
岩切どろんこ保育園_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︓ジャガイモ・なす・きゅうり・ゴー
ヤ

01⽇ ⼊園式

02⽇

03⽇ 担任のびのび指導

04⽇ ⻘空保育@⼀号公園

05⽇ 商店街ツアー@サイコー

06⽇ 担任体育指導

07⽇ 担任⾳楽指導

08⽇

09⽇

10⽇

11⽇

12⽇ 商店街ツアー@サン道路

13⽇ 内科健診/担任体育指導

14⽇ 総合避難訓練/担任⾳楽指導

15⽇

16⽇

17⽇ 担任のびのび指導

18⽇

19⽇ 商店街ツアー@ル・ベルジュ

20⽇ ⼈権チェック/園会議/⾷育体験(ふりかけ作り)/
⾝体測定/担任体育指導

21⽇ 担任⾳楽指導

22⽇

23⽇

24⽇ 写真販売/担任のびのび指導

25⽇ ⾃然体験(春探し)

26⽇ 商店街ツアー@カワチ薬品

27⽇ 担任体育指導/シニア交流@そんぽの家

28⽇ 担任⾳楽指導

29⽇ 昭和の⽇

30⽇

31⽇

5⽉

植え付け︓ラディッシュ・⼈参・とうもろこし・さ
つまいも・トマト

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯/⻘空保育@⼀号公園

憲法記念⽇

みどりの⽇

こどもの⽇

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯

課外⽥植え/商店街ツアー@洞ノ⼝交番

課外⽥植え/担任体育指導

避難訓練/担任のびのび指導

地域交流(交通安全教室)/銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@くらうど引っ越しセンター

担任体育指導/⾷育体験(ジャム作り)/園会議/情報セ
キュリティチェック

⾝体測定/担任⾳楽指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@BellEpoque

シニア交流@かむりの⾥/担任体育指導/写真販売

⾃然体験(フィールドビンゴ)/担任⾳楽指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@みやぎの⾻盤整⾻院

6⽉

収穫︓ラディッシュ・オクラ

担任体育指導/⻭科健診

担任⾳楽指導/地域交流(サイコーさんとゴミ拾い)

担任のびのび指導

⻘空保育@⼀号公園/銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@ふじや⾷堂

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@あじわいの朝

担任体育指導/避難訓練/園会議/⾷育体験(ドレッシ
ング作り)

担任⾳楽指導

保護者参加⾏事(親⼦登⼭)@泉ヶ岳登⼭(5歳児)

担任のびのび指導

⾝体測定/銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@ブーランジェリーアジュル

シニア交流@サニーライフ/担任体育指導

写真販売/不審者侵⼊訓練/担任⾳楽指導/保護者懇
談会

担任のびのび指導

⾃然体験(ザリガニ釣り)

商店街ツアー@としちゃん弁当

担任体育指導

担任⾳楽指導/保護者懇談会

7⽉
⽉間
計画
農業
計画

収穫︓きゅうり・ニラ・ゴーヤ

01⽇ プール開き

02⽇

03⽇ 担任のびのび指導

04⽇ 銭湯（バス）@鶴の湯/⻘空保育@⼀号公園

05⽇ 商店街ツアー@EASTUP

06⽇ 担任体育指導

07⽇ 担任⾳楽指導

08⽇

09⽇

10⽇ 担任のびのび指導

11⽇ 銭湯（バス）@鶴の湯

12⽇ 商店街ツアー@仙台フォトスタジオ

13⽇

14⽇ 担任⾳楽指導/避難訓練

15⽇

16⽇

17⽇ 海の⽇

18⽇ 銭湯（バス）@鶴の湯

19⽇ 商店街ツアー@ARIES

20⽇ ⾝体測定/担任体育指導/園会議/⾷育体験(漬物
作り)

21⽇ 担任⾳楽指導

22⽇ どろんこ祭り

23⽇

24⽇ 担任のびのび指導

25⽇ 写真販売

26⽇ 商店街ツアー@鈴⽊写真館

27⽇ シニア交流@メディケアホーム/担任体育指導

28⽇ ⾃然体験(泥まみれ遊び)/担任⾳楽指導

29⽇

30⽇

31⽇ 担任のびのび指導

8⽉

収穫︓ジャガイモ・とうもろこし・トマト

⻘空保育@⼀号公園/銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@開⼭

担任体育指導

担任⾳楽指導

川遊び@榎⽊川(5歳児)/担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@本竈

担任体育指導/徒歩遠⾜@分台公園(0,1,2歳児)/徒歩
遠⾜@⼀号公園(3,4,5歳児)

