※チェック
点検行事表記

中目黒どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)
4月

5月

6月

月間
計画

・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

・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

月間
計画

農業 植え付け：稲、ブロッコリースプラウト
計画

植え付け：さつまいも、トマト、青じそ、赤しそ、
きゅうり、バジル、収穫：ブロッコリースプラウト

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商
01日 店街ツアー@farvar（花屋）

植え付け：なす、オクラ、かぼちゃ、収穫：青じそ
、赤しそ、バジル

農業 植え付け：ホーム玉ねぎ、豆苗、収穫：きゅう
計画 り、オクラ

植え付け：レタス、かいわれ大根、ブロッコリー、
収穫：トマト、なす、豆苗

植え付け：大根、ネギ、収穫：稲、かいわれ大根、
かぼちゃ

青空保育@なべころ坂公園

プール開き/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7
01日 丁目農園/商店街ツアー@目黒寄生虫館

担任のびのび指導

担任体育指導
商店街ツアー@中目黒消防署/畑仕事・移動保育（
バス）@深沢7丁目農園

02日 入園式

担任のびのび指導

担任体育指導/地域交流(交通安全教室)

02日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導

03日

憲法記念日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
街ツアー@八幡神社/食育体験(魚の解体)/園会議

03日

青空保育@なべころ坂公園

04日 担任のびのび指導

みどりの日

04日 担任のびのび指導

担任体育指導

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深
05日 沢7丁目農園

こどもの日

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深
05日 沢7丁目農園

06日 青空保育@なべころ坂公園

商店街ツアー@宇野豆腐/畑仕事・移動保育（バス
）@深沢7丁目農園

商店街ツアー@sakana bacca/畑仕事・移動保育（
バス）@深沢7丁目農園/食育体験(絵本deクッキン
グ)/園会議

07日 担任体育指導
畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/園会
08日 議/人権チェック/商店街ツアー@関商店/食育体
験(野菜とふれ合おう)

利用者アンケート終了/担任のびのび指導

担任のびのび指導

06日 青空保育@なべころ坂公園

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

07日 担任体育指導/伝承行事(七夕まつり)

青空保育@なべころ坂公園

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
08日 街ツアー@ポルシェセンター目黒/食育体験(夏野
菜収穫祭)/園会議

担任のびのび指導/自然体験(染物体験)

担任体育指導

担任音楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@宇野豆腐/園会議/食育体験(魚の解体)

09日

担任のびのび指導

担任体育指導

09日

10日

担任音楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@東京インドネシア共和国学校

10日

11日 担任のびのび指導/自然体験(目黒川でお花見)

シニア交流@グループホームかがやき/青空保育@
なべころ坂公園

11日 担任のびのび指導

山の日

12日 担任音楽指導

担任体育指導

12日 担任音楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@旬八

担任のびのび指導

13日 シニア交流@グループホームかがやき

避難訓練/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街ツアー@目黒
警察署/写真販売/園会議/情報セキュリティチェック/食育体験(味噌づくり)

担任のびのび指導/自然体験(竹や木で箸作り)

シニア交流@グループホームかがやき/銭湯（徒
13日 歩）@大塚湯

避難訓練

担任音楽指導

担任音楽指導/内科健診(0~5歳児)/伝承行事(箸文
化の継承)

担任体育指導/徒歩遠足@伊勢脇公園(3,4,5歳児)
14日 /徒歩遠足@なべころ坂公園(0,1,2歳児)
写真販売/担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@大塚湯/シニア交流@グループホー
ムかがやき
避難訓練/担任体育指導/写真販売/徒歩遠足@なべこ
ろ坂公園(0,1,2歳児)/徒歩遠足@中目黒公園(3,4,5
歳児)
畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@目黒区役所

14日 担任体育指導
商店街ツアー@sakana bacca/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農

15日 園/総合避難訓練/写真販売/食育体験(調理室リモート見学会)

写真販売/歯科健診/避難訓練/銭湯（徒歩）@大塚湯
/シニア交流@グループホームかがやき

商店街ツアー@ヤマト運輸目黒センター/畑仕事
15日 ・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/避難訓練/
写真販売

16日

担任のびのび指導

担任体育指導/徒歩遠足@八幡公園(0,1歳児)/保護者懇談会/徒歩遠足@中目黒
公園(2歳児)/徒歩遠足@世田谷公園(3,4,5歳児)

16日 どろんこ祭り

17日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導/内科健診(0歳児)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@目黒国際交流協会/食育体験(梅仕事（梅ジ
ュース・梅干し）)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導/内科健診(0歳児)

