
ガイガン

1)半分に折る。
　色は内側の方が色落ち
　しにくいと思います。

2)二枚纏めて折り筋を
　つけていきます。
　折って戻す作業が続くので
　矢印はしばらく省略します。

3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10)図を拡大します。 11)

12) 13)

14) 15)

16) 17)

18) 19)

20) 21)

22) 23)

24) 25)

26) 27)

28) 29)

30) 31)

32) 33)

34) 35)

36) 37)

40)めくり変えてオモテ面を出す。 41)中割り折り。

38)

42)中割り折り。裏も同様。

45)赤円を更に引き上げて、
　緑円の角も伸伸ばし、
　裏側の緑の折り筋で折りずらす。
　黄色点を矢印の方に折り畳みつつ
　赤円を元の位置に戻す。

43)下記の折り目でずらす。 44)下図の山折り線で
　手前の一枚だけ折る。
　赤円をめくり上げて
　青□の角が伸びきる
　感じで…。

39)

46)裏返す。 47)工程43)から45)を
　同様に繰り返す。
（左端の形は少し異なる。）

48)黄色ライン
(目いっぱいのところ）
　からめくり上げる。

49)黒の谷折り線で
　手前の一枚を折り上げ。
　オレンジラインは新たな折り線。
　緑ラインは一枚後ろの折り線。
　赤円同士が合います。

50)緑矢印を折り下げ、
　青矢印の部分は工程48)の
　状態に戻す。
　赤ラインは一枚後ろの。
　

51)裏返す。

【途中図】

53)水色の網掛け部分で
　鶴の基本を折る。
　赤ラインは新たな折り線。

54)途中図のaとbの角を
　目いっぱいのところで
　折り下げつつ、次工程へ。
　

52)工程48)～50)を繰り返す。

表と裏を跨いでるので
折りにくいかもしれません。

ここが邪魔で完全には
下がりません。
構わず次の工程へ。

55)目いっぱいのところから
　かぶせ折りする。

a b

56)一杯のところから
　折り上げる。
　裏側も同様。

57)青マーク側から見て開き、下右図の折り目をつけて、
　赤ラインの折り上げる。(裏側も同様）
　緑の矢印のところは赤丸からひっくり返す感じで。

見やすくする為に
山折りを茶色で
谷折りを黒で
描いてます。

【青マーク側から見た図】

58)手前の一枚のみ
　青丸を合わせて畳むつつ
　緑の角を折り下げる。
　(赤ラインは新たな折り目)
　裏側も同様に。

59)手前の一枚のみ
　下図の折り線で畳む。
　(赤ラインは新たな折り目)
　裏側も同様に。

60)下図の二つの角を
　反対側にめくる。
　折り筋は付けない方が
　望ましいです。
　(次の作業の邪魔になるだけなので。)

61)表の一枚のみ、
　下図の折り線で纏める。
　(赤ラインは新たな折り目)
　裏側も同時進行で同様に。

【拡大図】

62)工程60)でめくった二つの角を
　元に戻す。

63)三角片のついた
　真ん中の角を
　目一杯のところから
　ひっくり返す。

64)青マークのところを
　ぺこっと押して凹ませる。
　aの面が「く」の字に折れて
　手前に起きる感じです。
　(裏側も同様に)

65)緑マークの箇所の
　上から二枚目の隙間に
　指を差し込んで折り目を付ける。
　aの面にも黄円を通る線で
　折り目を付ける。

a a

b

66)bの面を裏側から押して(黄マーク)、
　赤ラインで折り、cの角を倒す。
　(裏側も。)
　同時にdの角を間から
　ひっくり返す。

67)cの角の先がdの角と
　揃うところで谷折り。
　裏側の面が引っ張られて
　eの角が立つ感じになります。

a a

c

cd

e e

e

d

b

【途中図】
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破れない様に注意。

e
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68)赤の２点を通る線で
　山折りし、
　eの角を完全に倒す。
　(裏側も同様。)

