
「家族で楽しむ のら猫クロッチと仲間たち」　わたしだけの のら猫クロッチ展　応募作品一覧
開催：5月 14日～ 5月 20日　会場：西武池袋本店7階サンイデー　　   審査結果はこちら　http://krocchi.com/event.html
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着せ替えクロッチ コジャれた格好になれたかな？ 草むらの中のクロッチ 赤い蝶タイ クロッチ 天使のクロッチ 変装して舞踏会に行くのだ！ ギンギラギンにさりげなく オイラ、照れるなあ！ 猫に真珠 サンタクロッチが今行くぜ ゆうびんやさん

カフェ　クロッチ 海賊クロッチ ヤンキース（不良）クロッチ 江戸っ子みかん ジェントルマン ティアラ クロッチ ナイスガイ　親分のら 赤い星 おめかしクロッチ 園児 自分自身に誇りを持て

大好きな散歩道 横丁のナンバーワン シャツの袖口から 花束ピアス モードなクロッチ のらミュージシャン 僕の T シャツとおうち ポンチョのクロッチ クロッチかあちゃんだよ！ 初夏のおでかけ おいらはチャンピオン

お買い廻り クロッチ ぞうさんのオーバーオール コックさん スカートオーバーオール セーラー衿 パジャマ かわいい子 かわいいオーバーオール サラリーマン ガーデニング 豹になりたくて ?

Paris コレクション 部屋着 White X’ mas Black X’ mas Paris 散策 Aoyama WHERE THE WILDTHINGS ARE　1＆2 レザートップス ホワイトケープ デニムローブ

森の住人 テルマエロマエ 休日クロッチ 恐竜 ピクニックに着ていきたいつなぎ 水兵 カウボーイ 新聞記者 軍人 スチームパンク風 夏祭り

舞踏会 電気工事士 ヨコしまキャット パンクロッチ 緑頭巾チャン 新城（しんしろ）の夢 クロッチは世界の涯で 素人の初挑戦 愛読書は IN CAT LAND 江戸っ子のらのお祭りだ～い！ ゴージャス



わたしだけの のら猫クロッチ展　応募者からの作品コメント一覧

©1997-2014　NURUE Inc. All rights reserved.

56　　　　　　　  57　　　　　　　   58　　　　　　　   59　　　　　　　   60　　　　　　　   61　　　　　　　   62　　　　　　　   63　　　　　　　   64　　　　　　　   65　　　　　　　   66

67　　　　　　　  68　　　　　　　   69　　　　　　　   70　　　　　　　   71　　　　　　　   72　　　　　　　   73　　　　　　　   74　　　　　　　   75　　　　　　　   76　　　　　　　   77

45　　　　　　　  46　　　　　　　   47　　　　　　　   48　　　　　　　   49　　　　　　　   50　　　　　　　   51　　　　　　　   52　　　　　　　   53　　　　　　　   54　　　　　　　   55

34　　　　　　　  35　　　　　　　   36　　　　　　　   37　　　　　　　   38　　　　　　　   39　　　　　　　   40　　　　　　　   41　　　　　　　   42　　　　　　　   43　　　　　　　   44

23　　　　　　　  24　　　　　　　   25　　　　　　　   26　　　　　　　   27　　　　　　　   28　　　　　　　   29　　　　　　　   30　　　　　　　   31　　　　　　　   32　　　　　　　   33

12　　　　　　　  13　　　　　　　   14　　　　　　　   15　　　　　　　   16　　　　　　　   17　　　　　　　   18　　　　　　　   19　　　　　　　   20　　　　　　　   21　　　　　　　   22

1　　　　　　　　 2　　　　　　　　 3　　　　　　　　 4　　　　　　　　 5　　　　　　　　 6　　　　　　　　 7　　　　　　　　 8　　　　　　　　 9　　　　　　　　 10　　　　　　　   11

