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パターンを公開できる運びとなり感激しております。  

Sophieʼs Garden 

©Dedri Uys 2014.  All Rights Reserved. 
Special design credit to Chris Simon for the use of a modified version of her Lace Petals flower.  
Japanese translation by Masako Kawahara (VJ_1 20201019) 

サイズ 

並太程度の⽷を使った場合（10cm四⽅：⻑編み18⽬×8段）⼀辺が約48cm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） 

⼀部の英語の略語は編み図で使⽤されています。 

• Bpsc – Back post single crochet 〈裏引き上げ編み〉細編み 
• Bphdc – Back post half-double crochet 〈裏引き上げ編み〉中⻑編み 
• Bpdc – Back post double crochet 〈裏引き上げ編み〉⻑編み 
• Bptr – Back post treble crochet 〈裏引き上げ編み〉⻑々編み 
• Ch – Chain 鎖編み 
• Dc – Double crochet ⻑編み 
• Fpsc – Front post single crochet 〈表引き上げ編み〉細編み 
• Fphdc – Front post half-double crochet 〈表引き上げ編み〉中⻑編み 
• Fpdc – Front post double crochet 〈表引き上げ編み〉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 
• Tr – Treble crochet ⻑々編み 
• * – 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 

• ⻑々編み3⽬⼀度: 未完成の⻑々編みを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。 このパターンでは表引き上げ編みで編みます。 

• 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。 

 

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。 

16〜25段⽬ 

ソフィーのマンダラ｛⼤｝の編み⽅の16〜25段⽬と同じです。 
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26段⽬ 

この段では、24段⽬のすべての⽬に裏引き上げ編みを編んでいきます。⽬を⾶ばしたり、同じ⽬に2⽬以上編んだりしな
いように気をつけてください。  

24段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑編みに、スタンディング〈裏引き上げ編み〉細編みを編みます {写真 1}。
さらに次の9⽬に〈裏引き上げ編み〉細編みを1⽬ずつ編みます。 

＊次の10⽬に〈裏引き上げ編み〉中⻑編みを1⽬ずつ。最後の⽬は24段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑編みの直前の⽬
に編みます {写真 2}。次の9⽬に〈裏引き上げ編み〉⻑編みを1⽬ずつ、次の⽬に〈裏引き上げ編み〉⻑々編み
3⽬、鎖2⽬、次の⽬に〈裏引き上げ編み〉⻑々編み3⽬を編みます。ここがコーナーになります {写真 3 と 
4}。次の9⽬に〈裏引き上げ編み〉⻑編みを1⽬ずつ。最後の⽬は24段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑編みの直前の⽬
に編みます {写真 5}。次の10⽬に〈裏引き上げ編み〉中⻑編みを1⽬ずつ、次の20⽬に〈裏引き上げ編み〉細
編みを1⽬ずつ編みます。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後の〈裏引き上げ編み〉細編み10⽬は編みません。最初の細
編みに引き抜きます。 

⽬数:  

• 全体: 256⽬、鎖2⽬のコーナー 4 {〈裏引き上げ編み〉細編み80⽬、〈裏引き上げ編み〉中⻑編み
80⽬、〈裏引き上げ編み〉⻑編み72⽬、〈裏引き上げ編み〉⻑々編み24⽬} 

• ⼀辺あたり: 64⽬ {〈裏引き上げ編み〉細編み20⽬、〈裏引き上げ編み〉中⻑編み20⽬、〈裏引き
上げ編み〉⻑編み18⽬、〈裏引き上げ編み〉⻑々編み6⽬} 

 

27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13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 {写真 1}。次の13
⽬に細編みを1⽬ずつ編みます。 

