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はじめに

「ものづくり」が大好きで、学校の授業で一番好きな科目は、小学校は「図工」、中学校は

「技術・家庭」でした。自分で作ることができる物は全て自分で作るがモットーで、色々な物

を作ってきました。学生の時にはスピーカーボックス、ステレオラック、ベッドを作り、結婚後

は長女のベッド、長男の机などを作りました。1996 年にマイホームを新築してからは、庭に

ウッドデッキ、パーゴラ、ガーデングッズなどを作りました。

2010年からはミニチュア工作に凝っていて、色々な物を作りました。今回、このミニチュア

工作の全てを紹介します。

目次の青字のミニチュア工作については、その製作内容を別冊（ミニチュア工作シリーズ

①～⑥、⑧～⑭）で紹介しています。
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1． マイホーム（1996 年製作）

1996年にマイホームを新築しました。その際に詳細な建築図面をもらいました。設計者と

いう職業柄、図面が読めるのでマイホームの模型を作りました。

30 分の 1 の縮尺で、外構を含め実際の通りに作りました。屋根部、2 階部は取り外せる

構造で、取り外せば1階部分、2階部分が見られます。各部屋にはソファー、ベッドなどの家

具も置き、実際のマイホームそのものです。

南側にはスペースがあり西側を畑に、東側を庭にしています。庭には自作のウッドデッキ、

パーゴラ、レンガによるインターロッキング、花壇などがあり、模型でもこれらを作っていま

す。

マイホーム （横 30cm、奥行 55cm、高さ 32cm）

1 階の間取り 畑（手前）と My GARDEN（庭）
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2． ガーデングッズ（1996 年製作）

マイホームを新築して半年後、庭造りを始めました。半年掛けてウッドデッキ、パーゴラ、

花壇などを作りました。その後ガーデングッズとして、ラティスフェンス、フラワースタンドなど

を作りました。

写真の物はガーデングッズのミニチュアで、今は屋内の色々な棚に飾っています。

3． 和風庭園（2009 年製作）

100円ショップで、家具、農機具など

のミニチュア品が売られています。こ

れらはドールハウスのように並べて楽

しみます。

写真は和風庭園にあるミニチュア

品で、100円ショップで買い求め、自分

の好みで配置しました。箱は並べるミ

ニチュア品の数と大きさに合わせて自

分で作りました。

ラティススタンド、フラワーボックス、

ボックス付きスタンド

フラワースタンド、フラワーボックス、

フラワースタンド

ハイバックチェアー、カントリーチェアー 花車

（横 37cm、奥行 24cm、高さ 8cm）
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4． 水車小屋（2010 年製作）

水車小屋はとても素晴らしい機能美を持っています。水車小屋の美しさに感動し、水車

小屋の模型を作りました。

最初は4つ目垣で囲まれた敷地に水車小屋、つるべ井戸、大八車の構成でしたが、製作

の意欲が止まらず、横幅を 29cm 拡張しあずまやと半鐘を置きました。その後あずまやより

鐘楼の方が水車小屋に相応しいと考え、鐘楼を作りあずまやと置き換えました。

水車が回ると、小屋の中の杵が石臼の中で上下する構造です。水車小屋の周囲には、

背負子、鍬などの農具、天秤棒と桶などを置いています。

四阿を鐘楼に入れ替え （2010 年 7 月 横 87cm、奥行 49cm、高さ 41cm）

横幅を 29cm 拡張（2010 年 6 月）製作当初（2010 年 5 月）



- 5 -

2010 年 6 月

5． なかよしひろば（2010 年製作）

子供たちが楽しく遊べる

公園を目指し、「なかよしひ

ろば」を作りました。子供た

ちは公園内で遊び回り、そ

の姿を親たちがあずまやか

ら、またはパラソルの下の

ベンチから優しく見守るとい

う設定です。

公園内の遊具は、ブラン

コ、シーソー、鉄棒、砂場と

いう定番物と、懐かしさを感

じる竹馬、缶ぽっくり、こま、

竹とんぼなどです。

2010 年 8 月 （横 60cm、奥行 49cm、高さ 23cm）
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6． どうぶつひろば（2010 年製作）

