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◆◇◆◇◆◇ 専門研修プログラム（2023-2024年度）の詳細 ◆◇◆◇◆◇

【フラワーアレンジメント　短期コース】

トゥール・ラングでのフランス語研修(週２０時間の一般フランス語)後、JLA formationでの生花を使ったフラワーアレンジメントの実習
(週３５時間)を行います。フランス現地でフランス文化やフランスの生活を実感し体験しながら、フランスの伝統やフラワーアレンジメント
の基礎技術や最新技術を習得するプログラムです。

◆ 短期コースラインナップ
３週間コース　フランス語２週間+フラワー研修１週間
２ヵ月コース　フランス語４週間+フラワー研修４週間
３ヵ月コース　フランス語４週間+フラワー研修８週間
※各コース、フランス語期間の追加が可能です

◆ 料金の内容について
【料金に含まれるもの】フランス語研修費用、技術研修費用(花材や資材、道具使用料含む)、滞在先手配料、生活するにあたってのア
シスタント費用

【料金に含まれないもの】航空券、海外旅行保険料、その他渡航に関する費用、滞在中の宿泊費、食費などの生活費、移動のための

交通費など

［ご参考］

ホームステイ費用：210ユーロ/週　（平日は朝・夕２食付き、週末は３食付き）
現地にて直接ホストファミリーにお支払いいただきます

また各お申し込みにつき、事務手数料40ユーロが別途発生します

［３週間コース］

◆ 研修内容
一般フランス語研修２週間(週２０時間)+フラワー研修１週間(週３５時間)
フラワーアレンジメント研修は、８テーマから２テーマ選択できます。特定の技術を重点的に強化させたい方や、初心者の方でフラワー

アレンジメントを体験してみたい方にお勧めです。

◆ 期間と料金
日程 ：お問い合わせ下さい
申し込み期限　： ご希望開始月の１カ月前まで
フランス語レベル：A2以上の方推奨
料金 ：3150ユーロ

◆ 3週間プログラムの特徴
＊専門家のレッスンによる習得・上達

＊作品をより良くするテクニックの会得

＊各生徒さんに合ったオリジナル講義



★3週間コース内容サンプル★　8つのテーマから２つ選択
① 花嫁のウエディングブーケとカフス装飾とベールガールのブーケ
② テーブルのセンターやセンターラインの装飾
③ フランス風ブーケ
④ 骨組みから作るブーケ
⑤ 受付などの装飾
⑥ フローラルアクセサリー
⑦ 蘭づくし
⑧ バラづくし

［２ヵ月コース］

◆ 研修内容
一般フランス語研修４週間(週２０時間)+フラワー研修４週間(週３５時間)
フラワーアレンジメントの基本技術を一通り学びたい方にお勧めです。

◆ 期間と料金
日程 ：お問い合わせ下さい
申し込み期限　： ご希望開始月の１カ月前まで
フランス語レベル：A1以上の方推奨
料金 ：7450ユーロ

★２ヵ月コース内容サンプル★

【1週目 : 導入の週】
＊花材や資材の手引き

＊円形や螺旋型ブーケの習得

＊フラワーアートにおける三種のスタイル(装飾的・ライン・自然的)
＊鉄則の習得

＊基本的なアレンジメント、花束

＊色彩の同調(色相環チャート)

【2週目 : 秘訣を探る週】
＊ 安値の小さなブーケ
＊ 植物の価値を見い出す
＊ 納入業者について
＊ 遊び感覚のあるブーケ

【3週目 : スタイルとテクニック】
＊三種のスタイルをマスターする

＊作品にオリジナリティーを盛り込む

【4週目 : 卓越へのブラッシュアップ】
＊ラウンドブーケ

＊丈高ブーケ

＊ロマンチックな円形アレンジメント

＊現代的丈高アレンジメント



［３ヵ月コース］

◆ 研修内容
一般フランス語研修４週間(週２０時間)+フラワー研修８週間(フラワー３５時間×４週間+[フラワー２１時間＋専門フランス語１４時間]×4
週間)
フラワーアレンジメントの基本技術を一通り学び、日本でお店が開けるだけの技術を身に付けたい方にお勧めです。

◆ 期間と料金
日程 ：お問い合わせ下さい
申し込み期限　： ご希望開始月の２カ月前まで
フランス語レベル：A1以上の方推奨
料金 ：13450ユーロ

◆ 3ヵ月コースの特徴
＊植物に囲まれ開花させる完全プログラム

＊三種のスタイルをマスター

＊最新テクニックの習得

★３ヶ月コース内容サンプル★

＊２ヵ月コース　1～4週目
＋現地のお花屋さんの見学

【フランス風結婚式 : 21時間+14時間のフランス語の習得】
＊ウエディングドレスに合った様々なスタイル

＊花嫁のブーケ

＊テーブルセンターとセンターライン装飾

＊受付の装飾

＊車の装飾

【蘭づくし : 21時間+14時間のフランス語】
＊幾つかの種類の蘭を習得

＊ブーケやアレンジメント

＊蘭の価値を見い出す

【プリザーブドフラワー : 21時間+14時間のフランス語】
＊ブーケやアレンジメント

【クリスマスの魔法 : 21時間+14時間のフランス語】
＊テーブルセンターの装飾

＊クリスマスツリー

＊クリスマスリース

＊ブーケ



【フラワーアレンジメント　長期コース】

トゥール・ラングでのフランス語研修、その後JLA formationでの研修とフランス現地企業でのスタージュを行うプログラムです。語学
力、技術力、実践力をバランスよく身につけることができます。

