
アルムの山小屋

村上洋一 著

貸出用
村上図書館

アルムの山小屋 （横 60cm奥行 34cm重さ 1ｋｇ）

の製作

ミニチュア工作シリーズ ③



- 1 -

はじめに

ミニチュア工作シリーズの①で「水車小屋」を、②で「なかよしひろば」を作りました。今回

③として「アルムの山小屋」を作りました。

製作のキッカケは、アルプスの少女ハイジ

他の8つの人形で、十年ほど前Coca Colaの

ペットボトルのオマケとして手に入れたもので

す。アルムの山小屋を作ることでハイジの人

形は、屋根裏部屋の干草のベッドの上で眠る

ことができました。
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1． 製作の背景

アルプスの少女ハイジのアニメは、私の子

供たちが小さい頃 TV で見ていたのを、横目

で見ていました。したがって、詳しいストーリ

ーは知りませんが、およその登場人物は知っ

ていました。

十年ほど前、Coca Cola のペットボトルのオ

マケとして、アニメの登場人物の人形が付属

されました。8 種類の人形が付属されたので

すが、何が付属されているかはわからず、全

部を集めたくて毎日 Coca Cola を飲んだのを覚えています。

集めた人形は板に張り付け玄関に飾っていましたが、人形を見ているうちに「アルムの

山小屋」を作ろうという気持ちになり、1 ヶ月かけて完成させました。

2． アルプスの少女ハイジのあらすじ

幼い頃に両親を亡くし、5歳になるまで叔母

のデーテに育てられたハイジは、デーテの仕

事の都合で、アルムの山小屋にひとりで住ん

でいる、祖父であるおじいさん（アルムおんじ）

に預けられました。

ヤギ飼いの少年ペーター、ペーターのおば

あさん等の人々、子ヤギのユキちゃん、犬の

ヨーゼフやヤギのシロとクマ等の動物たち、

厳しくも優しく懐の深さを感じさせるアルプス

の大自然、何より共に暮らすおじいさんを通じ、ハイジは様々な事を知り、学び、健やかに

育っていきます。

3年後デーテがやって来て、ハイジをフランクフルトの金持ちの家へ連れて行きました。フ

ランクフルトでハイジを待っていたのは、車椅子に乗った少女クララです。クララとは仲良く

なったのですが、都会の生活には馴染めずやがて山に帰ることになりました。

山に行きたいというクララの希望で、クララがアルムの山小屋にやって来ました。ハイジと

クララは手を取り合い、再会を喜びました。ペーターはクララのために「背負子」を作り、山

の上のお花畑へ連れて行きました。

ある日、目の前で大きな声で鳴く牛に驚き、クララは思わず立ち上がりました。それから

歩く練習始めました。そんなある日、すぐにくじけてしまうクララを見て、ハイジの怒りが爆発

します。「クララのいくじなし！甘えん坊！」。ハイジを追いかけようとクララは夢中で立ち上

がりました。

ゼーゼマン氏とおばあさまがクララに会いにやって来ました。一人で歩いて来るクララに

会い、二人はとても驚きました。次の日、大きな幸せを持ってクララたちはフランクフルトへ

帰っていきました。来年の春、また会うことを誓って…。
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3． アルムの山小屋の製作

（1） 山小屋

アルムの山小屋は、3 つの部屋と屋根裏部屋から構成されています。この工作では各部

屋の内部が見えるように、屋根の中央部分と居間の天井の一部を切り取った形で作りまし

た。正面玄関から入ると居間があり、居間の左側に台所兼作業部屋が、右側にヤギ小屋

があります。居間には屋根裏部屋に上がる階段があります。

材料は全て「100 円ショップ」で買い求めました。白の平壁は厚さ 6mm のバルサ材です。

茶の丸太の壁は、庭の飾りとして売られているものを分解して使いました。

壁部分を作りました。居間の壁はバルサ材

で、作業部屋とヤギ小屋の壁は柳の枝です。

それぞれの部屋に入口があります。屋根裏部

屋には丸窓があります。

屋根板を張るための基礎屋根を作りまし

た。

少し重なるように屋根板を横に張っていき、

色を塗りました。また床を付けました。

居間の天井を付けました。中央部分は中

が見えるようにするため、くり抜いています。

床は小屋の形状に合うように加工しまし

た。
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（2） 土台

6mm 厚のベニヤ板の上に発泡スチロール

を貼り付け土台を作りました。後方が高く、前

方が低くなるような傾斜をつけました。次に茶

色の色を塗りました。

土台に貼り付ける芝を作りました。ミズゴケ

をすり鉢で細かくし、緑の絵の具で着色しまし

た。

土台に糊をぬり、作った芝を貼り付けまし

た。

土台にプラスチックでできた木と、発泡スチロールで作った岩を取り付けました。また柵、

ガーデンテーブル、ガーデンベンチ、背負子、斧などを配置させ、土台が完成しました。
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柵（2）

