4月

5月

月間
計画
植え付け：オクラ、スイカ、さつまいも、きゅうり
、トマト、朝顔、収穫：小松菜

農業 植え付け：ピーマン
計画
01日 商店街ツアー@ブケ オ

・衛生管理点検/毎月25日
・備蓄品確認/ 6,12月の25日
・スタッフ検便投函/毎月5日

※チェック
点検行事表記

船橋どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)

ブケ

6月

・防災自主点検/6,12月の25日
・事故防止チェック/4,7,10,1月の25日
・情報セキュリティチェック/5,11月指定日

7月

・設備点検チェック/奇数月の25日
・人権チェック/4,10月指定日
※土日祝の場合は前平日

8月

9月

雨の日散歩

月間 カブトムシの飼育
計画

合同製作

植え付け：とうもろこし、収穫：ピーマン、ジャガ
イモ、赤しそ、ネギ

農業 植え付け：人参、大根、青梗菜、収穫：朝顔
計画

植え付け：ラディッシュ、収穫：オクラ、スイカ、
きゅうり、トマト

植え付け：菜の花、ほうれん草、水菜、収穫：とう
もろこし、ラディッシュ、青梗菜

担任音楽指導

01日 商店街ツアー@シモジマ/プール開き

担任体育指導

担任のびのび指導
商店街ツアー@船福

02日 入園式

担任体育指導

担任のびのび指導

02日

銭湯（バス）@松の湯

03日

憲法記念日

商店街ツアー@山下商店

03日

担任音楽指導

04日 担任体育指導

みどりの日

04日 担任体育指導

担任のびのび指導

05日

こどもの日

05日 銭湯（バス）@松の湯

商店街ツアー@船橋北口郵便局

06日 担任音楽指導

商店街ツアー@業務用スーパー

担任体育指導/利用者アンケート終了

担任体育指導

06日 担任音楽指導

銭湯（バス）@松の湯

07日 担任のびのび指導

銭湯（バス）@松の湯

07日 担任のびのび指導

担任音楽指導

08日 商店街ツアー@船福

担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑

08日 商店街ツアー@ダイソー

担任体育指導

担任のびのび指導/徒歩遠足@本町北公園(0,1,2歳児
)/徒歩遠足@海神山(3,4,5歳児)
商店街ツアー@杉本正文堂

09日

担任体育指導

担任のびのび指導

09日

銭湯（バス）@松の湯

10日

銭湯（バス）@松の湯

商店街ツアー@ダイソー

10日

担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑

11日 担任体育指導

担任音楽指導

11日 担任体育指導

山の日

12日

担任のびのび指導/徒歩遠足@夏見すみれ公園(0,1歳
児)/徒歩遠足@鷹匠橋(2~5歳児)

12日 銭湯（バス）@松の湯

商店街ツアー@クィーンズフラワー

担任体育指導

13日 担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑

避難訓練/写真販売/商店街ツアー@川原塚青果店

担任体育指導

13日 担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑

避難訓練

銭湯（バス）@松の湯

銭湯（バス）@松の湯

担任のびのび指導/徒歩遠足@天沼弁天公園(0~
14日 5歳児)

避難訓練/写真販売/担任音楽指導/歯科健診/青空保
育@さくら公園

写真販売/商店街ツアー@無印良品/避難訓練/園
15日 会議/食育体験(だし作り)

写真販売/担任体育指導

担任のびのび指導/写真販売/避難訓練
商店街ツアー@パティスリーリコ/園会議/食育体験
(ご飯を炊こう)

担任のびのび指導/徒歩遠足@天沼弁天公園(0,1,
14日 2歳児)/徒歩遠足@さくら橋(3,4,5歳児)

総合避難訓練/写真販売/商店街ツアー@パティス
15日 リーリコ/園会議/食育体験(味噌作り)/人権チェ
ック

担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑

16日

担任体育指導

担任のびのび指導

16日 どろんこ祭り

表現する体験(ボディペインティング)

17日

自然体験(土作り)

商店街ツアー@シモジマ/園会議/食育体験(豆腐作
り)

17日

担任音楽指導/青空保育@さくら公園

18日 担任体育指導

担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑/青空保育@
さくら公園

18日 海の日

担任のびのび指導/徒歩遠足@さくら公園(0~5歳児
)

19日

担任のびのび指導/課外田植え

19日 自然体験(シャボン玉遊び)

