インターナショナル フラワーエッセンス
カレッジ ジャパンのご案内
２０１６年 ８月２１日（日）第３１期スタート
９月１３日（火）第３２期スタート 生徒募集！！
活 フラワーエッセンスを利用する人口は、ヒーリングブームや自然との調和の大切さを実感する
か 人々の増加と共に、ここ数年特に広がりを見せてまいりました。マーケットの広がりと共にエッ
せ センスの“基礎的知識をしっかり学びたい”・“自分の健康や成長のために学びたい”・“自分の仕
る 事に取り入れたい”・“プロのセラピストを目指したい”というようなニーズも高まってまいりま
資 した。このような多様なニーズにお応えする為に、フラワーエッセンスを総合的に学ぶ為のスク
格 ールを開講しております。
コースの講座概要

Natureworld
入門コース

－

コース概要

2.5Ｈ

』の著者、美しい善魔女ルーシ

・入門コース-フラワーエッセンスとは何か？基礎的
な事を理解する。
・ベーシック-フラワーエッセンスの選び方・作り方・
他の療法との違い・世界の代表的なエッセンスにつ
いて学ぶ。
・アドバンス-フラワーエッセンスの波動と効果の表
れ方・バッチフラワーエッセンス＆世界の代表的な
エッセンスの特徴と使用方法について・他の自然療
法との組み合わせについて・遠隔で選ぶ方法・カウ
ンセリングの基礎・エッセンスの選び方の実践。
・セラピストコース-プロとして独り立ちできる知識、
技術を身につける。フラワーエッセンスに役立つ心
理学の基礎、セラピーに必要なカウンセリング技術
について。クライアントを立てての実践と評価。

ベーシックコース

－

1日

6Ｈ

アドバンスコース － 2 日間 12Ｈ
ーによるオラクルカードプロ
セラピスト養成コース－3 日間 18Ｈ
認定コースです。 合計 38.5Ｈ → 検定試験

各コースの日程
入門コース
毎月第 3 木曜日 －

18：00～20：30

ベーシックコース
日曜日コース / 火曜日コース
アドバンスコース
日曜日コース / 火曜日コース
セラピスト養成コース
日曜日コース/ 火曜日コース
※全てのコースは 10：00～17：00 までです。
※各コース共に振替受講が可能です。

・入門コースのみの受講又は入門とベーシックコースま
での受講可。
・入門からアドバンスコースまでの受講可。
・セラピストコースは全てのコースの受講が必須です。
但し当社発売元のプラクティショナー認定を受け活
動をしている方はセラピストコースからの受講可。
・セラピストコース終了後、認定試験があります。

認定証等のご案内
内
・セラピスト養成コース終了後、受講修了証が発行さ
れます。
・セラピスト養成コース終了後、下記の条件が満たさ
れた方にはスクール公認の認定証が発行されます。
～スクール公認セラピストの条件～
1.セラピスト養成コース終了後、認定試験に合格する
事。
2.当社主催の各エッセンスメーカーの中のいずれか最
低一つのベーシックコースに参加し終了する事。ま
た、このベーシックコースは認定試験を受ける前に
終了をしている事。
・その他、フラワーエッセンスのインストラクター養
成コースもございますので詳細はお問合せ下さい。

お申し込み・お問い合わせ
■ ネイチャーワールド（株）： TEL/FAX 03-5214-4881/4882
E-mail info@natureworld.co.jp URL http://www.natureworld.co.jp
※詳細・資料は当社までお問合せください。

コースの受講料
入門コース

－

受講後に得られる効果

3,100 円

・フラワーエッセンスを他人に対し十分理解できるように
ベーシックコース
－

28,800 円

―

57,600 円

説明できる。
・自分や周りの人に対し、エッセンスを選ぶことができる。
・色々な観点から適切なエッセンスを選ぶ事ができるよう
になる。
・セラピストコース卒業後、即プロとして活動できる技術
が身につけられる。
・今後、展開される新しいサービスやビジネスの情報を
優先的に受けられる。
・自分のライフスタイルの可能性が広がる。

3,000 円

アドバンスコース
－

－

3,000 円

セラピスト養成コース
－

―

86,400 円

全コース(入門除く）－155,520 円（１
０％引き）※ベーシックコース～セラピ
スト養成コースまでの 3 コースご受講
の場合の割引
※価格は全て税込表記です。
※料金には下記教材費を含みます。
但し入門コースはカタログのみ。
・テキスト ・フラワーエッセンスバイブル
・フラワーエッセンスカタログ
・トリートメントボトル作成費

