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　私はこれまで、1枚の紙を切る・折る・開くだけで立ち上がる折り紙
建築を作り続けてきました。白いカードで繰り広げられる世界は先入観
を与えず個人の創作に委ねられ、皆さんに楽しんでいただいております。
　折り紙建築シリーズの今回のテーマは“大切な人に贈るカード”。
　私たちは折にふれ、家族や友人、恋人といった身近な人に気持ちを
伝えて過ごしています。季節の挨拶、お祝いや感謝の気持ち、愛情や
友情、ときには悲しみに寄り添い祈る気持ちなど、さまざまです。そんな
気持ちを、受け取ってくれる相手を想いながら作品に込めて作ってみま
せんか？　それは、世界にひとつだけの大切なカードになるはずです。
　紹介する67作品には、これまでも紹介してきた90°や180°に開く
カードだけでなく、シフトカード、スクエアカード、リバースカードと名付
けた新しいタイプの作品が登場します。工夫を凝らしたものになってい
ますが、初めて取り組む方にも作りやすくまとめました。

　どうか、この本を手に取ってくださった皆さんが、ものづくりの楽しさ
を感じ、贈った相手がカードを開いた時の、驚きと嬉しさに満ちた素晴
らしい瞬間に立ち会えますように。
　　　

中沢圭子

唯一無二のカードづくり

Making a Card Like No Other

    I have long created origamic architecture works that anyone can make simply by cu�ing, folding, and 
opening a sheet of paper. It is my hope that, by trusting in your own creativity, free of preconceptions, 
you will discover the exciting world of white pop-up cards.
    “A Card for Someone Special” is the theme of my origamic architecture series this time.
�rough the four seasons, we live each day and express our feelings to family, friends, and loved 
ones. �is means feelings of seasonal joy, congratulations, and gratitude. It means feelings of love or 
friendship and, at times, prayerful feelings for times of sadness. Won’t you try making a card while 
thinking of that special person you will give it to? �e resulting card will be unique and precious, 
unlike any other card in the world. 
    �e 67 cards presented herein are not only pop-up cards that open 90° or 180°as in the past, but also 
new types of cards I have given names like “shi� card,” “square card,” and “reverse card.” �ey may 
appear somewhat complex in design, but even beginners should have no problem making them.  

    I do hope everyone will have opportunity to be there at the exciting moment when the receiver opens 
the card, eyes bright with surprise, sensing the fun involved in its creation.

Keiko Nakazawa
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共通作り方手順（p.11参照）の切り出しが終
わったら図面をはずし、山折り、谷折りの
折りぐせをつける。
After cutting the card as in the standard 
preliminary steps (see p. 11), make the card’s 
ridge and valley folds. 

共通作り方手順（p.11参照）の切り出しが終
わったら図面をはずし、山折り、谷折りの
折りぐせをつける。
After cutting the card as in the standard 
preliminary steps (see p. 11), make the card’s 
ridge and valley folds.

中心ツリーの指定部分に糊を付け、組み合
わせる星の付いたツリーに貼り合わせる。
Apply glue to the indicated portion of the 
central tree and attach to its opposite tree 
with a star.

中央を軸にして片方を手前に180°回転
させる。
Rotate one side of the card toward you 180° 
with its center as an axis. 

両サイドの指定部分にも糊を付け、四つ
折り状態に畳む。サイドをつまんでシフト
して出来上がり。
Apply glue then to the designated portions 
on both sides and fold in quarters. Shift the 
completed card by grasping each side. 

出来上がり。贈るときは、97頁の共通台
紙・表紙サイズを参照してカラー台紙を付
けると、カードとしての効果がより高まる。
The card is complete. Enhance its appeal as 
a greeting card by attaching the designated 
mounting paper on page 97. 

1

1

2

2

3

3

森の世界シリーズの作り方―森の中のクリスマスツリー

小さな動物たちシリーズの作り方―ねこ

図面>> p.17

図面>> p.37

How to make the Forest World series̶ Christmas Tree in the Forest

How to make the Small Animals series̶ Cat 

Design on p. 17

Design on p. 37

コピーした図面
白マーメイド紙1枚 

コピーした図面
白マーメイド紙1枚 
カラーマーメイド紙1枚  台紙D（p.97参照）

The copied design
1 sheet white Mermaid paper

The copied design
1 sheet white Mermaid paper
1 sheet colored Mermaid paper  mounting D (see p. 97)

使用する用紙
Card paper

使用する用紙
Card paper

シフトカード ｜Shi� Card

リバースカード ｜Reverse Card

畳んだときは0°の型のように図柄が平面上に浮き上がり、左右に
ずらすと奥行き感のある造形が現れるという、A4サイズの紙１枚で
作る新しいタイプのカードです。インテリア小物として飾ることが
でき、表裏色違いの紙を使用すると配色の妙も楽しめます。

1枚の紙に三つの切込みを入れ、180°ひねって作るハイパーカード
の仕組みを用い、立ち上がったモチーフを際立たせるために、切抜
きの図柄をデザインしてリバースカードと名付けました。

A new type of card using A4 paper. When folded, the card 
displays a �at image like a 0° non-pop-up card, but when 
shi�ed le� and right, an image having depth of appears. 
�e card can be wall hung as a small interior decoration. 
Using di�erent color paper for the front and back portions 
will produce interesting color contrasts. 

Using the “hypercard” method of making three cuts in a 
paper sheet and twisting it 180° to produce the image, I 
have added a cut-out design to enhance the vertical motif 
and named it a reverse card. 
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森の中のクリスマスツリー
使用する用紙  Card paper

コピーした図面
白マーメイド紙1枚 
The copied design
1 sheet white Mermaid paper

Christmas Tree in the Forest

森
の
世
界
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花と小鹿
使用する用紙  Card paper

コピーした図面
白マーメイド紙1枚 
The copied design
1 sheet white Mermaid paper

Flowers and Fawns

森
の
世
界
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聖堂
使用する用紙  Card paper

コピーした図面
白ケント紙1枚 
The copied design
1 sheet of white Kent paper

Church

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
空
間
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小熊
ひつじの親子

コピーした図面
白マーメイド紙1枚
カラーマーメイド紙1枚  台紙D（p.97参照） 
The copied design
1 sheet white Mermaid paper
1 sheet colored Mermaid paper  mounting D (see p. 97)

Mother Sheep and Lamb

Bear Cub

使用する用紙  

Card paper

小
さ
な
動
物
た
ち
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ふくろう
お月見うさぎ

コピーした図面
白マーメイド紙1枚
カラーマーメイド紙1枚  台紙D（p.97参照） 
The copied design
1 sheet white Mermaid paper
1 sheet colored Mermaid paper  mounting D (see p. 97)

Rabbits Pounding Rice Mochi

Owl

使用する用紙  

Card paper

小
さ
な
動
物
た
ち
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