
武蔵野どろんこ保育園_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︓オクラ・トマト・枝⾖

01⽇ ⼊園式

02⽇

03⽇ 担任のびのび指導

04⽇ 担任⾳楽指導

05⽇

06⽇ 担任体育指導

07⽇ 商店街ツアー@桜堤交番

08⽇

09⽇

10⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(味噌作り)

11⽇ 担任⾳楽指導

12⽇ 内科健診(0歳児)/⻘空保育@おおぞら公園

13⽇ 担任体育指導

14⽇ 商店街ツアー@武蔵野桜堤郵便局/総合避難訓
練

15⽇

16⽇

17⽇ 担任のびのび指導/⾃然体験(春の花探し)

18⽇ 担任⾳楽指導

19⽇ 徒歩遠⾜@さつき公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@つつ
じ公園(2歳児)/徒歩遠⾜@古瀬公園(3,4,5歳児)

20⽇ シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導/⾝体
測定

21⽇ ⼈権チェック/商店街ツアー@⻄東京市消防署⽥
無出張所/園会議

22⽇

23⽇

24⽇ 写真販売/担任のびのび指導

25⽇ 担任⾳楽指導

26⽇

27⽇ 担任体育指導

28⽇ 商店街ツアー@コーナンPRO

29⽇ 昭和の⽇

30⽇

31⽇

5⽉

植え付け︓かぶ・きゅうり・さつまいも／収穫︓ほ
うれん草

担任のびのび指導

伝承⾏事(端午の節句)/担任⾳楽指導

憲法記念⽇

みどりの⽇

こどもの⽇

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育@おおぞら公園/⾷
育体験(味噌汁作り)

うさぎと遊ぼう(0,1,2歳児)/担任体育指導

商店街ツアー@あみの⻭科

担任のびのび指導/避難訓練

内科健診(0~5歳児)

シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導

商店街ツアー@サミット/園会議/地域交流(交通安全
教室)/情報セキュリティチェック/⾝体測定

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

写真販売/担任体育指導/課外⽥植え

商店街ツアー@新町児童館/課外⽥植え

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

6⽉

収穫︓⼤根・ピーマン・なす・トマト

担任体育指導/異世代交流(放課後デイ交流)

商店街ツアー@ウェルパーク/⾃然体験(かたつむり
探し)

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@庚申湯

担任体育指導

保護者懇談会/商店街ツアー@関東マツダ

担任のびのび指導/⾷育体験(梅⼲し・梅ジュース作
り)

担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育
@おおぞら公園

シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導/避難訓練

どろんこ押し相撲/商店街ツアー@セブンイレブン/
園会議

担任のびのび指導

担任⾳楽指導/⻭科健診/⻭科健診(0~5歳児)/⾝体
測定

徒歩遠⾜@さつき公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@丸太公
園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@桜堤遊歩道(2歳児)

担任体育指導

不審者侵⼊訓練/写真販売/商店街ツアー@つむぎ武
蔵野ルーム

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

担任体育指導

商店街ツアー@内⽥産業

7⽉
⽉間
計画
農業
計画

植え付け︓⼩⾖・ネギ／収穫︓ジャガイモ・⼈
参・枝⾖・かぶ

01⽇ プール開き

02⽇

03⽇ 担任のびのび指導

04⽇ 担任⾳楽指導

05⽇
内科健診(0歳児)/異⽂化交流（異国交流）(イ
ンドの⼈と話してみよう)/銭湯（バス）@庚申
湯

06⽇ 担任体育指導

07⽇ 伝承⾏事(七⼣)/商店街ツアー@⻄東京消防署⽥
無出張所

08⽇

09⽇

10⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(ケチャップ作り)

11⽇ 担任⾳楽指導/表現する体験(南中ソーランを踊
ってみよう)

12⽇ 銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育@おおぞら公
園

13⽇ 担任体育指導

14⽇ 商店街ツアー@マクドナルド/避難訓練

15⽇

16⽇

17⽇ 海の⽇

18⽇ 頭を守る転び⽅を知ろう(0~5歳児)/担任⾳楽
指導

19⽇
徒歩遠⾜@おおぞら公園(2歳児)/徒歩遠⾜@さつ
き公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@独歩の森(3,4,5歳
児)

