
市川どろんこ保育園_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︓ピーマン・かぼちゃ・とうもろこし

01⽇ ⼊園式

02⽇

03⽇

04⽇ 商店街ツアー@ダイエー

05⽇ 担任のびのび指導

06⽇ 担任体育指導

07⽇ 担任⾳楽指導/⼈権チェック/園会議/シニア交流
@ニッケあすも

08⽇

09⽇

10⽇

11⽇ 商店街ツアー@花たか

12⽇ 担任のびのび指導

13⽇ 担任体育指導

14⽇ 担任⾳楽指導/総合避難訓練/写真販売

15⽇

16⽇

17⽇

18⽇ 商店街ツアー@サーティワンアイスクリーム

19⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(収穫野菜で混ぜご
飯作り)

20⽇ 担任体育指導/⾝体測定

21⽇
徒歩遠⾜@南⼋幡公園/担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@
遺跡公園(2歳児)/徒歩遠⾜@市川市東消防署(0,1
歳児)

22⽇

23⽇

24⽇

25⽇ 商店街ツアー@ユーカープ古屋

26⽇ ⾃然体験(春の草花で遊ぼう)/⻘空保育@遺跡公
園/担任のびのび指導

27⽇ 担任体育指導

28⽇ 担任⾳楽指導

29⽇ 昭和の⽇

30⽇

31⽇

5⽉

植え付け︓なす・きゅうり・トマト・オクラ

商店街ツアー@⼩林種苗/伝承⾏事(端午の節句)

憲法記念⽇

みどりの⽇

こどもの⽇

商店街ツアー@バーガーキング

担任のびのび指導

担任体育指導

園会議/シニア交流@ニッケあすも/担任⾳楽指導/情
報セキュリティチェック

避難訓練/銭湯（バス）@⽯乃湯/写真販売

商店街ツアー@下総中⼭駅

担任のびのび指導/⾷育体験(キャベツの浅漬け作
り)

担任体育指導/課外⽥植え

商店街ツアー@⼝福堂

担任のびのび指導/⻘空保育@遺跡公園

担任体育指導

担任⾳楽指導/異⽂化交流（異国交流）(市川⽇本語
学院と交流（ベトナム）)

商店街ツアー@市川⻤越郵便局

担任のびのび指導

6⽉

収穫︓ピーマン

担任体育指導

シニア交流@ニッケあすも/担任⾳楽指導

商店街ツアー@伊藤のり店

担任のびのび指導

担任体育指導

担任⾳楽指導/園会議

商店街ツアー@⼩林種苗店

担任のびのび指導

写真販売/担任体育指導/避難訓練

徒歩遠⾜@アイリス公園/担任⾳楽指導/保護者懇談
会/徒歩遠⾜@京成線沿い広場(2歳児)/徒歩遠⾜@織
姫神社(0,1歳児)

銭湯（バス）@⽯乃湯

⾃然体験(草花⾊⽔遊び)/⾝体測定/商店街ツアー@
市川市東消防署

担任のびのび指導/⾷育体験(梅⼲し)@梅ジュース
作り

担任体育指導

不審者侵⼊訓練/担任⾳楽指導/保護者懇談会

商店街ツアー@セリア

担任のびのび指導/⻭科健診/⻘空保育@遺跡公園

担任体育指導/内科健診

担任⾳楽指導

7⽉
⽉間
計画
農業
計画

植え付け︓ネギ・芽キャベツ／収穫︓かぼちゃ

01⽇ プール開き

02⽇

03⽇

04⽇ 商店街ツアー@⻤越駅

05⽇ 担任のびのび指導

06⽇ 担任体育指導

07⽇ 園会議/担任⾳楽指導/異⽂化交流（異国交流）
(市川⽇本語学院と交流（ベトナム）)

08⽇

09⽇

10⽇

11⽇ 商店街ツアー@市川⻤越郵便局

12⽇ 担任のびのび指導

13⽇ 担任体育指導

14⽇ シニア交流@ニッケあすも/写真販売/避難訓練/
担任⾳楽指導

15⽇

16⽇

17⽇ 海の⽇

18⽇ 商店街ツアー@スターバックス

19⽇ ⾷育体験(トマトケチャップ)@ピザ作り/担任の
びのび指導

20⽇ ⾝体測定/担任体育指導

21⽇
担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@遺跡公園/徒歩遠⾜@⼤
堤公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@市川市東消防署(2歳
児)

22⽇ どろんこ祭り

23⽇

24⽇ 銭湯（バス）@⽯乃湯

25⽇ 商店街ツアー@市川市中央図書館

26⽇ 担任のびのび指導/⻘空保育@遺跡公園

27⽇ 担任体育指導

28⽇ 担任⾳楽指導

29⽇

30⽇

31⽇

8⽉

植え付け︓ジャガイモ／収穫︓なす・きゅうり・ト
マト・オクラ・とうもろこし

商店街ツアー@マクドナルド

担任のびのび指導

担任体育指導

担任⾳楽指導/シニア交流@ニッケあすも/園会議

異世代交流(⼩学⽣と⽔で遊ぼう)

