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英語版動画を見ながら 

トロピカル・デライト モチーフ 

を編むためのヒント 

 

Special thanks to 

Esther for your great video tutorials,  

Mellie for your work of sharing the pattern,  

Susan for designing this beautiful motif! 

 

 

この資料を公開することで、私個人が利益を得ることはありません。 

日本語の文章の著作権は放棄しておりません。資料の再配布、文章の一部や編み図の転載はしないでください。営利目

的でない利用のときはお使いいただけると思いますので、お問い合わせください。 

I share this FREE Japanese “how to crochet Tropical Delight motif” with everyone who like to make this 

beautiful motif. I do not make profits from sharing this file. 

If you would like to use any images (charts), please contact me. You can use them for non-profit purposes 

only. 
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このモチーフ編みについて 

写真のお花のモチーフは、Susan A. Stevens さんがデザインしたモチーフです。 

https://www.ravelry.com/patterns/library/tropical-delight  

オリジナルの編み方（英語）は、2006 年に出版された本に掲載されていましたが、すでに絶版となっていま

す。上記 URL には編み方は掲載されていませんが、「プロジェクト」タブを表示すると、多くの方々が編んだ

色とりどりのモチーフを見ることができます。 

 

Mellie Blossom さんが出版社の許可を得て、テキストベースの編み方（英語）をホームページで公開してくれ

ました(2015/1/31)。 

http://www.mellieblossom.com/free-tropical-delight-crochet-pattern/  

 

Esther さんによる丁寧な動画（解説は英語）が YouTube にアップされています(2017/05/17)。 

https://www.youtube.com/watch?v=h_zzefAmOsc 

 

このファイルについて 

この資料は、動画を参考にしながら、Tropical Delight モチーフを編むための補助資料として作成しました。

編み図のページだけでも製作可能だと思います（文字による説明だけではむずかしいと思われるところでは動

画のタイムコードも載せました）。動画を見ながら編むときは、〈動画を見ながら編んでいく〉のページを参考

にしてください。 

 

掲載している編み図は、動画とパターンを参考にしながら、文書作成ソフトの図形機能を使って作りました（プ

ロの作業ではないので、なんとなく無理のある描き方になっています）。本文も動画から書き起こしたものなの

で、公開されているパターンよりも、簡単な説明になっています。 

 

2018/6/9 ９段目の説明、ヘッダーとフッター情報を変更しました。 

９段目の説明の改善。フッター情報にオリジナルの作者名を明記、ヘッダー部分「動画をみながら Tropical 

Delight モチーフを編む」から「動画を見ながら海外のモチーフ(Tropical Delight)を編む」に変更。 

 

2018/5/20 1３段目と 14 段目の図を差替えました。 

コーナーの鎖２目のスペースの次の目と 後の目はスキップする点が図に反映されていなかったため。 
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よく使う編み方： 

beg-sh-pc（編みはじめのパプコーン編み） 

 

細編み１目、鎖３目を編みます。はじめの細編みの根元に針をいれ、長編み

３目を編みます。かぎ針をはずし、先頭から３目戻った目にかぎ針を入れて、

引き抜きます（パプコーン編み終了） 

長編み３目を編む位置は、動画の[0:01:47]からの１分で詳しく説明されています。 

 

sh-pc-A（パプコーン編み A） 

 

長々編み１目を編み、長々編みの根元から長編み３目を編みます。かぎ針を

はずし、 初の長々編みに入れて、引き抜きます。 

長編み３目を編む位置は、動画の[0:04:47]から詳しく説明されています。 

 

 

sh-pc-C（パプコーン編み C） 

 

長々編み１目を編み、その根元から長編み２目を編みます。かぎ針をはずし、

初の長々編みに入れて、引き抜きます。 

 

 

 

表引き上げ編み（細編み、長編み、長々編み） 

 

前段の編み目に、表側から針を入れ、目を引き上げて編んでいきます。 

 

四ツ巻き長編み 

 

かぎ針に糸を４回巻いて、長編みと同じ要領で針にかかっている糸を２目ず

つ（合計５回）引き出して編みます。 
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資料中、[x:xx:xx]で示されるものは、動画のタイムコード（時:分:秒）です。 

 

モチーフは１４段あります。 

 

左の写真の赤い数字とその表示位

置は、モチーフの段数と対応する部

分を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1段目 花芯の部分を編む[0:00:48] 
 