20⽇ シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導/⾝体
測定

21⽇ 商店街ツアー@たかはしクリーニング店/園会
議

22⽇

23⽇

24⽇ 担任のびのび指導

25⽇ 写真販売/担任⾳楽指導

26⽇

27⽇ 担任体育指導

28⽇ 商店街ツアー@星⼯務店

29⽇

30⽇

31⽇ 担任のびのび指導

8⽉

収穫︓オクラ・きゅうり

担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/銭湯（バス）@庚申湯

担任体育指導

商店街ツアー@つむぎ武蔵野ルーム

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育@おおぞら公園

担任体育指導/⾷育体験(夏野菜カレー作り)

⼭の⽇

避難訓練

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

徒歩遠⾜@おおぞら公園(2歳児)/徒歩遠⾜@さつき
公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@独歩の森(3,4,5歳児)

シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導

商店街ツアー@名古屋モータース/園会議/⾝体測定

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

⾃然体験(草⽊を使って染め物体験)

担任体育指導

写真販売/利⽤者アンケート開始/商店街ツアー@コ
ーナンPRO

どろんこ祭り

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

プール納め/担任体育指導

9⽉

植え付け︓⽟ねぎ・⼤根

ボディペイント(0~5歳児)/商店街ツアー@⻄東京
消防署⽥無出張所

担任のびのび指導

利⽤者アンケート終了/担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/銭湯（バス）@庚申湯

担任体育指導

商店街ツアー@サミット・コジマ

担任のびのび指導/⾷育体験(おにぎり作り)

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育@おおぞら公園

担任体育指導

商店街ツアー@武蔵野桜堤郵便局/園会議/避難訓練

敬⽼の⽇

担任⾳楽指導

徒歩遠⾜@つつじ公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@丸太公
園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@桜堤遊歩道(2歳児)/⾝体
測定

シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導

商店街ツアー@新町児童館

秋分の⽇

写真販売/地域交流(交通安全教室)/担任のびのび指
導

担任⾳楽指導/課外稲刈り

課外稲刈り

担任体育指導/⾃然体験(天体観測)

商店街ツアー@あみの⻭科/⾃然体験(お⽉⾒)

運動会

バス遠⾜@晴︓浅間⼭公園 ⾬︓ガスミュージアム（⼩平市）(5歳児)/徒歩
遠⾜@おおぞら公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@りす公園(2歳児)/徒歩遠⾜@⼩⾦井公
園(3,4歳児)/担任⾳楽指導



武蔵野どろんこ保育園_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 担任のびのび指導

03⽇ 担任⾳楽指導

04⽇ 内科健診(0歳児)/銭湯（バス）@庚申湯

05⽇ 担任体育指導

06⽇ 商店街ツアー@ウェルパーク

07⽇

08⽇

09⽇ スポーツの⽇

10⽇ 担任⾳楽指導/⾷育体験(ぬか床作り)

11⽇ 銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育@おおぞら公
園

12⽇ 担任体育指導

13⽇ 商店街ツアー@⻄東京消防署⽥無出張所/避難
訓練

14⽇

15⽇

16⽇ 担任のびのび指導

17⽇ 担任⾳楽指導

18⽇
徒歩遠⾜@おおぞら公園(1,2歳児)/徒歩遠⾜@古
瀬公園(0歳児)/徒歩遠⾜@⼩⾦井公園(3,4,5歳
児)

19⽇ シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導

20⽇ ⼈権チェック/商店街ツアー@A&A⻄東京スポー
ツセンター/園会議/⾝体測定

21⽇

22⽇

23⽇ 担任のびのび指導

24⽇ 担任⾳楽指導

25⽇ 写真販売

26⽇ 担任体育指導

27⽇ 商店街ツアー@セブンイレブン

28⽇

29⽇

30⽇ 担任のびのび指導

31⽇ 担任⾳楽指導

11⽉

収穫︓⼩⾖

銭湯（バス）@庚申湯

担任体育指導

⽂化の⽇

担任のびのび指導/⾃然体験(どんぐりで遊ぼう)

担任⾳楽指導

内科健診(0~5歳児)/銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保
育@おおぞら公園

地域交流(三鷹どろんこ交流)/担任体育指導

保護者懇談会/商店街ツアー@内⽥産業/⾷育体験
(バター作り)

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

徒歩遠⾜@くぬぎ公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@三鷹⾞
両センター(4,5歳児)/徒歩遠⾜@⼩⾦井公園(2,3歳
児)/総合避難訓練

シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導

商店街ツアー@上向台⼩学校/園会議/情報セキュリ
ティチェック

担任のびのび指導/⾝体測定

担任⾳楽指導

地域交流(勤労感謝の気持ちを届けよう)

