
みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい 『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』 ①①①①

月 日 ２年 組 ばん 名前名前名前名前（ ）（ ）（ ）（ ）

みんな たのしい はんのお店 を 考えよう
かんが

じぶんの考え（こんなお店がいいなあ）

友だちの考えを メモしよう

こんなお店に きまったよ！

じぶんの考えを 話すことができましたか？じぶんの考えを 話すことができましたか？じぶんの考えを 話すことができましたか？じぶんの考えを 話すことができましたか？

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

友だちの考えで「いいなあ友だちの考えで「いいなあ友だちの考えで「いいなあ友だちの考えで「いいなあ」」」」「なるほど」と思ったところは どんなことですか。「なるほど」と思ったところは どんなことですか。「なるほど」と思ったところは どんなことですか。「なるほど」と思ったところは どんなことですか。
かんが おも

さんの

さんの



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい 『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』②②②②

月 日 ２年 組 ばん 名前名前名前名前（ ）（ ）（ ）（ ）

おみせおみせおみせおみせ作作作作りの けいかくを たてようりの けいかくを たてようりの けいかくを たてようりの けいかくを たてよう

じゅんびするもの（なにがいるかな？） やくわり（だれがするのかな？）

・あそぶもの（ ）

・あそぶもの（ ）

・あそぶもの（ ）

・あそぶもの（ ）

・あそぶもの（ ）

・かんばん

・

・

じぶんのやくわりで どんなことをするか 書きましょうじぶんのやくわりで どんなことをするか 書きましょうじぶんのやくわりで どんなことをするか 書きましょうじぶんのやくわりで どんなことをするか 書きましょう

じぶんのやくわりで つかうもの や もってくるものじぶんのやくわりで つかうもの や もってくるものじぶんのやくわりで つかうもの や もってくるものじぶんのやくわりで つかうもの や もってくるもの



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい 『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』

おみせおみせおみせおみせ作作作作りの けいかくりの けいかくりの けいかくりの けいかく （ ）組（ ）はん

じゅんびするもの（なにがいるかな？） やくわり（だれがするのかな？）

・あそぶもの（ ）

・あそぶもの（ ）

・あそぶもの（ ）

・あそぶもの（ ）

・あそぶもの（ ）

・かんばん

・

・

はんの「おみせ」の なまえ



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい 『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』 ③③③③

月 日 ２年 組 ばん 名前名前名前名前（ ）（ ）（ ）（ ）

おみせとうばんのために あそびかたを メモしておこうおみせとうばんのために あそびかたを メモしておこうおみせとうばんのために あそびかたを メモしておこうおみせとうばんのために あそびかたを メモしておこう！！！！

あそびかたあそびかたあそびかたあそびかた

おみせ作りを 友だちと手わけしたり、力を合わせたりして できましたか？おみせ作りを 友だちと手わけしたり、力を合わせたりして できましたか？おみせ作りを 友だちと手わけしたり、力を合わせたりして できましたか？おみせ作りを 友だちと手わけしたり、力を合わせたりして できましたか？

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

おみせ作りをして 思ったことを 書きましょう。おみせ作りをして 思ったことを 書きましょう。おみせ作りをして 思ったことを 書きましょう。おみせ作りをして 思ったことを 書きましょう。

おみせの とうばんを じょうずに できそうですか？おみせの とうばんを じょうずに できそうですか？おみせの とうばんを じょうずに できそうですか？おみせの とうばんを じょうずに できそうですか？

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』④-1④-1④-1④-1

月 日 ２年 組 ばん 名前名前名前名前（ ）（ ）（ ）（ ）

『ちょこっとフェスタ』を たのしもう

「おみせ」であそんだら・・・ ①①①①「「「「おきゃくさまカードおきゃくさまカードおきゃくさまカードおきゃくさまカード」」」」をををを書書書書くくくく ②②②②スタンプをもらうスタンプをもらうスタンプをもらうスタンプをもらう