セラピスト養成コースの特典
・受講中は定価の 20%の特別価格にてエッセンスの購入可。
※下記はセラピスト認定を受けられた方対象となります。
・ネイチャーワールド（株）認定のフラワーエッセンスセラピ
スト認定証が発行されます。
・希望により当社ＨＰに公認セラピストとして掲載が可能。
（但し条件をクリアした方に限ります）
・ネイチャーワールドが主催するフラワーエッセンスワークシ
ョップ参加費が割引になります。
・全ての商品（一部除外）が 20%の割引で、ご購入できます。

講師プロフィール
中村

裕恵

：医師

水田

勤務医時代にフラワーエッセンス、ハー
ブ、アロマテラピー、ホメオパシー、カ
ラーセラピー、他エネルギー・ヒーリン
グの研修を行い、統合医療ビレッジ内ク
リニック院長の職を経て、現在診療所勤
務の傍ら、氣メディスン研究所、
Be-oneself トータルヒーリングセンター
自然療法部長として活動中。主な著書に
「医師が教える自然療法 症状別セルフ
ケアバイブル」
「医師が教えるフラワーエ
ッセンスバイブル」他、多数がある。
主な取得資格に日本内科学会認定内科専
門医、オーストラリアンブッシュフラワ
ーエッセンス社認定上級プラクティショ
ナー、オーラソーマ社認定シー＆バタフ
ライエッセンスプラクティショナー、ブ
リティッシュ・インスティチュート・オ
ブ・ホメオパシー認定ホメオパスなど。

久美子

富井

国立音大卒。ピアノ講師をしながら自分
自身と 2 人の子供の体質改善を目指し、
漢方の世界を学ぶ。陰陽五行説、つぼ、
経絡等に造詣が深い。その中で心と体の
関わりに興味を持ちそれまで 20 年続け
たピアノを辞め、18 年前に癒しの世界
に入る。入院患者のヒーリングカウンセ
リング、又、企業の健康アドバイザー、
セミナー講師を経ながら個人セッショ
ンの臨床は 1 万例以上。本来の自分らし
さを取り戻す個人セッションはフラワ
ーエッセンス、リーディング、ヒーリン
グなどを併せて行う。体の調和をとる為
にニュースキャン SW-Ⅱのトリートメ
ントも行う。パシフィックプラクティシ
ョナー。エンジェルオラクルカードセラ
ピー&セミナー（マリディアナ万美子認
定）
・シータヒーリング（基礎・応用）
・
ニュースキャン SW-Ⅱセラピー＆講師。
パシフィックプラクティショナー。

清文

東京理科大学理学部Ⅱ物理学科卒。海上
保安庁水路部(現海洋情報部)を経て、そ
の後癒しの本質、次元を越える視点を体
験的に学び、1999 年 6 月に長野市にて
セッションルーム 「長野メンタルステ
ーツ」を開設、本格的にセラピーを始め
る。催眠療法の臨床セッション数は、現
在までに約 5,500 回。自分自身とのコミ
ュニケーションを開くことを促し、過去
の未消化な体験へのアプローチと解放、
高い視点の叡智、自身の本質とのつなが
りを助ける退行催眠療法を専門分野と
する。開設と同時期にフラワーエッセン
スと出合い世界各国のエッセンス創始
者のワークショップに数多く参加しエ
ッセンスを学ぶ。現在はヒプノセラピー
とエッセンスを使ったセッションを行
うかたわら、フラワーエッセンスの普及
活動にも力を入れている。

インターナショナル フラワーエッセンス カレッジ ジャパン

お申込書

ふ り が な

お名前

認定書用ローマ字

ご住所 〒

携帯

TEL/FAX
email:
@
ご希望コース(○で囲んでください)/ご希望の日程・第～期などご記入ください。
・入門コース/日程：
・セラピスト養成コース/第

取扱販売店

期

・ベーシックコース/第
期
・全コース(入門コース/日程：

コース/第

・アドバンスコース/第
期)

期

提供する科目について
１．入門

Natureworld

①フラワーエッセンスとは

』の著者、美しい善魔女ルーシ

②フラワーエッセンスの歴史、自然療法、医療、錬金術の歴史
③フラワーエッセンスの作り方－①基礎編

ーによるオラクルカードプロ
⑤フラワーエッセンスの使用方法－①基礎編
認定コースです。
④フラワーエッセンスの選び方－①基礎編
⑥フラワーエッセンスの安全性について
２．ベーシックコース
①フラワーエッセンスの選び方－②上級編
カードを使う、オーリング、キネオロジー、ペンジュラム、直感で選ぶ
②フラワーエッセンスの使用方法－②上級編
②－１.ドーセージボトルの作り方
②－２．フラワーエッセンスの組み合わせについて
③フラワーエッセンスと他の療法の違い
・西洋医学