またプログラムの最後には、フランス国家資格CAP（フランス政府認定ディプロム）の試験を受験し、合格するとフランスでの就職活動
に大変有利となります。

JLA formationでの研修は、フラワーアレンジメントの実習だけの授業ではありません。国家試験を受けるため、様々な学科の授業が
あります。また、研修期間最後まで、Tours Languesがフランス語のサポートをいたします。
フランス国家資格CAP取得に向けて、語学力に自信がない方、企業でのコミュニケーションをよりスムーズに行いたい方は、フランス語
研修が多いBコースがお勧めです。語学力が高いほど、フランス文化、フランスの生活などをより良く理解し、研修が充実したものにな
ります。

スタージュはバレンタインや母の日など、季節のイベントがある時期にお店で研修をします。

◆ 長期コースラインナップ　※各コース、フランス語期間の追加が可能です
１１ヵ月コース　フランス語４ヵ月+フラワー研修７ヵ月
１４ヵ月コース　フランス語７ヵ月+フラワー研修７ヵ月

◆ 料金の内容について
【料金に含まれるもの】フランス語研修費用、技術研修費用(花材や資材、道具使用料含む)、滞在先手配料、生活するにあたってのア
シスタント費用

【料金に含まれないもの】航空券、海外旅行保険料、ビザ取得費用、その他渡航に関する費用、滞在中の宿泊費、食費などの生活費、

移動のための交通費など

［ご参考］

ホームステイ費用：210ユーロ/週　（平日は朝・夕２食付き、週末は３食付き）
現地にて直接ホストファミリーにお支払いいただきます

また各お申し込みにつき、事務手数料40ユーロが別途発生します

［A-11ヶ月コース］
日程 ： 2023年9月4日～ 2024年7月26日
一般フランス語研修　：2023年9月4日〜12月22日（週20時間×12週間＋週15時間×4週間＝300時間）
専門フランス語研修　：2023年11月27日〜12月22日(週5時間×4週間＝20時間)
フラワー 専門研修　   ：2024年1月2日〜7月26日（専門学校：763時間 + スタージュ：280時間＝1043時間)
フランス語レベル：A2以上の方を推奨
申し込み期限　： 2023年6月末
料金 ：12900ユーロ

［B-14ヶ月コース］
日程 ： 2023年6月5日～ 2024年7月26日
一般フランス語研修　：2023年6月5日〜12月22日（週20時間×25週間＋週15時間×4週間＝560時間）
専門フランス語研修　：2023年11月27日〜12月22日(5時間×4週間＝20時間)
フラワー 専門研修　   ：2024年1月2日〜7月26日（専門学校：763時間 + スタージュ：280時間＝1043時間)
フランス語レベル：A1以上の方推奨
申し込み期限　： 2023年3月末
料金 ：17400ユーロ



★長期コース内容 : CAP取得を目指すコース★
【会計】

＊付加価値税

＊領収書ー領収書上の値引き

＊注文書ー配達の送り状

＊会計登録ー会計コード

＊会計の収支ー収支決算

【数学と自然科学】

＊基本事項の習得　(計算の法則、記号、%、比例、単位、面積、体積など)
＊方程式　(一次方程式、連立方程式、文章題の解き方)
＊座標

＊関数　(比例、一次関数、図表)
＊統計　(人口、人員、頻度、平均、図表)
＊経理　(請求書、総価、正価、出費、原価、利益、公定価格、乗数率)
＊純利益、既得価値

＊セキュリティ : 科学的、電気的リスクの予防
＊化学 : 材料の構造や特性、酸性、塩基性、ph
＊物理 : 運動学、音響、音波、電気　(回路、交流電気、正弦波、単相交流)

【生物学、テクノロジー一般】

＊細胞、減数分裂、有糸分裂、増殖、構造、根、茎、葉、光合成、呼吸、発汗、多汗、吸収、花、植物や花の有性生殖、果実、種、色々

な種類の花序

＊寄生虫と植物の病気、土のph、肥料、衛生、事故のリスクの予防、フローリストの病気

【専門的実践とテクノロジー】

＊品物の受領　(管理、確認)
＊品物の準備と保管　(保管室の掃除、片付け)
＊落ち穂拾い　(落ち穂の準備と使用法)
＊アトリエや売り場への品物の輸送　(品物の状態の確認、品物の必要な量の確定)
＊実行した仕事の責任　(行う仕事の分析・技術資料、価格の見積りや、価格の表記法の考察)
＊仕事の準備　(作業台の手はずを整える、資材や土台や小物の準備、植物の選択や準備 : 洗浄、組み立て、整え、貼り付けなど)
＊主な仕事の製作　(ボンディング技術、結び付けるブーケ：装飾用スタイル・放射線上のスタイル・自然なスタイル 、根のついた植物
の組み合わせ：土の選択、植物と小物のシンプルな組み合わせ方、髪飾り、ボタン飾り、コサージュ、斬新なミニブーケ)
＊包装、包装の素材