商店街ツアー@ミスタードーナツ

担任のびのび指導

担任体育指導

⼭の⽇

避難訓練

写真販売/商店街ツアー@ユニクロ

担任のびのび指導/⾷育体験(焼きトウモロコシ作
り)

担任体育指導

⾝体測定/徒歩遠⾜@南⼋幡公園/徒歩遠⾜@市川市
東消防署(0,1歳児)/担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@遺跡公
園(2歳児)

銭湯（バス）@⽯乃湯

商店街ツアー@TOHOシネマズ

担任のびのび指導/⻘空保育@遺跡公園/⾃然体験
(野菜の⽪で染物)

担任体育指導

利⽤者アンケート開始/担任⾳楽指導/表現する体験
(ボディペインティング)

保護者参加⾏事(親⼦川遊び)@朝霞どろんこ(0~5
歳児)

商店街ツアー@ダイエー

担任のびのび指導

担任体育指導/プール納め

9⽉

植え付け︓ほうれん草・⼈参・かぶ

担任⾳楽指導/シニア交流@ニッケあすも

利⽤者アンケート終了/商店街ツアー@花たか

担任のびのび指導

担任体育指導

担任⾳楽指導/園会議

商店街ツアー@サーティワンアイスクリーム

担任のびのび指導/異⽂化交流（異国交流）(市川⽇
本語学院と交流（中国）)

担任体育指導

写真販売/避難訓練/徒歩遠⾜@織姫神社(2歳児)/徒
歩遠⾜@現代産業科学館/担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@
遺跡公園(0,1歳児)

敬⽼の⽇

課外稲刈り/商店街ツアー@ユーカープ古屋

担任のびのび指導/⾝体測定/課外稲刈り/⾷育体験
(お⽶でせんべい作り)

担任体育指導

担任⾳楽指導

秋分の⽇

商店街ツアー@バーガーキング

担任のびのび指導/⻘空保育@遺跡公園

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@⼩栗原公園/⾝体測定/課外⽥植え/バス遠⾜@⼤洲
防災公園(3歳児)/徒歩遠⾜@織姫神社(2歳児)/徒歩遠⾜@遺跡公園(0,1歳児)



市川どろんこ保育園_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

植え付け︓スナップエンドウ／収穫︓芽キャベ
ツ

01⽇

02⽇

03⽇ 商店街ツアー@下総中⼭駅

04⽇ 担任のびのび指導

05⽇ 担任体育指導

06⽇ シニア交流@ニッケあすも/園会議/⼈権チェッ
ク/担任⾳楽指導

07⽇

08⽇

09⽇ スポーツの⽇

10⽇ 商店街ツアー@⼝福堂

11⽇ 担任のびのび指導

12⽇ 担任体育指導

13⽇ 写真販売/避難訓練/担任⾳楽指導

14⽇

15⽇

16⽇

17⽇ 商店街ツアー@コージーコーナー

18⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(味噌作り)

19⽇ 担任体育指導

20⽇

21⽇ 運動会

22⽇

23⽇ 銭湯（バス）@⽯乃湯

24⽇ 商店街ツアー@伊藤のり店

25⽇ 担任のびのび指導/⾃然体験(落ち葉)@⽊の実
遊び/⻘空保育@遺跡公園

26⽇ 担任体育指導

27⽇ 担任⾳楽指導

28⽇

29⽇

30⽇

31⽇ 商店街ツアー@⼩林種苗

11⽉

収穫︓ジャガイモ

担任のびのび指導

担任体育指導

⽂化の⽇

商店街ツアー@市川市東消防署

担任のびのび指導

担任体育指導

担任⾳楽指導/園会議/シニア交流@ニッケあすも/情
報セキュリティチェック

保護者参加⾏事(親⼦デイキャンプ)@市川市⺠キャ
ンプ場(0~5歳児)

商店街ツアー@セリア

担任のびのび指導/写真販売/総合避難訓練/⾷育体
験(いも餅作り)

担任体育指導/内科健診

銭湯（バス）@⽯乃湯/⾝体測定

商店街ツアー@⻤越駅

担任のびのび指導/⻭科健診/⻘空保育@遺跡公園

勤労感謝の⽇

不審者侵⼊訓練/保護者懇談会/担任⾳楽指導

商店街ツアー@市川⻤越郵便局

担任のびのび指導

担任体育指導

12⽉

植え付け︓しいたけ／収穫︓ほうれん草

シニア交流@ニッケあすも/担任⾳楽指導

商店街ツアー@スターバックス

担任のびのび指導

担任体育指導

園会議/担任⾳楽指導

商店街ツアー@ミスタードーナツ

担任のびのび指導/表現する体験(光・影で遊ぼう)