・ホメオパシー

・アロマオイル

・カラーセラピー

④世界の代表的なエッセンスについて－①基礎編
⑤フラワーエッセンスで使用される用語解説
⑥フラワーエッセンス＆ネイチャーエッセンスの種類
⑦トリートメントボトルの作成 →実習
３．アドバンスコース
①フラワーエッセンスはどのように効いてくるかと効果のあらわれ方
②フラワーエッセンスの選び方－③応用・実践
③世界の代表的なエッセンスについて－②上級編
特徴と使用方法について
④バッチ・フラワーエッセンスについて
⑤他の自然療法との組み合わせについて－①基礎編
⑥世界の医療の流れと代替医療について
－ホリスティックな医療の流れ－
⑦遠隔でエッセンスを選ぶ方法
⑧フラワーエッセンスのカウンセリングの方法の基礎編
⑨グランディングとセンタリングについて
⑩フラワーエッセンスの作り方－
⑩－１．アチューメントの方法
⑩－２．フラワーエッセンスを作る
⑪体験ワーク ―入れるかどうか検討
⑫地球との調和について

４.セラピスト養成コース
①自然療法総論
自然療法に於けるフラワーエッセンスの位置付け
②フラワーエッセンスに必要な基礎医学概論
②－１．現代医学的観点から
内分泌系、神経系、免疫系の生理学を中心に学ぶ
②－２．伝統医学的観点から
中医学の陰陽五行論、アーユルヴェーダのプラーナ＆チャクラ理論
②－３．現代社会の健康学
ライフサイクルに応じたテーマ、生活習慣病、病気と加齢など
・ストレスの多い現代社会に心身がどのように対応するか医学的メカニズムを学ぶ
②－４. フラワーエッセンスに必要な解剖生理学？
③セラピーに必要なカウンセリングスキル
④－１．カウンセリング技術について
④－２. フラワーエッセンスのカウンセリング方法 －応用、実践
④セラピストとしてのあり方
⑤－１．グランディングとセンタリングを保つ
⑤－２．自分自身のプロテクションの方法
⑤－３．スペースや自分自身の浄化の方法
⑤瞑想法
⑥－１．瞑想のやり方について学ぶ
⑥－２．エッセンスを使った瞑想法について
⑥体験ワークの実践
⑦－１．フラワーエッセンスを作る
⑦－２．汚染された海や河川の活性化
⑦エッセンスを使ったヒーリング方法の応用
・検討を要する －例えば、手の平を使ったインナーチャイルドの癒しとか
⑧カウンセリング技術の実践の訓練
・クライアントを立てての訓練と評価
⑨知っておきたい法律について
⑩－１．薬事法

⑩－２．酒税法

⑩－３．食品衛生法

⑩－４．医師法

⑩－５．製造物責任法（PL 法）

⑩－６．個人情報保護法

⑩－７．著作権法

インターナショナル フラワーエッセンス カレッジ ジャパン
2016年度 講座日程

入門コース 18:00 ～ 20:30 （受付17:30）
8/18（木）

9/15（木）

10/13（木）

11/17（木）

12/15（木）

通常コース 各コース 10:00 ～17：00
ベーシック

アドバンス① アドバンス②

セラピスト①

セラピスト②

セラピスト③

富井講師

中村講師

水田講師

中村講師

水田講師

玉井・富井講師

26期

火曜日

3/8

4/19

5/24

6/14

7/12

8/9

27期

日曜日

4/17

5/29

6/19

7/24

8/7

9/11

28期

火曜日

5/17

6/21

7/19

8/23

9/13

10/18

29期

日曜日

6/5

7/10

8/21

9/11

10/16

11/13

30期

火曜日

7/19

8/30

9/20

10/18

11/22

12/13

31期

日曜日

8/21

9/18

10/23

11/20

12/18

1/15

32期

火曜日

9/13

10/11

11/15

12/20

1/17

2/14

33期

日曜日

10/16

11/13

12/11

1/22

2/19

3/12

※ 各講義は受講者4名以上からの開催となります。開催日2週間前までに定員に達していない場合は別の日程に
振りかえさせていただくことがございますので、予めご了承ください。
※ 振り替え授業等をご希望の場合は、準備の都合上、事前にご連絡をお願い致します。
Eメール：info@natureworld.co.jp TEL：03-5214-4881／FAX：03-5214-4882

ネイチャーワールド株式会社
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目3－7

秋穂セントラルビル４F
www.natureworld.co.jp

