4月

5月

月間
計画
農業 植え付け：ジャガイモ、収穫：スナップエンド
計画 ウ

6月

01日 商店街ツアー@永島青果店

・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

・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

7月

8月

9月

植え付け：ラディッシュ、モロヘイヤ、オクラ、赤
しそ、枝豆

植え付け：ネギ、収穫：ジャガイモ、ピーマン、
農業 なす、ラディッシュ、モロヘイヤ、オクラ、赤し
計画 そ

植え付け：ブロッコリー、収穫：きゅうり、トマト

植え付け：大根、人参、かぶ、ほうれん草、菜の花

担任音楽指導/伝承行事(いろいろな武道を知ろう)

01日 商店街ツアー@ナザレ/プール開き

担任のびのび指導

手洗い指導
植え付け：きゅうり、ピーマン、なす、トマト、さ
つまいも

・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

東寺尾どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)

月間
計画

02日 入園式

担任のびのび指導

食育体験(梅シロップ、梅干し作り)

02日

担任体育指導

03日

憲法記念日

商店街ツアー@横浜東寺尾一郵便局

03日

担任音楽指導

04日 担任のびのび指導

みどりの日

04日 担任のびのび指導

05日 担任体育指導

こどもの日

05日 担任体育指導

06日 担任音楽指導

商店街ツアー@翁屋

商店街ツアー@フジフラワー

商店街ツアー@美容室さんあい

利用者アンケート終了/担任のびのび指導

担任のびのび指導

06日 担任音楽指導

担任体育指導

07日

担任体育指導

07日

担任音楽指導

人権チェック/商店街ツアー@セブンイレブン/
08日 園会議

シニア交流@ひまわりサロン/担任音楽指導/異文化
交流(世界のごはんを知る)
徒歩遠足@せせらぎ緑道、白幡公園(0,1,2歳児)/徒
歩遠足@西寺尾の丘公園、東寺尾三丁目公園、神之
木公園(3,4,5歳児)

08日 園会議/商店街ツアー@横浜信用金庫

担任のびのび指導

徒歩遠足@荒立公園、東寺尾一丁目第二公園、神之木公園(3,4,5歳児)/徒歩遠
足@せせらぎ緑道、西寺尾の丘公園(0,1,2歳児)

09日

担任体育指導

商店街ツアー@東寺尾第三自治会館/園会議

10日

シニア交流@ひまわりサロン/担任音楽指導

09日

担任のびのび指導

10日

担任体育指導/地域交流(交通安全指導)

11日 担任のびのび指導/自然体験(花の種まき)

担任音楽指導/シニア交流@ひまわりサロン

11日 担任のびのび指導/自然体験(水と色水遊び)

山の日

12日 担任体育指導

バス遠足@ 晴：岸根公園、雨：東芝未来科学館(5歳児)/徒歩遠足@西寺尾の
丘公園、花木園公園(3,4歳児)/徒歩遠足@せせらぎ緑道、白幡公園(0,1,2歳児)

担任体育指導/表現する体験(子どもが見た世界
12日 )

園会議/商店街ツアー@文化堂

担任のびのび指導/自然体験(火おこし体験)

13日 シニア交流@ひまわりサロン/担任音楽指導

情報セキュリティチェック/商店街ツアー@プリマ/
園会議/写真販売/避難訓練

13日 担任音楽指導/シニア交流@ひまわりサロン

避難訓練

担任体育指導

徒歩遠足@せせらぎ緑道(0,1,2歳児)/徒歩遠足@
14日 白幡公園、西寺尾の丘、ふれあい樹林(3,4,5歳児
)
総合避難訓練/商店街ツアー@朝日新聞/写真販
15日 売

園会議/商店街ツアー@横浜馬場郵便局

自然体験(水と絵具を使った感触遊び)/担任のびの
び指導
担任体育指導

徒歩遠足@せせらぎ緑道、(0,1,2歳児)/徒歩遠足
14日 @せせらぎ緑道、荒立公園、神之木公園(3,4,5歳
児)

写真販売/担任音楽指導/避難訓練/保護者懇談会

15日 避難訓練/写真販売/商店街ツアー@スギ薬局

写真販売/担任のびのび指導

写真販売/避難訓練/銭湯（徒歩）@いやさか湯
商店街ツアー@Lawson

担任音楽指導/シニア交流@ひまわりサロン/異世代
交流(東寺尾ケアプラザ（ダンス交流）)