①鎖編み４目の輪をつくります。 

②〈編みはじめのパプコーン編み〉と鎖編み３目

を編みます。 

③〈パプコーン編み A〉と鎖編み３目を７回繰り

返し、立ち上がりの鎖３目の３番目に引き抜きま

す。 

パプコーン編みの長編み３目を編む位置は、動画の

[0:01:47]からの１分で詳しく説明されています。 

 

 

次のページには、動画を見ながら１段目を編んでいくための解説を載せています。すでに１段目が編み上

がっているときは「２段目 花びらを編む」に進んでください。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

鎖編み４目の輪をつくります。[0:01:06] 

〈編みはじめのパプコーン編み〉を編みます。 [0:01:20 – 0:03:53] 

長編み３目を編む位置は、動画の[0:01:42]からの１分で詳しく説明されています。パ

プコーン編みの最後のかぎ針を入れる位置、糸の引き抜き方などは、[0:03:02]から詳

しく説明されています。 

鎖編みを３目編みます。[0:04:05] 

〈パプコーン編み A〉を編みます。[0:04:13-0:05:44] 

長編み３目を編む位置は、動画の[4:37]から詳しく説明されています。 

鎖編みを３目編みます。[0:05:50] 

〈パプコーン編み A〉と鎖編み３目を全部で７回繰り返し、立ち上がりの鎖編み３目に引き抜

きます。 

引き抜き編みの針を入れる位置は、動画の[0:07:54]で示されています。動画の

[0:06:20-0:07:40]で３回目のパプコーン編みと鎖編み３目を編んでいます。 

[0:07:40]の位置で動画を一時停止して、残りのパプコーン編みと鎖編み３目を編んでいくと

よいでしょう。  
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2段目 内側の花びらを編む[0:08:08] 
 

花びらを編む糸にかえます。 

１枚目の花びら 

①前段の鎖３目の間から引き抜き、鎖５目を編

みます。 

②モチーフを裏返して、次の鎖３目の間（図で

は右側のループ）に引き抜きます。 

③鎖３目で立ち上がり、もう一度裏返して（表

側をみながら）鎖５目の間に長編み 10 目を編

みます。 

④鎖１目を編み、次の鎖３目の間に引き抜きま

す。 

 

２〜８枚目の花びらを編みます（区別しやすいように２枚目の花びらの部分は赤で描いていま

すが、実際には１枚目の花びらと同じ糸で編みます）。 

 

２〜６枚目の花びら 

⑤鎖５目編み、モチーフを裏返しにします。 

⑥前の鎖３目の間に引き抜いた編み目（ひとつ

前の花びらの編み始めの目）の左側に針を入れ

て引き抜きます。③と同様に鎖３目で立ち上が

り、長編み 10 目を編みます。 

⑦鎖１目を編み、次の鎖３目に引き抜きます。 

 ⑤〜⑦を４回繰り返します。 

７枚目の花びら 

⑧ ⑤⑥と同様に編み、鎖１目を編み、１枚目の

花びらの手前側から、②で引き抜いた目の左側

に引き抜きます。 

８枚目の花びら 

⑨ ⑤⑥と同様に編み、鎖１目を編み、１枚目の花びらの手前側から、花びらを編みはじめた位

置に、１枚目と２枚目の花びらの引き抜き編みの間から引き抜きます。[0:16:37]と[0:18:28]から、

７，８枚目の最後の引き抜き編みの位置が説明されます。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

[0:08:10-0:08:27]２段目をどこから編みはじめるかを説明しています。 

１枚目の花びら 

前段の鎖３目の間から引き抜き、鎖５目を編みます。 [0:08:44] 

モチーフを裏返して、次の鎖３目の間に引き抜きます。 [0:09:05] 

鎖３目で立ち上がり、もう一度裏返します。 [0:09:32] 

鎖５目の間に長編みを 10 目編みます。[0:9:40-0:10:12] 

鎖編みを１目編みます。[0:10:18] 

次の鎖３目（１段目で編んだもの）の間に針を入れて引き抜きます。[0:10:35] 

これで１枚目の花びらが完成。[0:10:44] 

[0:10:44-0:11:00]この花びらを７枚つくることを説明しています。 

２枚目の花びら 

鎖編みを５目編み、モチーフを裏返しにします。[0:11:18] 

ひとつ先（左側）の鎖３目の間で、前に編んだ引き抜き編みの左側に針を入れて引き抜きます。

[0:11:42] 

