
ゆかたの裂作



ゆかた作りの基礎知識

ゆかたの製作に撥襲恕遵異・用嚢

「。針

ゆかたを縫うためには、主にもめん針を使います。縫い、くけ、

しつけなど縫い方の違いや、指の長さによって針の長さを選びます。

（もめん針やガス針の5号から9号程度）

待ち針は、縫うときに布がずれないように固定する針です。針の

頭にプラスチックの花形や玉が付いています。

※使用前と使用後は、いつも針の数を点検して、安全な取り扱いに注意しましょ

う。

2．糸

ゆかたを縫うには、木綿や化繊の糸を使います。布地の色に合っ

た色を選びましょう。

糸の太さは、木綿糸（綿糸）は30番、化繊の糸は40番がよいでし

ょう。

3，はさみ

鍵糸切りばさみ

糸を切るなど細かな作業に使います。

竃裁ちばきみ

布地を切るのに使うはさみで、鉄製やステンレス製などが

あります。

※はさみは十分注意して使いましょう。使ったあとは、安全のためにケ

ースに入れておくようにします。

4，ものさし（竹尺）・メジャー

竹製の50cmものさしと1

mものさしを使います。竹尺

はしるしをつける場合など

に使います。

メジャーは体の寸法など、

竹尺が使いにくいところを

測るために使います。
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5，へラ・チヤコ

へラはしるしをつけるのに使

います。チャコはへラでしるし

をつけにくい布などに使います。

鯵へラの使い方

平らなほうをものさしに当てて

使います。
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6。指ぬき

指ぬきは中指第一関節と第二関節の間にはめ、針のメド（針穴の

あるほう）をあて、縫いや、くけに用いる用具です。皮・金属・セ

ルロイド・皮セル製などがありますが、すべてを手縫いで縫うとき

は皮製のものが適しています。

7〟机上くけ台・かけはり（ひっはり器）

机のはしにくけ台を取り付け、それ

にかけはり（ひっぼり器）を付けて、

布を引っ張って縫ってゆきます。

縫い、くけ、折りつけに使い、慣れ

てくると自分の手のように便利なもの

になります。
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8，アイロン

布の地直しや仕上げに使用します。

ゆかた（木綿地）の地直しには、スチームアイロンを使

用したりキリを吹いて、布地をよく縮めておきます。
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9，コテ

和裁専門の電気コテを使うと便利です。釜の中に熱源があり、サー

モスタットで一定の温度を保てるので安全です。2本差し、4本差し

などがあります。キセ折りや縫いしろを押さえたり、簡単な仕上げをす

る場合に使用します。

10。キリ歌書

地直しや、仕上げなど布に湿り気を必要とするときに使用します。

金属・プラスチック製などいろいろな形がありますが、細かいキリが

出るものを選びます。

11，えもんかけ・大台

完成したさもの全体のでき具合を調べるほか、裁断したものの柄の配置を見る場合などに使

用します。

形は、大台付きとつるし型の2種類があり、いろいろと工夫されたものが市販されています。

大台付きのものは、えりの仕上がりなどを点検するのに適しています。つるし型は、ゆきがい

っぱいに伸ばせるもの

を選びましょう。柄の

配置や寸法などを点検

するのに適しています。
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議離鱒経済

1．指ぬきのはめ方

指ぬきは中指第一関節と第二関節の間には

め、少しきつ目のものを使います。

2．針の持ち方

指ぬきに針のメド（穴のあいているほう）

をあて、親指と人差し指をよく伸ばして針先

を持ち、針先が指先より0．3cm位出る長さの

針を使います。

3，運針の姿勢

①上半身を正しくして座ります。

②胸をはらず、肩の力をぬいて楽な姿勢に

なります。

③両腕はひじからまけ、水平に前のほうに

出します。

④手首をまげ、両手の親指先を向かい合わ

せます。

⑤少し下向きになり、目より布までを

30cm位、胸より布までを15－20cm位、

両手親指先の間を15－20m位にします。

4．運針の仕方

運針の練習には、織り目のつんださらし木

綿などを使います。

①はじめに2－3針布を縫って針を固定し

ます。（図1）

②親指と人差し指で針を持ち（針先が

0．3cm位指先より出るようにする）軽く

折りまけた中指の指ぬきに針のメドを直

角にあてます。（図2）
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③針が布を通るとき、布と針が直角に

