
学園の森どろんこ保育園_年間スケジュール(2023年4-9⽉版) ※チェック
点検⾏事表記

・衛⽣管理点検/毎⽉25⽇ ・防災⾃主点検/6,12⽉の25⽇ ・設備点検チェック/4,7,10,1⽉の25⽇
・備蓄品確認/ 6,12⽉の25⽇ ・事故防⽌チェック/4,7,10,1⽉の25⽇ ・⼈権チェック/4,10⽉指定⽇
・スタッフ検便投函/毎⽉5⽇ ・情報セキュリティチェック/5,11⽉指定⽇ ※⼟⽇祝の場合は前平⽇

4⽉
⽉間
計画
農業
計画

植え付け︓ネギ・いんげん・⼈参

01⽇ ⼊園式

02⽇

03⽇ 異⽂化交流（異国交流）(マーガレットさんとの
交流 アメリカを知ろう)

04⽇ 担任のびのび指導/⾃然体験(草花遊び)

05⽇ 商店街ツアー@タイヨー

06⽇ 担任⾳楽指導

07⽇ 担任体育指導

08⽇

09⽇

10⽇ ⾷育体験(ラディッシュを⾷べよう)

11⽇ 担任のびのび指導

12⽇ 商店街ツアー@ＢＬＡＮＤＥ

13⽇ 総合避難訓練/担任⾳楽指導

14⽇ 担任体育指導

15⽇

16⽇

17⽇

18⽇ 担任のびのび指導/園会議/⼈権チェック

19⽇ 商店街ツアー@ありがとうきっちん

20⽇ ⾝体測定/担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソ
フィアコート

21⽇ 担任体育指導

22⽇

23⽇

24⽇ 写真販売

25⽇ 担任のびのび指導

26⽇ 商店街ツアー@サンキ/⻘空保育@BLANDE広
場

27⽇ 担任⾳楽指導/誕⽣⽇会(0~5歳児)

28⽇
担任体育指導/徒歩遠⾜@学園広場(2,3歳児)/徒
歩遠⾜@あぜ道(0,1歳児)/徒歩遠⾜@⼤越児童公
園(4,5歳児)

29⽇ 昭和の⽇

30⽇

31⽇

5⽉

担任のびのび指導/伝承⾏事(⼦どもの⽇)

憲法記念⽇

みどりの⽇

こどもの⽇

担任のびのび指導

商店街ツアー@BLANDE

担任⾳楽指導

担任体育指導

避難訓練

情報セキュリティチェック/担任のびのび指導/園会
議

商店街ツアー@シューマート

担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソフィアコート

⾝体測定/⾷育体験(そら⾖の⿊焼き作り)/担任体育
指導

担任のびのび指導/保護者参加⾏事(⼩さな世界をの
ぞいてみたら)

商店街ツアー@セカンドストリート/⻘空保育@BL
ANDE広場

写真販売/担任⾳楽指導

担任体育指導/徒歩遠⾜@ゆかりの森(4,5歳児)/徒歩
遠⾜@みなも公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@⼤越児童公
園(2,3歳児)

担任のびのび指導/誕⽣⽇会(0~5歳児)

商店街ツアー@BLANDE

6⽉

収穫︓いんげん・ジャガイモ

担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@アックアセレーナ

担任⾳楽指導

担任体育指導

園会議/担任のびのび指導/⻭科健診/学園の森義務教
育学校運動会⾒学(5歳児)

商店街ツアー@東光台⻘空市場

避難訓練/担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソフィ
アコート

担任体育指導/⾷育体験(じゃがいもチップ作り)

⾝体測定/担任のびのび指導

商店街ツアー@タイヨー/内科健診

保護者懇談会/担任⾳楽指導

担任のびのび指導/交通安全教室(0~5歳児)

商店街ツアー@ドコモショップ/⻘空保育@BLAND
E広場

担任⾳楽指導

⾃然体験(⾬の⽇散歩)/担任体育指導/誕⽣⽇会(0~
5歳児)

