
パッチワークのアドベントカレンダー　7-1

＜使用道具＞

生地　（土台の表布）　赤系　110cm幅×110cm
　　　（土台、植木鉢部分の裏布）　色はお好みで　110cm幅×110cm
　　　（飾りのテープ・パイピング用）　赤　90cm幅×60cm
　　　（ポケットの表布）　カットクロス（50×30cm）
　　　　　　　　　 　・ 赤系　4~5枚、　・ 白系　2枚　・黄色系　1枚
　　　　　　　　　　　※黄色は星にも使用。
　　　　　　　　　　　　赤系カットクロスはヨーヨーにも使用。
　　　（ポケットの裏布）　色はお好みで　110cm幅×40cm　
（植木鉢の表布）　カットクロス（50×30cm）
　　　　　　　　　　・緑系　2枚　　・黄緑系　1~2枚　

57-999
ピーステンプレート
＜正方形＞
https://clover.co.jp/
products/57999

22-103
テープメーカー
＜25mm幅＞
https://clover.co.jp/
products/22103

58-795
ちくちくヨーヨー
プレート＜LL＞
https://clover.co.jp/
products/58795

58-796
ちくちくヨーヨープレート＜L＞

58-797
ちくちくヨーヨープレート＜S＞

24-413　水性チャコペン＜青・太＞

36-087　パッチワークはさみ
　　　　ボルドー＜200＞

36-666　カットワークはさみ115

①【土台の製図・裁ち方図】（2ページ目）を参考に、表布を中表に折り
　直接しるしを付け裁断します。裏布とキルト綿も同じ形に裁断します。

②①の表布と裏布の間にキルト綿をはさみ、しつけをかけます。
　（しつけは中心から外に向かってかける。イメージは右図を参照。）

＜作り方＞

③飾りのテープを作ります。
　生地（赤）を45mm幅のテープ状にカットし、45cm×2本、80cm2本
　の合計4本用意します。4本ともテープメーカーW＜25mm＞に通し、
　アイロンをかけます。　

＜出来上がりサイズ＞幅約79cm×高さ約112cm

＜材料＞

④③を②の上に置き、縫い付けます。
　テープの2mm内側を縫い、はみ出した部分はカットします。
　縫い付ける位置は【テープとポケットの位置】（2ページ目）を参考にしてください。

2mm

57-316　キルトしつけ針

18-038　ぬい針「絆」薄地用　短針8（四ノ三）

57-007　フランス刺しゅう針No.7

25-052　方眼定規＜50cm＞

57-924　テープカット定規

57-500　ロータリーカッター45mm

57-640　カッティングマット＜特大60＞

58-431　クロバーボンド＜多用途・速乾＞

待針

ミシン

アイロン

アイロン台

パッチワークのアドベントカレンダー

刺しゅう用ラメ糸　シルバー
手縫い糸
ミシン糸
しつけ糸

フェルト　白　20cm角　3枚
キルト綿　100cm幅×150cm
レース（24mm幅）　45cm
25番刺しゅう糸　赤、緑

デザイン／松本直子

しつけイメージ

https://clover.co.jp/products/57999
https://clover.co.jp/products/57999
https://clover.co.jp/products/22103
https://clover.co.jp/products/22103
https://clover.co.jp/products/58795
https://clover.co.jp/products/58795
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(1) 青い破線の数字を測ってしるしを付けます。
(2) 黒い線の通りに線を引きます。
(3) オレンジの線（ab、ac）を引きます。
(4) 緑の線を、角が直角になるように引きます。

生地幅（110）

110

【土台の製図・裁ち方図】※ぬいしろを含みます。数字は全てcmです。

＜製図の順番＞
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【テープとポケットの位置】 15
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※ポケットは全て、
　上下 2.5cm、左右 3cm
　の間隔で並べます。

2.5

3

8.5
飾りのテープ
(45cm)

飾りのテープ
(80cm)

飾りの
テープ
(45cm)