⼭の⽇

避難訓練

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯

⾃然体験(染めもの体験)/商店街ツアー@まるまつ

⾷育体験(夏野菜カレー作り)/担任体育指導/園会議

⾝体測定/担任⾳楽指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@町⽥商店

担任体育指導/シニア交流@そんぽの家

利⽤者アンケート開始/写真販売/担任⾳楽指導

担任のびのび指導

異世代交流(⾼校⽣と農業体験交流)

商店街ツアー@ほっともっと

プール納め/担任体育指導

9⽉

⼟壌改良／植え付け︓ブロッコリー・⼩松菜・⽩
菜・⼤根／収穫︓なす

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

利⽤者アンケート終了/⻘空保育@⼀号公園/銭湯
（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@カワチ薬品

担任体育指導

表現する体験(絵の具遊び)/担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@七⼗七銀⾏

避難訓練/担任⾳楽指導

敬⽼の⽇

銭湯（バス）@鶴の湯

⾝体測定/商店街ツアー@コープ

園会議/担任体育指導/⾷育体験(ピザ作り)

⾃然体験(⽤⽔路で⽣き物探し)/担任⾳楽指導

秋分の⽇

写真販売/担任のびのび指導

課外稲刈り/商店街ツアー@杜の都信⽤銀⾏

担任体育指導/課外稲刈り

シニア交流@かむりの⾥/担任⾳楽指導

バス遠⾜@冒険広場(⾬天中⽌)(4歳児)/徒歩遠⾜@サニーライフ前空き地(
3,5歳児)/担任のびのび指導/徒歩遠⾜@新幹線⾼架下⽥んぼ(1歳児)/徒歩遠
⾜@⼩児公園(2歳児)/徒歩遠⾜@分台公園(0歳児)

担任⾳楽指導/徒歩遠⾜@サニーライフ前空き地(0,2歳児)/徒歩遠⾜@ハロー
公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@分台公園(1歳児)

担任体育指導/徒歩遠⾜@新宮本の⽤⽔路(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@観⾳前⻄公園(
2歳児)/徒歩遠⾜@ミニストップ前公園(0歳児)/徒歩遠⾜@サニーライフ前空
き地(1歳児)

徒歩遠⾜@ミニストップ前公園(3,4,5歳児)/担任体育指導/徒歩遠⾜@サ
ニーライフ前空き地(2歳児)/徒歩遠⾜@⻘津⽬公園(0,1歳児)

徒歩遠⾜@岩切城跡(4,5歳児)/担任体育指導/徒歩遠⾜@岩切こ線橋下⽥んぼ(1
歳児)/徒歩遠⾜@⼩児公園(0歳児)/徒歩遠⾜@観⾳前⻄公園(2,3歳児)



岩切どろんこ保育園_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︓キャベツ／収穫︓⼈参・さつまいも

01⽇

02⽇ 担任のびのび指導

03⽇ ⻘空保育@⼀号公園/銭湯（バス）@鶴の湯

04⽇ 商店街ツアー@みどり不動産

05⽇ 担任体育指導/内科健診

06⽇ 担任⾳楽指導

07⽇

08⽇

09⽇ スポーツの⽇

10⽇ 銭湯（バス）@鶴の湯

11⽇ 商店街ツアー@⼤東住宅株式会社

12⽇
徒歩遠⾜@ミニストップ前公園(2歳児)/担任体育
指導/徒歩遠⾜@県⺠の森(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜
@⼀号公園(0,1歳児)

13⽇ 避難訓練/担任⾳楽指導

14⽇

15⽇

16⽇ 担任のびのび指導

17⽇ 銭湯（バス）@鶴の湯

18⽇ 商店街ツアー@アートエステート(有)

19⽇ ⼈権チェック/担任体育指導/園会議/⾷育体験
(ほしいも作り)

20⽇ 担任⾳楽指導/⾝体測定

21⽇

22⽇

23⽇ 担任のびのび指導

24⽇

25⽇ 商店街ツアー@ちば不動産/写真販売

26⽇ シニア交流@サニーライフ/担任体育指導

27⽇ 担任⾳楽指導

28⽇ 運動会

29⽇

30⽇ 担任のびのび指導

31⽇ ⾃然体験(秋探しビンゴ)

11⽉

植え付け︓ほうれん草／収穫︓⼩松菜

商店街ツアー@JA仙台多賀城農機センター

担任体育指導

⽂化の⽇

担任のびのび指導

⻘空保育@⼀号公園/銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@いとうや

担任体育指導/異⽂化交流（異国交流）(ブラジルの
⽂化を知る)

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@鶴の湯

総合避難訓練/商店街ツアー@ニューオート

園会議/担任体育指導/⾷育体験(⼲し柿作り)/情報セ
キュリティチェック

担任⾳楽指導/保護者懇談会

担任のびのび指導/⾝体測定

銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@東北いちば

勤労感謝の⽇

担任⾳楽指導/シニア交流@メディケアホーム/保護
者懇談会/写真販売/不審者侵⼊訓練

担任のびのび指導

⾃然体験(⽕に触れる体験)

