4月

5月

6月

月間
計画
農業 植え付け：ほうれん草、収穫：きのこ
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

※チェック
点検行事表記

浦安どろんこ保育園_年間スケジュール(2022年4-9月版)

・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
植え付け：なす、収穫：青じそ

植え付け：米、さつまいも、収穫：ほうれん草

01日 担任のびのび指導

農業 植え付け：ジャガイモ、あずき、収穫：じゃが
計画 いも

植え付け：かいわれ大根、収穫：なす

植え付け：クローバー、水菜、収穫：米、かいわれ
大根

01日 プール開き/担任のびのび指導

商店街ツアー@とんかつ双葉

担任音楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/表現する体験(ボディペインティ
ング)

02日 入園式

商店街ツアー@セブンイレブン

担任音楽指導

02日

03日

憲法記念日

担任のびのび指導

03日

04日 商店街ツアー@フローリストカレン

みどりの日

04日 商店街ツアー@マクドナルド

担任音楽指導

05日 担任体育指導

こどもの日

05日 担任体育指導

担任のびのび指導

06日

担任のびのび指導

利用者アンケート終了/商店街ツアー@TSUTAYA

商店街ツアー@日産プリンス千葉

06日

担任体育指導

07日 担任音楽指導

担任体育指導

07日 担任音楽指導/伝承行事(七夕)

担任のびのび指導/食育体験(きのこの匂いや感
08日 触を経験する)

銭湯（バス）@仁岸湯

食育体験(ポテトチップスを作ろう)/担任のびの
08日 び指導

商店街ツアー@くすりの福太郎

食育体験(育てたお米を脱穀してみよう)/担任音楽
指導
伝承行事(お月見)/担任のびのび指導

09日

商店街ツアー@マルエツ/科学遊び@割れないシャ
ボン玉(1~5歳児)

担任音楽指導

09日

担任体育指導

10日

担任体育指導

食育体験(梅シロップ作り)/担任のびのび指導

10日

銭湯（バス）@仁岸湯

11日 商店街ツアー@金のKOKORO

銭湯（バス）@仁岸湯

商店街ツアー@金のKOKORO/科学遊び@マーカ
11日 ーで絵を描こう(2~5歳児)

山の日

12日 担任体育指導

担任音楽指導

12日 担任体育指導

担任のびのび指導/食育体験(夏野菜カレー
野菜を見つけられるかな？)

13日 徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~5歳児)

写真販売/避難訓練/食育体験(大葉を使ってふりかけ
作り)/担任のびのび指導

商店街ツアー@フローリストカレン

13日 銭湯（バス）@仁岸湯

避難訓練

14日 担任音楽指導

担任体育指導/内科健診

14日 担任音楽指導

15日 写真販売/総合避難訓練/担任のびのび指導

避難訓練/写真販売/徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~5
歳児)

15日 避難訓練/写真販売/担任のびのび指導

写真販売/商店街ツアー@卓球ショップオアシス

写真販売/避難訓練/担任音楽指導
担任のびのび指導/バス遠足@晴・雨：うらっこ広場
(5歳児)/徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~4歳児)

いくつ

商店街ツアー@リヨン/科学遊び@スライム作り(0
~5歳児)
担任体育指導
銭湯（バス）@仁岸湯

16日

商店街ツアー@シェ・タニ

担任音楽指導

16日

担任体育指導

17日

担任体育指導

担任のびのび指導

17日

徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~5歳児)

18日 商店街ツアー@福秀商店

徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~5歳児)

18日 海の日

担任音楽指導

19日 担任体育指導

担任音楽指導/課外田植え

19日 担任体育指導

身体測定/担任のびのび指導

20日 身体測定

身体測定/担任のびのび指導/課外田植え

敬老の日

身体測定/商店街ツアー@福秀商店

20日 身体測定/徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~5歳児)

身体測定/担任体育指導

21日 担任音楽指導

担任体育指導

21日 担任音楽指導

課外稲刈り

担任のびのび指導/園会議/シニア交流@こうゆう
22日 デイサービス/人権チェック/誕生会(0~5歳児)

銭湯（バス）@仁岸湯/歯科健診

園会議/シニア交流@こうゆうデイサービス/担
22日 任のびのび指導/誕生会(0~5歳児)

商店街ツアー@金のKOKORO/自然体験(水を使って
虹をつくろう)