なるようにします。布が斜め上450　位

の位置にあるときは針先を斜め下450

位に向けます。親指をそえ、指ぬき

で針のメドを押し、針先を布の向こ

うに通します。布を大きくつかみ、

指ぬきは布の向こう側から針のメド

にあてます。（図3）

④次に、布を斜め下450位の位置にもっ

ていき針先は斜め上450位の方向に向

け、人差し指をそえて指ぬきで針の

メドを押し針先を布の手前に押し通

します。（図4）

⑤③、④の動作を繰り返し、両手首を

十分に使い、布や針が正しい位置に

くるようにします。

⑥糸こき

1区間（15－20cm）縫ったら、縫い

つまった布を軽く親指と人差し指で

しごきます。これを2区間繰り返し

たら針を抜き、糸こきを十分にしま

す。糸こきは親指先と人差し指で縫

い目をしごき、縫い縮みのないよう

にすることです。（図5）

⑦縫い目の点検

布の裏表に同じ縫い目が出ているか、

縫い目が一直線になっているかを点

検します。
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基礎縫い

1。縫い方

（1）本縫い（ぐし縫い）

布を縫い合わせるとき最も多く使う縫い方

で、運針は主にこの練習をします。

縫い目の大きさは、4m位の間で布の片側

に出ている針目の数を6－8日にします。

（2）縫い返し

始めの縫い目の間に、糸を割るように縫い

返します。

（3）半返し縫い

一針の半分返って次の一針を縫い進む縫い

方で、ほころびやすいえり先やそで付けどま

り、そで付け山などに使います。

2，糸のとめ方

（1）打ちどめ（玉どめ）

針に通した糸はしに糸玉を作って縫うこと

によって、縫い始めをとめ、縫い終わりにも

糸玉を作ってとめます。

①縫い始めの糸玉（玉結び）

親指と人差し指で糸はしを持ち、人差し指

に一巻さして輪を作り、くるっとひねって輪

を指先よりはずします。中指の爪と親指で押

さえて糸を引っ張ると糸はしに糸玉ができま

す。糸玉がちょうど糸のはしになるよう注意

します。

②縫い終わりの糸玉（玉どめ）

縫い終わりの縫い目に直角に針をあて、針

先に糸を2－3回巻き付け、親指で押さえ針

を引き抜いて糸をしめます。

（2）返しどめ

縫い始め、縫い終わりともに4－8億1縫い

返します。縫い返すときに始めの糸を割るよ

うに針目を出します。

糸が布と直角に交差する

／縫い返しの縫い目 　　表 

へ 始めの縫い目 僞��

＝≒妻妾妻妾妻妾婁≠二二＝≒＝布

半返し縫い

譲、始薫璽
止 ��

親指で押さえ 
針をぬきます 

oe｝こつ りの糸玉 

圏図回縫い返す

返しどめ
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（3）すくいどめ

縫い始めや縫い終わりで、ごく小さく一針

布をすくい、針先に糸を2－3回巻き、針を

引き抜き、糸にしっかりよりをかけながらし

めます。

（4）かんぬきどめ

縫い目に直角に0．4m位の針目で糸を2本渡

してすくい、この2本の糸を芯にして針を通

し糸をかけて引きしめます。渡した糸いっぱ

いに糸をかけ、さらにもう一度余分に糸をか

けてしめ、裏へ糸を出してとめます一つ　単衣物

のぞで付けとめ、わきどまりなどに使います。

3，縫い合わせ方

（1）合わせ縫い

布を合わせて縫う、最も基本的な縫い方で、

普通に縫うといえば、この方法のことをいい

ます。

（2）二度縫い

一度決まった縫いしろを縫い、さらにもう

一度耳はしより0．釦m位入ったところを縫って

（空縫い）、縫いしろが開かないようにするこ

とをいいます。背縫いなどに使います。

4．くけ方

（l）耳ぐけ

布はしが耳のときに、そのままでくける方

法で、耳から0．2－0．3cm入ったところに、小

さく裏・表・裏の順に針目を出し、次の針目

までは布と布の間をくぐらせます。

10
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（2）折りぐけ

布はしを0，8－1m位折り、折り山の0．1m

位内側に針を通して表布に小さく針目を出し

てくけることをいいます。

布はしを三つ折りにして＼折り山をくける

方法を三つ折りぐけともいいます。針目の間

隔は布地と折りしろによって変わります。

（3）本ぐけ

2枚の布のくけしろを裏に折って合わせ、

表側からくけ合わせる方法で、折り山の0．1－

0．2cm位内側を、縫い目に合わせた針目でく

け合わせます。

5，しつけ

（1）一日落し（平しつけ）

裏に一目ずつ小さく落として押さえます。

（2）二日落し（大小しつけ）

裏に二目ずつ小さく落として押さえます。

（3）縫いしつけ（ぐししつけ）

表に小さく目を出して押さえます。

6，糸のつき方

（l）重ねつき

縫っている途中で糸が足りなくなったり、

切れたりしたとき、縫ってきた糸はそのまま

にして切り、新しく縫いつなぐ糸のはしを玉

どめして、5－8m手前から前の糸を割りな

がら縫い重ねていきます。玉どめは、布の向

こう側へ出します。

（2）重ねぐけ

くけ糸が途中でなくなったとき、くけ終わ

りの糸はそのままにして、新しくつぎたす糸

で、数針同じ針目の糸を割って重ねてくけま

す。
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女子用ゆかたの縫い方
㊤完成図と採寸個所
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⑲女子用ゆかた寸法割と埋し表

体形に合ったゆかたを作るためには、身長・バスト・ヒップなどの寸法が必要です。
下の寸法表を参考にして、各部の寸法を決めます。

（単位：cm）

身　長 ��cV6ﾒ�160cm ��SV6ﾒ�150m 儖X������������ﾖﾂ�

バスト 塔b�i83 （ 亦����"�80 ��

ヒップ 涛b�i　92 塔��84 ��

身たけ ��cR�160 ��SR�150 ��y+x,i:�+h���8ﾊ�,佰ｨ-ﾘ*ｨ*�.��ﾈ,ﾘ��晴+Y+x-�,�+X-ﾈ+r�

ゆ　き 田��66 田H�ｨ��c"��ｩ�ﾘ/���ﾖﾈ�(-ﾈ+ﾘ,ﾙ�y+x����CH�ｳ&6ﾘ/�ｮ顏�,�+X-ﾈ+r�

そでたけ 鼎x�ﾃSR�47－53 鼎X�ﾃS����45－50 ��ｩ�y+x,ﾆﾈ��8�ﾈ���Vﾆ6貶/�ｮ顏�,�+X-ﾈ+x�兌�,ﾉ�X*ｸ+8.(ﾔH-ﾘ,�.h.�-ﾈ+x�｢�

そで口 �#2�23 �#2�23 亦�+ｸ,X+ﾘ*�f6ﾙj)i�,ﾈ�ｨﾘx��+ｸ,X+ﾘ*���(肩,�+X-ﾈ+r�

そで付け �#2�21 �#��19 ����6ﾘ/�ｮ顏��(ﾊ�,佰ｨ-ﾘ*ｨ*�.��ﾈ,ﾓ#66ﾒ�

そで帽 �3B�33 �3"�32 �+ｸ,YYﾘ,ﾘ.H*ｸ,ﾃ���(.h.淫ﾘ+Xﾔﾈ-��B�

肩　幅 �3B�33 �3"�30 �+ｸ,YYﾘ�ｸﾊ浦ﾙ?�.H*ｸ��+ｸ,YYﾘ�hﾊ浦ﾒ���

そで丸み 吐6ﾘ�ﾃ�6ﾘ犬�劍ﾔH-ﾘ,�.h.��

後ろ幅 ��｢�3��#���#����ﾂ�28 佩8.ｹYﾘ��(�ｹ��ﾘ�ｸ*�*(,8-ﾉYﾘ��7���6(7i��d���ｸ.H.�-ﾘ��(�ﾃF6ﾘ�ｨ/�mｨ��,�+X-ﾈ+r�

