
和光どろんこ保育園_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︓ピーマン・きゅうり・トマト・オク
ラ・枝⾖／収穫︓⼩松菜

01⽇ ⼊園式

02⽇

03⽇ 担任⾳楽指導

04⽇

05⽇ 担任体育指導

06⽇ 担任のびのび指導

07⽇ 商店街ツアー@和光市駅前交番

08⽇

09⽇

10⽇ 担任⾳楽指導

11⽇

12⽇ 担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

13⽇ 総合避難訓練/担任のびのび指導

14⽇ 商店街ツアー@和光市駅

15⽇

16⽇

17⽇ 担任⾳楽指導/⾷育体験(おにぎり作り)

18⽇
徒歩遠⾜@せせらぎ公園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@上
⾕津公園(3歳児)/徒歩遠⾜@柿ノ⽊坂児童公園
(0,1,2歳児)

19⽇ 担任体育指導

20⽇ ⾝体測定/担任のびのび指導

21⽇ 商店街ツアー@坂下ショッピングセンター

22⽇

23⽇

24⽇ 写真販売/担任⾳楽指導

25⽇

26⽇ 担任体育指導

27⽇ 担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

28⽇ 園会議/商店街ツアー@フードショップ向原/⼈
権チェック

29⽇ 昭和の⽇

30⽇

31⽇

5⽉

植え付け︓なす・さつまいも／収穫︓⽔菜・ほうれ
ん草

担任⾳楽指導

憲法記念⽇

みどりの⽇

こどもの⽇

担任⾳楽指導

シニア交流@⽇⽣オアシス和光/担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@リトルベアー

避難訓練/担任⾳楽指導

課外⽥植え

課外⽥植え/担任体育指導

担任のびのび指導/⾃然体験(⾃然物を使って⾊⽔遊
び)

⾝体測定/商店街ツアー@グリーンルームフラワー
ズ

⾷育体験(ほうれん草と⼩松菜の違いを知って味わ
おう)/担任⾳楽指導
徒歩遠⾜@広沢原児童公園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@柿
ノ⽊坂児童公園(0,1,2歳児)/徒歩遠⾜@せせらぎ公
園(3歳児)

担任体育指導

写真販売/担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

情報セキュリティチェック/園会議/商店街ツアー@
アグリパーク

担任⾳楽指導

担任体育指導

6⽉

収穫︓なす

担任のびのび指導

商店街ツアー@成城⽯井

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@⾼橋畳店/保護者懇談会

担任⾳楽指導

担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

避難訓練/担任のびのび指導

保護者懇談会/商店街ツアー@東林寺/内科健診

担任⾳楽指導/⾷育体験(梅ジュース作り)

担任体育指導

担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

不審者侵⼊訓練/写真販売/⻭科健診/商店街ツアー
@陶遊⼯房/園会議

担任⾳楽指導

担任体育指導/伝承⾏事(相撲をとろう)

担任のびのび指導

商店街ツアー@パパピニョル

7⽉
⽉間
計画
農業
計画

収穫︓⾚しそ・枝⾖

01⽇ プール開き

02⽇

03⽇ 担任⾳楽指導

04⽇ ⾃然体験(⾃然物を使って染物)

05⽇ 銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

06⽇ 担任のびのび指導

07⽇ 商店街ツアー@和光郵便局/表現する体験(ボデ
ィペインティング)

08⽇

09⽇

10⽇ 担任⾳楽指導

11⽇

12⽇ 担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

13⽇ 担任のびのび指導

14⽇ 避難訓練/商店街ツアー@⻘⼭フラワーマーケ
ット

15⽇

16⽇

17⽇ 海の⽇

18⽇ 徒歩遠⾜@川遊び(4,5歳児)/徒歩遠⾜@川遊び
(0,1,2,3歳児)

19⽇ 担任体育指導

20⽇ ⾝体測定/担任のびのび指導

21⽇ 商店街ツアー@いなげや/園会議

22⽇

23⽇

24⽇ 担任⾳楽指導/⾷育体験(梅ゼリー作り)