２２２２年年年年１１１１組組組組のののの「「「「おみせおみせおみせおみせ」」」」 ２２２２年年年年２２２２組組組組のののの「「「「おみせおみせおみせおみせ」」」」

１ぱん ２はん １ぱん ２はん

３はん ４はん ３はん ４はん

５はん ６ぱん ５はん ６ぱん

７はん ８はん ７はん ８はん



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』 ④-2④-2④-2④-2

月 日 ２年 組 ばん 名前名前名前名前（ ）（ ）（ ）（ ）

「「「「ちょこっとフェスタちょこっとフェスタちょこっとフェスタちょこっとフェスタ」」」」の ふりかえりをしようの ふりかえりをしようの ふりかえりをしようの ふりかえりをしよう（（（（ひとりでひとりでひとりでひとりで））））

じぶんたちの「おみせ」で しっかり せつめいができましたか？じぶんたちの「おみせ」で しっかり せつめいができましたか？じぶんたちの「おみせ」で しっかり せつめいができましたか？じぶんたちの「おみせ」で しっかり せつめいができましたか？

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

ほかのはんの「おみせ」の人へ カードを 書くことが できましたか？ほかのはんの「おみせ」の人へ カードを 書くことが できましたか？ほかのはんの「おみせ」の人へ カードを 書くことが できましたか？ほかのはんの「おみせ」の人へ カードを 書くことが できましたか？
・ ・

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

ほかのはんのようすや もらったカードから 気づいたことを書きましょう。ほかのはんのようすや もらったカードから 気づいたことを書きましょう。ほかのはんのようすや もらったカードから 気づいたことを書きましょう。ほかのはんのようすや もらったカードから 気づいたことを書きましょう。

じぶんたちの「おみせ」でよかったところ

じぶんたちの「おみせ」をもっとよくしたいこと



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい 『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』

月 日 ２年 組（ ）（ ）（ ）（ ）はんはんはんはん「 」「 」「 」「 」
↑（おみせの名前）

「「「「ちょこっとフェスタちょこっとフェスタちょこっとフェスタちょこっとフェスタ」」」」の ふりかえりをしようの ふりかえりをしようの ふりかえりをしようの ふりかえりをしよう（（（（はんではんではんではんで））））
・ ・

もらったカードを はりましょうもらったカードを はりましょうもらったカードを はりましょうもらったカードを はりましょう。。。。

はんの「おみせ」で「もっとよくしたいこと」は、なんですか？はんの「おみせ」で「もっとよくしたいこと」は、なんですか？はんの「おみせ」で「もっとよくしたいこと」は、なんですか？はんの「おみせ」で「もっとよくしたいこと」は、なんですか？
・ ・

「「「「もっとよくしたいこともっとよくしたいこともっとよくしたいこともっとよくしたいこと」」」」にににに，，，，つかうものや よういするものを話し合って書きましょうつかうものや よういするものを話し合って書きましょうつかうものや よういするものを話し合って書きましょうつかうものや よういするものを話し合って書きましょう。。。。



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい 『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』 ⑤⑤⑤⑤

月 日 ２年 組 ばん 名前名前名前名前（ ）（ ）（ ）（ ）

「「「「おみせおみせおみせおみせ」」」」をパワーアップをパワーアップをパワーアップをパワーアップ！！！！

「おみせ」のパワーアップを 考えることが できましたか？「おみせ」のパワーアップを 考えることが できましたか？「おみせ」のパワーアップを 考えることが できましたか？「おみせ」のパワーアップを 考えることが できましたか？

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

「おみせ」のパワーアップに きょうりょく できましたか？「おみせ」のパワーアップに きょうりょく できましたか？「おみせ」のパワーアップに きょうりょく できましたか？「おみせ」のパワーアップに きょうりょく できましたか？