担任体育指導/交通安全教室

銭湯（バス）@⽯乃湯

商店街ツアー@市川市中央図書館

担任のびのび指導/⾝体測定/⾷育体験(野菜クッキー
作り)/⾃然体験(⾃然物でクリスマスツリー作り)

担任体育指導

担任⾳楽指導

商店街ツアー@マクドナルド

担任のびのび指導/⻘空保育@遺跡公園

担任体育指導

年末年始休園

年末年始休園

年末年始休園

1⽉
⽉間
計画
農業
計画

収穫︓しいたけ・かぶ

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 担任体育指導

05⽇ 担任⾳楽指導

06⽇

07⽇

08⽇ 成⼈の⽇

09⽇ 商店街ツアー@TOHOシネマズ

10⽇ 担任のびのび指導

11⽇ 担任体育指導

12⽇ 担任⾳楽指導/シニア交流@ニッケあすも/園会
議/異世代交流(平⽥⼩学校訪問)

13⽇ 避難訓練

14⽇

15⽇ 写真販売/異⽂化交流（異国交流）(市川⽇本語
学院と交流（中国）)

16⽇ 商店街ツアー@ユニクロ

17⽇ 担任のびのび指導

18⽇ 担任体育指導

19⽇

20⽇

21⽇

22⽇ 銭湯（バス）@⽯乃湯

23⽇ 商店街ツアー@ダイエー

24⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(ポップコーン作
り)

25⽇ 担任体育指導

26⽇ 担任⾳楽指導

27⽇

28⽇

29⽇ 地域交流(本⼋幡駅⻑体験)

30⽇ 商店街ツアー@花たか

31⽇ 担任のびのび指導/⻘空保育@遺跡公園

2⽉

収穫︓ネギ・⼈参

担任体育指導

担任⾳楽指導/伝承⾏事(節分)/シニア交流@ニッケ
あすも

商店街ツアー@サーティワンアイスクリーム

担任のびのび指導

担任体育指導

担任⾳楽指導

⽣活発表会

建国記念の⽇

建国記念の⽇ 振替休⽇

商店街ツアー@バーガーキング

担任のびのび指導

避難訓練/担任体育指導/写真販売

銭湯（バス）@⽯乃湯

⾝体測定/商店街ツアー@下総中⼭駅

担任のびのび指導/⾷育体験(五平餅作り)

担任体育指導

天皇誕⽣⽇

商店街ツアー@⼝福堂/⾃然体験(霜柱探し)

担任のびのび指導/⻘空保育@遺跡公園

担任体育指導

3⽉

植え付け︓⾚しそ・こまつな

シニア交流@ニッケあすも/伝承⾏事(桃の節句)/担
任⾳楽指導

商店街ツアー@⼩林種苗店

担任のびのび指導

担任体育指導

担任⾳楽指導

商店街ツアー@⻤越駅

担任のびのび指導/⾷育体験(お好み焼き作り)

担任体育指導

避難訓練/写真販売/担任⾳楽指導

卒園式

銭湯（バス）@⽯乃湯

⾝体測定/商店街ツアー@ユニクロ

春分の⽇ ⾃然体験(ドラム⽸⾵呂体験)

担任体育指導

商店街ツアー@ダイエー

担任のびのび指導/⻘空保育@遺跡公園

担任体育指導

担任⾳楽指導

⾝体測定/担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@⻤⾼公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@神明社(
2歳児)/徒歩遠⾜@⻤越駅(3歳児)/徒歩遠⾜@遺跡公園(4,5歳児)

担任⾳楽指導/保護者懇談会/徒歩遠⾜@京成線沿い広場(2歳児)/徒歩遠⾜@遺
跡公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@織姫神社(0,1歳児)

写真販売/バス遠⾜@市川動植物園（⾬天中⽌）(4,5歳児)/避難訓練/徒歩遠⾜
@現代産業科学館/徒歩遠⾜@京成線沿い広場(0,1歳児)/担任⾳楽指導

⾝体測定/担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@現代産業科学館(0,1歳児)/徒歩遠⾜@
消防署(2歳児)/徒歩遠⾜@葛飾⼋幡宮(3,4,5歳児)

徒歩遠⾜@現代産業科学館(2歳児)/徒歩遠⾜@⼩栗原公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜
@正中⼭法華経寺(3,4,5歳児)/担任⾳楽指導

徒歩遠⾜@⼋幡神社児童遊園地(3,4歳児)/徒歩遠⾜@⼤洲防災公園(5歳児)/徒歩
遠⾜@織姫神社(0,1歳児)/担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@⼩栗原公園(2歳児)