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 階建て構造で、1 階に

は 4 匹の犬が、2 階には 6 匹のクマさんが遊ん

でいます。

クマさんは 100 円ショップで購入しました。

7． おまけひろば（2011 年製作）

人形はペットボトル飲料水に付属するオマケです。鎖が付いてキーホルダーのようになっ

ていましたが、鎖を取り去って台座に接着しました。台座はミニチュアガーデングッズで、鉢

置きです。人形は、ハクション大魔王、お茶犬、リラックマです。

ハクション大魔王

お茶犬

リラックマ

どうぶつひろば

（横 49cm、奥行 33cm、高さ 39cm）
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オマケの人形

8． アルムの山小屋（2010 年製作）

十年ほど前、Coca Cola

のペットボトルのオマケとし

て、アニメ「アルプスの少女

ハイジ」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

かは分からず、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。

屋根の中央部分を取り除いて中が見られる構造です。中央が住居で、2 階の屋根裏部

屋にハイジのベッドがあります。住居の左側がアルムおんじの作業場で、右側がヤギ小屋

です。

アルムの山小屋 （横 60cm、奥行 34cm、高さ 30cm）
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くまのがっこう（第一作）

（横 27cm、奥行 23cm、高さ 18cm）

9． くまのがっこう（2011 年製作）

2010 年の暮れにお歳暮

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（第一作）」を作りまし

た。

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。教

卓、机、壁が、お歳暮の箱

の板でできています。

第一作にヒントを得て、机が 8 つ並ぶ本格的な「くまのがっこう（第二作）」を作りました。

教室の出入り口、廊下、後方の掲示板を設け、オルガン、映写機、スクリーンなどの備品を

配置させました。

くまのがっこう（第二作） （横 74cm、奥行 38cm、高さ 25cm）
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露地と茶室 （横 75cm、奥行 70cm、高さ 38cm）

10． 茶室（2011 年製作）

箱根強羅公園の茶室「白雲洞茶苑」の美しさに感動し、茶室を作りました。茶道や茶室に

ついては全く知らないので、作るに当たっては本やインターネットで色々調べました。この調

査を含め、製作には 3 ヶ月を要しました。

中門を挟んで外露地と内露地からなるレイアウトです。建物として、露地門、腰掛待合、

茶室があります。露地にはつくばい、ししおどし、小川、池、があります。

四畳半の茶室で、出入り

口（にじり口、貴人口、茶道

口）と窓（連子窓、下地窓）

と床があります。隣は水屋

です。

茶室の内部
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11． 生家（2011 年製作）

私は、JR 大分駅から徒歩約 5 分の地の長屋で育ちました。その生家は、大分市が計画

した「駅南再開発」の地域に含まれ、今は区画整理の後、新たな一軒家になっています。

生家の懐かしさから模型を作ろうと思い、帰省した際に母と一緒に間取りなどを確認し、2

ヶ月かけて生家の模型を作りました。

当時の長屋は写真のような4軒長屋で、この長屋が5棟並ぶ配置です。白丸印が付いた

部分が私の生家でした。

生家の模型 （横 61cm、奥行 55cm、高さ 26cm）

生家の間取り（2K）当時の 4軒長屋
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12． 幻の海賊船 GOLDEN HIND（2011 年製作）

インターネットモールの「楽天」のポイントが貯まったので、これで海賊船の模型を買いま

した。完成まで 40 時間となっていましたが、パーツの組み立て一日、塗装一日、ロープ張り

二日で、完成までに 40 時間に近い時間を要しました。ロープ張りは現物合わせの作業で、

一番苦労し一番時間を要しました。完成品に、100 円ショップで購入した「七人の小人」を乗

船させました。

完成品 （長さ 55cm、幅 26cm、高さ 57cm）

パーツの組み立て ロープ張り
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磯野家の全景（横 91cm、奥行 61cm、高さ 28cm）