7⽉
⽉間
計画
農業
計画

植え付け︓ブロッコリー／収穫︓⼈参

01⽇ プール開き

02⽇

03⽇

04⽇ 担任のびのび指導

05⽇ 商店街ツアー@シューマート

06⽇ 担任⾳楽指導

07⽇ 担任体育指導/伝承⾏事(七⼣)

08⽇

09⽇

10⽇

11⽇ 園会議/担任のびのび指導

12⽇ 商店街ツアー@タイヨー

13⽇ 担任⾳楽指導

14⽇ 避難訓練/担任体育指導

15⽇

16⽇

17⽇ 海の⽇

18⽇ 担任のびのび指導

19⽇ 商店街ツアー@コートダジュール

20⽇ ⾝体測定/担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソ
フィアコート

21⽇ 担任体育指導

22⽇

23⽇

24⽇

25⽇ 写真販売/担任のびのび指導

26⽇ 商店街ツアー@ＢＬＡＮＤＥ/⻘空保育@BLAN
DE広場

27⽇ 担任⾳楽指導/誕⽣⽇会(0~5歳児)

28⽇
担任体育指導/徒歩遠⾜@あぜ道(0,1歳児)/徒歩
遠⾜@あけぼの公園(2,3歳児)/徒歩遠⾜@みなも
公園(4,5歳児)

29⽇ どろんこ祭り

30⽇

31⽇ ⾷育体験(天ぷらうどん作り)

8⽉

収穫︓なす・スイカ・きゅうり・トマト・ピーマ
ン・枝⾖・オクラ・ヘチマ・とうもろこし

担任のびのび指導

商店街ツアー@セカンドストリート

担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/⾃然体験(⽔あそび)/園会議

商店街ツアー@サンキ

担任⾳楽指導/表現する体験(野菜スタンプ)

⼭の⽇

避難訓練

担任のびのび指導

商店街ツアー@ありがとうきっちん

担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソフィアコート

⾝体測定/担任体育指導

⾷育体験(夏野菜カレー作り)

担任のびのび指導

商店街ツアー@事務キチ/⻘空保育@BLANDE広場

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@業務スーパー/誕⽣⽇会(0~5歳児)

プール納め/担任⾳楽指導

9⽉

植え付け︓⼤根・ほうれん草・⽩菜／収穫︓稲

担任体育指導

利⽤者アンケート終了/担任のびのび指導

保護者参加⾏事(防災サバイバル)(0~5歳児)/商店街
ツアー@東光台⻘空市場

担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/園会議

商店街ツアー@中央消防署

担任⾳楽指導

避難訓練/担任体育指導

敬⽼の⽇

担任のびのび指導/⾷育体験(焼きおにぎり作り)

⾝体測定/商店街ツアー@コーナン

担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソフィアコート

秋分の⽇

写真販売

担任のびのび指導/⾷育体験(ケチャップ作り)

商店街ツアー@タイヨー/⻘空保育@BLANDE広場

担任⾳楽指導/誕⽣⽇会(0~5歳児)

担任体育指導/伝承⾏事(お⽉⾒)

植え付け︓稲・さつまいも・なす・スイカ・きゅうり・トマト・ピーマン
・枝⾖・オクラ・ヘチマ・とうもろこし／収穫︓いちご・ラディッシュ

保護者懇談会/不審者侵⼊訓練/写真販売/担任体育指導/徒歩遠⾜@⻄原公
園(2,3歳児)/徒歩遠⾜@つくばどろんこ保育園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@あじさい
ロード(0,1歳児)

利⽤者アンケート開始/写真販売/担任体育指導/徒歩遠⾜@みなも公園(2,3歳
児)/徒歩遠⾜@あぜ道(0,1歳児)/徒歩遠⾜@あけぼの公園(4,5歳児)

担任体育指導/徒歩遠⾜@やなぎ公園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@豊⾥ゆかりの森(2,3
歳児)/徒歩遠⾜@あじさいロード(0,1歳児)