＊次の3⽬に中⻑編みを1⽬ずつ、次の12⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みます。最後の⻑編みはコーナーの〈裏引き上
げ編み〉⻑々編み3⽬の直前の〈裏引き上げ編み〉⻑編みに編みます {写真 2}。次の〈裏引き上げ編み〉⻑々編み3
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⽬は⾶ばし、コーナーの鎖2⽬のスペースに（⻑編み6⽬、ピコット、⻑編み6⽬）を編みます。鎖2⽬のス
ペースに⻑編み12⽬を編むのでぎゅうぎゅう詰めになります {写真 3 – 5}。次の〈裏引き上げ編み〉⻑々編み3⽬
は⾶ばし、次の12⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 5の⽮印と写真 6}。次の3⽬に中⻑編みを1⽬ずつ、
次の28⽬に細編みを1⽬ずつ編みます。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後の細編み14⽬は編みません。最初の細編みに引き抜きま
す。 

⽬数:  

• 全体: 280⽬、コーナーのピコット 4 {細編み112⽬、中⻑編み24⽬、⻑編み144⽬} 

• ⼀辺あたり: 70⽬ {細編み28⽬、中⻑編み6⽬、⻑編み36⽬} 

 

28段⽬ 

コーナーの⽬が多すぎるようにみえますが、そのまま続けてください。 

ピコットにスタンディング細編みを編みます {写真 1}。 

＊鎖4⽬、26段⽬の〈裏引き上げ編み〉⻑々編み3⽬に〈表引き上げ編み〉⻑々編み3⽬⼀度を編みます {写
真 3 と 4}。鎖2⽬ {写真 5}、〈裏引き上げ編み〉⻑々編み3⽬のあとの⻑編み4⽬を⾶ばし、次の2⽬に中
⻑編みを1⽬ずつ {写真 6 の⽮印と写真 7}、鎖2⽬、次の2⽬は⾶ばして、その次の2⽬に中⻑編みを1⽬ず
つ編みます。（鎖2⽬、次の2⽬を⾶ばして、その次の2⽬に細編みを1⽬ずつ）×9回。（鎖2⽬、次の2⽬を
⾶ばして、その次の2⽬に中⻑編みを1⽬ずつ）×2回。 この時点で、26段⽬の〈裏引き上げ編み〉⻑々編みの⼿前
に⻑編み4⽬が残っています {写真 8}。 鎖2⽬。26段⽬の〈裏引き上げ編み〉⻑々編み3⽬に〈表引き上げ編み〉
⻑々編み3⽬⼀度を編みます {写真 9}。鎖4⽬、ピコットに細編みを編みます {写真 10}。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後の細編み1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す。 

この段が終わったら、コーナーの（鎖4⽬、細編み、鎖4⽬）は、27段⽬で編んだ⻑編み12⽬の後ろ側に移動します。こ
の先、これらの⽬に編むことはありません {写真 11 と 12}。 
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⽬数: 

• 全体: 116⽬、鎖4⽬のスペース8、鎖2⽬のスペース56 {⻑々編み3⽬⼀度8、中⻑編み32⽬、細編
み76⽬ - コーナーの細編みを含む} 

• ⼀辺あたり: 29⽬、鎖4⽬のスペース2、鎖2⽬のスペース14 {⻑々編み3⽬⼀度2、中⻑編み8⽬、細
編み19⽬ - コーナーの細編みを含む} 

 

29段⽬ 

この段では、⼀部を除いて、27段⽬の⽬に編んでいきます。鎖2⽬のスペースの下にある27段⽬の⽬に編むときは、鎖編
みの⼿前側に編みます。鎖編みを⼀緒に編まないようにしてください。 

〈表引き上げ編み〉⻑々編みと間違えないように〈表引き上げ編み〉⻑編み を⾚⽂字にしています。もし間違えて⻑々
編みを編んでしまっても、少しふくらんだようになるだけなので、そのまま編み続けてもかまいません。 

28段⽬の2番⽬の中⻑編みにスタンディング中⻑編みを編みます {写真 1}。 

＊鎖2⽬のスペースの下にある27段⽬の2⽬に〈表引き上げ編み〉⻑々編みを1⽬ずつ編みます {写真 2}。鎖
編みを⼀緒に編まないようにしてください {写真 5}。（鎖2⽬、鎖2⽬のスペースの下にある27段⽬の2⽬に〈表
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引き上げ編み〉⻑編みを1⽬ずつ {写真 3 と 4}）×10回。鎖2⽬、鎖2⽬のスペースの下にある27段⽬の2⽬
に〈表引き上げ編み〉⻑々編みを1⽬ずつ、28段⽬の次の2⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 6}。 