20日 担任音楽指導/身体測定/青空保育@さくら公園

食育体験(海産の佃煮作り)/情報セキュリティチェッ
ク/園会議/商店街ツアー@ピーターパン/身体測定/課
外田植え

商店街ツアー@三笠屋/身体測定/食育体験(味噌汁
作り)/園会議

敬老の日

身体測定/担任体育指導

20日 身体測定/担任音楽指導/青空保育@さくら公園

身体測定/自然体験(野菜スタンプ)

21日 担任のびのび指導

内科健診

21日 担任のびのび指導

担任音楽指導/青空保育@さくら公園/課外稲刈り

22日 商店街ツアー@駄菓子屋リュウくん

担任音楽指導

22日 商店街ツアー@中村屋肉店

担任体育指導

担任のびのび指導/課外稲刈り
秋分の日

23日

担任体育指導

担任のびのび指導

23日

銭湯（バス）@松の湯

24日

銭湯（バス）@松の湯

不審者侵入訓練/商店街ツアー@山下商店/保護者懇談会/バス遠足@晴・雨
：船橋三番瀬環境学習館(5歳児)/徒歩遠足@春風公園(0,1,2歳児)/徒歩遠足@
船橋大神宮(3,4歳児)

24日

担任音楽指導

25日 担任体育指導

担任音楽指導

25日 担任体育指導

担任のびのび指導/利用者アンケート開始

26日

担任のびのび指導

26日 銭湯（バス）@松の湯

商店街ツアー@武道

27日 担任音楽指導

商店街ツアー@ケーヨーデイツー

担任体育指導

担任体育指導

27日 担任音楽指導

銭湯（バス）@松の湯

28日 担任のびのび指導

銭湯（バス）@松の湯

28日 担任のびのび指導

担任音楽指導

29日 昭和の日

担任音楽指導/洗濯体験(0~5歳児)

29日 商店街ツアー@角上魚類

担任のびのび指導

30日

30日

担任体育指導

31日

担任体育指導

担任のびのび指導
商店街ツアー@無印良品

プール納め/担任音楽指導

10月

・衛生管理点検/毎月25日
・備蓄品確認/ 6,12月の25日
・スタッフ検便投函/毎月5日

※チェック
点検行事表記

船橋どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年10-3月版)
11月

12月

月間
計画

・防災自主点検/6,12月の25日
・事故防止チェック/4,7,10,1月の25日
・情報セキュリティチェック/5,11月指定日

1月

・設備点検チェック/奇数月の25日
・人権チェック/4,10月指定日
※土日祝の場合は前平日

2月

3月

月間
計画

農業 植え付け：スナップエンドウ、いちご
計画

植え付け：バジル、玉ねぎ、収穫：さつまいも、ほ
うれん草

植え付け：しいたけ

農業 植え付け：カイワレ大根、収穫：人参、大根、
計画 スナップエンドウ、バジル、水菜

植え付け：豆苗、収穫：しいたけ、カイワレ大根

収穫：いちご、菜の花、豆苗

01日

銭湯（バス）@松の湯/異文化交流(多国籍交流会)

担任のびのび指導

01日 元日 年末年始休園

担任音楽指導

担任音楽指導

02日

担任音楽指導

商店街ツアー@献血ルーム

02日 元日 振替休日 年末年始休園

担任のびのび指導

担任のびのび指導

03日 担任体育指導/地域交流(ごみ拾い)

文化の日

03日 年末年始休園

伝承行事(節分)/商店街ツアー@ホンダ

伝承行事(ひな祭り・お茶会)/商店街ツアー@杉本
正文堂

04日 銭湯（バス）@松の湯

商店街ツアー@新船橋駅前交番

04日 担任音楽指導

生活発表会

05日 担任音楽指導

担任体育指導

05日 担任のびのび指導

園会議

06日 担任のびのび指導

銭湯（バス）@松の湯

06日 商店街ツアー@船橋大神宮

担任体育指導

担任体育指導

07日 商店街ツアー@船橋市中央消防局

担任体育指導

担任音楽指導

07日

銭湯（バス）@松の湯

銭湯（バス）@松の湯/自然体験(春の草花を探しに
行く)

08日

銭湯（バス）@松の湯/自然体験(焚火)

担任のびのび指導/徒歩遠足@飛ノ台史跡公園博物
館(0~5歳児)

