4月

5月

月間 園庭を芝にしよう
計画

アリの巣を作ろう

農業 植え付け：ジャガイモ、ピーマン、とうもろこ
計画 し、かぼちゃ、ヘチマ

植え付け：さつまいも、スイカ、オクラ、ひょうた
ん、大豆、米（バケツ）

01日 青空保育@千住旭公園

・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

北千住どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)
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

感覚の違いを知ろう

月間 虫について知ろう
計画

プール月間

どろんこ相撲月間／洗濯板体験月間

収穫：赤しそ、ピーマン

農業 収穫：ジャガイモ、かぼちゃ
計画

植え付け：ジャガイモ、白菜、収穫：とうもろこし
、スイカ、オクラ

植え付け：大根、収穫：ひょうたん、ヘチマ、米（
バケツ）

商店街ツアー@北千住東口交番

01日 プール開き/青空保育@千住旭公園

担任体育指導

担任音楽指導
青空保育@千住旭公園

02日 入園式

担任体育指導

担任音楽指導

02日

担任のびのび指導/表現する体験(ボディペインティ
ング)

03日

憲法記念日

青空保育@千住旭公園

03日

商店街ツアー@八百屋昇鈴

04日 担任体育指導

みどりの日

04日 担任体育指導

担任音楽指導

05日 担任のびのび指導

こどもの日

05日 担任のびのび指導

園会議/青空保育@千住旭公園

06日 商店街ツアー@花屋 花神

バス遠足@ 晴・雨：足立区生物園(4,5歳児)/徒歩遠足@千住旭公園(2,3歳児)/
徒歩遠足@ 土手(0,1歳児)/青空保育@千住旭公園

利用者アンケート終了/担任体育指導

担任体育指導

06日 商店街ツアー@八百屋昇鈴

担任のびのび指導

07日 担任音楽指導

担任のびのび指導

07日 担任音楽指導/歯科健診

商店街ツアー@八百屋昇鈴

人権チェック/園会議/徒歩遠足@千住旭公園(3,4
08日 歳児)/徒歩遠足@土手(0,1,2歳児)/徒歩遠足@汐
入公園(5歳児)

商店街ツアー@パン屋ボイン

園会議/徒歩遠足@土手(0,1,2歳児)/徒歩遠足@
08日 荒川ビジターセンター(3,4,5歳児)

担任体育指導

担任音楽指導
園会議/徒歩遠足@土手(0~5歳児)

09日

担任体育指導

担任音楽指導

09日

担任のびのび指導

10日

担任のびのび指導/自然体験(ビオトープづくり)

園会議/徒歩遠足@千住旭公園(0,1,2歳児)/徒歩遠足
@柳原千草園(3,4,5歳児)

10日

商店街ツアー@スーパー田中

11日 担任体育指導

商店街ツアー@八百屋昇鈴

11日 担任体育指導

山の日

12日 担任のびのび指導

地域交流(ごみゼロ運動)/担任音楽指導

12日 担任のびのび指導/自然体験(虫を見つけよう)

徒歩遠足@千住旭公園(0~5歳児)

担任体育指導

13日 商店街ツアー@八百屋昇鈴

写真販売/園会議/情報セキュリティチェック/避難
訓練

担任体育指導

13日 商店街ツアー@まつもとや織畑商店

避難訓練

担任のびのび指導/自然体験(玉ねぎの染め物体験)

14日 担任音楽指導

担任のびのび指導

14日 担任音楽指導

15日 写真販売/総合避難訓練

写真販売/商店街ツアー@八百屋昇鈴/避難訓練

15日 写真販売/避難訓練/銭湯（徒歩）@梅の湯

写真販売/担任体育指導

写真販売/担任音楽指導/避難訓練/食育体験(とうも
ろこしでポップコーンを作ろう)
銭湯（徒歩）@梅の湯

商店街ツアー@千住消防署旭町出張所/地域交流(交
通安全教室)

16日

担任体育指導

担任音楽指導/食育体験(梅で梅干しや梅ジュースを
作ろう)