25⽇ 写真販売

26⽇ 担任体育指導

27⽇ 担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

28⽇ 商店街ツアー@セブンイレブン

29⽇ どろんこ祭り

30⽇

31⽇ 担任⾳楽指導

8⽉

植え付け︓ジャガイモ・⼈参／収穫︓トマト

銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

担任のびのび指導/異世代交流(卒園児と遊ぼう)

商店街ツアー@⽯⽥⾦物店

担任⾳楽指導

担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

担任のびのび指導

⼭の⽇

担任⾳楽指導

徒歩遠⾜@柿の⽊坂児童公園(0~5歳児)

担任体育指導

担任のびのび指導

⾝体測定/商店街ツアー@堀江駄菓⼦屋

担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

利⽤者アンケート開始/写真販売/商店街ツアー@和
光市図書館/園会議

担任⾳楽指導/⾷育体験(ケチャップ作り)@トマト
ジュース作り

避難訓練

担任体育指導

プール納め/担任のびのび指導

9⽉

落ち葉でスタンプ⽉間

植え付け︓⽟ねぎ・⼩かぶ／収穫︓ピーマン・きゅ
うり・オクラ

商店街ツアー@サミットストア

担任⾳楽指導

利⽤者アンケート終了/⾃然体験(落ち葉でスタン
プ)

銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@365アニバーサリー

担任⾳楽指導/⾷育体験(ピザ作り)

担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

課外稲刈り/担任のびのび指導

避難訓練/課外稲刈り/商店街ツアー@イトーヨーカ
ドー

敬⽼の⽇

徒歩遠⾜@⽔久保公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@柿の
⽊坂児童公園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@外環C広場(2歳
児)

⾝体測定/担任体育指導/交通安全教室

担任のびのび指導

商店街ツアー@新倉造園/園会議

秋分の⽇

写真販売/担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

商店街ツアー@ふるさと⺠家園

⾝体測定/徒歩遠⾜@外環C広場(0,1,2歳児)/バス遠⾜@光が丘公園(⾬天中⽌)(5
歳児)/徒歩遠⾜@松の⽊島公園(3,4歳児)



和光どろんこ保育園_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︓⼤根／収穫︓⼈参・さつまいも

01⽇

02⽇ 担任⾳楽指導

03⽇

04⽇ 銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

05⽇ 担任のびのび指導

06⽇ 商店街ツアー@和光市消防署

07⽇

08⽇

09⽇ スポーツの⽇

10⽇

11⽇ 担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

12⽇ 担任のびのび指導

13⽇ 避難訓練/商店街ツアー@新倉⼩学校

14⽇ 運動会

15⽇

16⽇ 担任⾳楽指導

17⽇

18⽇ 担任体育指導

19⽇ 担任のびのび指導

20⽇ ⾝体測定/⼈権チェック/商店街ツアー@カイン
ズホーム/園会議

21⽇

22⽇

23⽇ 担任⾳楽指導/⾷育体験(⿂をさばいて⾷べよ
う)

24⽇

25⽇ 写真販売/担任体育指導/地域交流(近隣保育園
と遊ぼう)

26⽇ 担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

27⽇ 商店街ツアー@太郎寿司

28⽇

29⽇

30⽇ 担任⾳楽指導

31⽇

11⽉

植え付け︓ソラマメ

銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

担任のびのび指導

⽂化の⽇

担任⾳楽指導

⾃然体験(秋を探しに)/⾃然体験(⼭登り)

担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

担任のびのび指導

内科健診/商店街ツアー@⽯⽥⾦物店/保護者懇談会

担任⾳楽指導

担任体育指導

総合避難訓練/担任のびのび指導

商店街ツアー@陶遊⼯房/保護者懇談会

⾝体測定/担任⾳楽指導/⾷育体験(焚き⽕で焼き芋)

担任体育指導

勤労感謝の⽇

不審者侵⼊訓練/写真販売/商店街ツアー@和光市郵
便局/園会議/情報セキュリティチェック

担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

12⽉

植え付け︓しいたけ／収穫︓ジャガイモ・⼤根

商店街ツアー@和光市駅

担任⾳楽指導

相撲をとろう(0~5歳児)

銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@ファミリーマート

担任⾳楽指導

担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

担任のびのび指導

避難訓練/商店街ツアー@いなげや/異⽂化交流（異
国交流）(中国を学ぼう)

