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材料 
• 糸 A ‒ Scheepjes Cahlista (130 ‒ Cream クリーム色)  
• 糸 B ‒ Scheepjes Cahlista (074 ‒ Grey グレー)  
• 4.5mmのかぎ針（7/0号または8/0号で代用可能） 

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。 

• Beg ‒ Beginning はじめの 
• BP - Back post 裏引き上げ編み 
• Ch ‒ Chain 鎖編み 
• Dc ‒ Double crochet 長編み 
• Hdc ‒ Half-double crochet 中長編み 
• Rem - Remaining / remains 残りの 
• Rep - Repeat 繰り返し 
• Sc ‒ Single crochet 細編み 
• Sl st ‒ Slip stitch 引き抜き編み 
• St/st’s ‒ Stitch/stitches 目 
• Sp/sps ‒ Space/spaces スペース 
• Tr - Treble crochet 長々編み 
• * ‒ 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。 
• () ‒ かっこで囲まれた指示を指定回数分繰り返す。指定された目／スペースに編むときにも使う。 
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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、中長編み、長編み）は、ちがう色の糸で編みはじめるとき（同じ色で編む場
合でも、前段の編み終わりの位置とちがうところから編みはじめるとき）に使います。かぎ針に作り目をし
た状態で、人差し指で作り目の部分を押さえ、通常の目の編み方をします。立ち上がりの鎖編みに代わる編
み方です。 

例として、スタンディング長編みの編み方を説明します。 

1. かぎ針に作り目をした状態から、針に糸を1回かけます。 

2. かぎ針にかかっている作り目が回転しないように右の人差し指（左利きの場合は左の人差し指）で
押さえながら、指定の目に針をいれ、糸をかけて引き抜きます｛かぎ針には3本のループがかかって
います｝。 

3. 糸をかけ、2本のループを引き抜きます｛かぎ針には2本のループがかかっています｝。 

4. もう一度糸をかけ、残りのループを引き抜きます。 

 

ゲージ 
4段目まで編んだモチーフの大きさは、約8cm、重さは約4gです。 

サイズ 
完成時のモチーフの大きさは、約14cm、重さは約20gです。 
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編み方 
1段目  
糸Aを使い、わ に編み入れます。鎖1目（カウントしません）、中長
編み8目、最初の中長編みに引き抜きます。糸を切り、引き抜きま
す。 

目数:  中長編み8目 

  

2段目 
糸Bに替え、編みはじめをスタンディング編みにします。前段のすべ
ての目に中長編みを2目ずつ、最初の中長編みに引き抜きます。 

目数:  中長編み16目 

  

3段目 
鎖2目。（次の目に長編み3目、次の2目に引き抜き編みを1目ずつ、
次の目に長編み3目）×3回。次の目に長編み3目、最後の2目に引き抜
き編みを1目ずつ。前段で引き抜き編みをした目に長編み3目。最初の
長編みに引き抜きます。はじめに編んだ鎖2目はカウントしません。 

目数:  長編み24目（引き抜き編みは含まない） 

  

4段目 
鎖3目（長編み1目としてカウント）、同じ目に長編み1目。（次の目
に長編み2目）×2回。次の目に引き抜き編み。この目が花びらと花びら
の間の最初の引き抜き編みになります。次の引き抜き編みは飛ばします。
＊次の花びらの最初の目に引き抜き編み。（次の目に長編み2目）×5
回。次の目に引き抜き編み、次の引き抜き編みは飛ばす＊　＊～＊を
さらに2回繰り返します。次の花びらの最初の目に引き抜き編み。
（次の目に長編み2目）×2回。最初の鎖3目の頭に引き抜きます。 

目数:  長編み40目（引き抜き編みは含まない） 
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5段目 
糸Aに替え、編みはじめをスタンディング編みにします。＊花びらの
間にある2つの引き抜き編みの2番目に（長々編み1目、鎖1目、長々
編み1目）を編みます。次の2目に〈裏引き上げ編み〉長編みを1目ず
つ、次の目に〈裏引き上げ編み〉中長編み1目、次の4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〉中長編み1目、
次の2目に〈裏引き上げ編み〉長編みを1目ずつ＊　＊～＊をさらに3
回繰り返します。最初の長々編みに引き抜きます。 

一辺あたりの目数:  〈裏引き上げ編み〉細編み4目、〈裏引き上げ編
み〉中長編み2目、〈裏引き上げ編み〉長編み4目、長々編み2目
（コーナーの鎖1目を含まない） 

  

6段目 
次の鎖1目コーナーに引き抜きます。最初の長編みは立ち上がりの鎖3
目になります。＊鎖1目コーナーに（長編み2目、鎖2目、長編み2
目）を編みます。次の3目に中長編みを1目ずつ、次の6目に細編みを
1目ずつ、次の3目に中長編みを1目ずつ＊　＊～＊をさらに3回繰り
返します。最初の鎖3目の頭に引き抜きます。 

一辺あたりの目数:  細編み6目、中長編み6目、長編み4目（コーナー
の鎖2目を含まない） 

  

7段目 
次の目と鎖2目スペースに引き抜き編みをします。最初の中長編みは立
ち上がりの鎖2目になります。＊鎖2目コーナーに（中長編み2目、鎖
2目、中長編み2目）を編みます。最初の（隠れた）目は飛ばし、残り
のすべての目に中長編みを1目ずつ＊　＊～＊をさらに3回繰り返しま
す。最初の鎖2目の頭に引き抜きます。糸を切り、引き抜きます。 

一辺あたりの目数:  中長編み19目（コーナーの鎖2目を含まない） 

  

8段目 
糸Bに替え、編みはじめをスタンディング編みにします。鎖2目コー
ナーに（細編み1目、鎖2目、細編み1目）を編みます。すべての目に
〈裏引き上げ編み〉中長編みを1目ずつ＊　＊～＊をさらに3回繰り返
します。最初の細編みに引き抜きます。糸を切り、引き抜きます。 

一辺あたりの目数:  細編み2目、〈裏引き上げ編み〉中長編み19目
（コーナーの鎖2目を含まない） 
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9段目 
糸Aに替え、編みはじめをスタンディング編みにします。鎖2目コーナーに（中長編み2目、鎖2目、中長編
み2目）を編みます。すべての目に中長編みを1目ずつ＊　＊～＊をさらに3回繰り返します。最初の中長編
みに引き抜きます。糸を切り、引き抜きます。 

一辺あたりの目数:  中長編み25目（コーナーの鎖2目を含まない） 

  

シンプルなスクエアモチーフの完成です。写真を投稿するときは、#suesquare と #notacal3 のハッシュ
タグをお願いします。 

編み図 

Sl st – Slip stitch 
引き抜き編み

Tr – Treble crochet 
長々編み

Ch – Chain 
鎖編み

Bpsc – Back post sc 
裏引き上げ編み 細編み

Sc – Single crochet 
細編み

Bphdc – Back post half double 
crochet  
裏引き上げ編み 中長編み

Hdc – Half-double crochet 
中長編み

Bpdc – Back post double 
crochet  
裏引き上げ編み 長編み

Dc – Double crochet 
長編み
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このパターンは、個人利用の範囲でお使いいただけます。 
このパターンの販売、再配布、編集を禁止します。 
お作りになったものを販売することは可能ですが、その際は、デザイナーの名前を明記してください。また、ここに掲
載された写真は使わないようお願いします。
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