次は27段⽬の（⻑編み6⽬、ピコット、⻑編み6⽬）の半円部分に編んでいきます。半円部分の後ろ側にある、28段⽬の
２つの鎖4⽬には編みません。28段⽬で編んだ〈表引き上げ編み〉⻑々編み3⽬⼀度を押し下げて、27段⽬の半円部分の
最初と最後の⻑編みを⾒つけてください {写真 7}。 鎖2⽬、次の⻑編み3⽬に⻑々編み3⽬⼀度 {写真 7 と 8}。
（鎖4⽬、次の⻑編み3⽬に⻑々編み3⽬⼀度）×3回 {写真 9 と 10}。鎖2⽬、28段⽬の次の中⻑編み2⽬に
中⻑編みを1⽬ずつ編みます{写真 11}。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後の中⻑編み1⽬は編みません。最初の中⻑編みに引き抜きま
す。 

⽬数: 

• 全体: 128⽬、鎖4⽬のスペース12、鎖2⽬のスペース52 {⻑々編み3⽬⼀度16、中⻑編み16⽬、
〈表引き上げ編み〉⻑々編み16⽬、〈表引き上げ編み〉⻑編み80⽬} 

• ⼀辺あたり: 32⽬、鎖4⽬のスペース3、鎖2⽬のスペース13 {⻑々編み3⽬⼀度4、中⻑編み4⽬、
〈表引き上げ編み〉⻑々編み4⽬、〈表引き上げ編み〉⻑編み20⽬} 
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30段⽬ 

コーナー中央の鎖4⽬のスペースにスタンディング⻑編みを編みます。（⻑編み2⽬、鎖2⽬、⻑編み3⽬）を
同じ鎖4⽬のスペースに編みます。これが最初のコーナーになります {写真 1}。 

＊次の鎖4⽬のスペースに⻑編み5⽬、次の鎖2⽬のスペースに⻑編み5⽬ {写真 2}。次の中⻑編み2⽬は⾶ば
して、次の〈表引き上げ編み〉⻑々編みに引き抜きます {写真 3}。次の鎖2⽬のスペースに⻑編み8⽬、次
の〈表引き上げ編み〉⻑編みは⾶ばして、その次の〈表引き上げ編み〉⻑編みに引き抜きます {写真 4}。こ
こからは、28段⽬に編んでいきます。28段⽬の⽬は、29段⽬の後ろ側にあります。（28段⽬の次の細編み2
⽬に細編みを1⽬ずつ {写真 5の⽮印と写真 6}、28段⽬の次の鎖2⽬のスペースに細編み2⽬ {写真 7}）×8
回。28段⽬の次の細編み2⽬に細編みを1⽬ずつ編みます。ここまでで細編み34⽬を編んだことになります。 

ふたたび29段⽬に戻ります。次の〈表引き上げ編み〉⻑編みに引き抜き、次の〈表引き上げ編み〉⻑編みは
⾶ばして、次の鎖2⽬のスペースに⻑編み8⽬ {写真 8}、次の〈表引き上げ編み〉⻑々編み2⽬は⾶ばして、
次の中⻑編みに引き抜きます {写真 8 の⽮印と写真 9}。次の中⻑編みは⾶ばして、次の鎖2⽬のスペースに
⻑編み5⽬、次の鎖4⽬のスペースに⻑編み5⽬、コーナーの鎖4⽬のスペースに（⻑編み3⽬、鎖2⽬、⻑編み
3⽬）を編みます {写真 10}。＊ 

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後のコーナーは編みません。最初の⻑編みに引き抜きます。 
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⽬数: 

