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AMIGURUMI/CROCHET PATTERN
by Emi Kanesada, Enna Design

あみぐるみブローチ
Heal the Heart （ヒール・ザ・ハート）

Enna Design by Emi Kanesada© 2017 Enna Design.  All rights reserved.



プロジェクトを始める前に、
全体のパターンを読んでプロジェクト

の概要を確認してね！

材料と用具
■ 使用糸：合太～並太 毛糸　コットン１００％

ブルー（またはお好きな色）・・・10ｇ程度
ベージュ・・・少量
ホワイト・・・少量

（この編み図の使用糸は Paintbox Yarns Cotton 
DK, 100% cotton, 1.75 oz 137yds/125m, 　
色番号#433, #409, #401）
■ブローチ金具　35ｍｍ回転ピン・・・1個
■プラスティックアイ　4.5ｍｍ　ブラック・・・2個
■12ｍｍティアドロップ型ビーズ・・・1個

■刺繍糸　グレー・・・少量（口の刺繍に使用）
（この編み図の使用糸はDMCコットン刺繍糸＃25, 
色番号＃413を2本取り) 
■縫い糸（回転ピンを縫い付けるときに使用）
■かぎ針　５/0号
■かぎ針　３/0号
■ とじ針
■ 刺繍針
■ 縫い針
■ ハサミ
■ 毛糸用ボンド

Heal the Heart Pin/Brooch

プロジェクト説明:

「どうしてブルーなの？」　「どうして悲しい顔をしているの？」

交通事故に巻き込まれた経験から、このハートのブローチのデザインを思いつきました。身体的な怪我はな
かったけど、とても怖い思いをして“心（ハート）”が「怪我」をしました。こんな風に、外見は普通に見えても心
に「目に見えない傷」があることがあるんだ、と実感しました。怪我をして傷ついた“心”のための「絆創膏」が
必要だと思ったのです。心の傷は傍からは見えないけれど、たとえ見えなくても「傷」をそのまま放置するの
はよくないです。傷には「絆創膏」が必要ですよね？　

このブローチを作りながらふと思ったのです。いろいろな理由で、心に「目に見えない傷」がある人って多い
んじゃないかな？と。だからパターン（編み図）を作ることにしました。そうすることでこのブローチを、心の
絆創膏を必要とするすべての人と共有できたらいいなと。

自分のために作るのはもちろん、大切なだれかに作ってあげてもいい。もしかしたら、編み物をする人でこの
ブローチを必要とする人があなたの近くにいるかもしれない。　そんな場合は、このパターンのリンクを教え
てあげてください。編み物ってそれ自体が「癒し」で、編む事が「傷ついた心」を癒す良い薬になるからです。

このブローチが傷ついた心を癒す小さなきっかけになったり、ふと笑顔になってもらえたら嬉しいです。
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細編みで「円」に編む：

この編み図は、特に明記がない限り「立ち上がり付
き」で編みます。

各段の編み始めは、くさり1目の立ち上がりをし、最
初の細編みを同じ目に編みいれます。立ち上がりの
くさり1目は、“1目”に数えません。

段の最後は引き抜き編みをします。段の最後が、<写
真A>のように見えますが、これは“目”ではないので、
この部分は飛ばし、<写真B>で示されている最初に
編んだ細編みの頭の鎖2本を拾って引き抜き編みを
します。　できると<写真C>のようになります。

上記のように、各段はくさり1目の立ち上がりと同じ
目に細編みを編みいれて編み始めます。注）この編み
図では、各段最後の（引き抜き編み）と最初の（立ち
上がりくさり1目）の記載は省略されていますが、上
記のように編んでください。

出来上がり寸法： 約7.5cm X 9 cm

編み目記号：
（　）＝カッコ内を次の目に編みいれる
［　］＝カッコ内を指示の回数繰り返す

どうして泣いてるの？
何かあったの？

© 1999 - 2017 Enna Design.  All rights reserved.  すべての画像と文章は、著作権で保護されます。 Enna Designの編み図（パターン）は、手作りを楽しむ私的
使用の範囲内でご利用ください。無断で、編み図（パターン）、また編み図（パターン）から編んだ作品の全部または一部を商品化、複製頒布、シェア、および応募作品として
出品する事は、どこにも、いかなる形態または目的 （「教育的な目的」を含む）においても禁じられています。また、 インターネットに掲示したり、他のいかなる言語に翻訳す
る事も禁止されています。編み図（パターン）をご購入またはご利用された際には、本利用規約にご同意いただいたものとみなさせていただきます。ご質問、ご不明な点は
contact@ennadesign.net  までご連絡ください。　ご理解ありがとうございます！  www.ennadesign.net

ennaenna
www.EnnaDesign.net Page 3

www.ennadesign.net


060504

0201 03

ハート （ブルー）
作り方メモ: ハートは 5/0号針を使用します。ハート上部の「コ
ブ」を2つ編み、2つを繋げてハートの下半分を編みます。
編み方：
1つ目のコブ
1段目： わの作り目に細編み6目編み入れる 　（6目）
2段目： [ 細編み２目編み入れる ] を6回　（12目）
3段目： [ 細編み1目、細編み２目編み入れる ] を6回　

