
年 ano_月  mes____日 dia

保護者各位

A los senores padres o responsab!es

小・中学校長

Director de la Escuela PrimariaノSecundaria

Sわoυgakkoυ・Cわυugakkotr

「薪天撃寛豊。だ荏の答栃アレルギーに簡する調巻」のお籟い

ENCUESTA SOBRE LAALERG:A ALIMENTiC10 DE LOS NUEVOS ALUMNOS

学校生活における児童生徒の健康管理のために、食物アレルギーに関する調査を行います。昼食として学校給食を食べますの

で、特定の食品でアレルギー症状を起こす児童生徒の状況等について事前に把握したいと考えています。食物アレルギーのある

方には、後 日詳細な申告書・診断書を提出していただき、対応に関する面談を行う予定です。

つきましては、下記の用紙に必要事項をご記入の上、 月  日( )ま でに必ずご提出下さい。

Les pedimos una encuesta sobre la alergia a‖ menticio para controlarla salud del alumno en su vida escolar.Ya quetoma

su almuerzo escolaL quisiё ramos saber el estado del alumno que tiene alergia con a‖ mentos especificos.Les pedimos a

los que tienen alergia a‖ menticiO,entregar una declaraciOn deta‖ ada y certificado de mё dico despu6s y hacemos una

entrevista sobre la medida que tomaremos.

Llenar abaio y entregar hasta el_月 (mes)_日 (dia)Sin fana.

1・・・・・°こヤリトリrecortar・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

児童。生徒氏名(NombFe del alumno)

保護者名(Nombre de:responsable)

食物アレルギーがありますか。 ιTiene alergia alimenlcio?

( )あるSi→ 問1-問 4へ En caso de contestar“ Si"→ responder de la pregunta l-4 ( )特 にない No

問1アレルギーを起こす食品に○をつけてください。Marcar con un circulo(○ ):OS alimentos que causa:a alergia.

卵 huevo。 牛乳 !eche。 小麦 tngo・ 大豆 soia・ ナッツ類 frutos secos・ 魚 pescado・果物 frutos。 その他 otros(  )

問2食物アレルギーに関して、給食での対応を希望しますか。

ιDesea tomarlas medidaS en Su a:muerzo?( )希 望する Si( )希望しない No

問3食物アレルギ■に関して:医療機関を受診してぃますか。

ιEsta t6manlo un trO● miё ntO mёdico por:a alergia aiimenlcio?

( )定期的に受診してヤる Si,pe16dた amente

( )医師に1診断されたが今は受診をしていない。Ha sdo dbgnoslcado,pero ahora no

( )病院で検査・診断を受けたことはなぃ。Nunca

問4医師から牛乳を飲むことを止められていますか。

ιHa prohibido tomarleche por rnedicO?

( )止められている Si ( )止 められていない No



ポル トガル語

保護者 各位

Aos senhores pais ou responsavel

~ 
年 anO___月 mos二__日 dia

小 ,中学校長

Diretor da Escola de Ensino Fundamental

S力oJgakbυ・ Chυuga飲oυ

「新 入 学児童・生徒の食 物 アレルギーに関する調査」のお願い

PedidO de enquete“ Sobre a!ergia a alimento"

学校生活における児童生徒の健康管理のためにt食物アレルギーに関する調査を行います。昼食とし

て学校給食を食べますので、特定の食品でアレルギー症状を起こす児童生徒の状況等について事前に把

握したいと考えています。食物アレルギーのある方には、後日詳細な申告書・診断書を提出していただ

き、対応に関する面談を行う予定です。

Estarnos realizando pesquisa de alergia a alimento para controle de sa口 de dos alunos.

Como o aluno alrno9ara na escola,9ostariamos de estar ciente da situacao alimentar referente a

a‖mentos a16rgicos especificos.C)aluno a16rgico a alimento devera entregar o forrnulario de declara95o

/atestado m6dicO poteriorrnente para fins de ser rea‖zado a consulta lndividual para a medida

necessaria.

つきましては、下記の用紙に必要事項をご記入の上、  月 日までに必ずご提出下さい。

Favor responder o questionariO abaixo e entregar at6:_____―
―mO,

キリ トリ cortar・  。 ・ ・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。

児童 。生徒氏名(Nome do alun9)

保護者(NomO do responsaveD

食物アレルギーがありますか。Tem alergia a alimentos?

( )あ るsim → 問 1～間4へ>Favorresponder as quest6eS l～ 4 abaixO.

( )特 にない Nao

問1 アレルギーを起こす食品に○をつけてください。

Marque∞ m utt circulo((D)nO alimento alё rgico.

卵 ovo;。 牛乳 leite;・ 小麦 t‖ 9o;° 大豆 soia;・ ナッツ類■utOs secos(amendOins,nozes,castanhas

ete):魚 peixe;。 果物 fruta;。 その他 outrOs

間2 食物アレルギーに関して、給食での対応を希望しますか。Deseia dieta na refetao escOlar?

( )希望するSim. (  )希 望しないNao

間3 食物アレルギ=に関して、医療機関を受診していますか。

Estafazendotratamento em relacao a alergia a a‖ mentos?

( )卒期中準辛診していわSim,esta fazendo consulta pe‖ odtamente

( )医師に診断されたが今は受診をしていない。                       ,
F6i diagnOsticadoi mas no mOmento nao esta fazendo o tratamento.

( )病院で検査 `診断を受けたことはない Nunca fez consulta hem exame mOdic6 no hospital.

間4 医師から牛乳を飲むことを止められていますか。Foi pЮibido tomarl。 le pelo m6di∞ ?

( )止められているSim  ( )止 められていない Nao