前　幅 �#R�24 �#2�21 

ださ帽 �#H�CVﾃ#2��#"�21 �6�5�6x,ﾉ�X*ｸ*)�ﾈ,ﾘﾔﾉmｨ�)_浦ﾘ�Y��ﾒ�

おくみ幡 ��X�C"�15．2 ��X�C"�15．2 �,h��5ﾈ7h,ﾉ�X*ｸ*)�ﾈ,ﾘﾔﾉ68���h�ﾃ�v6ﾘ�｢�

あいづま幅 ��X�C"�14 ��8�CR�13．5 �*�*ﾘ-ﾙYﾘ�h*�*(,8-ﾉYﾘ��,h��6ﾘ7X,ﾉ�X*ｸ*)�ﾈ,ﾘﾔﾉ68�｢�

えり肩あき 祷�CB�9．2 祷�3"�9 假�,ﾈ,(*�ｨ/��ｨ.���+ｸ,ﾉ��d�,ﾆﾈ�紿/�ｮ顏��

身八つ口 ��｢�����V����14 ��2�1 13 ��y+x,h6�5�6x,�.h,�,H��ﾋ�+X-ﾈ+r�

くりこし �2�3 �"�2 侈�,佰ｨ-ﾘ*ｨ*�.��ﾈ,ﾘ晴+Y�ﾙmｨ��8�ﾃF6ﾘ肩�ｨ,�+X-ﾈ+r�

えD下（つま下） 亦�コ�82 都��75 ��y+x,ﾆﾈ��(/�ｮ顏�,h+X-ﾈ+r�

おくみ下がり 侈亥(.h.�#66ﾒ�劔�y+s�S�6ﾙj)i�,ﾈ�ｨﾘx.(6�5�6x,ﾉ�X*ｸ*)�ﾈ,ﾓ#��ﾃ#�6ﾘ,�+X-ﾈ+r�

えD幅 �*h.位亜�.��8�3X�Cv6ﾒ�剪�

（パテえり） �*�/��h�8�X�X�Sh�CV6ﾒ�*h.��h�8�3x�CV6ﾒ�



1，見語も〇万・裁ち方

（1）検品

●総用布（布地総体の長さ）を測ります。

●しみ、染むら、キズなどを調べ、その

部分の耳はしに糸でしるしをつけます。

（2）地直し（じのし）

書

布を裁つ前に、地直しをします。布目がひどく曲がっているときは、スチームアイロンや

きり吹きを使って上図のように地直しをします。

（3）見積もり方

寸法表を参考にして、裁ち切りの長さと、しるしつけに必要な寸法を計算します。

そ で �+ｲ�,R�身ごろ I ��x+(.ｲ�ﾂ�おくみ �*�*ﾘ-ﾒ�侈��*��,B�W｢�

えり 凾ｩけ えり 

逗華　身ごろたこぇ。・おくみ　畢辛 〃 

＿＿＿＿＿＿＿，＿○ 

享（一一　　　　一 

●そで用布＝　くそでたけ＋縫いしろ（4m）〉　×4……総用布が足りない場合、縫いしろ

2m

雛身ごろ用布＝　〈身たけ＋くりこし×2＋縫いしろ（4m月　×4

＝裁ち切り身ごろたけ×4

●え〇・おくみ用布＝（裁ち切り身ごろたけ一裁ち切りおくみ下がり）×2

※裁ち切りおくみ下がり＝おくみ下がり－2－4m

鴛肩あて布＝15m（総用布が足りない場合、白さらし木綿などの別布を使う）

⑥総用布と必要な長さを比べます。

総用布≧そで用布＋身ごろ用布＋えり・おくみ用布＋肩あて布

◎身たけなどが長く、総用布が足りない場合は下の計算式を利用します。

（総用布－そで用布一肩当＋裁ち切りおくみ下がり×2）÷6＝裁ち切り身ごろたけ

裁ち切り身ごろたけ＝身たけ＋くりこし×2＋縫いしろ（4m）

身たけ＝裁ち切り身ごろたけ一くりこし×2－縫いしろ（4m）

※総用布が大きく不足した場合は、かけえり下の本えりを取らないなどの工夫をします。
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（4）柄合せのポイント