鎖３目で立ち上がり、ふたたび裏返して、表側が手前にくるようにします。[0:11:56] 

先に編んだ鎖５目の間に長編みを 10 目編みます。[0:12:28] 

鎖編みを１目編み、次の鎖３目の間に針を入れて引き抜きます。[0:12:44] 

[0:12:48-0:13:09]花びらの重なり方やこの作業を繰り返して花びら全部で８枚つく

ることを説明しています。 

[0:13:09-0:14:50]では[0:11:05-0:12:44]と同様の作業が繰り返されます（３枚目

の花びら）。動画を見ながら編み、くりかえし部分の編み方を確認しておきましょう。 

 [0:15:04]の位置で動画を一時停止して、６枚目の花びらまで編みましょう。 

７、８枚目の花びらの編み方と、最初の花びらへのつなぎ方が説明されます。 

７枚目の花びら 

６枚目までと同様に編みます。[0:16:37]から、長編み 10 目と鎖１目を編んだあとに、どこ

にかぎ針を入れるかが説明されます（具体的な場所は[0:16:50]あたり）。 

８枚目の花びら 

[0:17:07]８枚目の花びらを編み、[0:18:28] から、長編み 10 目と鎖１目を編んだあとに、

どこにかぎ針を入れるかが説明されます（具体的な場所は[0:19:16]あたり）。  
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3段目 次の花びらのための鎖編み[0:19:58] 
 

２段目の編み終わりの糸を引き出し、抜けないようにしてから、図の★の位置（長編みの右端

から６番目、立ち上がりの鎖３目は数えません）の手前のループにマーカーをつけておきます。 

 

①鎖３目を編み、１枚目の花びらの

編みはじめの位置（鎖３目の根元）

に引き抜きます。[0:22:07]から引き抜

く位置が説明されます。 

②鎖３目を編み、モチーフを裏返し

て、８枚目の花びらのマーカーをつ

けた目の後ろ側のループ（裏返した

ので手前のループ）に引き抜きます。 

③鎖７目を編み、同じ花びらの 初

の長編み（両方のループ）に引き抜

きます。 

④鎖５目を編み、ひとつ前の花びら

のマーカーをつけた目の後ろ側のル

ープに引き抜きます。 

 

③④を７回繰り返し、 後の鎖５目は、②の鎖３目を引き抜いた位置に上からかぶせるように

引き抜きます。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

２段目の編み終わりの糸を引き出し、抜けないようにしてから[0:20:18]、図の★の位置（長

編みの右端から６番目、立ち上がりの鎖３目は数えません）の手前のループにマーカーをつけ

ておきます。 [0:20:44]  

８枚の花びらすべてにマーカーをつけます（つけなくても編めますが、つけたほうが途中で目

を数えなくてすむので速く編めます）。[0:21:26] 

 

[0:21:45]３段目を編みはじめます。 

鎖３目を編み、１枚目の花びらの編みはじめの位置に引き抜きます。[0:22:31] 

もう一度鎖３目を編みます。[0:22:54-0:22:59] 

モチーフを裏返して、８枚目の花びらのマーカーをつけた目の後ろ側のループ（裏返したので

手前のループになる）に針を入れて引き抜き編みをします。[0:23:33] 

鎖７目を編みます。[0:23:50-0:24:00] 

同じ花びらの最初の長編みに引き抜き編みをします。[0:24:33] 

 

鎖５目を編みます。[0:24:41] 

ひとつ前の花びらのマーカーをつけた目のループに針を入れて引き抜き編みをします。

[0:24:58] 

鎖７目を編みます。[0:25:08] 

同じ花びらの最初の長編みに引き抜き編みをします。[0:25:30] 

 

[0:25:42-0:26:31]では[0:24:33-0:25:30]と同様の作業が繰り返され、すべての花びらに

鎖５目と鎖７目をつけていきます。[0:29:37] 

動画では、途中モチーフを裏返すことがありますが、表側から編むより裏側から編んだほ

うが編みやすいと説明するためです。モチーフは常に裏側から編みます。 

最後の鎖５目は、最初の鎖３目を引き抜いた位置上からかぶせるように引き抜きます。

[0:30:14] 

モチーフを表側に戻します。[0:30:18] 
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４段目 まんなかの花びらを編む[0:30:38] 
 

前段で編んだ鎖５目の間に花びらを編んでいきます。 

 