• 全体: 304⽬、鎖2⽬のスペース 4 {⻑編み168⽬、細編み136 ⽬} 

• ⼀辺あたり: 76⽬ {⻑編み42⽬、細編み34 ⽬} 

31段⽬ 

この段は複雑なので注意して編んでください。 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 次の⻑編み2⽬とコーナーの鎖2⽬のスペースに引き抜き、同じスペースに
（鎖1⽬、細編み1⽬、鎖2⽬、細編み1⽬）を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 鎖2⽬のスペースにスタンディング細編み、同じ鎖2⽬のスペースに（鎖2
⽬、細編み1⽬）を編みます。 

＊次の⻑編み12⽬に細編みを1⽬ずつ編みます {写真 1}。 

次の⻑編みは⾶ばし、29段⽬の最初の〈表引き上げ編み〉⻑々編みに〈表引き上げ編み〉⻑編みを編みます。
30段⽬の半円形の⻑編み8⽬に〈裏引き上げ編み〉細編みを1⽬ずつ編みます。29段⽬の次の〈表引き上げ編
み〉⻑編みは⾶ばして、その次の〈表引き上げ編み〉⻑編みに〈表引き上げ編み〉⻑編みを編みます。これ
は、30段⽬で引き抜き編みをした〈表引き上げ編み〉⻑編みになります {写真 2}。 

ここから次の半円形の⻑編み8⽬までは、30段⽬と29段⽬に交互に編んでいきます。30段⽬の次の細編み2⽬に⻑編
みを1⽬ずつ編みます。ここでは29段⽬の鎖2⽬の後ろ側に編んでください {写真 3}。29段⽬の次の〈表引き上げ
編み〉⻑編み2⽬に〈表引き上げ編み〉⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 4}。30段⽬の次の2⽬は⾶ばしま
す。⾶ばす⽬は、28段⽬の鎖2⽬のスペースに編んだ細編み2⽬で、表引き上げ編みの背後にあります {写真 5の⽮印}。 

30段⽬の次の2⽬に中⻑編みを1⽬ずつ。29段⽬の次の〈表引き上げ編み〉⻑編み2⽬に〈表引き上げ編み〉
中⻑編みを1⽬ずつ。30段⽬の次の2⽬は⾶ばします。 

（30段⽬の次の2⽬に細編みを1⽬ずつ。29段⽬の次の〈表引き上げ編み〉⻑編み2⽬に〈表引き上げ編み〉
細編みを1⽬ずつ。30段⽬の次の2⽬は⾶ばす）×4回。30段⽬の次の2⽬に細編みを1⽬ずつ編みます。 

29段⽬の次の〈表引き上げ編み〉⻑編み2⽬に〈表引き上げ編み〉中⻑編みを1⽬ずつ。30段⽬の次の2⽬は
⾶ばし、次の2⽬に中⻑編みを1⽬ずつ。29段⽬の次の〈表引き上げ編み〉⻑編み2⽬に〈表引き上げ編み〉
⻑編みを1⽬ずつ。30段⽬の次の2⽬は⾶ばし、次の2⽬に⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 6}。 

29段⽬の次の〈表引き上げ編み〉⻑編みに〈表引き上げ編み〉⻑編みを編みます {写真 7}。30段⽬の半円
形の⻑編み8⽬に〈裏引き上げ編み〉細編みを1⽬ずつ編みます。29段⽬の次の〈表引き上げ編み〉⻑々編み
は⾶ばして、その次の〈表引き上げ編み〉⻑々編みに〈表引き上げ編み〉⻑編みを編みます {写真 8}。 30
段⽬の次の⻑編みは⾶ばし、次の⻑編み12⽬に細編みを1⽬ずつ編み、コーナーの鎖2⽬のスペースに（細編
み1⽬、鎖2⽬、細編み1⽬）を編みます {写真 9}。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後のコーナーは編みません。最初の細編みに引き抜きます。 

⽬数: 

• 全体: 320⽬、鎖2⽬のスペース 4 

• ⼀辺あたり: 80⽬ {〈表引き上げ編み〉細編み8⽬、細編み36⽬、〈裏引き上げ編み〉細編み16⽬、
〈表引き上げ編み〉中⻑編み4⽬、中⻑編み4⽬、〈表引き上げ編み〉⻑編み8⽬、⻑編み4⽬} 
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32段⽬ 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 次の鎖2⽬のスペースに引き抜きます。同じ鎖2⽬のスペースに（鎖1⽬、細
編み1⽬、鎖2⽬、細編み1⽬）を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 鎖2⽬のスペースにスタンディング細編み。同じ鎖2⽬のスペースに（鎖2
⽬、細編み1⽬）を編みます。 