色・柄・模様の組み合わせや配置・方向が不自然にならないように、着る人の体格、個性に

合った柄合せをします。ポイントは特に目立ちやすい後ろ身ごろ、左前身ごろの胸やひざの柄

の配置に注意して柄合せをします。

椋 ����uﾒ�Z｢�串 V V や ��R������ｨB�

（5）裁断

それぞれの裁ち切り寸

法を確認して、布の耳は

しをそろえます。右図の

ように、右側のわを裁ち

切り、そで用布、身ごろ

用布、えり、おくみ用布、

肩あて布を切り離しま

す。

1．左前身ごろのひざとおくみ

2．後ろ身ごろの右肩

3．背………左右の身ごろ

4．わざ…‥前後身ごろの模様

5．左前身ごろの胸

6．そでと身ごろの模様

7．右後ろそでと左前そで

＿－′ 

ぇ〇・おくみ　　肩あて布　一m一一一 裁ち切り 

おくみ下がり 

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　着1調音臆臆臆臆 

′＝‾ 

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′ 

I ●　　　　　　　　　　　　　　′ 

● l 

キー一一一二

（い　糸しるしつけ

裁断した布を右図のように並べ、

後ろ身ごろの背、後ろそでのぞで付

け側、左おくみ付け側に糸しるしを

つけます。

糸しるし①……左後ろ身ごろ背側

糸しるし㊥……右後ろ身ごろ背側

糸しるし⑮……左後ろそで付け側

糸しるLe……右後ろそで付け側

糸しるし㊥……左前おくみ付け側

」　裁ち切。そでたけ　十

裁ち切り身ころたけ　　　－一一一一事
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2．しるしつけ

（l）背縫い

左右の身ごろを中表（布の表と表を合わせる）

にして四つ山（身ごろ布丈の中心）を決めます。

（図1）

すそから四つ山まで、布の耳はしより1．2cm

の深さで背縫いをします。四つ山から5cmの

間と、すそから80cmの間は縫い返しをします。

次に耳はしより0．3cmの深さで、すそから四つ

山までもう一度縫います。（空縫いは縫い返し

なし）（図2）

表側

＼－＿

（図1）

3春詫言
（中表）

深さ0．3cm（空縫い） 
／ 

′ 

〇〇　〇一●○○ 　　すそから80cm縫い返し 

i縫い返し
四つ山

（図2）

身ごろ（裏側）

（2）身ごろしるしつけ

背縫いをした身ごろを右ページ図のように、すそを右、背縫いを手前にして、布耳はしをそ

ろえて置き、身たけ＋くりこし×2＋えり付けしろ（2m）＋すそくけしろ（1．9m）ですそを

切ります。

のしるし身たけを計算します。

しるし身たけ＝身たけ＋くりこし＋えり付けしろ（2m）

えり付けしろ（2m）＝えり付けの縫いしろ（1．2m）＋キセしろ（0，2m）＋縮み分（0．釦Ill）

翁後ろ身ごろしるしつけ

①裁ち切り身ごろたけですそを切ります。

②四つ山に背縫いしろの深さまで切り込みを入れます。

③四つ山をすその方へ、くりこし分ずらします。

④えり肩あき………背縫いからえり肩あき一0．4cm

⑤肩幅………………背縫いから肩幅＋0，4cm

⑥そで付け…………肩山からそで付け

⑦身八つ口…………そで付けから身八つ口

⑧後ろ幅……………身八つロの位置で背縫いから後ろ幅＋0．4

⑨後ろ幅と肩幅のしるしを結びます。

⑲くりこし…………身八つ口の3cm下からくりこし×2

⑪後ろ幅をすそまでしるしつけします。（すそは後幅＋0．2cm）

⑫すそくけしろ……0．9cmとIcm

16



載前身ごろしるしつけ

①すそくけしろ・‥後ろ身ごろと同じ

②そで付け

③身八つ□

④ださ幅…身八つロの後ろ幅しるしからだき幅＋0，4cm

⑤ださ幅しるしとえり肩明しるしの0．2cm上とを結びます。

⑤おくみ下が〇・・・肩山からおくみ下がり

身たけ＋くりこし×2＋えD付けしろ（2cm）＋すそくけしろ（l．9cm） 佩8.ｹ�r����x+"��ﾈ���ﾂ�

後ろ身ころ 

〆背縫いしろの深さまで切。込みを入れる　　　　　．〟．．．．．．．－．．．．．．．．．．．． 
●●…‥●●一一一●●●．●●●●●●●－●●”●●　　　　　　　　　　　　●● …………●●●．●●●●●●●．………●●一一●一●●●●●●●－．－●．一一……”一一一●● 

i 

I：＿＝i つ 山 l 伜(����������������������������������ﾈ*ﾘ.�+�+X����������������������������ﾂ���������66ﾘ����������������������ﾂ�

l イ 苧； ．4cml 章 、÷ ������ｸ��ﾆﾈ�ｸ�ｲ�･ﾘ旗ｽ飄��こし＋え柵しろ　　不「中 るし身たけ）　　冨 僮i l l 

：：・ ��h��ﾎ8.ｹYﾘ��ｨ�SF6ﾖﾂ��Y~ﾉ?�?��(�h���X���ﾉ7�&��
＿＿　t 

l l 菱���������←ものさしを入れて後ろ身ごろを　　し！ たるませ、く。こしを付ける　後ろ幅十〇、2 

l 

ll ���.異�-ﾒ�

ll ＿一〇〇〇〇〇〇〇m＿ 白�ﾂ�

一〇〇 I l ��

ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゝ 鳴��R�

ーlノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しるし身たけ　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′ 鳴�

ll l l l ��ﾃ��"�ﾂ�ﾂ�ﾂ�lす 1そ l l 

誓書霊木十　　　日 ∴．盤塁基軸　前身ごろ　′ ●ヽ ●●ヽヽ ●一書●下が。　Il � 



（3）えりたけの計算

●えりたけを計算します。

えりたけ＝身たけ＋えり付けしろ（2m）＋くりこし×2＋えり肩あき

＋斜めしろ（1．2m）＋ゆるみ（0．約m）－えり下

＝けん先あいじるし＋流れ寸法

けん先あいじるし＝おくみ下り＋えり肩あき＋くりこし＋ゆるみ（0．紅m）

流れ寸法＝えりたけ－けん先あいじるし



（4）おくみのしるしつけ

えり・おくみ用布を半幅に折り

（耳はしどうしを合わせます）、え

り布とおくみ布を切り離し、下図

のようにおくみ布のしるしをつけ
董 l醒

ます。

おくみ布を中表に合わせ、すそを右、えり下の裁ち切りはしを手前にそろえて並べます。

しるし身たけ 

／A＋2cm　　　　　　　　　　　　　A 

l　＿＿‘γ 免6ﾒ���C�6��(iUﾂ�6ﾒ�＼き み 下 が 。 ��i����円ﾘ��������+x�R�������*�*ﾘ-ﾙYﾘ��ｨ�X,f6ﾖﾆﾂ����耳耳耳耳耳*h蓼岑ｬi?�耳.��ｲ�

t　　　　　l　　　く一→　　　　　　l　　　・ 

5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 

流れ寸法を測る　　　　　　　　　　　l・2cm　　　： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 

①すそくけしろ……身ごろと同じ（0．9cmと　⑥おくみたけ“…‥しるし身たけ－おくみ下がり
Icm）　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦おくみ先の斜め……あいづま幅のしるしより2cm斜

②えり下……すそくけしるしより、えり下寸法　　　めにする

③えり下くけしろ……裁ち切りはしょDl．2cm　⑧流れ……上の図のA＋2cmのしるしよりキセしろ分

④おくみ幅……おくみ幅＋0．2cm　　　　　　　（0．2cm）手前からえり下まで斜めに結びます

⑤あいづま幅……あいづま幅＋0．2cm

※流れ寸法を測っておく

※計算の結果と流れ寸法との差を調べます。ほとんど同じ寸法になります。（ただし、おくみ幅＝あ

いづま幅の場合、流れ寸法によるえりたけが0．2cm位長くなります）

釣　翰　　黛縦嫌　　　　　　　　　　裟無煙　　　瀞　　　　註、蔓小　　窓や蛍　　灘　　〈　　　純子議

ポイント
アドバイス

毒　手セ折りの仕

談

一一一一一一一一寸－ ���

縫い目 

方　　　　裏側 ��

田園 凛��B�
セ∠　＿＿＿＿＿＿ cm ��

｝′　没　　　章　爆ぜ　　濡　ら　　　　　や　　　㍗謀，　　　　　　　　持　薄

キセ02cm

＿／ ��ﾂ�

● ��

コテで折りをつけま 

裏側 

セ＜豊 cm 儷ﾉ�B�
1‾‾‾‾‾ 縫い目キセ山 

線

描

3　　　　　　　　　　　　　　　　　雑　　感粟薫
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3，くりこしつまみ