①３段目の 後の引き抜き編みと、鎖

３目のあとの引き抜き編みの両方を

拾 っ て 細 編 み １ 目 を 編 み ま す 。

[0:31:50]からこの細編みを編んでいます。 

②鎖５目の間に、細編み１目、長編み

９目、細編み１目を編みます。 

③ 残りの鎖５目にも②と同様に編み

ます。 

④８枚目の花びらを編み終えたら、

初の細編みに針をいれて引き抜きま

す。[0:36:49]から引き抜く位置を説明して

います。 

⑤糸を切ります。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

動画では、３段目で編んだ、鎖５目と鎖７目のループについて説明しています。 

同じ花びら上にあるのが鎖７目のループ、隣同士の花びらをつないでいるのが鎖５目のル

ープです。この段では、ふたつの花びらにまたがる鎖５目のループを使います。８つの鎖

５目のループに、細編み１目、長編み９目、細編み１目を編んでいきます。  

[0:31:50]３段目の最初の鎖３目と最後の引き抜き編みの部分に細編み１目を編みます。  

次からは、手前の鎖３目のループではなく、奥の鎖５目のループに編みます。[0:32:30] 

鎖５目のループに、細編み１目、長編み９目、細編み１目を編みます。 

狭いスペースに 11 目編むので、ときどき目を寄せてスペースを確保して編みましょう。

[0:33:27]  最初の鎖５目のループのあとは、鎖７目のループをとばします。[0:33:50] 

  

ふたつの花びらをつなぐ鎖５目のループに（鎖７目のループの前から針をいれて）細編み１目、

長編み９目、細編み１目を編みます。[0:34:45] 

次の鎖７目のループをとばします。[0:35:02] 

[0:35:02-0:36:07] で は [0:33:50-0:34:45] と 同 様 の 作 業 が 繰 り 返 さ れ ま す 。

（0:35:23 頃から猫がなきはじめます） 

同様にして８枚の花びらを編むことを説明しています。[0:36:36] 

最後の花びらを編み終えたら、最初の細編みに針をいれて引き抜くことを説明しています。

[0:36:46] 

[0:36:49]から、最後の花びらの終わり（細編み）から最初の花びらに引き抜き編みをします。

糸を切ります。[0:37:19] 

花びらの部分が終了しました。[0:37:33] 
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５段目 まんなかの花びらに縁取りをする[0:37:34] 
 

この段では、４段目で編んだ花びら（細編みと長編み）に引き抜き編みでステッチをいれます。 

 

どの花びらからスタートしてもかまいません。すべての細編みと長編みに引き抜き編みをした

ら、糸を２０センチほど残して切ります。とじ針を使って、 初の目に通し、 後の目から裏

側にとじて、はじめの引き抜き編みにつなげます。[0:40:53]から、とじ針を使った糸のしまつの手順が

でています。 

 

引き抜き編みがきつく編めてしまうときは、かぎ針のサイズをひとつ太いものにしてみましょ

う。 

 

〈動画を見ながら編んでいく〉 

この段では、４段目で編んだ花びらの細編みと長編みに引き抜き編みでステッチをいれます。

[0:38:07] 

どの花びらからスタートしてもかまいません。 [0:38:12] 

もし、引き抜き編みがきつく編めてしまうときは、かぎ針のサイズをひとつ太いものにし

てみましょう。 

花びらのすべての細編みと長編みに引き抜き編みをしたら、はじめの引き抜き編みにつなげま

す。 

[0:40:02]最後の３目から、最初の目へのつなぎ方を説明します。 

[0:40:35]最後の目に引き抜き編みをしたところで、２０センチほどのこして糸を切ります。

とじ針を使って、最初の目に通し、最後の目から裏側にとじます。こうすることで、スタート

位置がわからない引き抜き編みの縁編みが完成です。[0:41:55] 
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６段目 葉を編む[0:41:55] 
 

３段目で編んだ鎖７目のループと４段目で編んだ花びらに２枚の葉を編んでいきます。図の★

の位置（花びらの中央にある５番目の長編み）の手前のループにマーカーをつけます。 

 

