
ソフィーのマンダラ {⼤} 
デザイン：Dedri Uys 

このマンダラは、これまでで⼀番時間をかけたパターンとなりました。時間がかかった分、出来上がりには
満⾜しています。みなさんも楽しく編んでくれますように。 

Sophieʼs Mandala {Large} 

©Dedri Uys 2014.  All Rights Reserved. 
Japanese translation by Masako Kawahara (VJ_1 20200914) 
Special design credit to Chris Simon for allowing me to use a modified version of her Lace Petals 
flower.  

サイズ 

合太〜並太程度の⽷を使った場合は直径が約45 cmになります。 

⽤意するもの 

• かぎ針 7/0号（4 mm） 

• 合太〜並太の⽷、約250m 

• とじ針 
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略語（アメリカ式） 

⽇本語版では英語の略語は使⽤していません。オリジナルの英⽂を読むときの参考にしてください。 

• Ch – Chain 鎖編み 
• Dc – Double crochet ⻑編み 
• Fpdc – Front post double crochet 〈表引き上げ編み〉⻑編み 
• Fpdtr – Front post double treble 〈表引き上げ編み〉三巻⻑編み 
• Fptr – Front post treble crochet 〈表引き上げ編み〉⻑々編み 
• Hdc – Half-double crochet 中⻑編み 
• Sc – Single crochet 細編み 
• Sl st – Slip stitch 引き抜き編み 
• St/stʼs – Stitch/stitches ⽬ 
• * – アスタリスク（＊）で囲まれた指⽰を指定された回数分繰り返す。中⼼となる繰り返しにあたり

ます。通常、複数の指⽰がまとめられています。 
• () – かっこで囲まれた指⽰を指定回数分繰り返す。アスタリスクの繰り返しの内部で使われます。 

特別な編み⽅ 

• ⻑編み3⽬⼀度:  未完成の⻑編みを3⽬編み（かぎ針には4本のループがかかっています）、かぎ針に
⽷をかけてループを⼀度に引き抜きます。 

• バック細編み: 細編みと似ていますが、細編みとは逆⽅向に編んでいく編み⽅です。 
• パプコーン編み: ⻑編みを5回編み、かぎ針を⼀度ぬいて、最初の⻑編みの頭に⼊れ、もう⼀度編み

かけのループにかぎ針を⼊れて引き抜きます。最後に鎖1⽬を編みます。 
• スタンディング編み:  スタンディング編み（細編み、中⻑編み、⻑編み）は、⽴ち上がりの鎖編みに

代わる編み⽅です。 

⽬⽴たないつなぎ⽅ 

段の終わりは、引き抜き編みで編みはじめの⽬につなげています。引き抜き編みの代わりに、とじ針をつ
かって、⽬⽴たないつなぎ⽅（invisible join）を利⽤することもできます。ただし、⽬⽴たないつなぎ⽅を
使う場合は、どの⽬につなぐか、どの⽬が編みはじめになるのかをきちんと理解しておいてください。ここ
を間違えてしまうと、きれいに仕上がらないこともあります。 
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編み⽅ 

1〜8段⽬ 

ソフィーのマンダラ｛⼩｝の編み⽅の1〜8段⽬と同じです。 

9〜15段⽬ 

ソフィーのマンダラ｛中｝の編み⽅の9〜15段⽬と同じです。 
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16段⽬ 

注意: ピコットに編む中⻑編みは、鎖6⽬のスペースに編んだ細編み6⽬の4番⽬にも編みます。 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 次の⽬に引き抜き編みをし、鎖2⽬（最初の中⻑編みとしてカウント）。次の
3⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 引き抜き編みの次の⽬にスタンディング中⻑編みを編みます。次の3⽬に中⻑
編みを1⽬ずつ編みます {写真 1}。 

＊13段⽬で編んだピコットと15段⽬の次の⽬にかぎ針を⼊れて（2つを重ねて）中⻑編み1⽬を編みます {写
真 2}。次の5⽬に中⻑編みを1⽬ずつ {写真 3}、14段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑編みに〈表引き上げ編み〉
⻑々編み {写真 4}、15段⽬の次の⽬を⾶ばし、次の⽬に中⻑編み2⽬を編みます {写真 5の⽮印の位置、写
真 6}。14段⽬の同じ〈表引き上げ編み〉⻑編みに〈表引き上げ編み〉⻑々編み {写真 7}、15段⽬の次の⽬
を⾶ばし、次の4⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 8}。＊ ＊〜＊をさらに11回繰り返します。ただ
し、最後の中⻑編み4⽬は編みません {写真 9}。最初の鎖2⽬（またはスタンディング中⻑編み）に引き抜
きます。 

⽬数: 168 ⽬ {中⻑編み144⽬、〈表引き上げ編み〉⻑々編み24⽬} 
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17段⽬ 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖1⽬、同じ⽬に細編み1⽬。次の4⽬に細編みを1⽬ずつ編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 引き抜き編みをした⽬にスタンディング細編みを編みます。次の4⽬に細編み
を1⽬ずつ編みます {写真 1}。 