背の縫いしろを、左身ごろのほうへ0．2mキセ折りをします。後ろ身幅とくりこしのしるし通

りに折りをつけます。くりこしつまみは、くりこしのしるし通りに待ち針を打ち、しるしより

キセしろ分（0．2m）浅く縫います。つまみ山がすそのほうへ向くようにキセ折りをして、表よ

り下図のように一目落としで押さえます。次に、つまみ山を身ごろにくけ付けます。（くけ目の

間隔は1．5m位）

！　　　　． 劍�b�ﾂ�ﾂ�ﾂ� 

（裏）　　： 
l 剿ﾂ�ﾈﾎ8.ｸ�8+X.�+X,ﾂ�
l i 劍�x自�ｨ､�-ﾈ,YdH*B����b����ﾂ�

！ 

l l 

十一一一一子i 

後ろ l 鳴�ﾂ�ﾂ�ﾂ� 稗�,(-ﾈ-ﾘ�(/��*ﾘ*�H*�.�� 

4。わき繕い

1 ��儷ﾈ�｢��R�

l・－”“一°－”“一一一二二二一一 ●●●●●● �?�?��h6��X�X�B�

一針まく ���CF6ﾙ?ﾈ,�+ﾘ,h+�.ｸ,��+X,(*�/�+x.��ﾂ�

後ろ身幅のしるしを結んで折りをつけます。前後ろ身ごろのわき縫いしろの耳をそろえ、身

八つ口および、すそのしるしを中表に合わせ、つりあいを確かめます。

後ろ幅のしるしにそって、前後身ごろのつり合いを正しく待ち針を打ちます。後ろ身ごろを

手前にしてわき縫いをします。上5m、すそ10mを縫い返します。わきどまり（身八つ口）の

ところにすくいどめをします。

わき縫いしろを前身ごろのほうへ0．2mのキセ折りをします。

1－ �����������������������������

そ篤 いと： とまl 葦告i l 
わき縫い　　　　　　　　10cm縫い返し 

＿くりこしつまみ 　　後ろ身ごろ（裏側） 

20



5．わき縫いしろの始末

後ろ身ごろ縫いしろをわきどまり（身八つ口）で後ろ身ごろの方へ開き、くりこしのつまみ

で三角形に折ります。折り山を縫いしろにとじ付けます。，

わきどまりより上は、そで付けまではしるし通り折ります。そで付けより上は、そで付け縫

いしろ分として肩山までに0．組m斜めに折り出します。

そで付けからわきどまりの縫いしろ（特に耳はし）をつらないようによく伸ばします。わき

縫いしろをつり合い正しく待ち針を打ち、身ごろに耳ぐけします。（表くけ目の間隔は2．50m位）

折り出す（0．8cm） 　　●一一一● 

．〃I 　　　　　　〃○〃〇〇〇〇Oil●○○○○　． 

一〇〇°一一一－　一一　　　●●　●●　　　　　●　　　　　－●　一　　一　●．●　　－　●－．●一一●．●－●● 

I ●●一一．●一一．．⊆jL一一●一●●一一一一一●　一一●●　　－●一一一一●　－●一一一●－● 

●■il●● 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※くりこしつまみがない場合 

つらないように

よく伸ばす
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6。前幅しろし

前幅からださ幅までの斜め寸法を計算します。

前幅の斜め寸法＝前幅－たき幅

前幅の斜め寸法を下図のように3－4カ所に割り当て、わき縫

いから測ってキセ分0．4cmを加えて、前幅のしるしをつけ、折り

をつけます。

たき幅より上は、えり肩あきの0．2cm外と斜めに結び折りをつ

けます。

計算例

23cm－21．5cm＝1．5cm

（前幅）（ださ幅）（前幅の斜め寸法）

1，5÷3＝0．5

すそからだき幅まで3等分にして23・22．5・22・21．5（m）にキ

セ分04mを加えてしるしつけをします。

‾「‾　ドニ” 劍�����ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ���ﾂ�*h.位�*�*ｸ,ﾂ�

幸が。 莞i l l ・一一22．4cm－ l I i ””“一・・22．9cm－ I i 裏 1 23．4cnl 前幅しろし＼l ����&6ﾘ､����Tﾂ�

種園漢音臆臆易器， 謂r それぞれキセ分0．4cm 加えてしるしをする （寸法は一例） 

しるしつけ

室と

でき上がり

（寸法は一例）

．2cmぐらい 

ノー一一 I ��ｨ耳���ﾈ�x�������ｸ�ｲ�

り肩あき 

裁痛の 
0．2cm外　l 

1 

えり付け線一一● 

l 

0．5－0．8cm 

ゆるいカーブでノ＼’ 結ぶ＼ 

けん先 　妻 

着やすいえり肩回りのえり付け線



7．おくみ付け

おくみ幅は、しるし通り折りをつけます。前身ごろを手前にして、おくみ布と中表に幅しる

しを合わせます。つりあいよく待ち針を打って、おくみ付けをします。上5m、すそ10mを縫

い返し、キセ0．2mでおくみ布のほうへキセ折りします。

5。m縫。返し　　　ぉく霊　　．。。m縫。返し ��

す そ 

前幅 

葦　　前身ごろ（裏側）　亨 

B。おくみ縫いしろの始末

前身ごろ耳はしを0．8m折り、すそからえり付け線（流れ）の2m（1針分）上まで折りぐ

けします。すそくけしろの間は、かさばらないように、切り込みを入れて開いておきます。（く

け目の間隔は2mにします）

〟 
＋　　　＿　　一　　　一　　一　　　1＋ 

／ 

紫警ま二一一　号間隔で折くけする　　〇・謹憲　一′ 

‾－事 裏側　　　　　　　　　　　l・9cm ��
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9。えり下とすそのくけ

（lI　えり下のくけ

裁ち切りはしより1．2mのしるしと、その半分の0．6mの折りをつけ、えり下を三つ折りにし

て、折りぐけをします（くけ目の間隔は1cm）。えり下先は、すそから1．9cmのところで、

0．6mの深さで切り込みを入れます。えり下より5m上まで三つ折りぐけをし、ゆるやかにく

けしろを斜めに広げます。

I－‾‾

ゆるやかに

えD下＋すそくけしろ　－一　一　　一＞

斜めに広げる　　　． ����������

●　　　　　　　　　　　　　l ��

｝： ��
えっ下より5cm上まで 

三つ折りくけをする ��

（2）すそのくけ

えり下先では、下図のように額縁にたたみ、すそば0，9mとImのしるしで折りをつけ三つ

折りにします。

【えり下先の額縁のたたみ方】

24

つ脅

すそから1．9cmの

ところで、0．6cmの

深さで切り込みを
入れる

すそ　　　0．6cm　06cm



おくみ（裏側） Tf ���Cb�6ﾒ�tB�

1cm　　　折る 

1cm間隔 �*b�.��

＼ ● 

おくみ（表側）・ l ナ �｢�

⑦ 

l．5cm間隔 

【すそのくけ方】

えり下、えり下先、すそへと、

三つ折ぐけをします（すその三

つ折ぐけの間隔は1．兜m位）。

おくみ付け、わき縫い、背縫

いの各キ七山には、針目を出し

ます。

内側の角に
－針目を出す

針目の途中で一針すくう

表に針目を出さないようにする

表へ小さな

針目を出す

わきおさめ耳くけ　　　　　　　， 凵@え ー　り 

（2・5cm間隔）　　窯誌， 　　　　ー　折。くけ 凵D下 ● l ● お． く． 

（2cm間隔） 後 

ろ 

吾　　　　　　　輩 

背　　　　ろ　　　　ゎ　　　　与 凾ﾝ． l l ● 

き l 　● 重囲 l l ●一一”●一一● ！＿－＿＿ 

すそ　　　／ 

キセ山のところに 

1．5cm間隔　　　　　　　　　　　　　一針目を出す
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書繕いしろの始末