＊次の12⽬に〈裏引き上げ編み〉細編みを1⽬ずつ、次の⽬に〈裏引き上げ編み〉中⻑編みを編みます {写
真 1}。28段⽬の最初の鎖2⽬のスペースに（花びらの後ろ側から）⻑々編み3⽬ {写真 2}、 28段⽬の次の
鎖2⽬のスペースに⻑々編み3⽬を編みます {写真 3}。花びらの〈裏引き上げ編み〉細編み8⽬と次の〈表引
き上げ編み〉⻑編みは⾶ばします。次の34⽬に細編みを1⽬ずつ編みます {写真 4 と 5}。 最後の細編みは31
段⽬の〈表引き上げ編み〉⻑編みの直前の⽬に編みます {写真 6}。 
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(28段⽬の次の鎖2⽬のスペースに⻑々編み3⽬) ×2回。花びらの〈裏引き上げ編み〉細編み8⽬と次の〈表
引き上げ編み〉⻑編みは⾶ばし、次の⽬に〈裏引き上げ編み〉中⻑編み、次の12⽬に〈裏引き上げ編み〉細
編みを1⽬ずつ編みます。コーナーの鎖2⽬のスペースに（細編み1⽬、鎖2⽬、細編み1⽬）を編みます。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後のコーナーは編みません。最初の細編みに引き抜きます。 

⽬数: 

• 全体: 296⽬、鎖2⽬のスペース 4 

• ⼀辺あたり: 74⽬ {〈裏引き上げ編み〉細編み24⽬、細編み36⽬、〈裏引き上げ編み〉中⻑編み2
⽬、⻑々編み12⽬} 

 

33段⽬ 

この段では⼩さなジグザグ模様を編んでいきます。ジグザグ模様の前には細編みが20⽬、後には19⽬（ジグザグ模様の
最後の細編みを含めた⽬数です）。少しだけアシンメトリーになっています。 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 次の鎖2⽬のスペースに引き抜きます。同じ鎖2⽬のスペースに（鎖1⽬、細
編み1⽬、鎖2⽬、細編み1⽬）を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 鎖2⽬のスペースにスタンディング細編み。同じ鎖2⽬のスペースに（鎖2
⽬、細編み1⽬）を編みます。 

＊次の20⽬に細編みを1⽬ずつ編みます {写真 1 と 2}。最後の細編みは花びらの後ろ側に編んだ⻑々編みの最後
に編みます。コーナーの⾒えにくい最初の⽬を⾶ばさないように注意してください。(鎖3⽬、29段⽬の次の鎖2⽬の
スペースに引き抜き編み。この鎖2⽬のスペースは、表引き上げ編み2⽬のグループの間にあります {写真 3 と 4}。 
鎖3⽬、32段⽬の次の3⽬は⾶ばし、その次の⽬に細編み {写真 5}) ×9回。最後の細編みは花びらの裏側の
2番⽬の⻑々編みに編みます。 

次の18⽬に細編みを1⽬ずつ編みます。 ジグザグ模様の最後の細編みと合わせると細編みは全部で19⽬になりま
す。コーナーの鎖2⽬のスペースに（細編み1⽬、鎖2⽬、細編み1⽬）を編みます。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後のコーナーは編みません。最初の細編みに引き抜きます。 
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⽬数: 

• 全体: 細編み196⽬、ジグザグ模様（⼭の部分）32、鎖2⽬のスペース 4 

• ⼀辺あたり: 細編み49⽬、ジグザグ模様（⼭の部分）8 

 

34段⽬ 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 次の鎖2⽬のスペースに引き抜きます。同じ鎖2⽬のスペースに（鎖2⽬、中
⻑編み1⽬、鎖2⽬、中⻑編み2⽬）を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 鎖2⽬のスペースにスタンディング中⻑編み。同じ鎖2⽬のスペースに（中⻑
編み1⽬、鎖2⽬、中⻑編み2⽬）を編みます。 