＊13段⽬で編んだピコットのまわりに〈表引き上げ編み〉⻑編みを編みます {写真 1の⽮印の位置、写真 2
と 3}。16段⽬の次の⽬は⾶ばし、次の6⽬に細編みを１⽬ずつ {写真 4}、次の⽬に細編み2⽬ {写真 5}、
次の6⽬に細編みを１⽬ずつ編みます {写真 6}。＊ ＊〜＊をさらに11回繰り返します。ただし、最後の細
編み5⽬は編みません。最初の細編みに引き抜きます。 

⽬数: 180 ⽬ {細編み168⽬、〈表引き上げ編み〉⻑編み12⽬} 

 

|Soph ie ʼs  Manda la  La rge5 www. looka twha t imade .ne t



注意 次の3段を編むと端がうねってくることがあります。22段まで進むと改善されるので⼼配しないでください。⽬数
が合っていれば⼤丈夫です。 

18段⽬ 

この段は、少しわかりにくいかもしれません。パプコーン編みの編み⽅を確認しておきましょう。⻑編み5⽬のパプコー
ン編みは、最後に鎖1⽬を編んで完成になります。   

• 同じ⾊の⽷で編むとき 次の3⽬に引き抜き編みをします（〈表引き上げ編み〉⻑編みの2つ前の細編
みまで引き抜く）。鎖2⽬（最初の中⻑編みとしてカウント）。次の⽬に中⻑編み1⽬を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 前段の〈表引き上げ編み〉⻑編みの2つ前の細編みに、スタンディング中⻑編
みを編みます。次の⽬に中⻑編み1⽬を編みます {写真 1}。 

＊次の⽬（〈表引き上げ編み〉⻑編み）にパプコーン編み {写真 2}、次の4⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編みま
す {写真 3}。16段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑々編みに〈表引き上げ編み〉⻑々編み {写真 4}。17段⽬の次
の⽬は⾶ばし {写真 5の⽮印の⽰す⽬}、次の2⽬に中⻑編みを1⽬ずつ、次の⽬に中⻑編み2⽬ 、次の2⽬に
中⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 6}。16段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑々編みに〈表引き上げ編み〉⻑々編
み {写真 7}。 17段⽬の次の⽬は⾶ばし、次の3⽬
に中⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 8}。＊ ＊〜
＊をさらに11回繰り返します。ただし、最後の中⻑
編み2⽬は編みません。最初の鎖2⽬（またはスタン
ディング中⻑編み）に引き抜きます。 

⽬数: 192 ⽬ {中⻑編み156⽬、パプコーン編み12
個、〈表引き上げ編み〉⻑々編み24⽬} 
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19段⽬ 

パプコーン編みの《どの⽷》に編むか: このパターンでは、パプコーン編みの《⼀番上》は、⻑編み5⽬の1番⽬の⻑編み
になります。この⽷は、パプコーン編みの右奥にあります {写真 2 の⽮印の位置}。写真2のように、⻑編み5⽬のパプコー
ン編みの最初の⻑編みに編み、パプコーン編みの最後に編んだ鎖編みには編みません {写真 1の⽮印の⽬}。 

• 同じ⾊の⽷で編むとき パプコーン編みに引き抜き、鎖3⽬（最初の⻑編み1⽬としてカウント）。 

• 別の⾊の⽷で編むとき パプコーン編みのまわりにスタンディング⻑編みを編みます {写真 2}。 

次の 15 ⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みます。＊次の⽬（パプコーン編み）に⻑編み1⽬。次の 15 ⽬に⻑編みを1
⽬ずつ編みます。＊ ＊〜＊をさらに10回繰り返します。最初の鎖3⽬（またはスタンディング⻑編み）に
引き抜きます。 

下の写真 3はパプコーン編みの次の⻑編みが編み終えたところです。パプコーン編みの⼀番上の鎖編みには編んでいませ
ん。 

⽬数: ⻑編み192⽬ 
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20段⽬ 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖3⽬（最初の⻑編みとしてカウント）。次の3⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みま
す。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 引き抜き編みをした⽬にスタンディング⻑編み、次の3⽬に⻑編みを1⽬ずつ
編みます。 

＊18段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑々編みに〈表引き上げ編み〉三巻⻑編み {写真 1}。19段⽬の次の⽬は⾶
ばし、次の10⽬に⻑編みを1⽬ずつ {写真 2}。18段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑々編みに〈表引き上げ編み〉
三巻⻑編み {写真 3}。19段⽬の次の⽬は⾶ばし、次の4⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 4}。＊ ＊〜
＊をさらに11回繰り返します。ただし、最後の⻑編み4⽬は編みません。最初の鎖3⽬（またはスタンディン
グ⻑編み）に引き抜きます。 

⽬数: 192⽬ {⻑編み168⽬、〈表引き上げ編み〉三巻⻑編み24⽬} 
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21段⽬ 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖3⽬（最初の⻑編みとしてカウント）。次の⽬に⻑編み1⽬を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 引き抜き編みをした⽬にスタンディング⻑編み。次の⽬に⻑編み1⽬を編みま
す。 