保護者参加行事(あわ組懇親会)@保育園(0歳児)/シニア交流@ こうゆうデイ
サービス/園会議/担任音楽指導/青空保育@ 船の公園/誕生会(0~5歳児)/課外
稲刈り

秋分の日

23日

商店街ツアー@秋山サイクルプラザ店

担任音楽指導/青空保育@船の公園

23日 どろんこ祭り

科学遊び@布染め(2~5歳児)/担任体育指導

24日

担任体育指導

24日

銭湯（バス）@仁岸湯

商店街ツアー@浅田せんべい本舗/自然体験(春
25日 の草花を探しに行こう)

不審者侵入訓練/園会議/シニア交流@こうゆうデイ
サービス/担任のびのび指導/保護者懇談会/誕生会(
0~5歳児)

銭湯（バス）@仁岸湯

25日 商店街ツアー@セブンイレブン

利用者アンケート開始/担任音楽指導/青空保育@船
の公園

担任体育指導/科学遊び@牛乳パックで紙作り(
26日 1~5歳児)

担任音楽指導/青空保育@船の公園

26日 担任体育指導

シニア交流@こうゆうデイサービス/園会議/担任の
びのび指導/誕生会(0~5歳児)

27日

情報セキュリティチェック/シニア交流@こうゆうデイサービス/園会議/担任
のびのび指導/保護者参加行事(あわ組懇親会)(0歳児)/誕生会(0~5歳児)

商店街ツアー@日産プリンス千葉

自然体験(雨降り散歩)/商店街ツアー@浦安市消防
本部

27日 銭湯（バス）@仁岸湯

担任体育指導

28日 担任音楽指導/青空保育@船の公園

担任体育指導/科学遊び@アニマルライト作り(1~5
歳児)

28日 担任音楽指導/青空保育@船の公園

銭湯（バス）@仁岸湯/異文化交流(スリランカの人
と話をしよう)

29日 昭和の日

異文化交流(ネパールの人と話をしよう)

29日 担任のびのび指導

商店街ツアー@ほっともっと

担任音楽指導

担任音楽指導

30日

担任体育指導

担任のびのび指導

31日

プール納め

30日

商店街ツアー@マツモトキヨシ/地域交流(クリーン
大作戦)
担任体育指導/異世代交流(中学生と交流)

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

浦安どろんこ保育園_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：チューリップ、ネギ、収穫：水菜、
計画 あずき

植え付け：豆苗、収穫：クローバー、さつまいも、
ネギ

植え付け：豆苗、収穫：ジャガイモ、豆苗

農業 植え付け：菜の花、収穫：豆苗
計画

01日

担任体育指導

担任音楽指導

01日 元日 年末年始休園

担任のびのび指導

02日

植え付け：きのこ、収穫：菜の花

植え付け：青じそ、収穫：きのこ

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
伝承行事(ひなまつり)/担任のびのび指導

03日 商店街ツアー@乃が美

文化の日

03日 年末年始休園

伝承行事(節分)/担任のびのび指導

04日 担任体育指導

担任のびのび指導

04日

生活発表会

05日

商店街ツアー@フローリストカレン

05日 担任音楽指導

06日 担任音楽指導

担任体育指導

06日 担任のびのび指導

商店街ツアー@福秀商店

商店街ツアー@フローリストカレン

07日

担任体育指導

担任体育指導

07日 担任のびのび指導

商店街ツアー@マルエツ

08日

担任体育指導

担任音楽指導

08日

銭湯（バス）@仁岸湯

銭湯（バス）@仁岸湯/お店屋さんごっこ(0~5歳児
)

09日

銭湯（バス）@仁岸湯

食育体験(いろいろな麺に触れよう)/担任のびのび
指導

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 担任体育指導

担任のびのび指導/食育体験(いろいろな乳製品を調
べてバターを作ろう)

担任のびのび指導/食育体験(こめ組と作るカレー)

11日 担任体育指導

担任のびのび指導/食育体験(焼き芋を作ろう)

11日 銭湯（バス）@仁岸湯

建国記念の日

12日 銭湯（バス）@仁岸湯

商店街ツアー@セブンイレブン

12日 担任音楽指導

13日 担任音楽指導

担任体育指導

13日

写真販売/担任のびのび指導/食育体験(茹であず
きを作ろう)

商店街ツアー@マルエツ

商店街ツアー@泉銀

避難訓練/写真販売/担任のびのび指導/食育体験(
14日 出汁の味比べ 一番好きな味で味噌汁を作ろう)