担任⾳楽指導/⾷育体験(味噌の⾷べ⽐べ)

徒歩遠⾜@朝霞の森(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@桜坂公
園(0,1歳児)/徒歩遠⾜@ふたば公園(2歳児)

⾝体測定/担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@パパピニョル/園会議

写真販売/担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

年末年始休園

年末年始休園

年末年始休園

1⽉
⽉間
計画

正⽉遊びに触れよう⽉間

農業
計画

収穫︓しいたけ・⼩かぶ

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 担任のびのび指導

05⽇ 商店街ツアー@氷川神社

06⽇

07⽇

08⽇ 成⼈の⽇

09⽇ 伝承⾏事(正⽉遊びを知ろう)

10⽇ 銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

11⽇ 担任のびのび指導

12⽇ 商店街ツアー@堀江駄菓⼦屋

13⽇ 避難訓練

14⽇

15⽇ 担任⾳楽指導

16⽇

17⽇ 担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

18⽇ 担任のびのび指導/⾃然体験(焚⽕で温まろう)

19⽇ ⾝体測定/商店街ツアー@ふるさと⺠家園

20⽇

21⽇

22⽇ 担任⾳楽指導/⾷育体験(たくあん作り)

23⽇

24⽇ 担任体育指導

25⽇ 写真販売/担任のびのび指導/⻘空保育@外環C
広場

26⽇ 商店街ツアー@ふるさと⺠家園/園会議

27⽇

28⽇

29⽇ 担任⾳楽指導

30⽇

31⽇ 担任体育指導

2⽉

収穫︓⽟ねぎ

担任のびのび指導

商店街ツアー@セリア/⾷育体験(恵⽅巻作り)

⽣活発表会

担任⾳楽指導

銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@⾼橋畳店

建国記念の⽇

建国記念の⽇ 振替休⽇

担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

避難訓練/担任のびのび指導

商店街ツアー@新倉造園

担任⾳楽指導

⾝体測定/徒歩遠⾜@⻘葉台公園(3,4,5歳児)/徒歩遠
⾜@桜坂公園(0歳児)/徒歩遠⾜@上⾕津公園(1,2歳
児)

担任体育指導

写真販売/担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

天皇誕⽣⽇

担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導

3⽉

植え付け︓⽔菜・ほうれん草・⼩松菜・⾚しそ

商店街ツアー@リトルベアー

担任⾳楽指導

⾃然体験(花を探そう押花体験)

銭湯（バス）@あずま湯/担任体育指導

担任のびのび指導

商店街ツアー@和光市駅前交番/卒園遠⾜@卒園児
が相談(5歳児)

担任⾳楽指導

担任体育指導/シニア交流@⽇⽣オアシス和光

担任のびのび指導

避難訓練/商店街ツアー@坂下ショッピングセンタ
ー

卒園式

担任⾳楽指導/⾷育体験(ほうとう作り)

⾝体測定/徒歩遠⾜@荒川の⼟⼿(3,4,5歳児)/徒歩遠
⾜@上⾕津公園(0,1,2歳児)

春分の⽇

担任のびのび指導

商店街ツアー@イトーヨーカドー

写真販売/担任⾳楽指導

担任体育指導

担任のびのび指導/⻘空保育@外環C広場

商店街ツアー@グリーンルームフラワーズ

徒歩遠⾜@根岸台⾃然公園(3,4,5歳児)/徒歩遠⾜@荒川の⼟⼿(0歳児)/徒歩
遠⾜@外環C広場(1歳児)/徒歩遠⾜@桜坂公園(2歳児)

徒歩遠⾜@樹林公園(4,5歳児)/徒歩遠⾜@外環C広場(0歳児)/徒歩遠⾜@上⾕津
公園(2歳児)/徒歩遠⾜@ふたば公園(3歳児)/徒歩遠⾜@柿の⽊坂湧⽔公園(1歳児
)

バス遠⾜@徳丸ヶ原公園（⾬天中⽌）(5歳児)/徒歩遠⾜@広沢公園(3,4歳
児)/徒歩遠⾜@桜広場(1,2歳児)/徒歩遠⾜@外環C広場(0歳児)


