
 

ソフィーのマンダラ {⼩} 
デザイン：Dedri Uys 

ソフィーのマンダラ｛⼩｝は、ソフィーズ・ユニバースの中⼼部分にあたります。可愛らしいのに、すぐに
完成する、⼩さなかぎ針編みのマンダラです。基本的な編み⽅のほかに〈表引き上げ編み〉と〈裏引き上げ
編み〉を使っています。ここでは写真付きで編み⽅を解説していきます。 

はじめの6段は、Chris SimonさんのLace Petals Square（レースの花びらのスクエア）から発想を得たこと
を記しておきます。彼⼥からデザインの使⽤許可をもらうことができました。感謝いたします。 

Sophieʼs Mandala {Small} 

©Chris Simon and Dedri Uys 2014.  All Rights Reserved.  
Japanese translation by Masako Kawahara (VJ_1_2 20200914) 

サイズ 

合太〜並太の⽷を使った場合は直径が約18 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45m 

• 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。 

• BLO – Back loop only バックループのみ 
• Bpsc – Back post single crochet 〈裏引き上げ編み〉細編み 
• 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 
• Fpsc – Front post single crochet 〈表引き上げ編み〉細編み 
• 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 

• 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段⽬ 

わ に、鎖4⽬（最初の⻑編みと鎖1⽬になります）、⻑編み1⽬を編み⼊れます {写真1}。 (鎖2⽬、⻑編み、
鎖1⽬、⻑編み) ×5回 {写真 2 – 4}。鎖2⽬を編み、最初の鎖4⽬の3番⽬に引き抜きます。 

わ に編み⼊れるときは、⽷端を⼗分⻑くとっておきましょう。短すぎると、せっかく編んだものがほどけて
しまいます。 

⽬数: ⻑編み12⽬、鎖2⽬のスペース6、鎖1⽬のスペース6 
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2段⽬ 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 次の鎖1⽬のスペースに引き抜き編みをし、⽴ち上がりの鎖1⽬のあとに同じ
スペースに細編み1⽬を編みます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 鎖1⽬のスペースにスタンディング細編みを編みます {写真 1}。 

(次の鎖2⽬のスペースに⻑編み5⽬ {写真 2}、次の鎖1⽬のスペースに細編み {写真 3}) ×5回。最後の鎖2
⽬のスペースに⻑編み5⽬ {写真 4}。最初の細編みに引き抜きます。 

⽬数: ⻑編み30⽬、細編み6⽬ {花びら6枚} 
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3段⽬ 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖1⽬を編み、引き抜き編みをした同じ⽬に〈表引き上げ編み〉細編みを編み
ます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 前段の細編みにスタンディング〈表引き上げ編み〉細編みを編みます。スタン
ディング〈表引き上げ編み〉細編みは、スタンディング細編みとほぼ同じです。細編みの上部の2本
のループではなく、縦の⽷（英語では「post ポスト」）のまわりに編みます {写真 1 と 2}。 

＊(⻑編み、鎖1⽬) を次の⻑編み4⽬に1回ずつ編みます。最後の⻑編みに⻑編みを編みます {写真 3}。 次
の細編みに〈表引き上げ編み〉細編み {写真 4}。＊  ＊〜＊をさらに5回繰り返します。ただし、繰り返し
の最後の〈表引き上げ編み〉細編みは編みません。最初の〈表引き上げ編み〉細編みに引き抜きます。 

スタンディング細編みで編みはじめた場合、引き抜き編みでつなげるときに苦労するかもしれません。編みはじめの⽷端
を引っ張ると、細編みの頭のループが⾒やすくなります。それでもむずかしいときは、細編みの⼿前のループだけに引き
抜いても問題ありません。 

ここまでで、6枚の花びらができていると思います。それぞれの花びらは、⻑編み5⽬と鎖1⽬のスペースか
らなり、花びらと花びらの間には〈表引き上げ編み〉細編み1⽬が編んであります。 

⽬数: ⻑編み30⽬、〈表引き上げ編み〉細編み6⽬、鎖1⽬のスペース 24 {花びら6枚} 
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4段⽬ 

4段⽬は簡単な編み⽅ですが、私は、鎖1⽬を忘れたり、ちがう⽬に編んだりして、何度かやり直しました。
間違えないように注意してください。 この段の終わりでは、出来上がった花びらが写真4のように反り返ると思いま
すが、編んでいくうちに直るので、そのまま続けてください。 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖1⽬を編み、引き抜き編みをした同じ⽬に〈表引き上げ編み〉細編みを編み
ます。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 前段の〈表引き上げ編み〉細編みにスタンディング〈表引き上げ編み〉細編み
を編みます {写真 1}。 

＊1番⽬の⻑編みに中⻑編みを編みます。1番⽬の⻑編みは〈表引き上げ編み〉細編みの直後の⽬なので少し編みに
くいです。(鎖1⽬、次の⻑編みに⻑編み1⽬、鎖1⽬、次の鎖1⽬のスペースに⻑編み1⽬) ×2回。鎖1⽬、次
の⻑編みに⻑編み1⽬ {写真 2}。鎖1⽬、最後の⻑編みに中⻑
編み。次の〈表引き上げ編み〉細編みに〈表引き上げ編み〉
細編み {写真 3}。＊  ＊〜＊をさらに5回繰り返します。
ただし、繰り返しの最後の〈表引き上げ編み〉細編みは編み
ません。最初の〈表引き上げ編み〉細編みに引き抜きます。
⽷を切ります。 

⽬数:  

