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はじめに

昨年は、「水車小屋」、「なかよしひろば」、

「アルムの山小屋」の 3点のミニチュア模型を

作り、海老名市役所やコミュニティーセンター

で展示し、皆さんに見て頂きました。

今年もミニチュア模型の製作意欲が止まず、クマさん人形と昔の懐かしい小学校を組み

合わせた「くまのがっこう」を作りました。
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1． 製作のいきさつ・・・なぜクマなのか？

（1） ペアブランコ

ホームセンターに行ったとき、「ドリルドライバーを使え

ばこんな作品も！日曜大工がもっと楽しくなる！」という

宣伝文句が付いたペアブランコの模型を見ました。気に

入ったので写真に撮り、早速作りました。（ドリルドライバ

ーは使わず、瞬間接着剤で組み立てました。）

100 円ショップに「くねくね人形」と呼ばれるクマさん人

形があったので、購入しペアブランコに乗せました。脚部

を曲げることができるので、ブランコに上手く座らせるこ

とができました。

以後クマさん人形を多く買い求め、色々な場面で人形

を飾るようになりました。

（2） どうぶつひろば

我が家の玄関の下駄箱の上に、玄関飾り

用のスペースがあります。ここに「どうぶつひ

ろば」を作りました。

階段で 2 階に上がる 2 階建ての構造で、2

階にクマさん人形を座らせたペアブランコを置

きました。またあずまやを作り、クマさん人形

４人を座らせました。なお1階には2つの犬小

屋があり、4 匹の犬（名前はケン、メリー、ココ

ア、モカ）が入っています。
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（3） LIVEDREAM ロックバンド

ステージの上にミニチュア楽器があり、スピーカーからロックの音楽が流れる音楽 Toy で

す。クマさん人形に楽器を持たせました。楽器は 4 つ（ドラム、キーボード、リードギター、ベ

ースギター）ですが、ボーカリストを入れて、クマさん人形が 5人並んでいます。

（4） ピアノ五重奏とピアノソロ

ミニチュアの楽器模型で、並べて鑑賞するものです。クマさん人形の大きさに合うミニチュ

ア楽器を購入し、クマさん人形に楽器を持たせました。

（5） くまのがっこう第一作

暮れにお歳暮を 2 つ頂きました。その箱が

とても立派だったので何かに使おうと考え、く

まのがっこうを作りました。横27cm奥行23cm

高さ 17cm です。

前面の壁に黒板、スピーカー、時計があり、

側面の壁に色鉛筆で書いた窓があます。先

生 1 人生徒 2 人のシンプルな構成です。壁、

教卓、机が、お歳暮の箱の板でできていま

す。

購入時の LIVEDREAM ロックバンド クマさん人形を並べたロックバンド

ピアノソロ

ピアノ五重奏
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2． くまのがっこう第二作の製作

第一作を作ったら昔の小学校が懐かしくな

り、本格的な学校模型を作ることにしました。

当然先生と生徒はクマさん人形です。

教室の構造や教卓、机の並びは、昔よく見

た TV 番組の「ドリフターズの学校コント」を参

考にしました。机は、1列に4個が2列という8

個のレイアウトです。

（1） 教室の製作

教室の前後は板壁で、廊下側の壁に「出入り口」と「窓」を設けました。手前の開放部は、

運動場を望む窓という設定です。大きさは横 74cm奥行 38cm高さ 25cm です。

前方に「教壇」と「黒板」を設け、壁に「スピーカー」と「時計」を取り付けました。後方に「荷

物棚」とコルク板による「掲示板」を設けました。

出入り口と窓の枠は細い角材で作り、窓ガ

ラスとしてアクリル板を貼りました。上段の窓

は透明ですが下段は半透明で、すりガラス風

になっています。透明のアクリル板の表面を

紙やすりでこすって半透明にしました。窓の割

れた部分（矢印部）は、紙を貼って修理をして

います。昔は、このように修理をした窓ガラス

を多く見かけました。

ドリフターズの学校コント
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出入り口の外側には幅 5cm の廊下を設けました。教室前方の壁の反対側には、「下駄

