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発熱後体温チェック表 名前

のどの痛み

咳

鼻水

嘔吐

回数

症状

月日 月   　日（  　）　 月   　日（  　）　 月   　日（  　）　 

21 3 6 9

体
温
　
℃

21 3 6 9 15 1812測定時間 3 6 9 15 18

40.0

39.0

38.0

37.0

36.0

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

症
状

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

月日 月   　日（  　）　 月   　日（  　）　 

気付き

朝　　昼　　夕食　事 朝　　昼　　夕 朝　　昼　　夕

普通 　軟便 　水様

           回

普通 　軟便 　水様

           回
便

           回

普通 　軟便 　水様

体
温
　
℃

9 15 18 21 3 69 15 18 21 3 6測定時間 18 21 3 63 6 9 12

40.0

39.0

38.0

37.0

36.0

※ 解熱後２４時間経過してから登園可能です。　
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強い 　弱い　 なし
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症
状
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強い 　弱い　 なし
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強い 　弱い　 なし
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9

※ 解熱後２４時間経過してから登園可能です。　
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強い 　弱い　 なし
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月   　日（  　）　 
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強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

           回

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

18 216 9 12 15
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普通 　軟便 　水様

朝　　昼　　夕

月   　日（  　）　 
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月   　日（  　）　 

3 6 9 12 15 18
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強い 　弱い　 なし
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強い 　弱い　 なし

強い 　弱い　 なし

           回

普通 　軟便 　水様

朝　　昼　　夕

月   　日（  　）　 
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