0．8cm折り出す ．．“＿一．0°－．一　　　一一●一〇一， 

l Oi8cm折抽す：／吊 　15cml 劔l I I 耳l縫Ll返す 

ー　　　　　　縫い返すi 劔（　　　　　く 

縫い返す　　　　一　　　　　言　　　け， 

l ／ 剿ﾂ�ﾂ�l　　　　　　　　　I　　　－ �*h.姥H���

（　　　　　　　　　　　　　　　I ����2cm 

1 ／＼　　　1　－ 剿唯�：　－　　5cm＼　　　までく 

漢　　書 凵^5cm　　‘，　　　　日 凵G　　．＼　　　一 

／．　　　！‘　　　　上 劔＿＿一＿＿」　悟 � 

ノ ′／i 凵@I ；∴∴∴∴∴浩，一－－－‾－－－十 i陽子「 l 鳴��ﾂ�������ﾂ��ﾂ����凵_ 
、　　を 　Iと 凵_ 

hllじ ドhI∴る 宣　告 凵_ ＼謹 

i一　　　　日 l 剿ﾂ���ﾂ�ﾂ�ﾂ�����ﾂ�ﾂ�ﾂ�B�������ﾂ�ﾂ����������ﾂ�ﾂ���ﾂ�ﾂ�����凾ｭ 

l　　　　li l　　　　（l 劔！ 

；∴∴∴∴　主！ 劔磨　く 讐∴∴‖ る：－ ii I 

；‖／ 劔誓　雪 　げ 
音量 僮　　　　　（ t　　　　　（l 冤l 

I　　　　　　　　　　　1－　　　　　　　80cm 冓　t ��i I 

1　－1縫い返す I　l（ l　I l　ll 劔I Il Il耳くけ 

－　1′ ；i言 l（ ー　　tI 冤 ll Ii （ 

高　畠 剴��ﾍﾖﾉeﾒ������ｸ���
弓　　　　　／ 

籍謙∴∴＼＼」　　　　　　　　　　縫い返す 
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10，肩あてとえり肩あき

肩 

0．5cmくけしろ 

＿4 
一〇〇〇l　置置 

了”　一・． ノ　　　　ヽ 

．了　　　5。m　’＼ 剪�肩凄 

工““・一・で∴＼ 
：2cm 」＿　ヽレ ��ﾂ��(���ｲ��(�R�ﾈ�ﾂ�ﾇB�佑V6ﾘ�ｸ�H�r��竸���傚���b�教 書 ��えり 

えり肩あき 

○ ○ ● ヽ �� ��

T　l．三m 剪�

③ 　′〇〇〇 喜一 8g �ｩmｩx�,h+X,��,h+h.��‾一一、 ＼ ＼ 

I 冤 

l 僮 

＼　　　　　　〇・5cmくけしろ　／ 

ヾ　肩あて裏側　　　名 筆一一＿ここ＿＿一一 

④ 
●　　　　　　　　　　、 ●　　　　　　　　　　　　　　ヽ 

．’！　　　　　　、、、 

・　　　　　　　　　　　　　i． 

を：T　　　　y∵ 

「べき三三＿一／．・身〔 
くけ 

‘●　　　肩あて表側　　．‘ 　●　　　　　　　● 

●　－　●　－　●　● 

ll　身ごろ裏側 

背縫い一一●i 
ll 

l　　● 

①上図のように肩あて布を切り、肩あて周囲を肩あてでき上がり線に沿って外表に折ります。

そして、裏よりくけしろ0．5mを一目落しにとじます。

②身ごろに肩あてと全く同じえり肩あきをへラして切ります。

③肩あてと身ごろのえり肩あきを外表にそろえ、えり付け線をしつけ糸で仮とじします（肩あ

て幅が広いときは背もとじておきます）。

④肩あて布周囲を身ごろにくけ付けます。このとき肩あて布を少々ゆるくします。
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11，えりのしるしつけ

計算したえりたけに縫いしろ2m以上を加えて見積もり、残りをかけえりにします。かけえ

りたけは、4釦m位（けん先より10m位下まで付ける）とし、余分がある場合は、本えりで縫い

込んでおきます。本えりとかけえりを中表に2つ折りにします。下図のように折り山を合わせ

て本えりの上にかけえりをのせます。

山じるし→けん先あいじるし→かけえりたけ→えりたけ→えり付け縫いしろの順にしるしを

つけます。

じるし ���������ﾂ�*�*�*h.��凵@　　l 本え。 凾ﾆ 中表 

l・5cmぐらい　　　　　　　！ 

10cmぐらい ∵ん竺るし二王ヽ＋ 劍��*h.姥H*�H*(+X.ｸ���6ﾘ�｢��ﾈ�����ﾈ����

！∴∴∴：　　　　　　　　　　　　　　　　l 劔��

⊂ �� 剪�

かけえ○たけ 劔��

えりたけ 劔��

12，かげえDの差し込み

本えりとかけえりのかけえりたけしるしを中表に合わせます。しるしより0．∠km中を縫い合わ

せます。

かけえりたけのしるしが、キセ山（でき上がり）になるよう折りをつけ、キセ山より0．4m入

ったところを、一目落としで押さえます。さらにかけえりと本えりのつりあいを整え、えり付

け側を仮とじ（縫いしろ0．4億m、針目1m）します。

2

l 

かけえり（表） 兌ﾘ+X,(*�6ﾘ���ｨ�SF6ﾘ����gｸ*h�(�儷ﾈ�ｨ�����ﾂ�

ノー1　キセ山　　　　　　　　　　　l 

一重主二二二二二‾‾‾‾1‾‾ �ｨ耳耳���H耳耳耳耳耳6ﾘ�h�X�����������������������������ｲ�葛－FTTI二二　l T 山しるしをそろえる �8ｾｨ��+X*��8ｺ8菱,B�

えり付け側の0．4cm ��

8入ったところを仮とじする ��



13．えD付け

えり布のえり付け側は、lml縫いしろに折りをつけ、えり布を手前にして待ち針を打ちます。

待ち針②－⑥は、かけはりにかけ、手に持って待ち針を打ちます。

流れの待ち針②、⑧「⑪は、台の上にのせ、おくみ布を下図のように、ほんのわずか上に引

っ張るようにして整え、待ち針を打ちます。

＄待ち針の打ち方
①えり山と背キセ山（身ごろ1．2cm縫いしろ）
⑧けん先あいじるしとおくみ下がり

③えり山（背中心）より2－3cm
（①えり肩あきの2cm手前

（①えり肩あきの2cm下

⑥（⑤と②の中間

⑦えりたけしるしとえり下しるし
⑧②より10cm位下

⑨⑧～⑦の中間

⑲⑧～⑨の中間

⑪⑨～⑦の中間

②一⑧の間は0．1cm位えりをゆるく。

⑧一⑦の間はえり布を少しつりきみにL
i⑤⑲⑪のI圃こ中間に打ちます。

；おくみ付け線を一直線にととのえる 白�ﾂ���ﾂ�����ﾂ�ﾂ�ﾂ���ﾂ�ﾂ�ﾂ�ﾆﾆ鳴�

‘（特にたき幅位置ぼ主意） 1 

1 

（ 

I 

I i l �*�*ﾘ-ﾘ�儷ﾉ�H�｢�

I l　　　l＿　－　　＿－l　　i　　l 

十‾‾‾‾十二‾‾十一‾－‾一十一一一一一十一十一一一十一十十Tl 
〃、子I　　　　　　－QI　　　　Ie〉　　　　　　逓i）　　　　（争∴∴∴「／eii　　　⑥　　　　息∴④∴∴⑧　ITl－ 

雷三富　讃纏 
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えり先ですくいどめをして4mの間半返し縫いします。えり先からえり山へ、えり付け線通

りを縫います。

けん先および背縫いでは、各縫い目のキセ山をひろって一針縫い返します。えり肩あきの縫

いしろが一番浅いところと、えり先は40mずつを半返し縫いします。

14．えり惜しるし

えり布のほうへキセ折り（キセ分0．2m）し、えり幅のしるしをします。

衰えりキセ山から測って、えり山（えり肩あき一えり肩あき）11．4m→けん先13．5m→えり先

15．2mにしるしをし、斜めに結びます。

や ／15・2cm＼ 

／一 

1　　一一　　えり（表側）　　　　　　　　　“”．一“”“‾“‘‘“’● 

l 

千一1㌔堂二二二二二∵・・お〔み・‘三伯「・ 
1．4 �6ﾘ���V6ﾒ�

けん先　　　　　　　　　　　　　　　　前身ごろ 

ぇ抑え媚あき

30



15．えり先繕い

えり付け側ではえりたけしるしの0．4m外と、えり幅しるしではえりたけしるしの0．4m内側

を直線で結びます。しるしを中表に合わせて縫い、0．40m裏へキセ折りします。縫いしろを、え

り幅しるしの04m外側でとじます。

！ 

えり（裏） 

I －ゝ＼一対Oi4cm 

諸宗鳥の 
しるし 

り 

つ、ぉくみ（表） 　　● 

● 

／ ぇD（裏）！ 

0．4cm裏へ　　えり帽しそ キセをかけるIO・4cm外憂 

手車、、、、、′！　ぉくみ 

16。三つえ○芯入れ

えり肩あきのところは縫い込

みがなく、とても薄くなるので、

別布の芯（三つえり芯）をえり

付け縫いしろにとじます。つぎ

に、三つえり芯の両はしを、前

身ごろの縫い込みにあらくとじ

布をのはす 剿ﾄﾂ�

一l 

〉　三つえ。芯　孟 　） ����ｸ�ｲ�－‾ 一〇 

前身ごろ 
日日 身 ご ろ 

一一●●－＿ 　－－－－　　　　　　・・－、 �ｨ耳耳耳耳耳爾�一‾けん先 　一会いじるし 

えり布　　　　　　　あらくとじる 

付けます。このとき前身ごろの縫い込みがつれていると、えりをくけるときに、布のおちつ

きが悪くなるので矢印の方向に十分に布を伸ばします。
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17。えり納め

前身ごろとおくみの縫いしろを、かけえりが付いているところの本えりにとじ付けます。え

り幅しるしで折りをつけ、前身ごろ縫い込みのつっているところをよく伸ばします。おくみや

前身ごろの縫いしろをえりでくるみ、えり幅しるしで縫い込みを折ります。えりがねじれない

ように布のつりあいを整えて待ち針を打ち、本ぐげで納めます。

18．そで

（l）そで下空縫い

（①そでの糸しるしを確認し、そで下を空縫いします。ただし、そで丸みとふりくけしろの折り

返る間は、空縫いをしません。

05cmの深さで
そで丸み＋1cm

沌 ��
：る 
●し 

l　T‾‾‾ 

わ　外表にする

32
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l A一一一一一一一一一二二一一一一一一と・一一一一 ������ﾈ.�� 

I ��ﾈ+ｸ,YYﾘ�ｳ&6ﾘ�ﾈ+ｸ,X-8.�*ﾘ*�+X.ｸ耳耳耳爾�����+ｸ,YYﾘ�ｳ�6ﾒ� ��������������ﾂ��"�
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②空縫いにキセ折りをし、中表に返します。空縫いをしたところを毛抜き合せ（キ七山をそろ

える）に整えます。

′↓ 

〃I 外表　　キセ折りをする 

（2）そで丸みの型紙作り

15cm平方位のボール紙を使って、そで丸みの型紙を作ります。

きもののそで丸みの大きさは、半径で表わします。右の図はrmの

そで丸みの型紙です。コンパスを使って÷の円を描き、線に沿っ

て切り取り、型紙を作ります。

一一一－15cm位　一一、 

5cm 位 白�

I l 

ていねいに；「 

一一三㌢ 

（3）しるしつけ

糸しるしが、そで付け側になるようにそで布を置き、下図のようにしるしつけをします。

①そでたけ＝そでたけ＋0．4cm

②そで口あき＝そで□

③そで付け＝そで付け＋0．2cm

④そで幅＝そで幅＋0，2cm

⑤そで丸み

了 で幅 ＋ 鳴�

そで二二九　‾†一十 ��

そで幅＋0．2。m　　　　l 

2cm ��(������������+ｸ,X+ﾘ*�ﾈ�ｨ�SF6ﾘ������������������������自6ﾂ�

そで丸み型紙で しるしをつける ー＿三三三1－－　㌔ 

子　　　　　　∴　　　　＼「／‾ 
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（4）そで日下、そで下の縫い