16日 どろんこ祭り

担任のびのび指導

17日

担任のびのび指導

保護者懇談会/銭湯（徒歩）@梅の湯

17日

商店街ツアー@杉本青果店

18日 担任体育指導

商店街ツアー@トーフショップむさしや

18日 海の日

担任音楽指導/食育体験(夕涼みの夕食作り)

19日 担任のびのび指導

担任音楽指導/食育体験(みそ作り)

19日 担任のびのび指導

身体測定/銭湯（徒歩）@梅の湯

20日 商店街ツアー@肉のトキワヤ/身体測定

身体測定/銭湯（徒歩）@梅の湯

敬老の日

担任体育指導/身体測定

20日 商店街ツアー@杉本青果店/身体測定

担任のびのび指導/身体測定

担任音楽指導/食育体験(鰹節を削って出汁をと
21日 ろう)

担任のびのび指導

担任音楽指導/食育体験(夏やさいでカレー作り
21日 )

商店街ツアー@小松沢米店

22日 シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

内科健診(0~5歳児)/商店街ツアー@千住消防署旭
町出張所

22日 シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

担任体育指導

担任音楽指導
秋分の日

23日

担任体育指導

担任音楽指導

23日

担任のびのび指導

24日

担任のびのび指導

シニア交流@足立区日出デイサービスセンター/不
審者侵入訓練/保護者懇談会

24日

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@北千住郵便局

25日 担任体育指導

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@小松沢米店

25日 担任体育指導

利用者アンケート開始/担任音楽指導

26日 担任のびのび指導

担任音楽指導

26日 担任のびのび指導

シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@やりかけ団子
27日 かどや

シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

担任体育指導

担任体育指導

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@亀井畳内装/異
27日 世代交流(小学1年生と触れ合おう)

担任のびのび指導

28日 担任音楽指導

担任のびのび指導

28日 担任音楽指導

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@フラワーショップ
花神

29日 昭和の日

商店街ツアー@千住警察署

29日

担任体育指導

担任音楽指導

担任音楽指導

30日

担任のびのび指導

シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

31日

プール納め/商店街ツアー@まつもとや織畑商店/自
然体験(魚のつかみどり)

30日

担任体育指導
担任のびのび指導

10月

11月

月間 ヘチマたわしづくり月間
計画

自然物で制作

農業 植え付け：いちご、収穫：さつまいも
計画
01日

・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

北千住どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年10-3月版)
12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

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

縄跳びづくり

月間 こま回し月間
計画

芝滑り月間

感覚の違いを知ろう

収穫：ジャガイモ、大豆

植え付け：しいたけ、収穫：白菜

農業 収穫：大根、しいたけ
計画

植え付け：ラディッシュ

収穫：いちご、ラディッシュ

担任のびのび指導

担任音楽指導

01日 元日 年末年始休園

商店街ツアー@八百屋昇鈴

商店街ツアー@フラワーショップ花心

02日

商店街ツアー@八百屋昇鈴

バス遠足@晴：舎人公園、雨：足立区生物園(2~5歳
児)/徒歩遠足@土手(0,1歳児)/青空保育@千住旭公
園

02日 元日 振替休日 年末年始休園

担任音楽指導

担任音楽指導

03日 担任体育指導

文化の日

03日 年末年始休園

青空保育@千住旭公園

青空保育@千住旭公園

担任のびのび指導/異文化交流(海外のお客様を
04日 招こう)

青空保育@千住旭公園

04日 商店街ツアー@千住本氷川神社

05日 商店街ツアー@八百屋昇鈴

担任体育指導

05日 担任音楽指導

06日 担任音楽指導

担任のびのび指導

06日 移動水族館(0~5歳児)/青空保育@千住旭公園

担任体育指導

担任体育指導

07日 青空保育@千住旭公園

担任体育指導

商店街ツアー@八百屋昇鈴

07日

担任のびのび指導

担任のびのび指導

08日

担任のびのび指導/自然体験(集めよう秋の自然)

担任音楽指導

08日

商店街ツアー@トーフショップむさしや

商店街ツアー@フラワーショップアオキ

09日

商店街ツアー@亀井畳内装

園会議

09日 成人の日

担任音楽指導

担任音楽指導

10日 スポーツの日

担任音楽指導

10日 伝承行事(書道体験)/担任のびのび指導

徒歩遠足@土手（芝すべり大会）(0~5歳児)