16日

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@いやさか湯/保護者懇談会

16日

担任体育指導

17日

担任体育指導

保護者懇談会/商店街ツアー@向谷交番

17日

担任音楽指導

18日 担任のびのび指導

担任音楽指導

18日 海の日

徒歩遠足@せせらぎ緑道(0,1,2歳児)/銭湯（徒歩）
@いやさか湯/徒歩遠足@せせらぎ緑道、白幡公園(3
,4,5歳児)

19日 担任体育指導

銭湯（徒歩）@いやさか湯

19日 担任体育指導

身体測定/商店街ツアー@タイガー

20日 身体測定/担任音楽指導

身体測定/商店街ツアー@プチマルシェ

敬老の日

担任のびのび指導/身体測定

20日 身体測定/担任音楽指導

担任体育指導/身体測定

21日

担任体育指導

21日 銭湯（徒歩）@いやさか湯

担任音楽指導

22日 商店街ツアー@クリエイト

青空保育@白幡公園/担任音楽指導

22日 商店街ツアー@とらや

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@いやさか湯
秋分の日

23日

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@いやさか湯

23日 どろんこ祭り

担任体育指導

24日

担任体育指導/課外田植え

内科健診/商店街ツアー@田上米店/不審者侵入訓練

24日

食育体験(ピザ窯でピザを作ろう)/担任音楽指導/青
空保育@白幡公園

25日 担任のびのび指導

食育体験(出汁の話)/青空保育@白幡公園/担任音楽
指導/課外田植え

25日 担任のびのび指導

利用者アンケート開始/銭湯（徒歩）@いやさか湯

26日 担任体育指導

銭湯（徒歩）@いやさか湯

26日 担任体育指導

商店街ツアー@カンタ

担任音楽指導/青空保育@白幡公園/食育体験(筍
27日 汁作り)

商店街ツアー@フジスーパー

担任のびのび指導

担任のびのび指導

食育体験(麺の違いを味わう)/担任音楽指導/青
27日 空保育@白幡公園

担任体育指導/課外稲刈り

28日

担任体育指導

28日 銭湯（徒歩）@いやさか湯

青空保育@白幡公園/担任音楽指導/食育体験(新米お
にぎり、おはぎ作り)/課外稲刈り

29日 昭和の日

担任音楽指導

29日 商店街ツアー@Lawson

担任のびのび指導

担任のびのび指導

30日

担任体育指導

担任体育指導/歯科健診

31日

プール納め/担任音楽指導

30日

商店街ツアー@クリエイト

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

東寺尾どろんこ保育園_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、収穫：さつまい
計画 も、枝豆

植え付け：ソラマメ

植え付け：玉ねぎ、収穫：ブロッコリー、かぶ、ほ
うれん草

01日 親子運動会

担任体育指導

02日

担任音楽指導

03日 担任のびのび指導

文化の日

03日 年末年始休園

商店街ツアー@あぷぷれ

04日 担任体育指導

商店街ツアー@しおばら洋品店

04日 担任音楽指導

生活発表会

商店街ツアー@ナザレ

農業 植え付け：かいわれ、収穫：ネギ、大根
計画

植え付け：しいたけ、収穫：人参、かいわれ

植え付け：小松菜、収穫：菜の花、しいたけ

01日 元日 年末年始休園

担任音楽指導

担任音楽指導

02日 元日 振替休日 年末年始休園

05日 担任音楽指導

担任のびのび指導

05日

06日

担任体育指導

商店街ツアー@釜めし
06日 草がゆ作り)

はまかわ/食育体験(七

自然体験(春の花探し)
食育体験(甘酒作り)/商店街ツアー@釜めし はま
かわ

担任のびのび指導

担任のびのび指導

07日 商店街ツアー@あんだん亭

担任のびのび指導

担任音楽指導

07日

担任体育指導

担任体育指導

08日

担任体育指導

徒歩遠足@ 神之木公園(3歳児)/徒歩遠足@西寺尾の丘公園、白幡公園(0,1,2歳
児)/バス遠足@晴：野毛山動物園、雨：東芝未来科学館(4,5歳児)

08日

担任音楽指導/シニア交流@ひまわりサロン

担任音楽指導/シニア交流@ひまわりサロン

09日

担任音楽指導/シニア交流@ひまわりサロン

商店街ツアー@ライフサービス/園会議

09日 成人の日

銭湯（徒歩）@いやさか湯/徒歩遠足@鶴見どろんこ(5歳児)/徒歩遠足@ 松見
町公園、子安台公園(3,4歳児)/徒歩遠足@神之木公園(2歳児)/徒歩遠足@東寺尾
三丁目公園(0,1歳児)

徒歩遠足@神之木公園(2歳児)/徒歩遠足@荒立公園公園(0,1歳児)/徒歩遠足@子
安台公園(3歳児)/徒歩遠足@ 三ツ池公園(5歳児)/徒歩遠足@花月園公園(4歳児)