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

あしたの おみせのとうばんは・・・ はじめ あと
（○でかこみましょう）

はんの「おみせ」の あそびかた を たしかめておきましょう。

あしたの 『○○フェスタ』でがんばりたいことは どんなことですか。あしたの 『○○フェスタ』でがんばりたいことは どんなことですか。あしたの 『○○フェスタ』でがんばりたいことは どんなことですか。あしたの 『○○フェスタ』でがんばりたいことは どんなことですか。



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』

月 日 ２年 組 ばん 名前名前名前名前（ ）（ ）（ ）（ ）

『○○フェスタ』を たのしもう

「おみせ」であそんだら・・・ ①①①①「「「「おきゃくさまカードおきゃくさまカードおきゃくさまカードおきゃくさまカード」」」」をををを書書書書くくくく ②②②②スタンプをもらうスタンプをもらうスタンプをもらうスタンプをもらう

２２２２年年年年１１１１組組組組のののの「「「「おみせおみせおみせおみせ」」」」 ２２２２年年年年２２２２組組組組のののの「「「「おみせおみせおみせおみせ」」」」

１ぱん ２はん １ぱん ２はん

３はん ４はん ３はん ４はん

５はん ６ぱん ５はん ６ぱん

７はん ８はん ７はん ８はん

ほんものの



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい 『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』 ⑥⑥⑥⑥
月 日 ２年 組 ばん 名前名前名前名前（ ）（ ）（ ）（ ）

『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』のののの思思思思いいいい出出出出をををを絵絵絵絵とととと文文文文でかきましょうでかきましょうでかきましょうでかきましょう。。。。
え

ぼくたち・わたしたちのはんのぼくたち・わたしたちのはんのぼくたち・わたしたちのはんのぼくたち・わたしたちのはんの「「「「おみせおみせおみせおみせ」」」」のことのことのことのこと

「おきゃくさん」のとき、たのしかったことも 書きましょう。「おきゃくさん」のとき、たのしかったことも 書きましょう。「おきゃくさん」のとき、たのしかったことも 書きましょう。「おきゃくさん」のとき、たのしかったことも 書きましょう。



２年 組 ばん 名前（ ）

『○○フェスタ』のことで もっと かきたいことが あったら 下に『○○フェスタ』のことで もっと かきたいことが あったら 下に『○○フェスタ』のことで もっと かきたいことが あったら 下に『○○フェスタ』のことで もっと かきたいことが あったら 下に
かきましょうかきましょうかきましょうかきましょう。。。。（絵や文で じゆうに）（絵や文で じゆうに）（絵や文で じゆうに）（絵や文で じゆうに）

え



みんな たのしいみんな たのしいみんな たのしいみんな たのしい 『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』

月 日 ２年 組（ ）（ ）（ ）（ ）はんはんはんはん「 」「 」「 」「 」
↑（おみせの名前）

「「「「○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ」」」」の ふりかえりをしようの ふりかえりをしようの ふりかえりをしようの ふりかえりをしよう（（（（はんではんではんではんで））））
・ ・

もらったカードを はりましょうもらったカードを はりましょうもらったカードを はりましょうもらったカードを はりましょう。。。。

はんの「おみせ」で「がんばった」ことは、なんですか？はんの「おみせ」で「がんばった」ことは、なんですか？はんの「おみせ」で「がんばった」ことは、なんですか？はんの「おみせ」で「がんばった」ことは、なんですか？
・ ・

（はんのみんなで教え合いましょう（はんのみんなで教え合いましょう（はんのみんなで教え合いましょう（はんのみんなで教え合いましょう。。。。））））

さん・・・

さん・・・

さん・・・

さん・・・

さん・・・



ふりかえりカード ２年 組 名前（ ）

『『『『○○○○○○○○フェスタフェスタフェスタフェスタ』』』』のののの「「「「おみせおみせおみせおみせ」」」」がんばったよがんばったよがんばったよがんばったよ！！！！！！！！