箱」と「傘立て」を設置しました。出入り口の上方に「クラス表示板」（矢印部）を付けました。

材料のベニヤ板とアクリル板はホームセンターで買い、その他の薄板と角材は 100 円シ

ョップで買いました。

（2） 備品・小物の製作

教室に必要な多くの備品・小物を作り、並べました。生徒が帰宅した後は、このような場

景になります。

（a） 教室の前方

教室の前方には「黒板」

があり、その上にチャイムの

音や、校内放送を流す「スピ

ーカー」があります。

黒板の右に「時間割」があ

ります。学科は、こくご、さん

すう、りか、しゃかい、たいい

く、おんがく、どうとくです。

隅には、「花」が「花瓶」に

さされ、「花瓶台」の上に乗
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っています。

黒板の左に「時計」と「日本地図」があります。なお黒板の溝には「黒板消し」、「チョーク」、

「三角定規」を置いています。

（b） 教室の後方

教室の後方には「ランドセル」などを入れる

「荷物棚」があります。その右に「清掃用具」、

左に「ゴミ箱」があります。

荷物棚の上はコルク板でできた「掲示板」

があり、生徒の作品の「絵画・習字」を掲示し

ています。優れた作品には、金、銀の札が付

けられています。

荷物棚の上には、おんがくの授業で使う

「木琴」を置いています。

（c） 教卓、机、椅子

「教卓」1 個、「机」8 個、「椅子」8 個を作りました。くまのがっこう第一作の椅子は、座る部

分が一枚板でしたが、第二作のものは 4 枚の短冊板になっていて、よりリアル感を持たせ

ました。

（d） オルガン

教壇の左に足踏み式の「オルガン」と「椅子」

があります。白の鍵盤は線を書いて作ってい

ますが、黒の鍵盤は短冊板です。鍵盤のカバ

ーは譜面台を兼ねています。
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（e） 移動式黒板と映写機・スクリーン

教室の後方に「移動式黒板」があります。黒板面は回転する構造で、表、裏の両面が使

えます。黒板の溝には「黒板消し」、「チョーク」、「指し棒」を置いています。

同じく後方に「映写機台」に乗った「映写機」と、「スクリーン台」に吊るされた「スクリーン」

があります。16 ミリフィルムによる教育映画を授業中に放映します。

（f） 清掃用具

教室の後方に、「ほうき」、「塵取り」、「モップ」があります。廊下には「雑巾」を掛けた「バ

ケツ」があります。

なお廊下側の柱に、「ろうかは走らないで！」の「注意書き」を貼りました。

（g） ランドセル

昔は男の子は黒、女の子は赤の「ランドセ

ル」が定番でした。今は写真のようなカラフル

なランドセルが売られています。

本体はバルサ材で、上ふたと肩紐はフェル

トです。フックは針金で、机にはフックに対応

する金具を取り付けています。
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（h） 靴、下駄、傘

下駄箱に入れる「靴」6 足と「下駄」2 足を作

りました。靴は可愛いらしくするために、カラフ

ルに着色しました。

「傘」は丸棒を削って作りました。取っ手の

部分は針金で、先端の細い部分はつまようじ

です。

下駄箱の上にも花瓶があります。

（i） 教材、メトロノーム、水槽

机の上に、「教科書」、「ノート」、「筆箱」、「鉛筆」、「消しゴム」などの教材を置いています。

ランドセルは机に吊るしても良いし、荷物棚に置いても良いという設定です。

教室の端に「テーブル」があり、「メトロノーム」と「水槽」を置いています。水槽では「亀」を

飼っています。
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3． くまのがっこうの一日

今日もくまのがっこうが始まりました。先生と生徒を紹介し、また授業風景を紹介します。

教育熱心でちょっぴり厳しいよういち先生で

す。

赤が大好きなかおりちゃんです。赤のシャ

ツ、ピンクのスカート、赤のランドセルです。

朗読をするあさみちゃんです。犬のモカがじ

っと聞いています
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居眠り中のマーくんです。

ソーちゃんは入り口に「黒板消し」（矢印部）

を仕掛けて叱られました。罰として廊下に立た

されました。

モカとココアです。クラスのマスコットで、皆

に可愛がられています。

楽しいおんがくの時間です。あさみちゃん

がオルガンを弾き、マーくんが木琴をたたき

ます。残りの二人は歌います。
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皆の大好きな映写会です。教室の後方に

椅子を持って集まり、楽しく映画を見ています。

（映画の題名は分かりますか？）

今日一日の授業が終わり、帰りのお掃除

です。手にほうき、塵取り、モップを持ってい

ます。

ソーちゃんはまだ終わっていません。先生

とマンツーマンの居残り授業です。

廊下では、お友達が一緒に帰ろうとして、

居残り授業が終わるのを待っています。

4． くまのがっこう第一作の写真漫画

くまのがっこう第一作を作ったとき、クマさん人形を色々置き換えて写真を撮り、写真漫

画を作りました。この漫画はホームページにもアップしています。

今日は 2月 21 日月曜日、もうすぐ登校時間です。
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マーくんとソーちゃんが登校して来まし

た。先生おはようございます。皆さんお

はようございます。

1 時限目は国語の授業です。

ソーちゃん、早速居眠りです。 マーくんが起こしても起きません。

罰として立たされました。教科書はヨダレ

で汚れました。

放課後、居残り授業です。
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5． くまのがっこうの絵本

くまのがっこうを作って、くまのがっこうの絵本があることを知りました。

『くまのがっこう』は、日本の子供向け絵本シリーズで、作者はあいはらひろゆきさん（文）

とあだちなみさん（絵）です。山の上の学校の寄宿舎で暮らす 12 匹のくまの子たちの、なん

でもないけれど暖かい1日のお話です。一番のおちびさんの「ジャッキー」を中心に、色々な

物語が展開されます。ジャッキーは女の子ですが、他の 11 匹はすべて男の子です。

「くまのがっこうシリーズ」が 10作、「ファーストブックシリーズ」が 4作、「小さなおはなしシ

リーズ」が 1作発行されています。

以下は、絵本に登場する 12 匹のくまの子たちです。皆それぞれ特徴があります。
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