10日 スポーツの日

徒歩遠足@ ふれあい樹林、西寺尾第五公園(0,1,2歳児)/徒歩遠足@花月園公園
、東寺尾一丁目第二公園、赤門公園(3,4,5歳児)

10日 担任体育指導

商店街ツアー@西松屋

商店街ツアー@椎の実パン

11日 担任体育指導

商店街ツアー@ノジマ/園会議/情報セキュリティチ
ェック

11日 担任音楽指導/シニア交流@ひまわりサロン

建国記念の日

12日 シニア交流@ひまわりサロン/担任音楽指導
徒歩遠足@西寺尾の丘公園、東寺尾三丁目公園(0,1,2歳児)/徒歩遠足@東

13日 寺尾四丁目公園、神之木公園、子安台公園(3,4,5歳児)

徒歩遠足@ 馬場三丁目公園(2歳児)/徒歩遠足@荒立公園(0,1歳児)/徒歩遠

担任のびのび指導

12日 足@ 馬場どろんこ(4歳児)/徒歩遠足@松見町公園、子安台公園(3,5歳児)

担任体育指導

13日

写真販売/伝承行事(相撲大会（幼児）)/商店街
ツアー@三次/園会議

担任のびのび指導

担任のびのび指導

避難訓練/写真販売/人権チェック/商店街ツアー
14日 @フジスーパー/園会議

担任のびのび指導/自然体験(ネイチャーゲーム)

担任音楽指導/シニア交流@ひまわりサロン

14日 避難訓練

担任体育指導

担任体育指導

15日

写真販売/総合避難訓練/担任体育指導

写真販売/避難訓練/銭湯（徒歩）@いやさか湯

15日

写真販売/担任音楽指導/避難訓練

避難訓練/担任音楽指導/写真販売

16日

食育体験(焼き芋)/保護者懇談会/担任音楽指導

商店街ツアー@永島青果店

16日

銭湯（徒歩）@いやさか湯

銭湯（徒歩）@いやさか湯

商店街ツアー@中華料理

商店街ツアー@横浜東寺尾一郵便局

17日

担任のびのび指導/地域交流(岸谷消防署
訪 消火指導 乗り物見学)

園来

18日 担任体育指導

担任のびのび指導/伝承行事(相撲大会（乳児）)/
自然体験(落ち葉プール)

保護者懇談会/銭湯（徒歩）@いやさか湯

17日 担任体育指導

身体測定/商店街ツアー@椎の実パン/保護者懇談会

18日 担任音楽指導

龍巳

卒園式

19日 担任音楽指導

担任のびのび指導

19日 銭湯（徒歩）@いやさか湯

20日 身体測定/銭湯（徒歩）@いやさか湯

担任体育指導/身体測定

20日 身体測定/商店街ツアー@セブンイレブン

担任のびのび指導/身体測定

身体測定/担任のびのび指導

21日 商店街ツアー@三吉野

担任のびのび指導

担任音楽指導/食育体験(魚の解体と焼き魚)

21日

担任体育指導

春分の日

22日

担任体育指導

表現する体験(お店屋さんごっこ)/銭湯（徒歩）@
いやさか湯

22日

青空保育@白幡公園/担任音楽指導/食育体験(すい
とん作り)

担任音楽指導/食育体験(味噌作り)/青空保育@白幡
公園

23日

勤労感謝の日

商店街ツアー@新堀園

23日 担任のびのび指導

天皇誕生日

銭湯（徒歩）@いやさか湯

24日 担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@いやさか湯

24日 担任体育指導

商店街ツアー@三吉野

商店街ツアー@ファアミリーマート

25日 担任体育指導

不審者侵入訓練/内科健診/商店街ツアー@スシロー

25日

青空保育@白幡公園/担任音楽指導/食育体験(
給食作り)

担任音楽指導/食育体験(イースト菌でパン作り)
26日 /青空保育@白幡公園

担任のびのび指導

26日 銭湯（徒歩）@いやさか湯

27日 銭湯（徒歩）@いやさか湯

担任体育指導

27日 商店街ツアー@プラザカオル

担任のびのび指導

担任のびのび指導

担任体育指導

担任体育指導

28日 商店街ツアー@ブックオフ

歯科健診/担任のびのび指導

青空保育@白幡公園/担任音楽指導

28日

29日

担任体育指導

年末年始休園

29日

30日

担任音楽指導/青空保育@白幡公園

年末年始休園

30日 担任のびのび指導

年末年始休園

31日 担任体育指導

31日 担任のびのび指導

担任音楽指導

商店街ツアー@東寺尾第三自治会館