勤労感謝の⽇

不審者侵⼊訓練/写真販売/商店街ツアー@スターバ
ックスコーヒー

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

表現する体験(楽器作り)

担任体育指導

12⽉

収穫︓⼤根

商店街ツアー@つむぎ武蔵野ルーム/⾃然体験(焚き
⽕体験)

ヨガをやってみよう/担任のびのび指導

雑⼱作り(5歳児)/担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/銭湯（バス）@庚申湯

担任体育指導

商店街ツアー@星⼯務店

担任のびのび指導/⾷育体験(うどん作り)

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育@おおぞら公園

担任体育指導

商店街ツアー@マクドナルド/園会議/避難訓練

担任のびのび指導

⾝体測定

シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導

商店街ツアー@たかはしクリーニング店/⾃然体験
(ゆず湯体験)

クリスマス会(0~5歳児)/写真販売/担任のびのび指
導

伝承⾏事(おせちを知ろう)/担任⾳楽指導

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︓ネギ

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 伝承⾏事(書初め体験)/商店街ツアー@⽥無神
社

06⽇

07⽇

08⽇ 成⼈の⽇

09⽇ 担任⾳楽指導

10⽇ 銭湯（バス）@庚申湯/⾷育体験(切り⼲し⼤根
作り)

11⽇ 担任体育指導

12⽇ 商店街ツアー@名古屋モータース

13⽇ 避難訓練

14⽇

15⽇ 担任のびのび指導

16⽇ 担任⾳楽指導

17⽇ 内科健診(0歳児)/銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保
育@おおぞら公園

18⽇ シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導

19⽇ 商店街ツアー@コーナンPRO/園会議/⾝体測定

20⽇

21⽇

22⽇ 担任のびのび指導

23⽇ 担任⾳楽指導

24⽇
徒歩遠⾜@もみじ⼭公園(2,3歳児)/徒歩遠⾜@境
緑道(0,1歳児)/徒歩遠⾜@⼩⾦井公園（江⼾東京
たてもの園）(4,5歳児)

25⽇ 写真販売/担任体育指導

26⽇ 商店街ツアー@武蔵野桜堤郵便局

27⽇ ⽣活発表会

28⽇

29⽇ 担任のびのび指導

30⽇ 担任⾳楽指導

31⽇

2⽉

植え付け︓ショウガ

担任体育指導

伝承⾏事(節分)/商店街ツアー@くるまやラーメン

担任のびのび指導

茶道体験(3,4,5歳児)/担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/銭湯（バス）@庚申湯

担任体育指導

商店街ツアー@⻄東京消防署⽥無出張所

建国記念の⽇

建国記念の⽇ 振替休⽇

担任⾳楽指導/⾷育体験(いわしの⼿開き)

銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育@おおぞら公園

シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導/避難訓練

商店街ツアー@新町児童館

担任のびのび指導

担任⾳楽指導/⾝体測定

写真販売/担任体育指導

天皇誕⽣⽇

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

⾃然体験(⽕起こし体験)

担任体育指導

3⽉

植え付け︓⼩松菜

伝承⾏事(ひな祭り)/商店街ツアー@あみの⻭科

担任のびのび指導

担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/銭湯（バス）@庚申湯

担任体育指導

商店街ツアー@桜堤交番

担任のびのび指導/⾷育体験(⾚飯作り)

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@庚申湯/⻘空保育@おおぞら公園

担任体育指導

商店街ツアー@向台⼩学校/避難訓練

卒園式

担任のびのび指導

担任⾳楽指導/⾝体測定

春分の⽇

シニア交流@フローラ⽥無/担任体育指導

商店街ツアー@上向台⼩学校

写真販売/担任のびのび指導

担任⾳楽指導

担任体育指導

商店街ツアー@ウェルパーク

バス遠⾜@晴︓井の頭⾃然⽂化園 ⾬︓調布⾶⾏場(3歳児)/徒歩遠⾜@丸太
公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@⼩⾦井公園(2歳児)/徒歩遠⾜@梶野公園(4,5歳児)/担任
⾳楽指導

徒歩遠⾜@さつき公園(0歳児)/徒歩遠⾜@たけのこ公園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@
古瀬公園(1歳児)/徒歩遠⾜@堀合児童遊園(2,3歳児)

徒歩遠⾜@井の頭⾃然⽂化園(5歳児)/徒歩遠⾜@古瀬公園(0歳児)/徒歩遠⾜@
⼩⾦井公園（いこいの広場）(2,3,4歳児)/徒歩遠⾜@桜堤団地中央公園(1歳児)