①マーカーをつけた目の後ろ側

（バックループ）に針を入れ、

引き抜きます。[0:44:02]から編み

はじめています。 

②鎖２目を編みます。 

③前段で編んだ花びらの後ろ側

から鎖７目の中央の目（４番目

の鎖編み）に〈パプコーン編み

C〉を編みます。[0:45:00]から

[0:46:34]参照。 

④鎖４目を編み、鎖７目の同じ

目に引き抜きます。 

⑤もう一度鎖４目を編み、鎖７

目の同じ目に〈パプコーン編み

C〉を編みます。 

⑥鎖２目編み、花びらのマーカ

ーをつけた目の後ろ側に引き抜

きます。 

 

②〜⑥と同様のことを７回繰り返して、８ヶ所に葉を編みます。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

（動画では「らうんどせぶん」といっていますが、７段目ではなく６段目です） 

３段目で編んだ鎖７目のループと４段目で編んだ花びらに緑色の葉を編んでいきます。作業を

しやすくするために、花びらの中央（５番目の長編み）にマーカーをつけます。 

マーカーは５段目で編んだ引き抜き編みの部分ではなく、４段目で編んだ花びらの部分に

つけます。 

[0:42:42]動画ではマーカーをつける位置を示しています。 

[0:43:08]花びらにマーカーをつけます。編み目の手前側（フロントループ）のみにつけます。

８枚の花びらすべてにマーカーをつけてください。 

 

[0:43:50]実際に編みはじめます。 

 

[0:44:02]マーカーをつけた目の後ろ側（バックループ）に針を入れ、引き抜きます。 

鎖２目を編みます。[0:44:20] 

続いて、花びらの後ろ側にある鎖７目のループに編んでいきます。[0:44:29] 

鎖７目の間を束に拾うのではなく、中央の鎖編み（４番目の鎖編み）に針をいれて〈パプコー

ン編み C〉を編みます。[0:45:00] 

 

鎖７目のループの４番目の鎖編みに長々編みを編みます。[0:45:22] 

長々編みの根元から長編み２目を編み、〈パプコーン編み C〉を編みます。[0:46:34] 

鎖４目を編みます。[0:46:43] 

長々編みを編んだ目に引き抜きます。[0:47:22] 

 

もう一度鎖編みを４目編みます。[0:47:33] 

同じ目に〈パプコーン編み C〉を編みます。[0:48:27] 

鎖２目を編みます。[0:48:41] 

次の花びらのマーカーをつけた目の後ろ側に引き抜きます。[0:48:53] 

 

[0:49:16-0:52:14]では[0:44:02-0:48:53]と同様の作業が繰り返されます。 

同じ作業をあと６回おこないます。 
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7段目 つぼみを編む[0:52:31] 
 

２枚の葉の間に蕾を編みます。編みはじめは、前段でつけたマーカーの位置です（どのマーカ

ーからでもかまいません）。 

 

 

①かぎ針に目をつくり、マーカーをつけた目の後ろ側のループに針をいれ、６段目で編んだ引

き抜き編みを外側からおおうように細編み１目を編みます。[0:52:53]から[0:53:19]参照。 

②鎖２目を編み、〈パプコーン編み C〉の後ろ側に針を入れて引き抜きます。パプコーン編みが

よりぷっくりします。[0:53:36]から[0:53:50]参照。鎖２目を編みます。	

③鎖７目の間の〈パプコーン編み C〉を２つ編んだ同じ目に〈パプコーン編み A〉を編みます。

[0:54:22]から[0:55:15]参照。 

④鎖３目を編み、もうひとつ〈パプコーン編み A〉を同じ目に編みます。 

⑤鎖２目を編み、〈パプコーン編み C〉の後ろ側に針を入れて引き抜きます。鎖２目を編みます。 

⑥マーカーをつけた目の後ろ側のループに針をいれて、細編み１目を編みます。 

 

②〜⑥を７回繰り返し、編みはじめの細編みに引き抜きます。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

 [0:52:53]かぎ針に目をつくっておきます。マーカーをつけた目の後ろ側のループに針をいれ、

６段目で編んだ引き抜き編みの外側からおおうように細編み１目を編みます。[0:53:19] 

鎖編みを２目編みます。[0:53:26] 

ひとつめの〈パプコーン編み C〉の後ろ側に針を入れて引き抜き編みをします。パプコーン編

みがよりぷっくりとします。[0:53:50] 

鎖編みを２目編みます。[0:54:00] 

 

鎖７目ループの〈パプコーン編み C〉を２つ編んだ同じ目に〈パプコーン編み A〉を編みます。

[0:54:19] 

[0:54:22]長々編みを鎖７目ループの中央の目に、すでに編んだ目を覆うように編みます。

[0:54:40] 