13． 磯野家（2012 年製作）

インターネットのホーム

ページの「サザエさん市場」

で、磯野家の間取りを見つ

けました。私の子供たちが

小さい頃、一緒にテレビア

ニメの「サザエさん」をよく

見ていたこともあり、その間

取りに親しみを感じました。

今は 2 階建てという時代に

平屋建てで、南側に長い廊

下があるなど、現在と異な

る間取りに「夢とストーリー」

を感じ、作ってみる気になり

ました。

間取りを見て、部屋数が

多い、窓、ドア、襖が多い、屋根が複雑な形になるなどで、製作に手間がかかることが予想

されましたが、気長に取り組もうということで設計図書きから取り掛かり、3 ヶ月かけて完成

させました。

磯野家の間取り
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立体での設計

14． シルバニアファミリー用ツリーハウス（2012 年製作）

これまでのミニチュア作品は、平面

（二次元）の設計で作ってきました。し

かし今回のツリーハウスは、この設計

では上手くできません。理由は、ツリー

ハウスの構成物（ハウス、ステージ、階

段、など）の位置や大きさを、実際に使

うツリーに合わせなければならないこと

や、高さ方向でこれらの構成物のつな

ぎが複雑なことなどです。

今回は立体の設計を行ないました。

使うツリーを仮の台座に取り付け、新聞

紙の上に置きます。ツリーの上に発泡ス

チロールで作ったハウスやステージの床を置き、それらを仮の階段でつなぎます。この時、

2 本のツリー間の距離、それぞれのツリーの向き、ハウスやステージの床の形状や大きさ、

床の高さ、床間の距離などの検討（設計）を行ないます。ツリーの枝の位置や向きが、この

検討に大きく影響を与えます。

全体の構成が決まったら、新聞紙にツリーの位置（仮の台座の位置）と、ツリーの向きを

書き込みます。またツリーに、ハウスとステージの高さ位置の印を付けます。製作はこの設

計に基づいて行ないました。

ツリーハウス （横 81cm、奥行 55cm、高さ 64cm）
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15． 野比家（2019 年製作、2022 年に敷地を追加）

2019 年 1 月にインターネットで野比家の間取り図と、この間取り図に基づくミニチュア工

作（手の平に乗るちいさなもの）を見つけました。しばらくミニチュア工作を作っていなかった

私はこれだと思い製作することにしました。間取り図は、各部屋の形状、建具の内容・位置

などが詳細に描かれているので、これらも再現するミニチュア工作にしました。

製作して 3年後の 2022 年 5 月に敷地を追加製作しました。（本書の表紙参照）

2019 年に製作した野比家

（横 57cm、奥行 77cm、高さ 40cm）

1 階の間取り
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野比家の間取りは2004年以前と2005年以降で大きく変わっています。2階は2部屋が、

のび太くんの 1部屋のみになりました。2022 年 6月、2005年以降の野比家の2階を作りま

した。

2 階の外観（横 34cm 奥行 33cm高さ 23cm）

2005 年以降の 2階の間取り

2004 年以前の 2階の間取り
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16． 観覧車（2019 年製作）

観覧車は、大きな車輪状のフレームの周

囲にゴンドラ（人が乗り込む箱状のもの）を

取り付け、低速で回転させることで、高所か

らの眺望を楽しめるようにした乗り物です。

大きな遊園地には必ずと言ってよいほど観

覧車があります。

今年 1～3 月にミニチュア工作の野比家を

作りました。その際 6mm 角の角材を余分に

購入し、その使途に悩んでいた時に、観覧

車の車輪状のフレームに使えると思い、観

覧車の製作に取り組みました。

観覧車のゴンドラは一般的には円形ですが、円形に作る作業が面倒（円形の加工が面

倒、窓の加工が面倒、円形の周囲の壁が作りづらい）なので、写真のような六角形にしまし

た。六角形だと全ての加工が直線になります。ゴンドラを前述の 5cm の丸棒に吊るす部材

は、クエスチョンマークの形状の針金です。今回ゴンドラは 12 個にしましたが、同じ物を 12

個作る作業はとても退屈でした。

観覧車 （横 44cm、奥行 20cm、高さ 48cm）

六角形のゴンドラ
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シルバニアファミリーの家（1 作目）

17． G さん宅の LDK（2019 年製作）

長女方の女の子の孫は、おもちゃの家とし

て市販のシルバニアファミリーの家やツリー

ハウスなどを持っています。長女の家に遊び

に行った時に孫から、厚紙で作った床と壁が

ある L 字型の簡単な家を見せられました。家

具は床の中央にテーブルが 1つです。

孫が手作りの家に興味を持ったのでミニチ

ュアの家を作ってあげることにし、長女の家

の LDK を作りました。単に LDK だけではつま

らないので、シルバニアファミリーが住むイメ

ージで作りました。

シルバニアファミリーを住人とするミニチュ

ア工作では、シルバニアファミリーの人形の

大きさに合わせたミニチュアの大きさが重要

になります。シルバニアファミリーは身長に比

べ横幅（肩幅）が大きいので、小さくする比率に工夫が必要です。高さ方向は実寸×0.06、

縦・横方向は実寸×0.08 の大きさで作りました。

シルバニアファミリーが住人になるミニチュア工作は今回で 3 作目です。1 作目は今から

約30年前に幼少の長女のために作った家です。2作目は「ツリーハウス」（13ページ）です。

G さん宅の LDK （横 45.5cm、奥行 47.5cm、高さ 14cm）
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頂いたシルバニアファミリーの家