69)赤円の角は表と裏で
　異なった折り方をします。
　まず、表から。
　先端を山折り。

70)オレンジの点線の様に
　緑点から内側に少しずらし
　谷折りします。
　長めに折り出す為に黄円で
　引き寄せ折りが発生します。

71)水色の線で山折り。
　前工程で折り出した角は
　折り線をつけない様。

72)裏返す。 73)全体図です。
　下図の様に山折りですが、
　目分量になります。
　線の傾きは右下円を参考に。

▼裏から見たところ

▼緑のジグザグが
　大まかに似た形状に
　なるように。

74)拡大図です。
　前工程で折った角を
　再び伸ばす。

75)先端を谷折りする。 76)工程70)と同様に
　緑の点線の様に
　谷折りする。
　(一部引き寄せ折り)

77)工程73)で付けた
　折り線で山折り。

78)４つの突起が
　だいたい等間隔
　に並んでいますか？
　重なってたら
　ずらして調整を。

79)全体図です。　
　手前の一枚を折り上げる。
　(裏側も同様。)

80)工程53)の要領で
　水色の網掛け部分で
　鶴の基本を折る。
　(赤は新たな折り線)

81)青マークの方向から見て、
　間を広げて次の工程へ。

82)下図の三角の先を
　半分に谷折りする。

83)折り返した三角の部分が
　ずれないように、
　赤矢印の先端を
　引っ張って伸ばす。

84)次の工程では
　元の視点に戻ります。

85)そろそろ上下を
　ひっくり返しましょか(笑)。
　ついでにサイズも拡大。

86)水色の円の部分は
　４枚重なっていますが、
　一番表を下図の折り線で
　斜めに段折り。
（裏側も同様に。）

【途中図】

引っ張られる部分。
綺麗に潰せます。

87)色んなところに
　歪みが生じていますが、
　気にせず進めます。
　先ほど折り残した
　内側の一枚も斜め段折り。
（裏側も同様に。）

88)緑円の中は片側だけで
　６枚重なっていますが、
　３～５枚目を纏めて
　２枚目と３枚目の間で
　斜めに段折り。
（裏側も同様。）　

89)目一杯のところで
　内側に折り込む。
　折り筋がある筈です。　

横に膨らんだ
状態を維持します。

90)翼のジグザグが
　綺麗に出る様に
　目分量で内側に折り込む。
　３箇所で引き寄せ折りが
　発生します。
(裏側も同様に。)　

【裏から見た図】

青の箇所が
引き寄せ折り。
段折りを固定する
役割もあるので
しっかり折ります。

91)一番上の角と
　二枚目の三角を
　一杯のところから
　かぶせ折りします。

内側でここが
交わる様に
気をつけて。

92)斜めに段折り。
　平面にしてしまわないで
　頭部を寝かす感じで。

こちらから見たら、
こんな形です。

93)２枚重なっている間に
　指を差し込んで
　立体的に膨らませる。
（折り鶴の背中の様に。)

94)２枚重なっている間に
　指を差し込んで
　立体的に膨らませる。
（折り鶴の背中の様に。)

95)下図の角を谷折りして
　斜めに折り出す。
(裏側も同様に。)

96)可能なら半分に細くして、
　湾曲する様に癖をつける。
(裏側も同様に。)

97)角を立体的に仕上げる。

98)変形の花弁折り、
　と云うか、
　Ｗの中割り折り＋
　引き寄せ折り、
　と云うか…。
(裏側も同様に。)

【途中図】

99)段折り。
(裏側も同様に)。

100)できれば、前足を
　少し折りずらす。
（お腹が前足で隠れると
　勿体無いかな、と。)

101)真ん中の尻尾だけを
　斜めの段折りで
　折りずらす。

102)斜めの段折りで
　曲げる。

103)足を斜めの段折りで
　　曲げる。
　（裏側も同様に。)

104)中割り折り２回で
　　足先を折り出す。
　（裏側も同様で。)

105)お腹のノコギリを
　仕上げていきます。
　(前足は邪魔なので省略。)
  厳密に折り畳むのではなく
　角の先を指で摘んで
　尖らせる感じです。

106)真ん中の2本も
　　指で摘んで尖らせる。

107)工程105)の要領で
　　裏側の一番上の角も
　　摘んで尖らせる。