そで口あきのしるしから4ml縫い返しをし、そで口あきのところですくいどめをします。

そで口下→そで丸み→そで下へと続けて縫います二，

縫い終えたら、前そで側へ（糸しるしの付いていないほうへ）キセ折りをします。そで日下

は0．2m、そで下は0．庇mのキセ折りをします。

（5）そで丸み納め

そで丸み納めをします。下縫いした糸をしっかり引き締め、縫いしろはアイロンやコテでよ

く押さえることがポイントです。

そで下縫いしろ　　　　　　　　前そで ��

0．4cm 
○○置、 　‾暮 

一一一　をヽ 

、ヽ　ヽ 

ヽ　ヽ 

前そで側へ慧慧業を＿塞 　下縫いする。（糸は二重）告 

針は後ろそで側へ出す　　II 　　　　　　　　ll 

ll 

l 

I 

l 

前そで側へ〇・2cmの　　； 

キセ折りをする 

34

奪キセ山

前そで 劔劔剪�

0．4cm 　　19〃 

D方へ ● で、そ �� �� ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�B� ��ヽ 凵Rゝ ヽ lu 11 日l lll ��

“ ��“ ��

紙圭 ���� 薄ﾆﾂ�ﾄ亦�ﾒ���ﾂ�ﾂ�ﾂ����+R�0 

∴‥ェ七山吏 刪黶D㌦・●1．－”“・ 剪�

で下縫いしろ、そで口下縫 

をそで丸み型紙のほう（前そで側）へ倒します。

キセ折りにそって
型紙をのせる

．2cm



下縫いの糸をしめ 

玉とめをする 

討‾‾‾‾‾‾二才や 

l 剽｠ヽ dl 購I tl l t l i l l l i l ー l l よこ布目を 整える 

轄下縫いの糸を引きしめ玉どめをし、糸は切らな
いでそのままにしておきます

の丸み周囲と下縫いの間のシワをコテ（アイロン）
で消すように整えます。

＼ 

‾‾‾‾‾‾‾‾プラ亨、言 

払 llt lIl 細l Il 

●‾●●一一rrl“0000へ－● 剿ﾂ�

！；型紙葦 ��l ～ l l 1 － l l I I l 

急後ろそでの縫いしろを図のように大きくたたみ、
コテ（アイロン）でしっかり押さえます。

鴨前そでの縫いしろを上の図のように細かくたた
みます。かさばらないように注意

鎧コテ（アイロン）でしっかり押さえます。

く と 

一一一‾‾‾‾‾‾　雪二二一←　　　　じ 

●ヾ、、　る 

ヽ 

細l 劔 

ミ⊆／∴告 
－I Ol 

i」 鳴�ﾂ���ﾂ�ﾂ���ﾂ�

霊型紙霊 

書残してあった二重の糸を一本切り、一本の糸で
そで丸みの縫い込みを返し、針で細かくていね
いにとじます。

35
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（6）そで口のくけ、かんぬきどめ

しるし通りにそで口を折り、その1．2mのくけしろを二つ折りにし、そで口を三つ折りぐけに

します（くけ目は1m間隔）。

次に表へ返し、そで口あきにかんぬきどめをしますーっ

百一一　そで口あき　‾‾‾‾‾∴‾　‾＞

し鼻十一‾「㌃ 1．2cmのくけしろを0．6cmの 
三つ折くけにする 

裏 

（7）しつけ

前そで側より二目落し（約4m間隔）をします。そで丸みのところは、一目落し（約2m

間隔）にします。ふりくけしろが折り返る間は、後ろそでに針目を出さないように縫いしつけ

をします。

ィ． 　● 　● l前そで側． 1 

器認一一l←そ 　　● 

I 　　　　　　　● 

．緒」鬱 
」一、＿＿ノ ilDくけしろの 

折り返るところは
後ろそでに針目を
出さないようにする

36

丸みが大きい場合

（4cm以上）

で口あきのところで
一針まく

I ��

く I 

） 

＿＿／ 

丸みが小さい場合



（8）そで付け

そで幅のしるし通りに折りをつけ、身ごろの肩山のしるしとそでのぞで山しるし、それぞれ

のそで付けのしるしを中表に合わせます。下図のように、そで山より2mずつのところは、そ

でを少しゆるく待ち針を打ち、縫い合わせます。そで付けのところですくいどめをし、そで付

けより4mとそで山より2mずつ（合計4m）の間は、半返しをします。縫い終えたら、そ

でのほうへキセ折り（キセ0．2m）をします。

そで山から2cmずつ
そで付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半返し縫い

そで付け

そで裏側から見た図

4cm半返し縫し
－‾ヽ櫨　　　　　　　　　　　　　｛

－●一一一一一一一一一一一一一一一〇一●－●●●一一一一一●一書－
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（9）ふり納め

ふりのくけしろをそで裏のほうへしるし通りに折りをつけ、そで付けより4m上まで耳ぐけ

をします。そで下の縫いしろは、前そでのほうへ倒します。

そで下縫いしろは

前そで側へ倒す

そで付けよ。　　　　子で裏側 亦�

4cm上まで耳く当ナ 亦���

■○農■〃● �"���一　　一一　　一一　　一一　一一　　一一　　一一　　一一　一一　一一 凵P‾「＝富ま霜‾‾‾． 

そで付け 

（10）かんぬきどめ

そで付け、わき縫いどまりにかんぬきどめをします。

かんぬきとめ一一｝

l l l l l l l ＼ ヽ 、－－一－－一一一－・●－－・．●●●●●● �*�/�,ｨ*ｸ,x-��6ﾒ� 

i● ヽヽ ヽヽ ◆、 ��
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19。仕上げとたたみ方

（1）仕上げ

寸法などを確認し、糸くずを取りアイロンで仕上げをします。縫いしろを落ち着かせ、シワを

伸ばすように裏からアイロンをあてます－。

（2）たたみ方（本だたみ）

（ 

」で十、 　－ 

l 

藍
39
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