長々編みの根元から長編み３目を編み、〈パプコーン編み A〉をつくります。[0:55:15] 

鎖編みを３目編みます。[0:55:21] 

次の〈パプコーン編み A〉のために、同じ目に長々編みを編みます。[0:55:36] 

長々編みの根元から長編み３目を編み、〈パプコーン編み A〉をつくります。[0:56:11] 

鎖編みを２目編みます。[0:56:16] 

次の〈パプコーン編み C〉の後ろ側に針を入れて引き抜き編みをします。[0:56:50] 

 

鎖編みを２目編みます。[0:56:56] 

次のマーカーをつけた目の後ろ側のループに針をいれて、細編み１目を編みます。[0:57:08] 

この作業を７回繰り返します。 

[0:57:30-1:00:52]では[53:26-57:08]と同様の作業が繰り返されます。 

同じ作業をあと６回おこないます。編みはじめの細編みに引き抜きます。 
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８段目 つぼみのまわりの花びらを編む[1:01:07] 
 

つぼみのまわりの花びらを編みます。マーカーの付いた目からスタートします。 

 

 

①かぎ針に目を作ります。マーカーを付けた目（引き抜き編み２目と、それをおおうように編

んだ細編みがあります）の後ろ側のループに、前段で編んだ細編みの右側から針をいれて引き

抜き、つづいて同じ細編みの左側から、裏側のループに針を入れて、もう一度引き抜きます。

[1:01:53]から[1:02:17]参照。 

②鎖１目を編み、葉っぱの〈パフコーン編み C〉に表引き上げ編みの長編みを編みます。[1:02:50]

から [1:03:02]参照。 

③鎖２目の間に長編み５目を編みます。 

④つぼみの〈パフコーン編み A〉に表引き上げ編みで細編みを編みます。つぼみがよりぷっく

りします。[1:03:31]から [1:03:53]参照。 

⑤鎖３目のループに長編み３目、鎖編み１目、長編み３目を編み入れます。つづいて、④③②

の順に編みます。 

⑥次のマーカーの目の裏側のループに２回引き抜き編みをします（①と同様）。 

 

②〜⑥をのこりの７個のつぼみのまわりにも編みます。 後は、はじめに編んだ目に引き抜き

ます。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

６段目で編んだ引き抜き編み２目と、それをおおうように７段目で編んだ細編みがあります。 

[1:01:53]かぎ針に目を作り、マーカーを付けた目（引き抜き編み２目と、それをおおうよう

に編んだ細編みがあります）の後ろ側のループに、前段で編んだ細編みの右側から針をいれて

引き抜きます。[1:02:03] 

つづいて同じ細編みの左側から、裏側のループに針を入れて、もう一度引き抜き編みをします。

[1:02:17] 

マーカーを取り外します。[1:02:23] 

鎖編みを１目編みます。[1:02:34] 

６段目で編んだ葉の〈パフコーン編み C〉に表引き上げ編みの長編みを編みます。[1:03:02] 

次の鎖２目のループ（７段目で編んだもの）に長編み５目を編み入れます。[1:03:31] 

次の〈パフコーン編み A〉（つぼみの部分）に表引き上げ編みで細編みを編みます。つぼみがよ

りぷっくりします。[1:03:53] 

次の鎖３目のループに長編み３目、鎖編み１目、長編み３目を編み入れます。[1:04:31] 

次の〈パフコーン編み A〉（つぼみの部分）に表引き上げ編みで細編みを編みます。[1:04:54] 

次の鎖２目のループ（７段目で編んだもの）に長編み５目を編み入れます。[1:05:24] 

次の葉の〈パフコーン編み C〉に表引き上げ編みの長編みを編みます。[1:05:51] 

鎖編みを１目編みます。[1:05:58] 

次のマーカーの目の裏側のループに２回引き抜き編みをします（最初のマーカーの目に編んだ

引き抜き編みと同様です）[1:06:30] 

同じ作業を７回繰り返します。 

[1:06:49-1:09:56]では[1:02:34-1:06:30]と同様の作業が繰り返されます。 

同じ作業を６回繰り返します。最後は、はじめに編んだ目に引き抜きます。 
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９段目 四角形モチーフにする準備(1) [1:10:21] 
 

花びらの外側に角（コーナー）をつくっていきます。 

 

