
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 

[英語] 

【 ～about age of 3～ 】           Name of the guardian
保 護 者 署 名 

 
～ 3 歳くらい ～ 

1st half   2nd half 
前期      後期 

１．Able to run without tumbling                    （Yes・No）（Yes・No） 
ころばずに走ることができますか？ 

２．Able to jump down the step (about 30 cm) with both legs closed   （Yes・No）（Yes・No） 
両足をそろえて低いところ（30 cm）から飛び降りることができますか？ 

３．Able to draw circle by imitating                      （Yes・No）（Yes・No） 
まねて、丸を書くことができますか？ 

４．Able to heap up more than5 building blocks(each block about 3 cm） （Yes・No）（Yes・No） 
積木（約３cm）を５個以上積み上げることができますか？ 

５．Able to put on the shoes which are easy to wear          （Yes・No）（Yes・No） 
簡単なくつをはくことができますか？ 

６．Able to say his/her full name and age                   （Yes・No）（Yes・No） 
自分の姓名、年齢をいうことができますか？ 

７．Able to speak sentences                           （Yes・No）（Yes・No） 
文章になっている話ができますか？ 

８．Often ask questions like “what is this?”                （Yes・No）（Yes・No） 
「これなーに」などとよく質問しますか？ 

９．Able to distinguish his/her own belongings and those of others    （Yes・No）（Yes・No） 
自分のものと他人の物の区別がつきますか？ 

10．Able to tell the difference of sizes(e.g. 8 cm circle and 5 cm circle)  （Yes・No）（Yes・No） 
大きさの大小（例えば 8cm と 5cm の円）の区別がつきますか？ 

11．Able to pee alone in the daytime                        （Yes・No）（Yes・No） 
昼間おしっこが一人でできますか？ 

12．Able to eat meals by him/herself without spilling          （Yes・No）（Yes・No） 
ほとんどこぼさないで一人で食事ができますか？ 

13．Sleep without diapers at night.                               （Yes・No）（Yes・No） 
夜のおむつはいらないですか？ 

14．Able to tell feces without fail                    （Yes・No）（Yes・No） 
大便をまちがいなく教えますか？ 

15．Able to brush his/her teeth(became the custom, even not perfect)  （Yes・No）（Yes・No） 
歯をみがけますか？ （不完全でも習慣になっている） 

16．Able to be patient for the desire for a while, when persuaded       （Yes・No）（Yes・No） 
欲しいものがあっても言い聞かせれば少しの間はがまんできますか？ 

17．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？ 

18．Able to ask friends, ”let me use it”, when they are using the thing that he/she wants to use Yes No Yes No  （ ・ ）（ ・ ）
友達が自分の使いたい物を使っている時、「かして」といえますか？  

19．≪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。 