＊仕事場の状態　(仕事台や道具の洗浄、ごみの選別)
＊植物保管室　(維持、整頓)
＊植物　(保管、手入れ、栄養)
＊オアシスの様々な種類や使用法

＊植物の動きや様子

＊色、ハーモニー、質感

＊左右対称、非対称

＊焦点、鉄則

＊色々なスタイル

【販売】



＊口頭や記述でのコミュニケーションの基礎　(語学習得、口頭でのコミュニケーションの原則)
＊販売の関与者　(売り手、買い手)
＊販売の展開　(接客、消費者のニーズを探る、商品の紹介、論証、値段の提示、追加商品、販売の際の挨拶の仕方)
＊販売に付随する取引　(商業の資料、領収、花の配達)
＊顧客情報　(PCでの管理、新商品、購入歴)
＊顧客へのサービス

＊クレーム対応

＊魅力あるお店の維持　(お店のイメージ、ショーウインドウ、ショーケース、店内の改装)
＊札付けの標準化

＊商売上の競争

【法律上や社会上の経済環境】

＊民主主義、市民権、政治構造

＊専門職の経済的環境　(基本的知識、経済活動や会社や人的資源管理の維持、消費者の支援と情報、企業とヨーロッパ連合)
＊法律上、社会上の環境　(基礎知識、企業と権利、雇用契約、労働規則)

【社会生活と職業生活】

＊健康　(人体の一般的組織と機能、栄養の仕組みと栄養学、生活の中での関係と適応、細菌と侵害と組織全体を保つ、繁栄の仕組
みと性教育、保険社会による保護と制度)
＊消費　(消費者の支援と情報の構造、消費者の情報と管理、個人消費)
＊環境　(社会環境、生活の資産と質の管理、水の質と管理、エネルギー、家庭ごみの管理)
＊企業と職業生活　(企業の中における人の地位、労働市場、職業生活の向上、企業内での労働者の権利と義務、仕事上の事故と病
気の予防)

【職業に応用される美術】

＊内容は多岐にわたり、多くの基礎知識は様々なテーマに応用できる(授業初日に資料を配布)
・専門用語・色　(語彙、色相環サークル、その他様々な練習を通して)・様々なテクニック　(色鉛筆、色紙、グワッシュ、パステル)・最終
的な描写、クロッキー・花のデッサン、様々なテーマや練習

＊多くのテーマに取り組む：形、ボリューム、均整、目盛り、均等、分析、色調、ぼかし、コントラスト、照明効果、素材の表現力など

・花、ブーケ、アレンジメントにおける制作と想像

問題例：髪飾り、ボタン装飾、肩装飾、ブーケ、アレンジメント、置物装飾、アクセサリーなど

◆◇◆◇◆◇ よくあるご質問 ◆◇◆◇◆◇

◆プログラムについて

Q：フランス語初心者のため、フランス語の期間を延長することはできますか？
A：もちろん可能です。ご希望の延長期間とフラワー研修のコース名をお知らせいただきましたら、お見積もりをいたしますのでお問い
合わせください。

Q：レッスン内容は日本でのフラワーアレンジメント経験を考慮していただけますか？
A：お申込みの際に、経験有無や経験内容をお知らせください。レッスンではそれぞれの生徒に合った教え方をしていますので、経験者
の方にも満足していただける内容になっています。

◆お支払いについて

Q：申し込み手続きをしましたが、キャンセルできますか？



A：入学許可証発行後は基本的にできません。病気などやむを得ない事情がある方でそれを証明できる公式書類がある方のみご相談
に応じます。学生ビザ撤回の手続きを、フランス大使館などにしていただく必要があります。また、分割払いをされている方で途中で中

止されたい方でも全額のお支払い義務は残りますのでご注意ください。

◆その他

Q：最初はホームステイで、途中からステュディオでの一人暮らしはできますか？
A：はい、可能です。時期によってご希望のステュディオが見つかりにくい場合もありますので、なるべくお早めにご相談ください。

Q：プログラム修了後、就職斡旋はしてもらえますか？
A：いいえ、特に就職斡旋などはしていませんが、相談に応じてお手伝いは可能です。今までの例では、パリなどの他のお店でのス
タージュを紹介をすることができた実例などがあります。

Q：ビザは学生ビザ、研修生ビザのどちらを申請すれば良いですか？
A：長期コースの場合、長期学生ビザを取得してください。

◆◇◆◇◆◇ お 問 い 合 わ せ 先 ◆◇◆◇◆◇

Tours Langues (トゥー ル・ ラ ン グ)
info@langues.com までお問い合わせ下さい。日本語、英語、仏語でお問い合わせが可能です。