商店街ツアー@ポニークリーニング/科学遊び@ホ
ウ砂の結晶(0~5歳児)

銭湯（バス）@仁岸湯

14日 避難訓練

担任体育指導

担任体育指導

15日

内科健診/写真販売/総合避難訓練/担任体育指導

写真販売/避難訓練/担任音楽指導

15日

写真販売/避難訓練

避難訓練/写真販売/徒歩遠足@船の公園(0歳児)/徒歩遠足@東京ディズニーリ
ゾート(4,5歳児)/徒歩遠足@浦安市消防本部(1歳児)/徒歩遠足@若潮公園(2,3歳児
)

16日

徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~5歳児)

担任のびのび指導

16日

担任音楽指導/青空保育@船の公園

担任音楽指導

17日 商店街ツアー@マクドナルド

担任音楽指導

17日 担任体育指導

バス遠足@晴・雨：うらっこ広場(5歳児)/担任のびのび指導/徒歩遠足@舞浜
公園(2歳児)/徒歩遠足@若潮公園(3,4歳児)/徒歩遠足@浦安公園(1歳児)/徒歩遠足
@しおかぜ緑道(0歳児)

担任のびのび指導

18日 担任体育指導

身体測定/担任のびのび指導

18日 徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~5歳児)

商店街ツアー@泉銀/科学遊び@重曹水(0~5歳
児)

卒園式

19日 徒歩遠足@しおかぜ緑道(0~5歳児)

商店街ツアー@マルエツ

19日 担任音楽指導

20日 身体測定/担任音楽指導

身体測定/担任体育指導

20日 身体測定/担任のびのび指導

身体測定/商店街ツアー@セブンイレブン

身体測定/商店街ツアー@マウンテン/科学遊び@消
えるビーズ(0~5歳児)

21日 担任のびのび指導

商店街ツアー@浦安市消防本部

異文化交流(イランの人と話をしよう)/徒歩遠足@し
おかぜ緑道(0~5歳児)

21日

担任体育指導

春分の日

22日 運動会

異世代交流(高校生と交流)/担任体育指導

青空保育@船の公園/担任音楽指導

22日

銭湯（バス）@仁岸湯

銭湯（バス）@仁岸湯

23日

勤労感謝の日

園会議/シニア交流@こうゆうデイサービス/担任の
びのび指導/誕生会(0~5歳児)

23日 商店街ツアー@乃が美

天皇誕生日

担任音楽指導/青空保育@船の公園

24日 商店街ツアー@幸楽苑

担任音楽指導/青空保育@船の公園

24日 担任体育指導

担任のびのび指導/シニア交流@こうゆうデイサー
ビス/誕生会(0~5歳児)

担任のびのび指導/シニア交流@こうゆうデイサー
ビス/誕生会(0~5歳児)

保護者懇談会/不審者侵入訓練/園会議/情報セキュリティチェック/シニア交
流@ こうゆうデイサービス/担任のびのび指導/誕生会(0~5歳児)

25日 銭湯（バス）@仁岸湯

25日

担任体育指導/科学遊び@キラキラ万華鏡作り(
0~5歳児)

26日 銭湯（バス）@仁岸湯

自然体験(落ち葉の色を探そう)/商店街ツアー@く
すりの福太郎

26日 担任音楽指導/青空保育@船の公園

27日 担任音楽指導/青空保育@船の公園

担任体育指導/科学遊び@バスボム作り(0~5歳児)

担任のびのび指導/シニア交流@こうゆうデイサ
27日 ービス/園会議/誕生会(0~5歳児)

商店街ツアー@浅田せんべい本舗/自然体験(氷を触
ってみよう)

商店街ツアー@セブンイレブン

商店街ツアー@秋山サイクルプラザ店

銭湯（バス）@仁岸湯

28日

担任体育指導/科学遊び@静電気(0~5歳児)

担任体育指導

29日

担任体育指導

年末年始休園

29日

30日

地域交流(クリーン大作戦)/歯科健診

年末年始休園

30日 商店街ツアー@日産プリンス千葉

担任音楽指導

年末年始休園

31日 担任体育指導

担任のびのび指導

28日

人権チェック/担任のびのび指導/園会議/シニア
交流@こうゆうデイサービス/誕生会(0~5歳児)

商店街ツアー@シェ・タニ/自然体験(秋の草花
31日 を探しにいこう)

