
Confidential ㊙ 
Report on Health and Development 健康診断成育記録表 

Group 組 （        ）                   Fiscal Year 学期 
Name            ( Male・Female )  Date of Birth: year   month   date    

名前 男・女           生年月日    年       月        日 

Name of the guardian
保 護 者 署 名 

 【 ～age of 2 to 3～ 】 

[英語] 

～ 2 歳から 3 歳くらい ～ 

1st half   2nd half 
前期      後期 

１．Able to run                          （Yes・No）（Yes・No） 
走れますか？ 

２．Able to go up and down the stairs with the help of handrail （Yes・No）（Yes・No） 
てすりをもって、あがりおりできますか？ 

３．Able to imitate exercise and move the hands, legs, and body with rhythm （Yes・No）（Yes・No） 
体操をまねてリズムにあわせ手、足、体を動かしますか？ 

４．Able to walk on the toe                         （Yes・No）（Yes・No） 
つま先で歩くことができますか？ 

５．Able to throw and receive the ball                     （Yes・No）（Yes・No） 
ボールを投げたり、受け取ったりできますか？ 

６．Able to heap up more than 3 building blocks            （Yes・No）（Yes・No） 
積み木を 3 個以上積み上げることができますか？ 

７．Able to draw curved lines with pencils (draw circles)        （Yes・No）（Yes・No） 
えんぴつなどで曲線がかけますか？（ぐるぐる丸をかく） 

８．Able to drink soup with spoon                       （Yes・No）（Yes・No） 
スプーンで汁などを飲むことができますか？ 

９．Able to pee in the toilet, when encouraged             （Yes・No）（Yes・No） 
誘いかけるとトイレでおしっこができますか？ 

10．Able to do the make-believe play (e.g. play house）           （Yes・No）（Yes・No） 
ごっこ遊びができますか？（乗り物ごっこ、ままごとなど） 

11．Try to hold hands of his/her friends                 （Yes・No）（Yes・No） 
自分から友達と手をつなごうとしますか？ 

12．Able to say “yes or Hai” when his/her name is calls        （Yes・No）（Yes・No） 
自分の名前を呼ばれると「はい」と返事ができますか？ 

13．Tell or show the parents what he/she finds or is impressed?   （Yes・No）（Yes・No） 
何かを見つけたり感動した時に、親に見せたり、知らせますか？ 

14．Able to play with toys to the way they are designed , not only fiddling  
about or dropping them（e.g. run the car）                  （Yes・No）（Yes・No） 
おもちゃをいじくったり、落とすだけでなくそのおもちゃの用途にあわせて遊べますか？（車を走らせるなど） 

15．Able to answer simple questions（e.g. there, at work）          （Yes・No）（Yes・No） 
簡単な質問に答えることができますか？（あっち、おしごとなど） 

16．≪questions to the guardians≫≪保護者の方にお聞きします≫ 
  ａ Is there a time when you get irritated by rearing children?   （Yes・No）（Yes・No） 

子育てにイライラすることがありますか？ 

      If (Yes), in what occasion? （はい）の場合 それはどんなときですか？ 
 
 

ｂ Have you had small incidents which gave you a freight about potential danger in rearing children?  
子育てでヒヤリとしたり、ハッとした出来事がありますか？ （Yes・No）（Yes・No） 

      If (Yes), in what occasion?  （はい）の場合 それはどんなときですか？ 
 
 
  ｃ If there’s any worries or anything you’re having trouble with, feel free to write them here.  

その他困っていることや、悩みなど相談事があれば自由にお書き下さい。 