• 全体: 48⽬と鎖1⽬のスペース 36 {〈表引き上げ編
み〉細編み6⽬、中⻑編み12⽬、⻑編み30⽬、鎖1
⽬のスペース 36} 

• 花びら1枚あたり: 中⻑編み2⽬、⻑編み5⽬、鎖1⽬
のスペース6 {花びらの間に〈表引き上げ編み〉細編
み1⽬} 
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5段⽬ 

この段では、前段の中⻑編みには編みません。花びらの両端の⽬にあたる中⻑編みは⾶ばします。 

新しい⽷で編みはじめます。花びらの最後の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 と 2}。 

＊鎖2⽬を編み、次に、花びらと花びらの間にある〈表引き上げ編み〉細編みに〈表引き上げ編み〉⻑編みを
編みます。(鎖2⽬、次の⻑編みに〈裏引き上げ編み〉細編み) ×5回＊ ＊〜＊をさらに5回繰り返します。
ただし、繰り返しの最後の〈裏引き上げ編み〉細編みは編みません。最初の〈裏引き上げ編み〉細編みに引
き抜きます。 

⽬数:  

• 全体: 〈裏引き上げ編み〉細編み30⽬、〈表引
き上げ編み〉⻑編み6⽬、鎖2⽬のスペース 36 

• 花びら1枚あたり: 〈裏引き上げ編み〉細編み5 
⽬、鎖2⽬のスペース6 {花びらの間に〈表引
き上げ編み〉⻑編み1⽬} 
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6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編みをし、鎖5⽬（最初の⻑編みと鎖2⽬とし
てカウント）、次の鎖2⽬のスペースに⻑編み1⽬を編みます。2つの⻑編みは、前段の〈表引き上げ編
み〉⻑編みの両側に位置することになります {写真 1}。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 次の鎖2⽬のスペースにスタンディング⻑編み、鎖2⽬、次の鎖2⽬のスペース
に⻑編み1⽬を編みます。2つの⻑編みは、前段の〈表引き上げ編み〉⻑編みの両側に位置することになりま
す {写真 1}。 

＊鎖2⽬、次の鎖2⽬のスペースに中⻑編み1⽬を編みま
す。(鎖2⽬、次の鎖2⽬のスペースに細編み1⽬) ×2
回。鎖2⽬、次の鎖2⽬のスペースに中⻑編み1⽬。 (鎖
2⽬、次の鎖2⽬のスペースに⻑編み1⽬) ×2回 {写真 
2}。＊ ＊〜＊をさらに4回繰り返します。 

鎖2⽬、次の鎖2⽬のスペースに中⻑編み1⽬を編みま
す。(鎖2⽬、次の鎖2⽬のスペースに細編み1⽬) ×2
回。鎖2⽬、次の鎖2⽬のスペースに中⻑編み1⽬。鎖2
⽬を編み、 編みはじめの鎖5⽬の3番⽬（またはスタン
ディング⻑編み）に引き抜きます。 

2つの⻑編みは、前段の〈表引き上げ編み〉⻑編みの両側に位
置することになります {写真 1}。なお、写真1と2は、⽬の位
置関係がわかりやすいように⻩⾊の⽷で編んでいます。 

⽬数: 36 ⽬、鎖2⽬のスペース36 {細編み12 ⽬、中⻑
編み12⽬、⻑編み12⽬、鎖2⽬のスペース36} 
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7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編みをします。鎖1⽬を編み、同じ鎖2⽬のス
ペースに細編み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細編み、同じ鎖2⽬のスペースに細編み1⽬
を編みます。 

次の鎖2⽬のスペースに細編み2⽬を編みます。次の鎖2⽬のスペースに細編み3⽬を編みます。＊ 次の2つの
鎖2⽬のスペースに細編み2⽬ずつ、次の鎖2⽬のスペースに細編み3⽬を編みます。＊  ＊〜＊をさらに10
回繰り返します。最初の細編みのバックループに引き抜きます。 

⽬数: 細編み84⽬ 

次の段に進む前に、⽬数をカウントしておきましょう。 
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8段⽬ 

この段では、バックループのみに編んでいきます。 

• 同じ⾊の⽷で編むとき 鎖2⽬（1番⽬の中⻑編みとしてカウント）。 

• 別の⾊の⽷で編むとき 引き抜き編みをした⽬のバックループにスタンディング中⻑編み {写真 1}。 

次の5⽬のバックループに中⻑編みを1⽬ずつ、次の⽬のバックループに中⻑編み2⽬を編みます {写真 2}。
＊次の6⽬のバックループに中⻑編みを1⽬ずつ、次の⽬のバックループに中⻑編み2⽬＊  ＊〜＊をさらに
10回繰り返します。編みはじめの鎖2⽬の2番⽬（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96⽬ (バックループのみに編む) 
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9段⽬ {マンダラ（⼩）のみ} 

この段では、最後の縁編みをします。もっと⼤きなマンダラやソフィーズ・ガーデン、ソフィーズ・ユニバースを編むと
きは、この段は編みません。 

引き抜き編みからはじめます {写真 1}。 

(次の2⽬を⾶ばして、その次の⽬に⻑編み6⽬。次の2⽬
を⾶ばして、次の⽬に引き抜き編み {写真 2}) ×16回。
最後の引き抜き編みは、編みはじめの引き抜き編みと同じ
⽬に編むことになります {写真 3と4}。⽷を切り、⽷端の
しまつをします。 

⽬数:  ⻑編み96⽬  {⻑編み6⽬のスカラップ編み16} – 
引き抜き編みはカウントしていません 

 

⼩さなマンダラの完成です。
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