飾りのテープ
(80cm)



⑤ポケットを作ります。
　ポケットは、トップを1枚布で作るタイプと4パッチで作るタイプがあります。

【1枚布】…6枚用意する。

【4パッチ】…4枚の生地を縫い合わせたもの16枚用意する。

・10cm角の正方形にぬいしろ7mm付けた生地。
・赤系：4枚、白系：2枚

・ピーステンプレート＜正方形＞を使って、50mm角の正方形に
  ぬいしろ7mm付けたピースを描き、カットします。
  これを4枚用意し、縫い合わせます。
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・下記【A】～【C】の組み合わせでそれぞれの枚数作ります。

【A】赤系2枚、白系2枚のパターン 【B】赤系3枚、白系1枚のパターン

【C】赤系2枚、白系1枚、黄色系1枚のパターン

4枚 4枚 4枚

2枚 1枚 1枚

⑥ポケット用の裏布とキルト綿を10cm角の正方形にぬいしろ7mmを付けてカットします
　（各22枚）。
　⑤の布と裏布を中表に合わせてキルト綿の上に重ね、返し口を残して一周縫います。
　返し口から表に返し、形を整えます。上部分の内側約2mmにステッチをかけます。

返し口
約4cm

⑦実物大型紙（7ページ目）を使ってフェルトを数字の形にカットします。

⑧⑦のフェルトの約2mm内側に25番刺しゅう糸（赤）3本取りでステッチを入れます。
　「23」と「24」の数字だけは25番刺しゅう糸（緑）を使います。

⑨「1」～「22」までの数字を⑥のポケットの上にボンドで貼り、
　数字の約2mm外側に刺しゅう用ラメ糸（シルバー）1本取りで
　ステッチを入れます。

⑩星を作ります。
　実物大型紙（7ページ目）を使って星の形を生地（表布・裏布）とキルト綿に写し、
　それぞれぬいしろ7mmを付けてカットします。
　返し口の切り込みは裏布だけに入れます。

⑪⑩の表布と裏布を中表に合わせてキルト綿の上に置き一周縫い、
　右図のようにぬいしろに切り込みを入れます。
　返し口から表に返し、形を整えます。
　刺しゅう用ラメ糸（シルバー）1本取りで、型紙の破線を参考にステッチを入れます。

返し口は形を整えるだけ（縫わない）

表に返す
裏 表

切り込み

2mm

※ポケットに付ける数字でポケットの位置が決まるので、
　【テープとポケットの位置】（2ページ目）を参考に
　色のバランスを見てポケットの種類と位置を決めてから
　数字を貼ってください。

例）
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⑫植木鉢部分を作ります。
　ピーステンプレート＜正方形＞を使って、38ｍm角の正方形にぬいしろ7mm付けた
　ピースを描きカットしたものを下記枚数用意します。
　
　

⑬1列ずつ縫い合わせてから列と列を縫い合わせます。

・緑系：21枚
・黄緑系：10枚

11枚

11枚

9枚

縫い合わせる

縫い合わせる

⑭裏布とキルト綿をそれぞれ14×45cmで用意します。
　⑬と裏布の間にレース（45cm）をはさんで中表に合わせキルト綿の上に置き、
　上部分だけ縫います。

裏布（表）

表布（裏）

レース

⑮⑭を外表に返し、下図のようにミシンでキルティングします。

キルト綿

⑯⑮に⑧のフェルトの数字「23」と「24」をボンドで貼り、⑧と同じように数字の外側
　に刺しゅう用ラメ糸（シルバー）でステッチを入れます。

⑰【テープとポケットの位置】（2ページ目）
　を参考に、1～22ポケットをすべて本体に
　縫い付けます。

返し縫い

2mm

⑱⑯を本体の上に中心を合わせて置き、ポケットの仕切りの為に赤の破線部分を
　縫います。

↑
中心

縫い目が目立たないように、中心の左側の
ピースとピースの境目を縫う。
最初と最後は返し縫いをする。

⑲植木鉢部分を本体と同じ形にカットします。

※レースは上部分の
　端に合わせます

7mm

表布（裏）

表布（表）



パッチワークのアドベントカレンダー　7-5

⑳パイピング用のバイアステープを作ります。
　生地（赤）を48mm幅のバイアスにカットしてつなぎ合わせ、450cmの長さにします。
　これをテープメーカーW＜25mm＞に通し、アイロンをかけます。

