネーターが行いますが、養護教諭同士も連絡を取り合うようにしてください。 

 

Q２６ 在籍校へ登校する金曜日の給食は、どのようにしたらいいでしょうか？                

給食は学校での重要な教育活動の一環です。金曜日のみの登校であっても、「給食申込書」 

を提出してもらい、給食を付けます。 

 

Q２７ 初期支援コース通級中の集金は、どのようにしたらいいでしょうか？                       

通級中は在籍校での教材は購入しません。給食費は在籍校で食べた分だけ徴収します。 

PTA 会費や修学旅行の積み立てなどは、在籍の生徒と同様の扱いで徴収します。 

 また通級中でも、就学援助の対象になります。 

 

Q２８ 初期支援コース通級中の教科書の配付は、どのようにしたらいいでしょうか？                      

通級中は在籍校で授業を受ける機会は少ないですが、教科書は通常の編入生と同様に無償 

で配付されますので、在籍校から学校教育課に申請します。 

 

Q２９ 初期支援コースとの連絡調整はどのようにしたらいいでしょうか？                      

 通級中は、在籍校と初期支援コースで様々な連絡調整が必要になります。校内に担当者を

1 人確定してください。 

 

Q３０ 金曜日に生徒が在籍校へ登校してくる時に、すべき配慮はありますか？                      

 通級中週に１度在籍校へ登校するのは、人間関係を作り、在籍校へソフトランディングす

るためです。そのため初期支援コースでは、在籍校に対して毎週「報告書」と「日本語指導

のまとめ」を送付していますので、参考にしてください。在籍校へ登校する生徒に対して「日

本語で自己紹介をする」「できるだけ多くのクラスメイトの名前を聞く」「部活動の見学に行

って、活動日と時間をたずねる」等、学習した日本語を運用して関係を築けるような課題（ミ

ッション mission）も持たせています。 

また、初期支援コースの教員やバイリンガル相談員が在籍校に訪問し、在籍学級で過ごす

ための支援をすることもあります。学級では、週に１度の登校でもクラスの一員であること

を意識し、仲間作り、居場所作りに努めてください。 

 

Q３１ 初期支援コース通級修了後の指導は、どのようなことをしたらいいのでしょうか？                      

 初期支援コースでの指導時間は 200 単位時間で、数学、英語の指導時間を含みます。「日

本語指導」に特化した時間は、おおよそ 120 時間程度です。これは中学校 1 年の英語科の

指導時数 140 単位時間に近い時間数です。初期支援コースで指導修了時の日本語の「聞く」

「話す」力は、中学生が１年間英語を学んだレベルとほぼ同程度であると考えてください。

日本語ではひらがな、カタカナ、漢字と３種類の文字の習得に時間がかかりますので、「読

む」「書く」の力は支援なしで在籍学級の授業に参加できるレベルではありません。したが

って通級修了後も在籍校での日本語指導は継続して行う必要があります。 

 在籍校での日本語指導は、毎日２時間程度の取り出し指導を目安とし、作文や読解に焦点
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を当てた「技能別日本語」や、日本語と教科の学習を同時に行う「日本語と教科の統合学習」

が求められます。具体的な指導カリキュラムや教材は、平成３１年度より実施している「指

導計画検討会議」（※別紙★参照）で協議をします。また、学校教育課の「にほんごリソー

スルーム」に相談をするのもよいでしょう。 

  

 

その他                                                       

Q３２ 初期支援コースで学習している様子を見学することはできますか？                        

 通級中に在籍校の教員が様子を見に来られることは、生徒にとって大きな励みになります。 

いつでも遠慮なく見学に行って下さい。また国際教室担当教員が初期指導の見学に来られる 

ことも大歓迎です。 

初期支援コースの見学を希望される場合、学校教育課の担当主事に連絡をしてください。 

学校教育課から派遣申請書類を出します。 
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別紙１ 

豊橋市立        中学校 

学校長         様 

初期支援コースでの指導の申込書 

 

令和   年   月   日 

 

初期支援コースのきまりを守ります。初期支援コースでの指導を申し込みます。 

 

生徒氏名：                        （男・女） 

 

保護者氏名：                         

 

１． 国籍  ：                               

 

住所  ：                               

 

電話番号：                                

   

２．通級期間： 平成   年   月   日～   月   日                           

 

  ３．下記の内容をご承諾いただける場合は、□に☑をご記入ください。 

    □体調不良等で早退する場合は、学校へ子どもを迎えに来ます。 

    □「特別警報」や緊急事態等危険な状況が発生した場合は、「みらい」へ子どもを引き 

     取りに来ます。 

 

通級方法     

①保護者が送迎する場合 

送迎する人の氏名 本人との続柄 電話番号 

 

 

  

 

 

  

※送迎する人が代わる場合は、事前に初期支援校担当者に連絡をします。 

 

②自分で通級する場合 

 （  ）徒歩 

 （  ）自転車 

 （  ）公共交通機関利用 

      ※公共交通機関利用の場合の記述例 

   （例） 自宅－（徒歩）－豊橋駅－（市電）－岩田運動公園前－（徒歩）－豊岡中学校 
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別紙２ 

豊橋市教育委員会  

教育長 山西正泰様                       令和  年  月  日 

                  

 

豊橋市立     学校長                印 

 

初期支援コース（豊岡中学校内）への通級について（依頼） 
 

下記の生徒は初期支援校での指導が望ましいと判断します。 

通級での初期日本語指導をお願いします。 

 

１．生徒氏名：                                 

 

国籍  ：                              （男・女） 

 

保護者名：                                

 

住所  ：                               

 

電話番号：                                

   

２．通級期間： 令和   年   月   日 ～   月   日                           

 

３．学年・組：      年      組        

 

担任名 ：                               

 

通級方法     

①保護者が送迎する場合 

送迎する人の氏名 本人との続柄 電話番号 

 

 

  

 

 

  

※送迎する人が代わる場合は、事前に初期支援校担当者に連絡をします。 

 

②自分で通級する場合 

 （  ）徒歩 

 （  ）自転車       ※自宅からの通学路を添付すること 

 （  ）公共交通機関利用  ※公共交通機関利用の場合の記述例 

   （例） 自宅－（徒歩）－豊橋駅－（市電）－岩田運動公園前－（徒歩）－豊岡中学校 
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３１豊  教  学  号  外 

令和 年  月  日 

豊橋市立○○中学校長 様  

                               

                         豊橋市教育委員会  

教育長  山西 正泰   

 

初期支援コース「みらい」の授業見学について（依頼） 

 

 このことについて、下記のとおり開催しますので、貴校     教諭の出席について、

格別のご配意をお願いします。 

                   記 

 

１ 日 時   令和  年  月  日（ ）  ：   ～  ： 

 

２ 会 場   初期支援コース「みらい」（豊橋市立豊岡中学校・羽田中学校内） 

         住所： 

電話：  

 

３ 内 容   ・授業見学 

        ・情報交換 

 

４ その他      本市では、節電の取り組みとして５月１日から１０月３１日まで 

「クールビズ」を実施します。本会におきましても、この運動の趣旨  

をふまえ、軽装でお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 教育部学校教育課（柴田さやか） 

                     電 話 ０５３２－５１－２８２６ 

ＦＡＸ ０５３２－５６－５１０４ 

 

 

 

 

別紙３ 