発泡スチロールで作った岩プラスチックの木

柵（1）

ガーデンテーブル、ベンチ（小）

背負子

斧
ノコギリ

ガーデンテーブル、ベンチ（大）
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（3） 小物

居間、台所兼作業部屋、屋根裏部屋、ヤギ小屋に、それぞれに相応しい小物を作りまし

た。

● 居間

おんじのベッド、たんす、絵画 食卓、椅子

暖炉、ソファ 屋根裏部屋への階段

居間
ヤギ小屋

屋根裏部屋

台所兼

作業部屋
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● 台所兼作業部屋

● 屋根裏部屋 ● ヤギ小屋

（4） 完成品

土台に山小屋を乗せて完成です。人形は円形の台に貼り付け、アルムの山小屋の周囲

の適当な場所に置きました。

柵、干草、レーキ、棚

斧、かまど、シンク、丸太椅子 ベンチ、棚、薪

ハイジのベッド、干草、レーキ

真上から 正面
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4． 登場人物

（1） アルプスの少女ハイジ

「アルプスの少女ハイジ」のアニメには、私が持っている人形以外に多くの登場人物がい

ますので、一緒に紹介します。（説明文はインターネットより引用しています。）

【ハイジ】明るく元気で利発な子。自然をこよなく愛

し誰とでも親しく接することが出来る純粋無垢な女

の子。両親は無く、アルムの山小屋で祖父であるア

ルム・オンジと共に暮している。他人想いだが時に

気の強いところを見せる。

【ピッチー】ヒワ鳥、嵐で巣から落ちていたところを

ハイジに拾われ育てられる。作中ではあまりにハイ

ジがピッチーに夢中となり、牧場へも出かけなくな

ったためにペーターと喧嘩したことも。後に仲間たちと共に元気な姿で南に飛び立ってい

く。

【ユキ】山小屋に来たハイジと最初に仲良くなった子

ヤギ。以後ハイジの友達となる。体が小さく乳の出

が悪いことから飼い主に潰されそうになるが、ハイ

ジとペーターの努力から事無きを得る。後に乳の出

も良くなり大きなヤギに成長。

【シロ】オンジが飼っている白いヤギで、クロとはつ

がいのようだった。山小屋に来たハイジにすぐに懐

いてしまう。物語後半では子供のチーを産む。また

アルムを訪れたクララのためによい乳を沢山出してくれた。牧場では他のヤギとほとんど

区別が付かない。

【チー】シロの子供。当初はハイジを学校へ行かせるための資金作りで売られる予定だっ

た。しかし頑なに子ヤギを売ることに反対するハイジに根負けしたオンジは結局売却を断

念した。

左側から 右側から
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【オンジ】アルムの山小屋に世間から離れ一人で住

んでいる老人。ある日デーテが連れてきた孫のハイ

ジを引き取ったことがきっかけで徐々に気難しい性

格も優しいものへと変化していく。またクララにとっ

ても大切な恩人となる。木工細工、大工仕事、酪農

などで生計を立てている。

【ペーター】ヤギ飼いの少年。ハイジと出会ってから

は一番の友達となり、いつも山の牧場へ通ってい

た。ハイジがフランクフルトへ連れて行かれた時に

はオンジを怒鳴りつけるシーンもあり、心からハイ

ジを愛していたようだ。クララにとっては大切な恩人

の一人。口下手で食いしん坊でヤキモチやき。木工

細工が得意。

【ヨーゼフ】オンジの飼い犬の大きなセントバーナー

ド犬。日頃はいつも寝ているが、ハイジやヒワの雛ピッチーの命を救ったこともあり、いざ

という時は頼りになる。力が強く、子供程度であれば平気で背負うことが出来る。好物は

カタツムリ。

【デーテ】ハイジの母親アーデルハイドの妹。5 歳のハイジをオンジのもとに連

れてきた本人。その後ハイジをフランクフルトに騙して連れ去ったのもこの人。

ただ本心はハイジの将来を本気で心配していたらしく、決して悪人ではない。

色々な意味でアルプスの少女ハイジを作っていった人物。

【おばあさん】ペーターの祖母。高齢で目がみえない。優しく純粋なハイジを孫

のように愛し、その存在を神様からの贈り物だと感じていた。一時期はハイジを

連れ去ったゼーゼマン家をひどい一家だと誤解していたが、クララと接し、その

誤解は解けた。毎日欠かさず糸つむぎの仕事をしているようだった。

【ブリギッテ】ペーターの母親。夫とは死別しており、また目の見えないおばあさ

んが居るため、仕事には出られない様子だった。ハイジが山に来てからは古く

なった自宅をオンジに修理してもらうなどしていた。ハイジの父トビアス、母アー

デルハイドをよく知っている人物で、ハイジは本当に両親に似ていると語っていた。

【シュトラール】デルフリ村に住む子ヤギのユキの飼い主。乳の出が悪いことか

らユキを潰すことを考える。ユキを山小屋に隠したハイジを尋ねオンジのもとを

訪れるが、その場でハイジやペーターの努力を知りユキを潰すことを諦める。

後ユキは大きくなり良い乳を出すようになる。

【クマ】オンジが飼っているもう一匹のヤギで、シロとはつがいのようだった。山

小屋に来たハイジにすぐに懐いてしまうが、シロと違い、こちらはほとんど活躍

の場は無かった。日中はシロと共にペーターに連れられて山の牧場に出かけ

ている。塩が好物。
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【クララ】フランクフルトの大金持ちゼーゼマン氏の