学園の森どろんこ保育園_年間スケジュール(2023年10-3⽉版) ※チェック
点検⾏事表記

・衛⽣管理点検/毎⽉25⽇ ・防災⾃主点検/6,12⽉の25⽇ ・設備点検チェック/4,7,10,1⽉の25⽇
・備蓄品確認/ 6,12⽉の25⽇ ・事故防⽌チェック/4,7,10,1⽉の25⽇ ・⼈権チェック/4,10⽉指定⽇
・スタッフ検便投函/毎⽉5⽇ ・情報セキュリティチェック/5,11⽉指定⽇ ※⼟⽇祝の場合は前平⽇

10⽉
⽉間
計画
農業
計画

収穫︓さつまいも

01⽇

02⽇

03⽇ 担任のびのび指導

04⽇ 商店街ツアー@中央消防署

05⽇ 担任⾳楽指導

06⽇ 担任体育指導

07⽇

08⽇

09⽇ スポーツの⽇

10⽇ ⼈権チェック/担任のびのび指導/園会議/⾷育体
験(みそ汁作り)

11⽇ 商店街ツアー@業務スーパー

12⽇ 担任⾳楽指導

13⽇ 避難訓練/担任体育指導

14⽇

15⽇

16⽇

17⽇ 担任のびのび指導

18⽇ ⾃然体験(芋掘り)/商店街ツアー@ＢＬＡＮＤ
Ｅ

19⽇ 担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソフィアコ
ート

20⽇ ⾝体測定/担任体育指導

21⽇ 運動会

22⽇

23⽇

24⽇ ⾷育体験(焼き芋作り)/担任のびのび指導

25⽇ 写真販売/商店街ツアー@コートダジュール/⻘
空保育@BLANDE広場

26⽇ 担任⾳楽指導

27⽇

28⽇

29⽇

30⽇

31⽇ 担任のびのび指導/誕⽣⽇会(0~5歳児)

11⽉

雑⼱作り

植え付け︓⽟ねぎ・ソラマメ／収穫︓ブロッコリー

商店街ツアー@ケーズデンキ

担任⾳楽指導

⽂化の⽇

担任のびのび指導/⾷育体験(⼲し芋作り)

商店街ツアー@マクドナルド

担任⾳楽指導/⾷育体験(合同収穫祭)

担任体育指導

異世代交流(⼩学⽣との交流)

総合避難訓練/情報セキュリティチェック/園会議/担
任のびのび指導

内科健診/商店街ツアー@東光台⻘空市場

担任⾳楽指導/⾷育体験(⾖腐作り)/シニア交流@ニ
ューソフィアコート

担任体育指導

⾝体測定/雑⼱リレー(2~5歳児)

⻭科健診/担任のびのび指導

⻘空保育@BLANDE広場/商店街ツアー@ダイソー

勤労感謝の⽇

保護者懇談会

保護者懇談会/担任のびのび指導/コキア箒作り(0~
5歳児)

商店街ツアー@アックアセレーナ

担任⾳楽指導/誕⽣⽇会(0~5歳児)

12⽉

カルタ作り

収穫︓⼤根・ほうれん草・⾥いも

担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@コーナン

担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/園会議

商店街ツアー@サンキ/⾷育体験(たくあん作り)

担任⾳楽指導

避難訓練/⾃然体験(冬を⾒つけよう)/担任体育指導

担任のびのび指導

⾝体測定/商店街ツアー@タイヨー

担任⾳楽指導/誕⽣⽇会(0~5歳児)/シニア交流@ニ
ューソフィアコート

写真販売/クリスマス(0~5歳児)

担任のびのび指導/伝承⾏事(ならせ餅)

商店街ツアー@ＢＬＡＮＤＥ/⻘空保育@BLANDE
広場

担任⾳楽指導

年末年始休園

年末年始休園

年末年始休園

1⽉
⽉間
計画

すもう

農業
計画

収穫︓⽩菜

01⽇ 元⽇ 年末年始休園

02⽇ 年末年始休園

03⽇ 年末年始休園

04⽇ 担任⾳楽指導

05⽇ 担任体育指導/地域交流(新年の挨拶)

