
中⽬⿊どろんこ保育園_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︓ミント・カモミール

01⽇ ⼊園式

02⽇

03⽇ 担任のびのび指導

04⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

05⽇ 担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

06⽇ 担任体育指導

07⽇
商店街ツアー@⽬⿊消防署中⽬⿊出張所/畑仕
事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農
園

08⽇

09⽇

10⽇ 担任のびのび指導

11⽇

12⽇ 担任⾳楽指導

13⽇ 内科健診(0歳児)/担任体育指導

14⽇

15⽇

16⽇

17⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(おにぎり作り)

18⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

19⽇ 担任⾳楽指導

20⽇

21⽇ 商店街ツアー@フラワーショップ花国/畑仕事・
移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

22⽇

23⽇

24⽇ 担任のびのび指導

25⽇

26⽇ 担任⾳楽指導/⾃然体験(春を探そう)

27⽇ 交通安全教室/シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼
⼈ホーム中⽬⿊/担任体育指導

28⽇ 商店街ツアー@祐天寺駅/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

29⽇ 昭和の⽇

30⽇

31⽇

5⽉

植え付け︓さつまいも・トマト・ピーマン・ナス・
きゅうり・⻘しそ・⾚しそ・オクラ／収穫︓ミン
ト・カモミール

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリ
ー農園

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（徒歩）@⼤塚湯

内科健診(0歳児)/担任体育指導

商店街ツアー@旬⼋⻘果店/園会議/情報セキュリテ
ィチェック/畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬
ファミリー農園

写真販売/担任のびのび指導/避難訓練/⾷育体験(み
そ作り)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導

担任体育指導

保護者懇談会/商店街ツアー@関商店/畑仕事・移動
保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/⾝体測定

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬⿊/
担任体育指導

商店街ツアー@⽬⿊警察署/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園/課外⽥植え

担任⾳楽指導/課外⽥植え

6⽉

収穫︓じゃがいも

担任体育指導

商店街ツアー@HACARI/畑仕事・移動保育（バス）
@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

内科健診(0~5歳児)/担任体育指導/⻭科健診

商店街ツアー@⽬⿊区⽴中⽬⿊駅前図書館/園会議/
畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

商店街ツアー@⽬⿊区⽴中⽬⿊駅前図書館/畑仕事・
移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導/⾷育体験(梅ジュース／梅⼲し作
り)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園/⾝体測定

担任⾳楽指導

シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬⿊/
担任体育指導
不審者侵⼊訓練/商店街ツアー@BOULANGERIE J
olly/畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファ
ミリー農園

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導/⾃然体験(梅⾬を知る)

担任体育指導

商店街ツアー@泡 a bu ku/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

7⽉
⽉間
計画
農業
計画

植え付け︓にんじん／収穫︓⻘しそ・⾚しそ

01⽇ プール開き

02⽇

03⽇ 担任のびのび指導

04⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

05⽇ 担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

06⽇ 担任体育指導

07⽇

08⽇

09⽇

10⽇ 担任のびのび指導

11⽇ 銭湯（徒歩）@⼤塚湯

12⽇ 担任⾳楽指導

13⽇ 内科健診(0歳児)/担任体育指導

14⽇
写真販売/商店街ツアー@りそな銀⾏/園会議/畑
仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園/避難訓練

15⽇

16⽇

17⽇ 海の⽇

18⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

19⽇ 担任⾳楽指導

20⽇

21⽇ 商店街ツアー@ペットの専⾨店コジマ/畑仕事・
移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

22⽇ どろんこ祭り

23⽇

24⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(夏みかんシロップ)
@ゼリー作り

25⽇ 銭湯（徒歩）@⼤塚湯

26⽇ 担任⾳楽指導

27⽇ シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬
⿊/担任体育指導

28⽇ 商店街ツアー@駄菓⼦屋/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

29⽇

30⽇

31⽇ 担任のびのび指導

8⽉

植え付け︓だいこん・ブロッコリー／収穫︓トマ
ト・ピーマン・ナス・きゅうり・オクラ

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

担任体育指導

商店街ツアー@⼤⿃神社/園会議/畑仕事・移動保育
（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導/異世代交流(⼩中⾼⽣インタビュ
ー)

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/担任体育指導

⼭の⽇

避難訓練

平和について考える「みんなちがって@みんない
い」/担任のびのび指導

写真販売/畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬
ファミリー農園

担任⾳楽指導

商店街ツアー@⼋幡神社/畑仕事・移動保育（バス）
@深沢７丁⽬ファミリー農園/⾝体測定

担任のびのび指導/⾷育体験(ケチャップ作り)

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導/⾃然体験(⽔の変化を知る)

シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬⿊/
担任体育指導
利⽤者アンケート開始/商店街ツアー@祐天寺/畑仕
事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農
園

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導

プール納め/担任体育指導

9⽉

植え付け︓ラディッシュ

商店街ツアー@⽬⿊区役所/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

利⽤者アンケート終了/畑仕事・移動保育（バス）
@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

担任体育指導

商店街ツアー@カトウロックサービス/園会議/畑仕
事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/担任体育指導

