
資料4①

プログラム ５歳児の動き 給食A 5歳担B 5歳担C 5歳担D 加配E 職員F 加配G 職員H 加配I 職員J 職員K 園長 看護師 ボラ
順次登園(各自の服装ですごす) 　
エプロン・三角巾を担任が集める

9:20 ≪大人のみ≫芋洗い準備 準備 準備 そら保育

9:30 野菜収穫クラス毎に野菜収穫

いも掘り 洗う・干す(やま→そら→うみ)
10:15
10:30 プール ★ ① ②
11:00 各自の部屋で食事(掃除なし)
13:30 午睡 ※大人は最終打ち合わせ(机　うみ・やま→そら1台づつ) ホール
14:30 布団カバーは外さない(5歳→そら押入れ／３・４→うみ・やま)

お泊まり会の染物Tシャツに着替える
14:50 汚れ物カゴ・ﾘｭｯｸｻｯｸを持ってホールに置いてそらへ

そらの３歳→うみ(安田)　そらの４歳→やま(若原)
15:00 始まりの会　ａｔそら ② ★会 ① M会  （会） S・S会 やま(会）会(交代)うみ(会) （会） 会 会

　参加職員紹介(1人一言ずつ) 写真
　写真撮影(お泊まりGごと、全体) 配膳 配膳

15:20 おやつ(そら)　※アレ配なし おやつ おやつ おやつ Mおやつ SSおやつ 写真
クラスごとの机で食べる
庭のテーブルセッティング(子どもはイスのみ運ぶ　そら→２６脚　やま→１９脚)
　エプロン・手洗い

15:50 クッキング クラスごとの机で作る クッキングクッキング★クッキングクッキング クッキング 写真
　刻み・米研ぎ ① ② 具運び

17:00 片付け かまど かまど 給食室へ

　汚れ物カゴにエプロン・三角巾を入れる セッティング
　靴を履き、上履きを歩廊に置き、庭を通ってホールへ

17:10 かまど火入れ

（煮込みを見る)
17:20 お風呂屋さん(ホールを脱衣所として利用) ★ ① ② セッティング 風呂店長 写真 風呂 セッティング

水着着用・シャンプーもする
要ドライヤーの女子から撤収を（１７：４０頃～）

水着脱水

17:55 完全撤収 配膳(運) 風呂片付け 配膳(運) 風呂片付け 配膳(運)

終わった子は、ホールで絵本・カプラ。 脱水
18:20 カレーパーティー　※アレ配慮なし 夕食 ② ★ ① 夕食 写真

　おかわりは自分で

19:00 ごちそうさま　・　排泄 夕食片付
ホール ホール ホール ホール ホール 探険準備 探険準備 片付け 洗い物 投薬 片づけ

洗い物
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資料4②

５歳児の動き 給食A 5歳担B 5歳担C 5歳担D 加配E 職員F 加配G 職員H 加配I 職員J 職員K 園長 看護師 ボラ
19:20

ファイ準備 ファイ準備

20:10 ボンﾌｧｲﾔｰ ★ ファイヤーファイヤー 探険片付け ﾌｧｲﾔｰ ﾌｧｲﾔｰ ﾌｧｲﾔｰ 火力調整

・エビカニクス ① ② ﾌｧｲﾔｰ (せ) (ま) (だ・し・は)

　・ともだちさんか 写真
　・おたんじょうづきのおともだち

20:25 シャワー(こぐま)＋歯磨き (Ｍ)+全体 (S)全体 (Ｓ・Ｈ)全体 シャワー ファイ片付け投薬 布団
こぐまの部屋で、服を脱ぎ、シャワー。
シャワー後、こぐまで服を着て、水分補給。
歯磨きをする。 麦茶をこぐまへ

21:00 布団に入る ホール ホール ホール お話 引き継ぎ
21:20 消灯
22:00 　　不寝番(職員F) 不寝番
0:00 　　不寝番(職員H) 不寝番
2:00 　　不寝番(職員J） 写真 不寝番
4:00 　　不寝番(職員K） 不寝番
6:00 起床 保育 保育 保育 給食室 保育(せ) 保育(ま)保育 洗濯 視診

　着替え・布団カバー外し 朝食準備 (だ・し・は) 給食室 給食室
　リュックサックの中に汚れ物を入れる
　リュックサック・布団カバー袋を歩廊に出す
　こぐまのへやで顔を洗う
リュックとシーツはホールへ

6:45 散歩(東小の西の道) 散歩② ★散歩 散歩① 配膳(運) 散歩 散歩 洗濯干し配膳(運) 配膳(運)

ホールに帰り、上履き履いてそらへ 朝食 写真
7:15 朝食(そらのへや)　※アレ配なし 片付 朝食② 朝食① ★朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食

片付け 保育(Ｓ) 保育(Ｍ)片付け ホール準備 片付け
8:10 終わりの会 会 親対応 ★ 会 写真

8:15 保護者集合(ホール)・荷物確認 親対応 ホール
8:30 歩廊を通って、グループごとに保護者と再会
9:00 反省会終了・退出 反省会 反省会 反省会 反省会 反省会 反省会 反省会 反省会 反省会 反省会

★は、その動きのリーダー。リーダーは、残って指示出し。　　　　　①②は、次の動きに移る順序。番号無しの方は、リーダーの指示に従う。

エプロンは、カゴに入れてまとめてＡＭそらへ。　　　　　水着とタオルは、布団干しを使用して、プール後に干す。

 ※　雨天プログラムは別紙参照

寝かしつけ 寝かしつけ

探険片付

※　別紙参照　★西田　　　【それぞれの部屋に用意する物は、2階和室に、それぞれの部屋ごとのカゴに入れて置いてあります】　写真は加藤

朝食

ﾌｧｲﾔｰ

探険