06⽇

07⽇

08⽇ 成⼈の⽇

09⽇ 担任のびのび指導/表現する体験(書道体験)

10⽇ 商店街ツアー@コート・ダ・ジュール

11⽇ 担任⾳楽指導

12⽇ 担任体育指導/⾃然体験(どんど焼き)

13⽇ 避難訓練

14⽇

15⽇

16⽇ 担任のびのび指導/園会議

17⽇ 商店街ツアー@ホテル東光

18⽇ 担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソフィアコ
ート

19⽇ ⾝体測定/担任体育指導

20⽇

21⽇

22⽇

23⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(⽩菜漬け作り)

24⽇ 商店街ツアー@事務キチ

25⽇ 写真販売/担任⾳楽指導

26⽇

27⽇

28⽇

29⽇

30⽇ 担任のびのび指導/誕⽣⽇会(0~5歳児)

31⽇ ⻘空保育@BLANDE広場/商店街ツアー@コー
ト・ダ・ジュール

2⽉

作品展

収穫︓ネギ

担任⾳楽指導

担任体育指導/⾷育体験(恵⽅巻作り)/伝承⾏事(節
分)

担任のびのび指導

商店街ツアー@タイヨー

担任⾳楽指導

担任体育指導

建国記念の⽇

建国記念の⽇ 振替休⽇

担任のびのび指導

商店街ツアー@事務キチ

避難訓練/担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソフィ
アコート

担任体育指導

⽣活発表会

⾃然体験(氷あそび)/⾝体測定/担任のびのび指導

商店街ツアー@イーアス

天皇誕⽣⽇

担任のびのび指導/⾷育体験(みそ汁のためのみそ作
り)

⻘空保育@BLANDE広場/商店街ツアー@コーナン

担任⾳楽指導

3⽉

植え付け︓⼩松菜

担任体育指導/伝承⾏事(ひな祭り)

担任のびのび指導

商店街ツアー@ダイソー

⾷育体験(⿂の解体)/担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@ＢＬＡＮＤＥ

担任⾳楽指導

避難訓練/担任体育指導/お別れ会(0~5歳児)

卒園式

⾝体測定/担任のびのび指導

春分の⽇

担任⾳楽指導/シニア交流@ニューソフィアコート

写真販売/誕⽣⽇会(0~5歳児)

担任のびのび指導

⻘空保育@BLANDE広場/商店街ツアー@ケーズデ
ンキ

担任⾳楽指導

担任体育指導

担任体育指導/バス遠⾜@晴︓洞峰公園 ⾬︓国⼟地理院(3,4,5歳児)/徒歩
遠⾜@あじさいロード(0,1歳児)/徒歩遠⾜@みどり公園(2歳児)

写真販売/不審者侵⼊訓練/担任体育指導/徒歩遠⾜@万博公園どろんこ保育
園(5歳児)/徒歩遠⾜@学園広場公園(2,3,4歳児)/徒歩遠⾜@あじさいロード(1
歳児)/徒歩遠⾜@あぜ道(0歳児)

担任体育指導/徒歩遠⾜@⾹取台どろんこ保育園(5歳児)/徒歩遠⾜@あじさい
ロード(0歳児)/徒歩遠⾜@学園南公園(2,3,4歳児)/徒歩遠⾜@みなも公園(1歳児)

担任体育指導/徒歩遠⾜@科学万博記念公園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@こなら
公園(1歳児)/徒歩遠⾜@あぜ道(0歳児)/徒歩遠⾜@みどり公園(2,3歳児)

写真販売/担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@桜⼭児童公園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@つく
ばどろんこ(2,3歳児)/徒歩遠⾜@⽊内前公園(1歳児)/徒歩遠⾜@みなも公園(0
歳児)

担任体育指導/バス遠⾜@晴︓ミュージアムパーク茨城県⾃然博物館（⾬天
決⾏）(5歳児)/徒歩遠⾜@⼤越公園(1歳児)/徒歩遠⾜@みなも公園(0歳児)/徒歩
遠⾜@葛城⽔辺公園(2,3,4歳児)