写真販売/商店街ツアー@⽬⿊寄⽣⾍館/畑仕事・移
動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/避難訓
練

運動会

敬⽼の⽇

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導/⾝体測定/⾷育体験(⿂の解体を⾒て
実際に⾷べる)

商店街ツアー@バイチャリ/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

秋分の⽇

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

地域交流(クリーン⼤作戦)/担任⾳楽指導

シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬⿊/担
任体育指導/課外稲刈り

商店街ツアー@ナンカ堂/畑仕事・移動保育（バス）
@深沢７丁⽬ファミリー農園/課外稲刈り

⼈権チェック/写真販売/商店街ツアー@sakanabacca/園会議/畑仕事・移動
保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/総合避難訓練

徒歩遠⾜@なべころ坂緑地公園(0歳児)/徒歩遠⾜@中⽬⿊区⽴三⾓⼭公
園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@⼤塚⼭公園(1,2歳児)/担任体育指導/⾝体測定

バス遠⾜@板橋区⽴教育科学館（⾬天決⾏）(3,4歳児)/徒歩遠⾜@なべころ坂
緑地公園(0歳児)/徒歩遠⾜@中⽬⿊しぜんとなかよし公園(1,2歳児)/担任⾳楽指
導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

写真販売/徒歩遠⾜@せせらぎ緑地公園(1,2歳児)/徒歩遠⾜@⼤塚⼭公園(0歳児)
/徒歩遠⾜@恵⽐寿南⼆公園(3,4,5歳児)/担任体育指導/避難訓練

保護者参加⾏事(七⼣まつり)@中⽬⿊どろんこ保育園(屋上)(0~5歳児)/商
店街ツアー@まいばすけっと/畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬
ファミリー農園

徒歩遠⾜@不動公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@⼋幡公園(0歳児)/徒歩遠⾜@
⽬⿊区⽴三⾓⼭公園(1,2歳児)/担任体育指導/⾝体測定

徒歩遠⾜@⼤塚⼭公園(0歳児)/徒歩遠⾜@恵⽐寿公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@⽬
⿊区⽴三⾓⼭公園(1,2歳児)/担任体育指導

徒歩遠⾜@東⼭⾙塚公園(5歳児)/徒歩遠⾜@⽬⿊区⽴三⾓⼭公園(1,2歳児)/徒歩
遠⾜@祐天寺(0歳児)/徒歩遠⾜@駒繋公園(3,4歳児)/担任体育指導



中⽬⿊どろんこ保育園_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︓かぶ／収穫︓ラディッシュ

01⽇

02⽇ 担任のびのび指導

03⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

04⽇ 担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

05⽇ 担任体育指導/異⽂化交流（異国交流）(韓国を
知ろう)

06⽇
⼈権チェック/商店街ツアー@オオゼキ/園会議/
畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリ
ー農園

07⽇

08⽇

09⽇ スポーツの⽇

10⽇ 銭湯（徒歩）@⼤塚湯

11⽇ 担任⾳楽指導

12⽇ 内科健診(0歳児)/担任体育指導

13⽇
写真販売/商店街ツアー@⽥村商店/畑仕事・移動
保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/避難
訓練

14⽇

15⽇

16⽇ 担任のびのび指導

17⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

18⽇ 担任⾳楽指導

19⽇

20⽇ 商店街ツアー@ニトリ/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/⾝体測定

21⽇

22⽇

23⽇ 担任のびのび指導/⾷育体験(ごはんをたべくら
べてみよう。)

24⽇ 銭湯（徒歩）@⼤塚湯

25⽇ 担任⾳楽指導/表現する体験(アート展)

26⽇ シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬
⿊/担任体育指導

27⽇ 商店街ツアー@クリーニング２４/畑仕事・移動
保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

28⽇

29⽇

30⽇ 担任のびのび指導

31⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

11⽉

収穫︓さつまいも・かぶ

担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

担任体育指導

⽂化の⽇

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導

内科健診(0~5歳児)/担任体育指導/⻭科健診

商店街ツアー@つどいこけし店/園会議/情報セキュ
リティチェック/畑仕事・移動保育（バス）@深沢７
丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

写真販売/担任⾳楽指導/総合避難訓練

保護者懇談会/商店街ツアー@ヤマト運輸/畑仕事・
移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導/⾝体測定/⾷育体験(⼲し野菜作
り)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導/⾃然体験(秋を探そう)

勤労感謝の⽇

不審者侵⼊訓練/商店街ツアー@ふじみかわや/畑仕
事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農
園

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬⿊/
担任体育指導

12⽉

収穫︓にんじん・ブロッコリー

商店街ツアー@ポルシェセンター/畑仕事・移動保育
（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリ
ー農園