こだわりのコーヒーや手
作りケーキを出すカフェ
で働いているクロッチを
イメージして作りました。
得意なのは、猫も食べら
れるチーズケーキを作る
事。

クロッチぬいぐるみを見
た時、眼帯が似合うなと
思いました。それからイ
メージをふくらませて、
海賊にしました。海賊船
の船長を想像してデザイ
ンした衣装です。

伝統のピンストライプの
ユニフォームを着たク
ロッチ。ベースボールチー
ム「クロッチーズ」の 4
番でエース。背番号は
「96（クロ）」。ストレー
ト直球勝負が信条。

ダンボールから顔を手だ
けを出しているクロッチ。
隠れながら、蝶々をから
かって遊んでいるクロッ
チ、だけどしっぽが見え
ているよ！

イギリスの古い街並に暮
らす優雅な猫達をイメー
ジしました。

レースのティアラを赤い
スワロフスキーのピアス
でドレスアップ。華やか
なレースにボタンをあし
らって幸せなウエディン
グパーティーを待つ花嫁
さん。

ワシはのらの親方。でも
ひとりでちょっぴりさみ
しい。リュックに食べ物
を入れて、のらの友達を
さがしに行くんだ。たく
さん友達が出来るとうれ
しいなあー。

のら猫クロッチを気に
入った孫のために、ばあ
ばが編みました。デザイ
ンは、孫のかのんです。

今日はクロッチの仲間の
誕生会。いつもは自慢の
毛皮で町をゆくクロッチ
が、今日はスーツでオト
ナのクロッチに変身。カッ
コ良くきめたクロッチ、
いかがでしょう．．．？

可愛いさかりだけど、
ちょっとにくたらしい。

人にわかってもらえなく
ても、深い心の奥ではク
ロッチは自分自身を信じ
ていることを洋服で表し
ました。「自分自身に誇り
を持て」と。

チュニックの後ろに通し
たひもで衿ぐりが調節で
きるので着脱ができ、着
せ替えることができます。

時には強がり、時にはず
たぼろのクロッチ。花の
好きなクロッチのために
花柄の T シャツとチェッ
クのパンツ、お揃いのポ
シェットも作りました。
喜んでくれるかな？

草むらの中で、ちょっと
ひと休みしている所をイ
メージしてみました。

赤い蝶タイ　キリリと〆
て、今日はオイラの晴れ
舞台。

見た目がちょっと怖そう
に見えるクロッチのかわ
いいところをもっと引き
だせないかと思ってイ
メージとは逆の天使のク
ロッチにしてみました。

いつも着たきりすずめの
クロッチを、シンデレラ
みたいに着かざってあげ
たいと、舞踏会に行って
も、恥ずかしくないドレ
スを仕立てました。

やっぱり寒がりのクロッ
チには、毛糸のパンツが
良いのかと、はじめにオー
バーオールを編み、タキ
シードの様なピカピカの
ジャケットも編みました。

おしゃれなお洋服を、バ
リッと着せたかったので、
ボタンにもこだわり、ベ
ストにもこだわり、ジャ
ケットも赤で縁取りしま
した。とても似合うと思
います。

赤いスカーフもお似合い
だけどコットンパールの
首飾りもいかがですか。
ブタより似合っているよ。

野原で集めた白い綿毛で
ヒゲを作ったし赤い服に
大好きな物を飾ってみた
よ。さあ贈り物を持って
チビ達のすみかまでひ
とっ走りするぜ！！

クロッチが、郵便局員に
なって、人々に郵便を届
けているイメージで作り
ました。ぬいぐるみの頭
が大きめなので、帽子は
あえて小さくして、飾り
のようにしています。

クロッチが一番好きな散
歩道があります。野の花
を見ながら、坂道を登っ
ていくと、クロッチにい
つも元気いっぱいにあい
さつをしてくれる女の子
に会います．．．

うでっぷしも男前もナン
バーワンです。

Y シャツを洗濯してたた
んでおくと、家の猫がそ
の上でねむったりします。
「そんなに好きならYシャ
ツで服を作ってみようか」
と思いました。

デイジーのレースでピア
スを作りました。黒いお
花でシックに大人っぽく
まとめました。

もっともアバンギャルド
な服を作ってもらいまし
た！　ミシュランのタイ
ヤのようなニットの服は
帽子とつながっていて、
シッポもついています。
うれしい！！

クロッチの隠された姿、、、
実はウッドベースを奏で
るミュージシャン！　首
の赤いデイジーとベース
がオイラのステージ衣装
さ！

夏にふさわしいボーダー
の T シャツはママとおそ
ろい！　お友達のハギー
ともおそろいで気にいっ
てます！　そしてレース
のすてきなおうちも作っ
てもらいました！