＊次の⽬に⻑編み2⽬、次の3⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みます。最後の⻑編みは前段の〈表引き上げ編み〉三巻⻑編
みの次の⻑編みに編みます {写真 1}。（鎖2⽬、⻑編み3⽬⼀度）×3回 {写真 2 と 3}。鎖2⽬、次の3⽬に⻑編
みを1⽬ずつ編みます {写真 4}。＊ ＊〜＊をさらに11回繰り返します。ただし、最後の⻑編み2⽬は編み
ません。最初の鎖3⽬（またはスタンディング⻑編み）に引き抜きます。 

⽬数: 132⽬、鎖2⽬のスペース 48 {⻑編み96⽬、⻑編み3⽬⼀度36} 
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22段⽬ 

表引き上げ編みによる花びらはほぼ完成しています。この段では、花びらの先端を編みます。  

編んでいるうちにマンダラが丸まってきても⼤丈夫です。次の段で直ります。 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖1⽬、同じ⽬に細編み1⽬。次の2⽬に細編みを1⽬ずつ編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 引き抜き編みをした⽬にスタンディング細編みを編みます。次の2⽬に細編み
を1⽬ずつ編みます。 

＊20段⽬のパプコーン編みの左側（左利きの場合は右側）の〈表引き上げ編み〉三巻⻑編みに〈表引き上げ
編み〉三巻⻑編み {写真 1}、続いて、右側（左利きの場合は左側）の〈表引き上げ編み〉三巻⻑編みに〈表
引き上げ編み〉三巻⻑編みを編みます {写真 2}。21段⽬の次の⽬は⾶ばして、次の3⽬に細編みを1⽬ずつ
編みます {写真 3}。（次の鎖2⽬のスペースに細編み2⽬、次の⻑編み3⽬⼀度に細編み1⽬）×3回。最後の
鎖2⽬のスペースに細編み2⽬ {写真 4}、次の4⽬に細編みを1⽬ずつ編みます {写真 5}。＊ ＊〜＊をさら
に11回繰り返します。ただし、最後の細編み3⽬は編みません。最初の細編みに引き抜きます。 

⽬数: 240⽬ {細編み216⽬、〈表引き上げ編み〉三巻⻑編み24⽬} 
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23段⽬ 

注意:  前段の〈表引き上げ編み〉三巻⻑編み2⽬をまとめて〈表引き上げ編み〉⻑編み1⽬を編みます。この2⽬の頭には
編みません {写真4 の⽮印が⽰す⽬}。 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖3⽬（最初の⻑編みとしてカウント）。次の2⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みま
す。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 引き抜き編みをした⽬にスタンディング⻑編み。次の2⽬に⻑編みを1⽬ずつ
編みます {写真 1}。 

＊22段⽬の〈表引き上げ編み〉三巻⻑編み2⽬をまとめて〈表引き上げ編み〉⻑編みを編みます {写真 2 と 
3}。上の注意を参考にしてください。次の細編み18⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 5}。＊ ＊〜＊をさ
らに11回繰り返します。ただし、最後の⻑編み3⽬は編みません。最初の鎖3⽬（または、スタンディング⻑
編み）に引き抜きます。 

⽬数: 228⽬ {⻑編み216⽬、〈表引き上げ編み〉⻑編み12⽬} 
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24段⽬ 

この段では、〈表引き上げ編み〉⻑編みの頭のループと縦の⽷（ポスト）に別々に編むことで、⽬を増やし
ています 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖1⽬、同じ⽬に細編み1⽬。次の⽬に細編み1⽬を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 引き抜き編みをした⽬にスタンディング細編みを編みます。次の⽬に細編み1
⽬を編みます。 

＊次の2⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編みます。2番⽬の中⻑編みは前段の〈表引き上げ編み〉⻑編みの頭に編み
ます {写真 1}。前段の〈表引き上げ編み〉⻑編みに〈表引き上げ編み〉⻑編み {写真 2}、次の2⽬に中⻑編
みを1⽬ずつ {写真 3}、次の15⽬に細編みを1⽬ずつ編みます。＊ ＊〜＊をさらに11回繰り返します。た
だし、最後の細編み2⽬は編みません。最初の細編みに引き抜きます。⽷を切り、⽷端のしまつをしましょ
う。 

⽬数: 240⽬ {細編み180⽬、中⻑編み48⽬、〈表引き上げ編み〉⻑編み12⽬} 

注意:  下の写真では、本来は⽔⾊で編むところを、⾒やすさを考えて、⻩⾊の⽷で編んでいます。 
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25段⽬ (省略可能) 

この段は省略してもかまいません。 

編み進めるうちに、マンダラの縁が波打ってくることがありますが、ブロッキング（ピン打ち）で直ります。 

どの⽬から編みはじめてもかまいません。スタンディング細編みを編みます {写真 1}。すべての⽬にバック
細編みを編みます {写真 2 と 3}。 

最後の⽬まで編んだら、スタンディング細編みを編んだ⽬にバック細編みを編みます。引き抜き編みでつな
ぐ必要はありません。⽷を切り、⽷端のしまつをしてください。 

⽬数: バック細編み240⽬ 
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