
　　米式
記号・語 短縮前の英文 意　　　　　味 備　　考

1st first 　最初の，一番目の
2nd second 　２番目の
3rd third 　３番目の
4th fourth 　４番目の　（以下５，６・・・も同じように）
across 　～に渡って　（全部に渡って細編みを入れる　等）
beg beginning 　最初の，始めの
bet between 　～の間に
blocking 　ピン打ちをして仕上げること
bpdc back post double crochet 　長編みの裏引き上げ編み
bpsc back post single crochet 　細編みの裏引き上げ編み
bptr back post triple treble crochet 　長〄編みの裏引き上げ編み
ch(s) chain 　鎖編み
cl cluster 　玉編み
dc double crochet 　長編み tr　（英式）
dec decrease 　減らし目 　
dtr double treble crochet 　三つ巻き長編み ttr （〃）
Fasten off 　糸を切ってとめる（終わる）
fpdc front post double crochet 　長編みの表引き上げ編み
fpsc front post single crochet 　細編みの表引き上げ編み
fptr front post treble crochet 　長〄編みの表引き上げ編み
hdc half double crochet 　中長編み htr （〃）
hook 　かぎ針
inc increase 　増やし目
insert 　針を入れる
join 　一緒にする。付ける
lp loop 　ループ。鎖などでできた輪
next 　次の
pc popcorn 　パプコーン編み
rep repeat 　繰り返す，* 　*　[　 ]等で囲まれている部分を繰り返す
Rnd/rnd round 　段（円形のドイリーなど）,　Rnd1 = １段目（１周目）
Row 　段
RS right side 　編み地の表側
sc single crochet 　細編み dc （〃）
shell 　シェル編み， (2dc,ch2,2dc) shell=長2鎖2長2の１セット
sk skip 　目を飛ばして miss（〃）
sl st slip stitch 　引き抜き編み／ 引き抜く sc （〃）
sp(s) space 　鎖編みなどでできたスペース（鎖を束に拾うときなど）
st(s) stitch 　目
thread 　糸
through 　針を引き抜く 　= draw
time(s) 　～回　（once=１回 twice= ２回　3times=３回 ）
tog together 　一緒に
tr treble crochet 　長〄編み dtr （〃）
tr tr triple treble crochet 　四つ巻き長編み
WS wrong side 　編み地の裏側
YO yarn over 　針に糸をかける （長編みをするときのようなかけ方）
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ch(s) chain 　鎖編み
sl st slip stitch 　引き抜き編み／ 引き抜く sc （英）
sc single crochet 　細編み dc （〃）
hdc half double crochet 　中長編み htr （〃）
dc double crochet 　長編み tr　（〃）
tr treble crochet 　長〄編み dtr （〃）
dtr double treble crochet 　三つ巻き長編み ttr （〃）
tr tr triple treble crochet 　四つ巻き長編み
fpsc front post single crochet 　細編みの表引き上げ編み
fpdc front post double crochet 　長編みの表引き上げ編み
fptr front post treble crochet 　長〄編みの表引き上げ編み
bpsc back post single crochet 　細編みの裏引き上げ編み
bpdc back post double crochet 　長編みの裏引き上げ編み
bptr back post triple treble crochet 　長〄編みの裏引き上げ編み
cl cluster 　玉編み
pc popcorn 　パプコーン編み
shell 　シェル編み， (2dc,ch2,2dc) shell=長2鎖2長2の１セット

1st first 　最初の，一番目の
2nd second 　２番目の
3rd third 　３番目の
4th fourth 　４番目の　（以下５，６・・・も同じように）
beg beginning 　最初の，始めの
next 　次の
sk skip 　目を飛ばして miss（英）
st(s) stitch 　目
sp(s) space 　鎖編みなどでできたスペース（鎖を束に拾うときなど）
across 　～に渡って　（全部に渡って細編みを入れる　等）
bet between 　～の間に
Rnd/rnd round 　段（円形のドイリーなど）,　Rnd1 = １段目（１周目）
Row 　段

dec decrease 　減らし目 　
inc increase 　増やし目
insert 　針を入れる
through 　針を引き抜く 　= draw
join 　一緒にする。付ける
lp loop 　ループ。鎖などでできた輪
rep repeat 　繰り返す，* 　*　[　 ]等で囲まれている部分を繰り返す
RS right side 　編み地の表側
WS wrong side 　編み地の裏側
Fasten off 　糸を切ってとめる（終わる）
tog together 　一緒に
YO yarn over 　針に糸をかける （長編みをするときのようなかけ方）
time(s) 　～回　（once=１回 twice= ２回　3times=３回 ）
hook 　かぎ針
thread 　糸
blocking 　ピン打ちをして仕上げること

２．目の拾い方等に関する記号・語句

１．基本の編み目記号・語句

３．編み方などに関する記号・語句，その他
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