さをり織りで織ったカラ
フルな布と PJC さんのき
れいな花の布を合わせ、
ポンチョを作りました。
肩には、友達になった鳥
がとまっています。

こんにちは！いつもお世
話様です。私、のら猫ク
ロッチの母です。静岡か
らやってまいりました。
ちょっと見、黒猫で目も
つり上がった子ですが、
いい所あるんですよ！

PJC の生地のハギレを組
み合わせて、クロッチの
お洋服を作りました。春
夏のおでかけ着をイメー
ジしました。

作品解説はなし

西武池袋店、7 階手芸売
場にてお買い物です。
PJC のレースのハギレに
始まって、マテリアルさ
んでボタンや接着芯。ド
ログリーさんからはオレ
ンジ色の羽根。

ベビー服を連想させる象
の布が可愛かったので、
その布を使って、オーバー
オールを作ってみました。

クロッチの休日というイ
メージで、料理をしてい
て、エプロンを着させま
した。

ギンガムチェックの生地
にシフォン生地のスカー
トを付けて可愛くしてみ
ました。ポケットが付い
ているのもポイントです。

トップス、パンツ、衿を
別々に作って、シルエッ
トをベビー服みたいにし
てみました。

休日をテーマに１日をだ
らだら過ごすクロッチを
イメージしてパジャマを
作ってみました。

ピンクの生地があったの
で、かぼちゃパンツのよ
うな感じで、可愛らしく
仕上げてみました。

シンプルにオーバーオー
ルを作ったあとに、にこ
ちゃんの顔をつけて、か
わいくしてみました。

余っていた布を使って、
サラリーマンみたいに、
スーツとシャツを着せて
みました。

シャツにギンガムチェッ
クのオーバーオールを着
て、これからガーデニン
グを始めるところ。猫足
のブーツを履いて作業開
始！ブーツの裏が猫足に
なっています。

豹柄のコートを着て中に
はデニムのオーバーオー
ル 1 枚でも寒くない！　
ファーの手袋とブーツを
履いて防寒対策はバッチ
リ。手袋とブーツの裏は
猫足になってます。

フォックスファーのベス
トを着てゴージャスに！
パリコレのショーを見に
行こう！ピンクのブーツ
を履いて可愛くゴージャ
スに。

お部屋ではこんなスタイ
ル。柔らかな素材のチュ
ニックで楽に気持ちよく。
中に同じ素材のスカート
も履いてフワフワに。

白いドレスを着て X’ mas
パーティへ！　ファーベ
ストを着て、白のワンピー
ス。中には、チュールの
パ ニ エ を 履 い て 全 身
White Style。

黒いドレスを着て X’ mas
パーティへ！　首元には
パールをつけて、全身
Black Style。大人っぽく
仕上げました。

Paris のメトロ路線図の
プリント地で帽子、コー
ト、オーバーオールを作
りました。カラフルな路
線図に合わせてオレンジ
とネイビーのパイピング
で仕上げました。

お洒落して青山の街へ
ショッピング。ヴィンテー
ジの赤い生地で、ジャケッ
トを作りました。インナー
にはストライプのタンク
トップをコーディネート。

“かいじゅうたちのいると
ころ”の主人公の少年マッ
クスが着ている、オオカ
ミの着ぐるみを製作しま
した。クロッチを型取り、
耳、手、しっぽまで、サ
イズ感はぴったり。