（18目）
4段目： 細編みで増減なし　（18目）
5段目： [ 細編み2目、細編み２目編み入れる ] を6回　

（24目）
6～8段目： 細編みで増減なし　（24目）
糸端を約15㎝残して糸を切ります。後ほど2つ目の「コブ」
と縫い合わせる時に使用します。

2つ目の「コブ」
1段目： わの作り目に細編み6目編み入れる　（6目）
2段目： [ 細編み２目編み入れる ] を6回　（12目）
3段目： [ 細編み1目、細編み２目編み入れる ] を6回　

（18目）
4段目： 細編みで増減なし　（18目）
5段目： [ 細編み2目、細編み２目編み入れる ] を6回　

（24目）
6～8段目： 細編みで増減なし　（24目）　<写真01>
1つ目と同様に編みますが、糸は切らず続けてハートの下
半分を編みます。
1つ目の“コブ”の糸端で2つの“コブ”を2目で縫いつなげ
ます。 <写真02 ＆ 03>　2つの“コブ”の間に隙間が開か
ないように縫い合わせてください。
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泣かないで・・・
ハートさん

ハート （ブルー）続き
9段目： 1つ目の“コブ”に細編みを22目、2つ目の“コブ”
に細編みを22目　（44目）　<写真0４>
10段目： 細編みで増減なし　（44目）
11段目： [ 細編み9目、細編み２目一度 ] を4回　（40目）
12段目： [ 細編み6目、細編み２目一度 ] を5回　（35目）
13段目： [ 細編み5目、細編み２目一度 ] を5回　（30目）
14段目： [ 細編み4目、細編み２目一度 ] を5回　（25目）
15段目： 細編みで増減なし　（25目）

16段目： [ 細編み3目、細編み２目一度 ] を5回　（20目）
17段目： 細編みで増減なし　（20目）
18段目： [ 細編み2目、細編み２目一度 ] を5回　（15目）
19段目： 細編みで増減なし　（15目）
20段目： [ 細編み1目、細編み２目一度 ] を5回　（10目）
21段目： [ 細編み２目一度 ] を5回　（5目）
糸端ととじ針を使って、残りの5目をすくって糸を引き閉じ
ます。<写真05>　
糸の始末をします。
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絆創膏 （ベージュ）
作り方メモ: 絆創膏と真ん中の白いパッドは 3/0号針を使用しま
す。絆創膏（2つ）と真ん中の白いパッド（1つ）をそれぞれ編みます。
絆創膏は、くさり編みの作り目をし、くさりの半目を拾い
ながら細編みでくさりの両面をぐるりと１周しながら楕円
形に編んでいきます。同じものを2つ編みます。
編み方：
1段目： くさりの作り目を12目し、くさりの2目めから細編
みを10目、（ 細編み３目編み入れる ）を1回、続けてくさり
の反対側の半目に、細編みを9目、( 細編み2目編み入れる ) 
を1回　（24目）　<写真06 & 07>
2段目： ( 細編み2目編み入れる )を1回、細編みを9目、  
( 細編み2目編み入れる )を3回、細編みを9目、 ( 細編み
2目編み入れる )を2回　（30目）
糸端を約20㎝残して糸を切ります。絆創膏をハートに縫
い付ける時に使用します。もうひとつ同じものを編みます。

絆創膏の真ん中の白いパッド （ホワイト）
くさり編みの作り目をし、立ち上がりしながら折り返し編
んでいきます。
編み方：
1段目： くさりの作り目を4目し、くさりの2目めから細編
みを3目して編み地を返します　(3目)
2～3段目：  立ち上がりのくさり1目、細編み を3目して
編み地を返します　(3目)　 <写真08>
糸端を約10㎝残して糸を切ります。絆創膏に縫い付ける
ときに使用します。<写真09 & 10>
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プラスティックアイを接着します

2本取りの刺繍糸で
口を刺繍します

涙型のビーズを
縫い付けます

写真を参照し、糸端を使用して
絆創膏をハートに縫い付けます

ハートの裏に回転ピンを
縫い付けます

ボンドで接着してもいいです
その場合は、糸端の始末をします

“白いパット”を縫い付けるのは
して、絆創膏に縫い付けます
“白いパッド”の糸端を使用

１つのみです。 縫う代わりに、

軸が長すぎる場合は、カットします。

（ハサミを使用する際は指を切ら
ないように気をつけて！）
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