11日 担任のびのび指導

園会議/徒歩遠足@千住旭公園(0,1歳児)/徒歩遠足@
千住龍田町防災ひろば(2~5歳児)/情報セキュリティ
チェック

徒歩遠足@スカイツリー(5歳児)/徒歩遠足@千住旭
公園(0,1歳児)/徒歩遠足@関屋公園(2,3,4歳児)

11日 商店街ツアー@千住神社

建国記念の日

12日 商店街ツアー@団子屋槍かけだんご

担任体育指導

12日 担任音楽指導

13日 担任音楽指導

担任のびのび指導

13日 5歳児)/徒歩遠足@河原町稲荷神社(4歳児)/徒歩遠足@白幡八幡神社(2,3歳

担任体育指導

担任体育指導

写真販売/園会議/徒歩遠足@ 仲町氷川神社(0,1歳児)/徒歩遠足@元宿神社(
児)

人権チェック/写真販売/園会議/徒歩遠足@東町
14日 公園(0,1,2歳児)/徒歩遠足@汐入公園(3,4,5歳児
)/避難訓練

担任体育指導

商店街ツアー@青山フラワーマーケット

14日 避難訓練

担任のびのび指導

担任のびのび指導/自然体験(コキアからほうき作り
)

15日

写真販売/担任のびのび指導/総合避難訓練

写真販売/担任音楽指導/避難訓練/食育体験(鶏を食
べよう)

15日

写真販売/商店街ツアー@スーパー田中/避難訓練

写真販売/商店街ツアー@杉本青果店/避難訓練

16日

内科健診(0~5歳児)/商店街ツアー@千住消防署旭
町出張所

銭湯（徒歩）@梅の湯

16日 担任体育指導

担任音楽指導/食育体験(みそ作り)

担任音楽指導/食育体験(畑の冬野菜で鍋作り)

17日 担任体育指導

担任音楽指導/食育体験(畑の野菜を使ってほうとう
作り)

17日

銭湯（徒歩）@梅の湯

銭湯（徒歩）@梅の湯

18日 担任のびのび指導

身体測定/銭湯（徒歩）@梅の湯

18日 商店街ツアー@足立市場

生活発表会

卒園式

担任のびのび指導/自然体験(土手に寝転がって
目をつぶろう)

19日 商店街ツアー@魚屋広正鮮魚店

担任体育指導

19日 担任音楽指導/食育体験(イカの解体)

20日 担任音楽指導/身体測定/食育体験(魚の解体)

担任のびのび指導/身体測定

20日 身体測定/銭湯（徒歩）@梅の湯

担任体育指導/身体測定

担任体育指導/身体測定

21日 銭湯（徒歩）@梅の湯

担任体育指導

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@足立郵便局

21日

担任のびのび指導

春分の日

22日 運動会

保護者懇談会/担任のびのび指導

担任音楽指導

22日

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@旭町郵便局（切手
購入）

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@北千住郵便局

23日

勤労感謝の日

シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

23日 担任体育指導

天皇誕生日

担任音楽指導

24日 担任体育指導

担任音楽指導

24日 担任のびのび指導

シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

25日 担任のびのび指導

シニア交流@足立区日出デイサービスセンター/不
審者侵入訓練/保護者懇談会

25日

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@大川町氷川神
社

内科健診(0歳児)/商店街ツアー@青果店平井フ
26日 ルーツ

担任体育指導

26日 担任音楽指導

27日 担任音楽指導

担任のびのび指導

27日 シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

担任体育指導

担任体育指導

担任のびのび指導

担任のびのび指導

28日 シニア交流@足立区日出デイサービスセンター

担任体育指導

商店街ツアー@マルイ

28日

29日

担任のびのび指導

年末年始休園

29日

商店街ツアー@八百屋昇鈴

30日

商店街ツアー@北千住駅東口交番

年末年始休園

30日 担任体育指導

担任音楽指導

年末年始休園

31日 伝承行事(こま回し大会)/担任のびのび指導

31日 担任体育指導