担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

担任体育指導

商店街ツアー@東急バス/園会議/畑仕事・移動保育
（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

バス遠⾜@東寺尾どろんこ（⾬天決⾏）(2~5歳児)/
徒歩遠⾜@⽬⿊区⽴三⾓⼭公園(0,1歳児)/担任⾳楽
指導

内科健診(0歳児)/担任体育指導

写真販売/商店街ツアー@中⽬⿊弦楽器店/畑仕事・
移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/避難
訓練

担任のびのび指導/⾷育体験(ぬか漬け作り)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導/⾝体測定

担任体育指導

商店街ツアー@⽬⿊三郵便局/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬⿊/
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︓しいたけ／収穫︓しいたけ・だいこ
ん

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 商店街ツアー@東急ストア/畑仕事・移動保育
（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

06⽇

07⽇

08⽇ 成⼈の⽇

09⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

10⽇ 担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

11⽇ 伝承⾏事(茶道体験)/内科健診(0歳児)/担任体育
指導

12⽇
商店街ツアー@東京インドネシア共和国学校/園
会議/畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬フ
ァミリー農園

13⽇ 避難訓練

14⽇

15⽇ 写真販売/担任のびのび指導

16⽇ 銭湯（徒歩）@⼤塚湯

17⽇ 担任⾳楽指導

18⽇ 徒歩遠⾜@恵⽐寿公園(2~5歳児)/徒歩遠⾜@恵
⽐寿南⼆公園(0,1歳児)/担任体育指導

19⽇ 商店街ツアー@⽬⿊信⽤⾦庫/畑仕事・移動保育
（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/⾝体測定

20⽇

21⽇

22⽇ 担任のびのび指導

23⽇ 畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

24⽇ シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬
⿊/担任⾳楽指導

25⽇ 伝承⾏事(相撲体験)/担任体育指導/⾷育体験(ち
ゃんこ鍋作り)

26⽇ 商店街ツアー@マルエツ/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

27⽇

28⽇

29⽇ 担任のびのび指導

30⽇ 銭湯（徒歩）@⼤塚湯

31⽇ 担任⾳楽指導/⾃然体験(氷の変化を知る)

2⽉

植え付け︓じゃがいも

担任体育指導

商店街ツアー@旬⼋⻘果店/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/⾷育体験(恵⽅巻
作り)

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園

担任⾳楽指導/⾃然体験(焚⽕体験)/⻘空保育@なべ
ころ坂緑地公園

内科健診(0歳児)/担任体育指導

商店街ツアー@まいばすけっと/畑仕事・移動保育
（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

⽣活発表会

建国記念の⽇

建国記念の⽇ 振替休⽇

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

商店街ツアー@フラワーショップ花国/畑仕事・移動
保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園/⾝体測定

担任⾳楽指導

シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬⿊/
担任体育指導

天皇誕⽣⽇

担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

担任体育指導

3⽉

植え付け︓にんじん

商店街ツアー@⽬⿊消防署/畑仕事・移動保育（バ
ス）@深沢７丁⽬ファミリー農園

担任のびのび指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリ
ー農園

担任⾳楽指導/⻘空保育@なべころ坂緑地公園

担任体育指導

商店街ツアー@⽬⿊警察署（⾕⼾前地域安全センタ
ー）/畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミ
リー農園

語り継ごう「3.11東⽇本⼤震災」(3,4,5歳児)/担任
のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

内科健診(0歳児)/担任体育指導

写真販売/商店街ツアー@本橋⽶店/畑仕事・移動保
育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー農園/避難訓練

卒園式

担任のびのび指導/⾷育体験(⾃分たちで給⾷を考え
て準備しよう)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢７丁⽬ファミリー
農園/⾝体測定

春分の⽇

徒歩遠⾜@中⽬⿊公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@⻄郷⼭
公園(2~5歳児)/担任体育指導

商店街ツアー@恵⽐寿駅/畑仕事・移動保育（バス）
@深沢７丁⽬ファミリー農園

卒園遠⾜@卒園児が相談(5歳児)/担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@⼤塚湯

担任⾳楽指導

シニア交流@⽬⿊区⽴特別養護⽼⼈ホーム中⽬⿊/
担任体育指導

商店街ツアー@リベラ/畑仕事・移動保育（バス）@
深沢７丁⽬ファミリー農園

徒歩遠⾜@恵⽐寿南⼆公園(2,3歳児)/徒歩遠⾜@⽬⿊区⽴三⾓⼭公園(0,1
歳児)/徒歩遠⾜@⽬⿊天空公園(4,5歳児)/担任体育指導

徒歩遠⾜@不動公園(1,2歳児)/徒歩遠⾜@世⽥⾕区⽴こどもの広場公園(3,4,5歳
児)/徒歩遠⾜@油⾯公園(0歳児)/担任体育指導

写真販売/徒歩遠⾜@不動公園(2歳児)/徒歩遠⾜@世⽥⾕公園プレイパーク(3,4,
5歳児)/徒歩遠⾜@⽬⿊清掃⼯場緩衝緑地(0,1歳児)/担任体育指導/避難訓練