商店街ツアー@岩切消防署

担任体育指導

12⽉

収穫︓ブロッコリー・⽩菜・⼤根

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

⻘空保育@⼀号公園/銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@フランスベット

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@佐々⽊⽵材店

伝承⾏事(しめ縄作り)/避難訓練/担任⾳楽指導

⾃然体験(⾃然物でクリスマス製作)/担任のびのび
指導

銭湯（バス）@鶴の湯

⾝体測定/商店街ツアー@ホープ薬局

園会議/担任体育指導/⾷育体験(おにぎり・はっと
汁作り)

担任⾳楽指導/シニア交流@そんぽの家

写真販売/担任のびのび指導

商店街ツアー@シャーベット仙台

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

植え付け︓⾖苗／収穫︓ほうれん草

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 ⻘空保育@⼀号公園/銭湯（バス）@鶴の湯

10⽇ 商店街ツアー@(有)⻲⾕⽯材

11⽇
徒歩遠⾜@トリム公園(2,3,5歳児)/徒歩遠⾜@仙
台市科学館(4歳児)/担任体育指導/徒歩遠⾜@分
台公園(0,1歳児)

12⽇ 担任⾳楽指導

13⽇ 避難訓練

14⽇

15⽇ 担任のびのび指導

16⽇ 銭湯（バス）@鶴の湯

17⽇ 商店街ツアー@Mariejosephe

18⽇ 担任体育指導/⾷育体験(⿂の解体)/園会議

19⽇ ⾝体測定/担任⾳楽指導

20⽇

21⽇

22⽇ 担任のびのび指導

23⽇ 銭湯（バス）@鶴の湯

24⽇ 商店街ツアー@アーバ・かとう

25⽇ 写真販売/担任体育指導/シニア交流@かむりの
⾥

26⽇ ⾃然体験(雪遊び)/担任⾳楽指導

27⽇

28⽇

29⽇ 担任のびのび指導

30⽇ 異世代交流(岩切⼩学校⾒学)

31⽇ 商店街ツアー@ハロー薬局

2⽉

収穫︓キャベツ

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯/⻘空保育@⼀号公園

商店街ツアー@サイコー

担任⾳楽指導

建国記念の⽇

建国記念の⽇ 振替休⽇

銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@創序⽣活館

担任体育指導/避難訓練/⾷育体験(⼤根加⼯体験)

担任⾳楽指導

⽣活発表会

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯/⾝体測定

商店街ツアー@ビックモーター

シニア交流@メディケアホーム/写真販売/担任体育
指導

天皇誕⽣⽇

担任のびのび指導

⾃然体験(氷作り)

商店街ツアー@Bookoff

担任体育指導

3⽉

⼟壌改良／植え付け︓しいたけ・⽟ねぎ／収穫︓⾖
苗

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

⻘空保育@⼀号公園/銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@すき家

担任体育指導

担任⾳楽指導

担任のびのび指導

銭湯（バス）@鶴の湯

商店街ツアー@そばの⾓べい

避難訓練/担任⾳楽指導

卒園式

担任のびのび指導

⾝体測定/銭湯（バス）@鶴の湯/⾷育体験(給⾷作
り)

春分の⽇

担任体育指導

担任⾳楽指導/⾃然体験(春探し)

写真販売/担任のびのび指導

商店街ツアー@⼭形屋

担任体育指導/シニア交流@サニーライフ

担任⾳楽指導

バス遠⾜@庄司牧場(⾬天決⾏）(5歳児)/担任のびのび指導/徒歩遠⾜@ハロー
公園(2,3,4歳児)/徒歩遠⾜@サニーライフ前空き地(0,1歳児)

担任体育指導/徒歩遠⾜@⽥⼦緑地公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@岩切南公園(2歳
児)/徒歩遠⾜@ミニストップ前公園(0歳児)/徒歩遠⾜@⼩児公園(1歳児)

担任体育指導/徒歩遠⾜@ちびっこ広場(2歳児)/徒歩遠⾜@岩切消防署(3,4,5歳
児)/徒歩遠⾜@⼀号公園(0歳児)/徒歩遠⾜@観⾳前⻄公園(1歳児)

担任体育指導/徒歩遠⾜@仙台市科学館(5歳児)/徒歩遠⾜@ちびっこ広場(3,4歳
児)/徒歩遠⾜@ミニストップ前公園(2歳児)/徒歩遠⾜@南宮神社(1歳児)/徒歩遠
⾜@新幹線⾼架下⽥んぼ(0歳児)


