
  

楓の森プレスクール入会・登録申込書 
Maple Woods Preschool Application Form 

 
貴園の教育方針、リスクの可能性、運営・料金体系等に関して十分な説明を受け完全に理解し承諾したうえで、貴園
への入園申し込みを致します。 

I have read understand with the term above concerning your school’s educational system, philosophy, 
possibility of risk, procedure and management at Maple Woods Pre-school completely.  I accept these 
terms and would like to apply to enroll in your Pre-school. 

 
 年     月     日       

Year         Month           Day      

楓の森プレスクール          住 所 
Maple Woods Preschool 
福島県郡山市東原 1-２８４                         

プレスクール代表 Cochran Timothy John      保護者氏名 
 Cochran   浩永                 Parents signature               印  

希望プログラム   
Applying program                             

午前の部  
Morning program 

月 Mon 火 Tue 金 Fri 

午後の部 
Afternoon program 

月 Mon 火 Tue 金 Fri 

園児氏名 

Child’s name 

フリガナ 生年月日/Birthday 

男 ・ 女  

male / female 

西暦    年  月    日          歳  

year   month     day              years old 

現住所 

Address 

〒 

電話番号： 

Home phone 

Fax： 

 

E-mail： 

 

保護者氏名 

Parents’ name 

フリガナ フリガナ 

  

携帯電話 

Cell phone 
  

職業 

Occupation 
  

勤務先 

Occupation info 

勤務先名： 

Company name 

住所： 

Office address 

電話番号： 

Phone 

勤務先名： 

Company name 

住所： 

Office address 

電話番号： 

Phone 

保護者の出身国 

Parent’s back ground 

（例：父：アメリカ合衆国、母：日本） 

 

通常送迎する人 
Person who picks child 

up 

 園児との関係（   ） 

                                                      Relationship with your child 



 

個人調査書／Individuality Questionnaire 

 

愛 称 
Other names you go by  

 
興味 

Personal interests 

 

 

家族構成
Family 

氏  名 

name 

続柄 
relationship 

生年月日 
birthday 

年齢 
age 

勤務先・学校名 
Working place/school 

住 所 
Office/school address 

      

      

      

      

      

アレルギー 
Allergy  

ある ・ ない 
Yes / No 

（        ） 

健康上の留意点 
Health concern 

 

遊び 
Play 

特に好きな遊び； 
favorite play 

遊び場所； 
play spot 

食事 
Meal 

自立；    一人で食べる ・ 補助が必要 ・ 場合によって補助が必要 
Independency    by him/her self        need help          partially need help 

好きな食べ物； 
favorite food 

嫌いな食べ物； 
disliking food 

おやつ； 時間を決めて与えている ・ 不規則 ・ 与えない 
snack           regularly                  irregularly           no snack 

排便 
Potty trained 

大便； 自分で出来る ・ 仕上げやチェックが必要 
excrement    by him/her self              need help  

小便； 自分で出来る ・ 補助が必要 
urine         by him/her self              need help 

おねしょ； 毎日する ・ しない ・ 時々する（回数 ／週） ・ おむつで寝ている 
bed-wetting       every day           none           sometime   (           / week)         sleep with diaper 

就寝 
Bed time 

就寝時間（  ：  頃）・ 不規則 
bed time   (about       :       )       irregular time 

睡眠時間           約     時間 
sleeping time                 about               hours 

昼寝； 毎日する（  時間） ・ 時々する ・ しない 
nap time   everyday regularly (          hour)        sometime             never 

自立 
Child’s ability 

衣服の着脱； 自分でできる ・ 全くできない ・ 補助が必要 
can dress               by him/her self               never                       need help 

歯磨き；       できる   ・   できない   ・   補助が必要 
can brush their teeth    by him/her self            never                      need help 

洗顔；        できる   ・   できない   ・   補助が必要 
can wash their face     by him/her self            never                      need help 

言葉 
Language 

日本語のみ ・ 第二言語（有れば；             ） 
only Japanese           second language (If he/she has ; 

その他 
Other 

人見知り；  する  ・  しない 
shy                      yes                   no 

怖いもの事（例：暗闇） 
scary thing (eg. Dark place) 

その他（プレスクールへの要望・海外在住経歴および移住予定等） 
Other (eg. Request to the preschool) 