17日

銭湯（徒歩）@大塚湯/シニア交流@グループホー
ムかがやき

18日 担任のびのび指導

銭湯（徒歩）@大塚湯

18日 海の日

担任体育指導/徒歩遠足@なべころ坂公園(0,1,2歳児
)/徒歩遠足@伊勢脇公園(3,4,5歳児)

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢
19日 7丁目農園/内科健診(0歳児)

担任体育指導/徒歩遠足@なべころ坂公園(0,1歳児)/
徒歩遠足@中目黒公園(2~5歳児)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担
19日 任音楽指導/内科健診(0歳児)

身体測定/商店街ツアー@目黒区民センター図書館/
畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園

20日 身体測定

身体測定/商店街ツアー@大鳥神社/畑仕事・移動保
育（バス）@深沢7丁目農園

徒歩遠足@なべころ坂公園(0,1,2歳児)/担任体育
21日 指導/徒歩遠足@中目黒公園(3,4,5歳児)

身体測定/担任のびのび指導

20日 身体測定

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

21日 担任体育指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商
22日 店街ツアー@旬八

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商
22日 店街ツアー@目黒区役所/食育体験(ケチャップづ
くり)

23日

担任のびのび指導

担任体育指導/保護者懇談会

23日

24日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導

不審者侵入訓練/畑仕事・移動保育（バス）@深沢
7丁目農園/商店街ツアー@目黒基地（自衛隊）

24日

25日 担任のびのび指導
畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担
26日 任音楽指導

担任体育指導/課外田植え

27日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@鏑木木材（株）/課外田植え

28日 担任体育指導

30日

担任のびのび指導
担任音楽指導

担任体育指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導

秋分の日 食育体験(こめ組食堂)

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢
26日 7丁目農園

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@目黒区民センター図書館

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

28日 担任体育指導

担任体育指導

担任のびのび指導

利用者アンケート開始/担任体育指導

27日 異世代交流(高校生インタビュー)

29日 昭和の日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導/身体測定/内科健診(0歳児)

25日 担任のびのび指導

担任のびのび指導

敬老の日

担任のびのび指導
担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

29日 商店街ツアー@祐天寺駅

担任のびのび指導

担任体育指導/課外稲刈り

30日

担任音楽指導

商店街ツアー@目黒警察署/課外稲刈り

31日

プール納め

10月

・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

中目黒どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年10-3月版)
11月

12月

月間
計画

・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

月間
計画

農業 植え付け：大豆もやし、収穫：さつまいも、ホ
計画 ーム玉ねぎ、ネギ

植え付け：大根、しいたけ、収穫：大豆もやし、ブ
ロッコリー

植え付け：ロケットースプラウト、収穫：レタス、
大根、しいたけ

農業 植え付け：小松菜、白ゴマスプラウト、収穫：
計画 ロケットースプラウト

植え付け：レタス、収穫：大根、小松菜

植え付け：ジャガイモ、収穫：白ゴマスプラウト

01日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導

担任体育指導

01日 元日 年末年始休園

青空保育@なべころ坂公園

青空保育@なべころ坂公園

02日

青空保育@なべころ坂公園/異文化交流(台湾からリ
ーホー)

商店街ツアー@目黒区民センター図書館/畑仕事・移
動保育（バス）@深沢7丁目農園

02日 元日 振替休日 年末年始休園

担任体育指導

担任体育指導

03日 担任のびのび指導

文化の日

03日 年末年始休園

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
街ツアー@まいばすけっと

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢
04日 7丁目農園

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
街ツアー@旬八/園会議/情報セキュリティチェック
/食育体験(干し野菜づくり)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
街ツアー@ナンカ堂/食育体験(恵方巻のはなし)

04日 青空保育@なべころ坂公園

担任のびのび指導

担任のびのび指導

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

05日 青空保育@なべころ坂公園

担任のびのび指導

05日 担任体育指導

06日 担任体育指導/食育体験(おこめ博士になろう)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
06日 街ツアー@上目黒天祖神社/園会議/食育体験(七
草粥のはなし)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
07日 街ツアー@守屋図書館/園会議/人権チェック/表
現する体験(子どもが見た世界)

担任のびのび指導

青空保育@なべころ坂公園

07日

08日

担任音楽指導

担任体育指導

08日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@目黒高校/食育体験(こめ組食堂)/園会議

09日 成人の日

担任体育指導

担任体育指導
畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街ツアー@X
flower
shop/食育体
験(こめ組食堂FINAL)/語り継ごう３・１１東日本大震災(3,4,5歳児)