＊最初の（⾒えにくい）⽬は⾶ばし、次の20⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 1}。 (32段⽬の次の3
⽬に中⻑編みを1⽬ずつ {写真 2}、33段⽬の次の⽬（ジグザグ模様の⼭の部分）に〈裏引き上げ編み〉細編
み {写真 3 と 4}) ×8回。32段⽬の次の3⽬に中⻑編みを1⽬ずつ、33段⽬の次の20⽬に中⻑編みを1⽬ずつ
編みます。最初の⾒えにくい⽬を⾶ばさないようにしてください {写真 6}。 

次の鎖2⽬のコーナーに(中⻑編み2⽬、鎖2⽬、中⻑編み2⽬) を編みます。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後のコーナーは編みません。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: 中⻑編み284⽬、細編み32⽬、鎖2⽬のスペース4  {⼀辺あたり79⽬} 
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35段⽬ 

鎖2⽬のスペースにスタンディング中⻑編み。同じ鎖2⽬のスペースに（中⻑編み1⽬、鎖2⽬、中⻑編み2
⽬）を編みます{写真 1}。 

＊最初の中⻑編み（⾒えにくい⽬）は⾶ばし {写真 1}、次の18⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編みます {写真 2 と 
3}。30段⽬と31段⽬で編んだ〈花びら〉の4番⽬の〈裏引き上げ編み〉細編みに〈裏引き上げ編み〉⻑編み
を編みます {写真 4 と 5}。34段⽬の次の⽬は⾶ばし {写真 6 の⽮印} 次の40⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編み
ます。次の〈花びら〉の4番⽬の〈裏引き上げ編み〉細編みに〈裏引き上げ編み〉⻑編みを編みます。34段
⽬の次の⽬は⾶ばし、次の18⽬に中⻑編みを1⽬ずつ編みます。次の鎖2⽬のコーナーに(中⻑編み2⽬、鎖2
⽬、中⻑編み2⽬) を編みます。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後のコーナーは編みません。最初の中⻑編みに引き抜きます。 

⽬数: 328 ⽬、鎖2⽬のスペース 4 {⼀辺あたり82⽬} 
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36段⽬ 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 次の中⻑編みと鎖2⽬のスペースに引き抜きます。同じ鎖2⽬のスペースに
（鎖1⽬、細編み1⽬、鎖2⽬、細編み1⽬）を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 鎖2⽬のスペースにスタンディング細編み。同じ鎖2⽬のスペースに（鎖2
⽬、細編み1⽬）を編みます。  

＊82⽬に〈裏引き上げ編み〉中⻑編みを1⽬ずつ編みます。次の鎖2⽬のコーナーに (細編み1⽬、鎖2⽬、細
編み1⽬) を編みます。＊  

＊〜＊をさらに3回繰り返します。ただし、最後のコーナーは編みません。最初の細編みに引き抜きます。 

⽷始末をします。もっと華やかにしたいときは、次の「花びらを追加する」に進んでください。 

⽬数: 336⽬、鎖2⽬のスペース 4 {⼀辺あたり84 ⽬} 

花びらを追加する（省略可） 

30段⽬と31段⽬で編んだ⻑編み8⽬の〈花びら〉の〈裏引き上げ編み〉細編みに花びらを追加します。すべ
て同じ⾊の花びらにしても、違う⾊にしてもよいでしょう。お好みで編んでみてください。 

30段⽬で編んだ⻑編み8⽬の〈花びら〉に編んだ最初の〈裏引き上げ編み〉細編み（31段⽬）に引き抜き編
みをします。（次の⽬に中⻑編み4⽬、その次の⽬に引き抜き編み）×4回。最後は〈花びら〉の直後に編ん
だ〈表引き上げ編み〉⻑編みに引き抜きます。⽷端の始末をします。30段⽬と31段⽬の8個の〈花びら〉に
同じものを編みます。 
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