１ 友だちといっしょに 「おみせ」をすることは たのしかったですか？１ 友だちといっしょに 「おみせ」をすることは たのしかったですか？１ 友だちといっしょに 「おみせ」をすることは たのしかったですか？１ 友だちといっしょに 「おみせ」をすることは たのしかったですか？

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

２ 友だちの「がんばった」ところを 見つけることが できましたか？２ 友だちの「がんばった」ところを 見つけることが できましたか？２ 友だちの「がんばった」ところを 見つけることが できましたか？２ 友だちの「がんばった」ところを 見つけることが できましたか？

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

３ じぶんの「がんばった」ところが わかりましたか？３ じぶんの「がんばった」ところが わかりましたか？３ じぶんの「がんばった」ところが わかりましたか？３ じぶんの「がんばった」ところが わかりましたか？

(^o^) (^_^) <(_ _)> (>_<)

ばっちり まあまあ あんまり ぜんぜん

それは、どんなことですか？それは、どんなことですか？それは、どんなことですか？それは、どんなことですか？

（（（（「「「「じょうずになった」や「よく考えた」なども あったら 書きましょうじょうずになった」や「よく考えた」なども あったら 書きましょうじょうずになった」や「よく考えた」なども あったら 書きましょうじょうずになった」や「よく考えた」なども あったら 書きましょう。。。。））））

えらんで○ どんなことか くわしく かきましょう

がんばったよ

じょうずになったよ

よく考えたよ

がんばったよ

じょうずになったよ

よく考えたよ

がんばったよ

じょうずになったよ

よく考えたよ



おきゃくさまカード おきゃくさまカード
「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 はんはんはんはん」」」」さんへ 「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 はんはんはんはん」」」」さんへ

☆ いいところ，すごいところ ☆ いいところ，すごいところ

★ くふうしたほうがいいかも・・・ ★ くふうしたほうがいいかも・・・

２２２２年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより ２２２２年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより

おきゃくさまカード おきゃくさまカード
「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 はんはんはんはん」」」」さんへ 「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 はんはんはんはん」」」」さんへ

☆ いいところ，すごいところ ☆ いいところ，すごいところ

★ くふうしたほうがいいかも・・・ ★ くふうしたほうがいいかも・・・

２２２２年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより ２２２２年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより



おきゃくさまカード

「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 はんはんはんはん」」」」さんへ

☆ いいところ，すごいところはね・・・

★ くふうしたほうがいいかも・・・

２２２２年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより

おきゃくさまカード

「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 はんはんはんはん」」」」さんへ

☆ いいところ，すごいところはね・・・

★ くふうしたほうがいいかも・・・

２２２２年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより



おきゃくさまカード おきゃくさまカード
「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 のおみせのおみせのおみせのおみせ」」」」さんへ 「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 のおみせのおみせのおみせのおみせ」」」」さんへ

ねん くみ ねん くみ

☆ いいところ，すごいところ ☆ いいところ，すごいところ

たのしいところ たのしいところ

年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより 年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより
ねん くみ ねん くみ

おきゃくさまカード おきゃくさまカード
「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 のおみせのおみせのおみせのおみせ」」」」さんへ 「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 のおみせのおみせのおみせのおみせ」」」」さんへ

ねん くみ ねん くみ

☆ いいところ，すごいところ ☆ いいところ，すごいところ

たのしいところ たのしいところ

年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより 年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより
ねん くみ ねん くみ



おきゃくさまカード

「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 のおみせのおみせのおみせのおみせ」」」」
ね ん く み

さんへ

☆ いいところ，すごいところ，たのしいところ

年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより
ね ん く み

おきゃくさまカード

「「「「２２２２年 組年 組年 組年 組 のおみせのおみせのおみせのおみせ」」」」さんへ
ね ん く み

☆ いいところ，すごいところ，たのしいところ

年 組年 組年 組年 組 よりよりよりより
ね ん く み