㉑本体の縁を一周、⑳でパイピングします。

バイアステープ 48mm

45° このように中表に
合わせて縫う

ぬいしろを割り、はみ出した
部分をカットします

テープを本体の縁に合わせて中表に重ね、
端を約1cm折ってテープの折り線を縫っていきます。
角の部分の縫い方はページの右側をご覧ください。

※角の縫い方※

角のぬいしろの
手前まで縫います。

テープをこのように
真上に折ります。

折り目を上の端に
合わせて真下に折ります

テープを表に
返します。

裏側は、
まず片方の辺を
折ります。

もう片方の辺を折り、
角の形を整えます。

表はこのように
なります。

最後は縫い始めと
約2cm重ねて縫います。

＜凸の角の場合＞

＜凹の角の場合＞

角のぬいしろまで
縫います。

本体の角のぬいしろに
切り込みを入れます。

このように角を広げて
直線状にします。

角までの縫い目に
続けて縫います。

角の形に戻して
テープの片側を
表に返します。

テープのもう片方
も表に返し、形を
整えます。

裏側の切り込み
からテープの角
を出し、

片方ずつ折って
角の形を整えます。

このような形になります。 表はこのようになります。

約1cm

※画像はテープの色を変えています。

テープを裏側に
折り返します。

裏側はまつり縫いします。

表側はこのようになります。

先ほど入れた
切り込み

約2cm

48mm

ぬいしろ

ぬいしろ



㉕ちくちくヨーヨープレートを使い、ポケットを作った残りの生地でヨーヨーを作ります。
　（ちくちくヨーヨープレートの使い方は、商品付属の説明書をご覧ください。）
　見本作品のヨーヨーの個数は下記ですが、数はお好みで調整してください。

LL：6個
L：7個
S：3個

㉒吊り下げ用のひもを3本作ります。

2.5cm

8cm
(1)生地(5×8cm)を半分に折って折り線を付ます。

(2)折り線に向かって両側を折ります。

(3)最初につけた折り線でさらに半分に折り、
　中心を縫います。

㉓㉒のひもを本体の裏側3カ所（図の★マーク部分）に縫い付けます。
　ひもをわにして、本体のパイピングの内側に縫い目が来るように縫い付けます。
　縫い付けた部分は、裏布と同じ生地を上から縫い付けて隠します。

折り線

縫う

ピーステンプレート＜正方形＞を使って、
24mm角の正方形にぬいしろ7mm付けた
ピースを描きカットし、ぬいしろを裏側に
折ります。

ひもをわにして縫い付けます。

このように縫い目を隠すように
まつり縫いで縫い付けます。

㉔⑪の星を本体の一番上に縫いとめます。

㉖ヨーヨーを本体に縫い付けて完成です。
　LLのヨーヨーはツリーの左右の先端に縫い付けます。
　LとSのヨーヨーはお好みの場所に縫い付けてください。

ヨーヨーLL
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★

★★

ポケットにお菓子やオーナメント
を入れて、クリスマスまでの日々を
楽しんでください。



13枚 8枚 3枚 3枚 2枚 2枚

2枚 2枚 2枚

2枚
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＜実物大型紙・数字＞　フェルト（白）で数字に書いてある枚数作る

＜実物大型紙・星＞ 刺しゅう用ラメ糸で
ステッチする線

返し口
※裏布だけに
　切り込みを入れる

生地　黄色　2枚（表布・裏布）
キルト綿　1枚

cm 1 2 3 4 5