“かいじゅうたちのいると
ころ” の中で登場するか
いじゅうキャロルの着ぐ
るみを作りました。レザー
を使って角を作っていま
す。

ピッグスキンというレ
ザーを使ってトップスを
作りました。革なのであ
えて衿ぐりなどは断ち切
りで仕上げました。胸に
ワンポイントでリボンを
付けました。

厚手のニット地を使って
ケープを作りました。白
糸の色を使い、冬らしい
イメージで製作しました。

履かなくなったデニムパ
ンツをリメイクして、ロー
ブを作りました。フロン
トのファスナー部分がポ
ケットを使い、デニムパ
ンツらしさを残した一着
に仕上げました。

緑色のピッグスキンのス
エード面を使って、製作
しました。スエードを使
うことで、素朴な雰囲気
に仕上げました。

きっと、クロッチは〆す
ぎて、疲れているだろう
から、お風呂にでも入っ
て欲しいと思いました。

モノトーンで千鳥格子柄
にしたことで、大人っぽ
く仕上げました。ポイン
トはルームウェアにした
かったので、ガウンスタ
イルにしたところです。

子供服をイメージしまし
た。子供服なので、ポッ
プでカラフルにしました。
肌触りの良いフェルトを
使用し、手作り感やあた
たかみを出したのもポイ
ントです。

公園が似合う、ピクニッ
クに着て行きたくなるよ
うな服をイメージし、ブ
ルーのストライプの布地
でつなぎを作りました。

夏に向けて涼しい雰囲気
の服を着てもらいました。
赤いスカーフがアクセン
トになっていると思いま
す。

帽子は発泡スチロールを
削って土台を作り、革を
張りました。つばの形は、
針金を入れて整えていま
す。

外国の男の子っぽい感じ
をイメージして作りまし
た。一番のこだわりは、
革を使って作ったサスペ
ンダー。

軍人に拾われたことを
テーマに、軍服を着せま
した。ドッグタグにこだ
わり、厚紙に銀紙を張り、
上から「クロッチ」の名
前を入れました。黒のブー
ツに迷彩柄のベレー帽。

クラシカルでゴージャス
な衣装を着せてみました。
パンツの形は可愛いシル
エットを目指しました。
シルクハットは、プリン
の容器で作りました。

浴衣風の装いで、夏に向
かって、キメてみた！　
〆キャラらしく、帯もキ
リっと粋に締めるぜ！

植物が好き。花のドレス
に、髪飾り。草っぱらで
ダンスして女子力（？）
UP！

一人前の仕事猫を目指し
て働く姿を、見てほしい
です。

冷え性で１年中くつ下を
必要としている私、前々
からくつ下のリサイクル
を考えてました。ボーダー
大好き人間としてはこの
機会にかんたんにつくれ
て再利用できました。

都会で暮らすのら猫ク
ロッチと、反社会的なパ
ンクスが重なりました。

♪もしかしてだけど～、
雨の日や、カンカン照り
の日はチョイと作った
葉っぱの頭巾をかぶって、
見回りをしてるんじゃな
か？♪もしかしてだけど
～、たぶん・・・。

旅の最中に喧嘩に巻込ま
れ、その後の記憶はない。
目が覚めたら暖かい布団
に寝かされていた。しば
らくゆっくりしたいな。
焼き魚のいい匂いがして
きたぞ・・・

クロッチが人間だったら
なにをしてるのかな。た
ぶん世界を放浪している
だろうな。正義感が強く
てケンカっぱやいから、
生傷が絶えないにちがい
ない。

中学以来の裁縫でしたが、
四苦八苦しながらもなん
とか完成させることがで
きました。服の作成する
のがはじめてで、ぬいぐ
るみに合わせて生地を裁
断するのに苦労しました。

実を言うとクロッチは、
本が大好き。時間がある
時は、公演の木の下でゆっ
くり本を読んでいるので
す・・・。背中でクロス
した草のサスペンダーが
ポイントです。

ぼくには家族も兄弟もい
ないけど淋しくない。な
んでというと、年一回の
「お祭り」があるから！　
みこしをかついでいると
心がスーと明るくなるの
さ。

クロッチは、男の子。ガー
ルフレンドを可愛く、ゴー
ジャスに！　手編みのカ
ギ針編みで製作。スカー
トは、ウール系にビーズ
を添えて。ボレロは、ラ
メ系。
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