09日
10日 スポーツの日

担任体育指導

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢
10日 7丁目農園

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@ダイソー

11日 担任音楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@八幡神社

11日 シニア交流@中目黒ホーム

建国記念の日

12日 シニア交流@グループホームかがやき
担任体育指導/徒歩遠足@八幡公園(0,1歳児)/徒
13日 歩遠足@世田谷公園(3,4,5歳児)/徒歩遠足@中目
黒公園(2歳児)
畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/避
14日 難訓練/商店街ツアー@sakana bacca/写真販売
15日 運動会
16日

担任のびのび指導
担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園/総合避難訓練/写真販売/内科健診(0~5歳児)/
内科健診
銭湯（徒歩）@大塚湯/歯科健診/シニア交流@グル
ープホームかがやき

担任のびのび指導/自然体験(焼き芋大会)

12日 担任体育指導

担任音楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/写
13日 真販売/商店街ツアー@田村商店/食育体験(もち
つき大会)

担任のびのび指導/自然体験(焚火体験)

担任のびのび指導

14日 避難訓練

担任音楽指導

担任音楽指導/内科健診(0歳児)

15日

避難訓練/写真販売/シニア交流@中目黒ホーム/銭湯
（徒歩）@大塚湯

写真販売/避難訓練/シニア交流@中目黒ホーム/銭湯
（徒歩）@大塚湯

シニア交流@グループホームかがやき/銭湯（徒歩
）@大塚湯
担任体育指導/避難訓練/写真販売/徒歩遠足@中目黒
公園(0,1,2歳児)/徒歩遠足@駒沢オリンピック公園(
3,4,5歳児)
畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@東京都インドネシア共和国学校

16日 担任のびのび指導

17日 担任のびのび指導/自然体験(お月見会)

担任体育指導/徒歩遠足@中目黒公園(0,1歳児)/保護者懇談会/徒歩遠足@伊勢
脇公園(2歳児)/徒歩遠足@林試の森公園(3,4,5歳児)

17日 担任音楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担
18日 任音楽指導/内科健診(0歳児)

身体測定/商店街ツアー@油面交番/畑仕事・移動保
育（バス）@深沢7丁目農園

18日 銭湯（徒歩）@大塚湯

19日 銭湯（徒歩）@大塚湯

担任のびのび指導

担任体育指導/徒歩遠足@油面公園(0,1,2歳児)/
19日 徒歩遠足@西郷山公園(3,4,5歳児)

20日 担任体育指導/身体測定

身体測定/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農
園/担任音楽指導/内科健診(0歳児)

20日

21日

商店街ツアー@旬八/畑仕事・移動保育（バス）
@深沢7丁目農園/食育体験(こめ組食堂)

担任のびのび指導

商店街ツアー@目黒消防署/身体測定/畑仕事・
移動保育（バス）@深沢7丁目農園

21日

22日

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

担任体育指導

22日

23日

勤労感謝の日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
街ツアー@本橋米店/食育体験(おせちの話)

23日 担任のびのび指導

24日 担任のびのび指導

担任体育指導/保護者懇談会

24日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
街ツアー@ネイティブフラワーイーダ/不審者侵入
訓練/食育体験(こめ組食堂)

25日

25日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担
任音楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担
任音楽指導/内科健診(0歳児)

担任体育指導/徒歩遠足@油面公園(0,1,2歳児)/徒歩
遠足@駒沢オリンピック公園(3,4,5歳児)
商店街ツアー@目黒消防局/畑仕事・移動保育（バス
）@深沢7丁目農園/食育体験(ちゃんこ鍋をつくろう
)

担任体育指導/徒歩遠足@ 世田谷公園(3,4,5歳児)/徒歩遠足@ 中目黒公園(0,1,2歳
児)/徒歩遠足@駒場野公園(4,5歳児)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店街
ツアー@sakana bacca

生活発表会

卒園式

担任のびのび指導/身体測定

担任のびのび指導/身体測定

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導/内科健診(0歳児)

春分の日

天皇誕生日

担任体育指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
街ツアー@フラワーショップ花国/食育体験(こめ組
食堂)

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商店
街ツアー@目黒四郵便局

26日

担任のびのび指導

26日 担任体育指導/伝承行事(相撲大会)

27日 担任体育指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/担任音
楽指導

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商
27日 店街ツアー@三和/食育体験(こめ組食堂)

担任のびのび指導

担任のびのび指導

28日

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁
目農園

28日

畑仕事・移動保育（バス）@深沢7丁目農園/商
店街ツアー@farvar（花屋）

担任のびのび指導
年末年始休園

29日

30日

年末年始休園

30日 担任のびのび指導

担任体育指導

31日 担任のびのび指導

年末年始休園

担任音楽指導/畑仕事・移動保育（バス）@深沢
31日 7丁目農園

商店街ツアー@関商店

29日

担任音楽指導