一人娘。幼少から立つことができず屋敷から外に

出たことが殆ど無い。使用人や執事のロッテンマイ

ヤーら大人の助けをかりて生活している。お嬢様特

有の我がままなところも若干見られるが基本的に

優しい少女。ハイジと出会い、その後の人生が大き

く変わることに。

【ロッテンマイヤー】クララの住むゼーゼマン家の執

事。礼儀作法に厳しくフランクフルトに来たハイジに

も、クララのことを思う一心から冷たくあたる。ただ悪

意があるわけではなく、ゼーゼマン氏からも信頼さ

れていた。クララやハイジのしつけや教育なども時

には担当した。大の動物嫌い。

【セバスチャン】ゼーゼマン家の召使いでありクララ

の世話係。温厚な性格でフランクフルトに来たハイ

ジにも優しく接してくれた人物。ネコのミーを助けたり、クララの為にオルガン弾きの少年

に演奏を頼むなどお人よしな人柄で、そのためハイジに特に好かれていた。

【ゼーゼマン】クララの父親でフランクフルトでも一、二を争うほどの資産家。妻

はクララが幼い頃に失っている。仕事でフランスに出向くことが多く、屋敷には

殆どいない。クララをとても愛していて、病気療養でスイスに行ったクララをわざ

わざ訪ねてきた。

【おばあさま】ゼーゼマンの母親。高齢から都会の喧騒を嫌い郊外の別荘に住

んで仕事をしている。時折クララの顔を見にフランクフルトのゼーゼマン屋敷に

戻ってくる。ドイツではハイジに本をくれたりピクニックに出かけたりと、とても優

しくしてくれた人物。クララを訪ねスイスのアルムへ泊りがけで遊びに来た。

【チネッテ】ゼーゼマン家の召使い。ハイジをお風呂に入れていた場面からも想

像できるように、セバスチャンには任せられない世話係を中心にしていたと思

われる。仕事に関しては融通が利かないほどに忠実。日頃はツンツンしている

ため、時折笑う姿が愛らしい。

【ヨハン】ゼーゼマン家の召使いで、主に屋敷の馬車を操る御者を務めていた。

仕事に忠実で口数も少なかったが、森に出かけたいというハイジの願いをコッ

ソリ叶えてあげるなど、なかなかに優しい性格。幽霊騒動の時はセバスチャン

と共に屋敷の警備をしていた。幽霊は苦手らしい。

【家庭教師】ゼーゼマン家に雇われている家庭教師で、学校へ通えないクララ

に勉強を教えていた。ハイジがフランクフルトに来てからは、クララと共に語学

や歴史などをハイジにも教えていた。ハイジが「ABC」が読めるようになったの

はこの先生とおばあさまのお陰。
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【お医者様】クララの主治医。フランクフルトで夢遊病に掛かってしまったハイジ

を診察し、スイスに帰してくれた人物。後にアルムに行きたがるクララのため、ま

たクララ自身の足の治療のためにもと自らアルムに出向き、現地療養の意味を

確かめ、許可を出してくれた。ゼーゼマン氏とは古くからの友人。

【オルガン弾き】フランクフルトの街角でオルガンを弾き、お金を稼いでいる少年

で、迷子になったハイジと出合う。高い場所に上りたいというハイジの願いを聞

き入れ、４０ペニヒの口約束を交わして教会に案内してくれた。亀を飼っている。

【ミーちゃん】教会でハイジに拾われた小ネコ。ロッテンマイヤーに見つからない

ように、クララの提案で屋根裏部屋で飼っていた。しかし結局はロッテンマイヤ

ーに見つかってしまい、捨てられてしまう。後にセバスチャンの計らいで彼の知

り合いに引き取ってもらった。名前は「ミーミー鳴くから」という理由でハイジが名付けた。

（2） その他

山小屋の右側の丘には、「アルプスの少女ハイジ」のストーリーとは関係のない乳牛、綿

羊、親子の犬を置いています。これらにより、より雰囲気が出てきたと思います。これらは、

100 円ショップで購入しました。

● 関連情報

公式ホームページ：http://www.heidi.ne.jp/hp/index.html

ハイジ大百科：http://www6.airnet.ne.jp/furcas/heidi/index.html

乳牛、綿羊 親子の犬
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