
おとしよりに聞いてみよう！ 

ーーおじいちゃんとおばあちゃんの物語を作ろうーー 

 

「花子おばあちゃんの出来事」を参考にしながら、おじいちゃんやおばあちゃ

んに、いろいろ質問をして表に書き入れよう。 

 

１. まず、おじいちゃん（おばあちゃん）の名前と生まれた年を聞いてみよう。  

３ページ以降の表の年齢欄（ねんれいらん）に「０」を入れて、出来事欄

に名前を書こう。 
 

２. いろいろと質問をしてみよう。その内容を表の出来事欄に、書き入れてい

こう。その出来事が何歳（なんさい）のときのことなのか、生まれた年か

ら計算して年齢欄に書き入れよう。 
 

３. 何を聞いたらいいのかな？たとえば、こんなことを聞いてみよう。 
 

＜質問例１＞ 

◯おじいちゃん（おばあちゃん）の名前はだれがつけたのですか？ 

◯どういう願いがこめられているのですか？ 

◯どこで生まれたのですか？ 

＜表の記入例＞ 

明夫さん、東京墨田区向島に生まれる。名前は父親が和尚（おしょう）さ

んに頼（たの）んでつけてもらった。明るく友達がたくさんできる願いが

こもっている。 
 

＜質問例２＞ 

◯子どもの頃の遊びを教えてください。   

◯好きな勉強はなんでしたか？   

◯親に叱られた思い出はありますか？なぜ叱られたのですか？  

＜表の記入例＞ 

  ４(歳)  飛行機のおもちゃが大好きだった。 

  ７(歳)  体育が好き。だれよりも走るのが早くてほめられた。 

  ９(歳)  友達と、となり町まで歩いて迷子になり親に叱られた。 
 

４. 質問を思いついたかな？ さっそく質問して、その回答を出来事欄に書い

ていこう。 
 

５． たくさん、聞けたかな。おじいちゃん、おばあちゃんの物語ができあがり！ 

プレゼントするときっと喜んでくれるよ。 

 



 

プレゼントにひと工夫してみよう！！ 

 

 

 次のページから掲載（けいさい）されている表を使ってね！ 

 

このサイトで見つけたイラストや写真を切り取り、聞いた話に合わせて

貼り付けていこう。写真やイラストはここにあるよ。 

「心を開く回想法」・・・昭和の風景、大横綱、電化製品など 

「介護現場で使えるフリーイラスト集」・・・全国のお祭りなど 

「昔遊び・折り紙・伝統芸術」・・・お手玉、ビー玉など 

 

表紙におじいちゃん（おばあちゃん）の似顔絵を描いてもいいね。きっ

と、よろこんでくれるよ。 



西暦 和暦 社会の出来事・流行など 年齢 おじいちゃん（おばあちゃん）の出来事

1921年 大正10年

アインシュタインが

ノーベル物理学賞を

受賞

1922年 大正11年

1923年 大正12年
関東大震災（かんとう

だいしんさい)

1924年 大正13年

1925年 大正14年

1926年
大正15年

昭和元年
昭和になる

1927年 昭和２年

1928年 昭和３年

1929年 昭和４年

1930年 昭和５年

1931年 昭和６年 満州事変がおこる

1932年 昭和７年

1933年 昭和８年

1934年 昭和９年

1935年 昭和10年

1936年 昭和11年

1937年 昭和12年 日中戦争始まる

1938年 昭和13年

1939年 昭和14年

1940年 昭和15年

1941年 昭和16年
国民学校令が発足

第二次世界大戦始まる

1942年 昭和17年

1943年 昭和18年

1944年 昭和19年

　　　　　　　子ども時代〜戦争が終わるまで

　　　　　　　　1921年(大正10年)  〜1945年(昭和20年)



1945年 昭和20年 第二次世界大戦終わる



西暦 和暦 社会の出来事・流行など 年齢 おじいちゃん（おばあちゃん）の出来事

1946年 昭和21年
マンガ「サザエさん」

新聞連載

1947年 昭和22年

1948年 昭和23年

1949年 昭和24年

1950年 昭和25年

1951年 昭和26年

1952年 昭和27年

1953年 昭和28年 テレビの放送が始まる

1954年 昭和29年 映画「ゴジラ」

1955年 昭和30年

1956年 昭和31年
テレビアニメ「チロリン

村とクルミの木」

1957年 昭和32年

1958年 昭和33年 東京タワー完成

1959年 昭和34年

1960年 昭和35年
カラーテレビ本放送始ま

る

1961年 昭和36年

1962年 昭和37年

1963年 昭和38年
テレビアニメ「鉄腕アト

ム」「鉄人28号」

1964年 昭和39年
東京オリンピック開催

東海道新幹線開業

1965年 昭和40年

1966年 昭和41年
テレビドラマ「ウルトラ

マン」

1967年 昭和42年

1968年 昭和43年

1969年 昭和44年 アポロ11号月面着陸

1970年 昭和45年

                                                                  戦後〜高度成長期

　　　　　　　　　　　　　　　　　   1946年(昭和21年)〜1988年(昭和63年)



1971年 昭和46年
テレビドラマ「仮面ラ

イダー」

1972年 昭和47年

パンダが上野動物園に

来る

札幌オリンピック開催

1973年 昭和48年
オイルショックがおき

る

1974年 昭和49年

1975年 昭和50年

1976年 昭和51年 流行「ピンクレディ」

1977年 昭和52年

1978年 昭和53年

1979年 昭和54年
流行「インベーダー

ゲーム」

1980年 昭和55年

1981年 昭和56年

1982年 昭和57年

1983年 昭和58年
東京ディズニーランド

開園

1984年 昭和59年

1985年 昭和60年

1986年 昭和61年

1987年 昭和62年

1988年 昭和63年
アニメ映画「となりの

トトロ」



西暦 和暦 社会の出来事・流行など 年齢 おじいちゃん（おばあちゃん）の出来事

1989年
昭和64年

平成元年
平成になる

1990年 平成２年

1991年 平成３年
テレビアニメ「ちびまる

子ちゃん」

1992年 平成４年

1993年 平成５年 Jリーグ始まる

1994年 平成６年

1995年 平成７年
阪神淡路大震災(はんしん

あわじだいしんさい)

1996年 平成８年

1997年 平成９年

1998年 平成10年

"長野冬期オリンピック”開

催

老年人口が初めて子ども

人口を上回る"

1999年 平成11年

2000年 平成12年 介護保険制度が始まる

2001年 平成13年
アメリカで９・11同時多

発テロ

2002年 平成14年
サッカーワールドカップ

日韓共催

2003年 平成15年

2004年 平成16年

2005年 平成17年

2006年 平成18年

2007年 平成19年

2008年 平成20年

2009年 平成21年

2010年 平成22年
小惑星探査機はやぶさ７

年ぶりに帰還

2011年 平成23年 東日本大震災

2012年 平成24年 東京スカイツリー開業

　　　　　　　　　　　　                     平  成 ・ 令　和  時  代

　　　　　　　　　　　　　　　       1989年(平成元年)〜2021年(令和３年)



2013年 平成25年

2014年 平成26年
マララ・ユスフザイさん

ノーベル平和賞受賞

2015年 平成27年

2016年 平成28年

2017年 平成29年

2018年 平成30年

2019年
平成31年

令和元年

令和になる

ラグビーワールドカッ

プ日本開催

2020年 令和２年

2021年 令和３年

コロナウィルス大流行

東京オリンピック

パラリンピック開催
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