①かぎ針に目を作ります。[1:12:00]参照。 

②つぼみの〈パフコーン編み A〉に編んだ表引き上げ編みの細編みと長編みの間に裏側からか

ぎ針をいれて細編み１目を編みます。[1:12:20]から[1:12:44]参照。 

③鎖２目を編み、次は７段目で編んだ細編み（つぼみを編んだ糸）に長編みを編みます。[1:13:05]

から [1:13:25]参照。 

④鎖２目を編み、長編み５目と表引き上げ編みの細編みの間に裏側からかぎ針をいれて細編み

１目を編みます。 

⑤鎖２目を編み、表引き上げ編みの細編みと長編みの間に長編み１目を編みます。鎖２目を編

み、ふたたび７段目で編んだ細編み（つぼみを編んだ糸）に、四ツ巻き長編み３目、鎖３目、

四ツ巻き長編み３目を編みます。鎖２目を編み、長編み５目と表引き上げ編みの細編みの間に

長編み１目を編みます。鎖２目を編みます。 

②から⑤を繰り返し４つのコーナーをつくり、編みはじめの細編みに引き抜き編みをします。  
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

針を入れる目を確認しています。[1:11:54]  

[1:12:00] かぎ針に目を作ります。表引き上げ編みの細編みの後ろ側から針を入れ、鎖編みの

ループの後ろ側に針を出して、細編みを１目編みます。[1:12:43]  

表側からみると、表引き上げ編みの細編みと５つの長編みの間に糸がみえます。[1:12:57] 

鎖編みを２目編みます。[1:13:03] 

次の細編みに長編みを編みます。針を入れる位置は動画参照[1:13:25] 

鎖編みを２目編みます。[1:13:31] 

５目長編みと表引き上げ編みの細編みの間に、後側から針をいれて細編み１目を編みます。

[1:14:14] 

鎖編みを２目編みます。[1:14:22] 

次の表引き上げ編み細編みと長編みの間は、コーナーをつくるために、長編みを編みます。

[1:14:58] 

鎖編みを２目編みます。[1:15:07] 

次の細編みに、四ツ巻き長編み３目、鎖編み３目、四ツ巻き長編みを編みます。[1:18:14] 

鎖編みを２目編みます。[1:18:24] 

次の長編みと表引き上げ編み細編みの間は、長編みを編みます。[1:18:46] 

鎖編みを２目編みます。[1:19:00] 

次の表引き上げ編みの細編みと長編みの間は細編み１目を編みます。[1:19:20] 

ここまででモチーフの四分の一になります。同じ作業を３回繰り返します。 

[1:20:06-1:23:23]では[1:12:00-1:19:20]と同様の作業が繰り返されます。 

同じ作業をあと２回繰り返します。最後は、はじめに編んだ細編みに引き抜きます。 

 

  



 

動画をみながら海外のモチーフ(Tropical Delight)を編む 

by Crochet Hmmm クロシェ♡ふ〜む〜 (V_J_2 6/9/2018) 

Tropical Delight motif designed by Susan A. Stevens 
Japanese text copyright © 2018 Masako Kawahara (Crochet Hmmm), all right reserved. 

http://www.goglin.jp/crochethmmm/ 

21/26 

１０段目 四角形モチーフにする準備(2) [1:23:47] 

 

 

①前段の引き抜き編みから、鎖２目の間に引き抜き編みをします。 

②鎖３目で立ち上がります（長編み１目としてカウント）。鎖２目の間に長編み１目を編みます。 

③次の長編みに長編み１目、鎖２目の間に長編み２目を編みます。 

④次の長編みに長編み１目、鎖２目の間には長編み１目を編みます。これをもう一度繰り返し

ます。 

⑤四ツ巻き長編みに、表引き上げ編みの長々編みを編み、四ツ巻き長編みの間に長編み１目を

編み、全部で表引き上げ編みの長々編み３目と長編み２目を編みます。 

⑥鎖３目の間に長編み２目、鎖２目、長編み２目を編みます。 

⑦⑤と同様に編みます。 

⑧鎖２目の間に長編み１目、次の長編みに長編みを２回繰り返して編みます。 

⑨鎖２目の間に長編み２目、次の長編みに長編み１目を編みます。 

②から⑨を３回繰り返します（②の鎖３目は長編み１目にします）。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

次の鎖編み２目の間に引き抜き編み１目を編みます。[1:24:02] 