18． シルバニアファミリーの家具（2019 年製作）

えびな市民活動センター「ビナレッジ」で、ミ

ニチュア工作の「ツリーハウス」、「くまのがっ

こう」、「G さん宅の LDK」を展示しました。ツリ

ーハウスではシルバニアファミリーが遊び、G

さん宅の LDK にはシルバニアファミリーが住

んでいます。この展示をご覧になった方から

不要になったシルバニアファミリーの家を頂

いたので、早速家具を作りシルバニアファミリ

ーを住ませました。

頂いたシルバニアファミリーの家は、木目

模様のプラスチック製です。2 階建てで、1 階

には玄関ドアと 2 つの窓が、2 階には窓が 1 つあります。1 階は LDK（居間、食堂、台所）と

位置付け LDK に見合う家具を、家の広さとシルバニアファミリーの人形の大きさを考慮して

作りました。2 階は子供部屋という位置付けで、子供部屋に見合う家具を作りました。

整理タンス

TV、TV 台食卓、椅子×4システムキッチン

ソファー

ベッド、枕

電気スタンド

勉強机、椅子

冷蔵庫

食器棚

全景（横 36cm、奥行 21cm、高さ 33cm）
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昭和の銭湯

（横 60cm、奥行 75cm、高さ 30cm）

19． 昭和の銭湯

私自身銭湯は、小学校低学年までと学

生時の間借り生活で利用しました。現代

は温泉やスーパー銭湯と呼ばれる銭湯で、

娯楽や休養を目的に利用していますが、

当時は体を洗うことだけが目的でした。し

たがってこの目的に沿った銭湯の間取りと

構成になっています。すなわち多くの人が

利用できるように脱衣場と洗い場は広く、

湯船は狭い造りです。

昭和の銭湯を作るにあたって参考にな

る銭湯は近場に無く、有っても広さを測っ

たり写真を撮ったりするのは不可能と思わ

れました。幸いなことに「江戸東京たても

の園」に「子宝湯」という昭和の銭湯が保存・展示されていたので、これを参考にしました。

昭和の銭湯のイメージを出すため、色々な備品（体重計、赤ちゃん用体重計、ベビーベッ

ト、マッサージ機、女性向けのヘアドライヤー、飲み物冷蔵庫、など）を作りました。これらの

備品は、当時を思い出しながら楽しく作りました。湯上り後の定番は「腰に手をあてコーヒー

牛乳を飲む」です。

昭和の銭湯の内部

男浴室

女浴室

男脱衣室

女脱衣室入口
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20． 五右衛門風呂

私の実家は大分市にあり、最初は内湯が無い4軒長屋の1軒でした。内湯が無かったの

で、家族全員で銭湯に行っていました。私が 11 才の頃長屋に接して五右衛門風呂の内湯

を増築したので、実家に居た高校生までは五右衛門風呂を使いました。

下の写真はミニチュア工作で 2011 年に製作した「実家」です。（10 ページ参照）実家は 4

軒長屋の東端の一軒ですが、ミニチュア工作ではこの一軒のみ再現しています。当初浴室

はありませんでしたが、後に五右衛門風呂の浴室を、写真で示す赤の破線部分に増築しま

した。今回増築した五右衛門風呂の浴室をミニチュア工作で再現しました。

ミニチュア工作 実家 増築した浴室

増築した五右衛門風呂の浴室の内部
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21． ミニチュア工作展示

我が家の 2階の一室に棚を設け、これまで製作したミニチュア工作を展示しています。

＜余談＞

長男は「造園科学科」の

卒業で、右の写真は講義

の課題で製作した「ミニチュ

アのランドスケープ」です。

ミニチュアのランドスケープ

（横 30cm、奥行 22cm、高さ 11cm）

ミニチュア工作展示
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