08日

担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑

担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑

09日

担任音楽指導

商店街ツアー@コイデカメラ

09日 成人の日

担任のびのび指導/徒歩遠足@さくら公園(0,1歳児)/
徒歩遠足@行田公園(2~5歳児)

担任のびのび指導/徒歩遠足@長津川ふれあい広場(
0~5歳児)

10日 スポーツの日

担任のびのび指導/徒歩遠足@蛇沼公園(0,1歳児)/徒歩遠足@ 本町中央公園(3,4,5
歳児)/徒歩遠足@ 分園→市川どろんこ(2歳児)

銭湯（バス）@松の湯/自然体験(霜柱を探しに
10日 行く)

商店街ツアー@新生水産

商店街ツアー@ケーヨーデイツー

11日 銭湯（バス）@松の湯

商店街ツアー@船橋警察署

11日 担任音楽指導

建国記念の日

12日 担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑
担任のびのび指導/徒歩遠足@ 分園(0,1歳児)/徒歩遠足@分園→本町北公

13日 園(5歳児)/徒歩遠足@ 夏見台中央公園(2,3,4歳児)

担任体育指導

12日 担任のびのび指導

銭湯（バス）@松の湯

13日 写真販売/商店街ツアー@亀井商店

担任体育指導

担任体育指導

商店街ツアー@船橋消防局夏見分署/避難訓練/
14日 写真販売

担任体育指導

担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑

14日 避難訓練

銭湯（バス）@松の湯

銭湯（バス）@松の湯

15日 運動会

写真販売/総合避難訓練

写真販売/避難訓練/担任のびのび指導

15日

避難訓練/写真販売/担任音楽指導/青空保育@さく
ら公園

避難訓練/写真販売/担任音楽指導/青空保育@さく
ら公園

16日

担任音楽指導/シニア交流@さわやか苑/青空保育@
さくら公園

食育体験(うどん作り)/園会議/商店街ツアー@パテ
ィスリーリコ

16日 担任体育指導

担任のびのび指導

担任のびのび指導

17日 担任体育指導

担任のびのび指導

17日 内科健診/銭湯（バス）@松の湯

食育体験(佃煮作り)/園会議/商店街ツアー@中村屋
精肉店

商店街ツアー@松の湯/食育体験(人参ジャムづくり
)

18日

商店街ツアー@無印良品/身体測定/情報セキュリテ
ィチェック/園会議/食育体験(イワシの手開き)

担任音楽指導/青空保育@さくら公園/シニア交
18日 流@さわやか苑

卒園式

19日 担任音楽指導/青空保育@さくら公園

担任体育指導

19日 担任のびのび指導

20日 担任のびのび指導/身体測定

身体測定

20日

担任体育指導

担任音楽指導/青空保育@さくら公園

21日

22日

銭湯（バス）@松の湯

担任のびのび指導

22日

担任音楽指導

担任音楽指導

23日

勤労感謝の日

商店街ツアー@舩橋郵便局北口

23日 担任体育指導

天皇誕生日

担任のびのび指導

24日 担任体育指導

担任のびのび指導/異世代交流(大学生と遊ぼう会)

24日

商店街ツアー@船福

商店街ツアー@ピーターパン

25日 銭湯（バス）@松の湯

不審者侵入訓練/保護者懇談会/商店街ツアー@高級
食パン専門店嵜本

25日 担任音楽指導

21日

人権チェック/商店街ツアー@ピーターパン/食
育体験(パン作り)/園会議

身体測定/園会議/食育体験(海苔のふりかけ作り)
/商店街ツアー@船橋総合住宅展示場

身体測定/担任体育指導

身体測定/担任体育指導/縄跳び大会(0~5歳児)
春分の日

26日 担任音楽指導

担任体育指導

26日 担任のびのび指導

27日 担任のびのび指導

銭湯（バス）@松の湯

バス遠足@晴・雨：市川どろんこ(3,4歳児)/商店
27日 街ツアー@八街ピーナッツ/徒歩遠足@船橋大神
宮(0,1,2,5歳児)

担任体育指導

担任体育指導

担任音楽指導

28日

銭湯（バス）@松の湯

銭湯（バス）@松の湯

年末年始休園

29日

担任音楽指導

年末年始休園

30日 担任体育指導

担任のびのび指導

年末年始休園

31日 銭湯（バス）@松の湯

商店街ツアー@クィーンズフラワー

28日 商店街ツアー@船橋駅前交番

担任体育指導

29日
30日
31日 担任体育指導

担任音楽指導