鎖編み３目（最初の長編みになる）、長編み１目を鎖２目の間に編みます。[1:24:23] 

次の長編みに長編みを編みます。[1:24:31] 

次の鎖２目の間に長編み２目を編みます。[1:24:43] 

次の目に長編みを編みます。[1:24:48] 

次の鎖２目の間には長編みを１目だけ編みます。[1:24:57] 

次の長編みに長編みを編みます。[1:25:05] 

次の鎖２目の間には長編みを１目だけ編みます。[1:25:11] 

次の四ツ巻き長編みに、表引き上げ編みの長々編みを編み、四ツ巻き長編みの間に長編み１目

を編みます。[1:25:56]これをもう一度繰り返し、３つ目の四ツ巻き長編みに表引き上げ編み

長々編みを編みます。[1:26:28] 

鎖３目の間に長編み２目、鎖編み２目、長編み２目を編み入れます。[1:26:54] 

 

[1:27:25-]同様にして次のコーナーを編み、残りの編み方を説明しています。 
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１１段目 フレームと花びらを固定する [1:31:00] 
 

さらに外側を編んでいきます。11〜14 段目はコーナーの鎖２目の間から編みはじめます。 

 

①糸をかえて、かぎ針に作り目をして、コーナーに長編みを編み入れます。長編み１目、鎖編

み２目、長編み２目を編みます。 

②長編みには長編み、引き上げ編みには引き上げ編みの長編みを編んでいきます。 

③引き上げ編みの次の長編みを編んだら、花びらの中央の鎖１目の後ろ側のループにかぎ針を

いれて、次の長編みに長編みを編みます。[1:33:00]から [1:33:33]参照。 

④長編み９目を順に編みます。 

⑤花びらの中央の鎖１目の後ろ側のループと次の長編みに、長編みを編みます。 

同様に花びらのまわりを編んでいきます。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

糸をかえて、コーナーの鎖２目の間から編みはじめます。 

[1:31:10]かぎ針に作り目をして、コーナーに長編みを編み入れます。長編み１目、鎖編み２

目、長編み２目を編みます。[1:31:40] 

次から、長編みには長編み、引き上げ編みには引き上げ編みの長編みを編んでいきます。

[1:32:48] 

引き上げ編みの次の長編みを編んだら、[1:32:53]次は花びらを一緒に編みます。 

[1:33:03]で示すように、花びらの中央の鎖１目の後ろ側のループと次の長編みに、長編みを

編みます。[1:33:33]（この部分は動画がわかりやすいです） 

長編み９目を順に編みます。[1:34:11] 

次も、花びらの中央の鎖１目の後ろ側のループと次の長編みに、長編みを編みます。[1:34:31] 

コーナーに向かって、長編みには長編み、引き上げ編みには引き上げ編みの長編みを編んでい

きます。これを繰り返します。 
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１２段目 縁に飾りの引き抜き編みをする [1:35:40] 
 

５段目と同様に、引き抜き編みで前段の長編みに飾りを編みます。 

 

〈動画を見ながら編んでいく〉 

５段目と同様に、引き抜き編みでフレームの飾りを編みます。 

[1:35:58]でスタート位置を確認してください。 

[1:37:09]から 後のしまつのしかたです。 

 

１３、１４段目 フレーム [1:38:06] [1:40:54] 

 

 

①かぎ針に目をつくり、コーナーの鎖２目の間から中長編みを一周編みます。 

１４段目も同様に編みます。１４段目まで編むと、一辺は中長編み３５目になります。 
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〈動画を見ながら編んでいく〉 

糸をかえて、コーナーの鎖２目の間から編みはじめます。 

[1:38:10]かぎ針に作り目をして、コーナーに中長編みを編み入れます。中長編み１目、鎖編

み２目、中長編み２目を編みます。[1:38:47] 

次に編む目を[1:39:22-1:39:50]で示しています。最初の目はスキップして次の目に中長編み

を編みます。 

中長編みを次のコーナーまで編みます。これを一周繰り返します。 

 

糸をかえて、コーナーの鎖２目の間から編みはじめます。 

 [1:41:05]かぎ針に作り目をして、コーナーに中長編みを編み入れます。中長編み１目、鎖編

み２目、中長編み２目を編みます。[1:41:25] 

最初の目はスキップして次の目に中長編みを編みます。[1:41:33]  

中長編みを次のコーナーまで編みます。これを一周繰り返し、最初の目に引き抜きます。 

 


