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survey of practical assignments DFA1 examination 
 

subject 
課題課題課題課題    

use 
用途用途用途用途    

time 
時間時間時間時間    

base 
土台土台土台土台    

technique 
テクニックテクニックテクニックテクニック    

design 
デザインデザインデザインデザイン    

colour combination 
in plant material 
植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ

せせせせ    

size 
サイズサイズサイズサイズ    

number of 
materials 
花材の本数花材の本数花材の本数花材の本数    

vase 
ベースベースベースベース    

present 
プレゼント 

30 
min 
30 分 

height 16/18 cm 
diameter 13/15 cm 
高さ 16-18 cm  

直径 13-15 cm 

-chicken wire 
-without support 
-チキンワイヤ

ー 

-サポートなし 

-semi spherical shape 
mixed 
-semi spherical shape 
on groups 
-半球型 ミックス 

-半球型 グループ 

-ton sur ton 
-complementary 
-トーン・スー・トーン 

-コンプリメンタリー 

- - 

vase 
ベースベースベースベース    

present 
プレゼント 

45 
min 
45 分 

height 15/20 cm 
diameter 13/18 cm 
高さ 15-20 cm 

直径 13-18 cm 

floral foam 
フローラルフォ

ーム 

-triangle central point, 
grouped 
-parallel decorative 
-トライアングル、セ

ントラルポイント、グ

ループ 

-パラレル デコラテ

ィブ 

-light-dark  
-ton sur ton 
-complementary 
-ライト・ダーク 

-トーン・スー・トーン 

-コンプリメンタリー 

- - 

dish 
ディッシュディッシュディッシュディッシュ    

general 
一般 

30  
min 
30 分 

the dish made 
available 
供給されたディッ

シュ 

floral foam 
フローラルフォ

ーム 

-semi spherical shape 
mixed 
-semi spherical shape 
on groups 
-半球型 ミックス 

-半球型 グループ 

-ton sur ton 
-complementary 
-トーン・スー・トーン 

-コンプリメンタリー 

minimum  
20 cm diameter 
最小直径 20ｃｍ 

- 

dish 
ディッシュディッシュディッシュディッシュ    

-general 
-Christmas 
-Easter 
-Valentine 
-一般 

-クリスマス 

-イースター 

-ヴァレンタイ

ン 

45 
min 
45 分 

the dish made 
available  
供給されたディッ

シュ 

floral foam 
フローラルフォ

ーム 

-triangle, central point, 
grouped 
-parallel vegetative 
-parallel decorative 
-トライアングル、セ

ントラルポイント、グ

ループ 

-パラレル ヴェゲタ

ティブ 

-パラレル デコラテ

ィブ 

-ton sur ton 
-complementary 
-light-dark 
-colour on colour 
-トーン・スー・トーン 

-コンプリメンタリー 

-ライト・ダーク 

-カラー・アゲインス

ト・カラー 

related to the dish 
and the materials; 
worked out in a 
complex and 
detailed manner 
ディッシュの大きさ

と花材に関係する。 

複雑で細密なアレン

ジを作ること。 

-incorporate 
candles 
-incorporate 
Easter attributes  
-incorporate 
Valentine 
attributes 
-キャンドルを組

み入れる 

-イースターを象

徴するものを組み

入れる 

-ヴァレンタイン

を象徴するものを

組み入れる 
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subject 
課題課題課題課題    

use 
用途用途用途用途    

time 
時間時間時間時間    

base 
土台土台土台土台    

technique 
テクニックテクニックテクニックテクニック    

design 
デザインデザインデザインデザイン    

colour combination 
in plant material 
植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ

せせせせ    

size 
サイズサイズサイズサイズ    

number of 
materials 
花材の本数花材の本数花材の本数花材の本数    

hand-tied 
bouquet 
ハンドタイハンドタイハンドタイハンドタイ

ドブーケドブーケドブーケドブーケ    
 

present 
プレゼント 

30 
min 
30 分 

must be put in a 
vase, but 
combination vase-
bouquet is not 
assessed 
花器の中に入れる

こと。ただし花器

と花束の組み合わ

せは評価されない 

spiral 
スパイラル 

-semi spherical shape 
mixed 
-semi spherical shape 
on groups 
-半球型 ミックス 

-半球型 グループ 

-ton sur ton 
-complementary 
-トーン・スー・トーン 

-コンプリメンタリー 

in proportion to the 
materials made 
available 
供給された花材に比

例する 

incorporate 
minimum of 40 
flower- and leaf-
stems. 
最低４０本の花と

葉物を使用 

hand-tied 
bouquet 
ハンドタイハンドタイハンドタイハンドタイ

ドブーケドブーケドブーケドブーケ 

presentation 
bouquet 
贈呈用花束 

45 
min 
45 分 

must be put in a 
vase, but 
combination vase-
bouquet is not 
assessed 
花器の中に入れる

こと。ただし花器

と花束の組み合わ

せは評価されない 

spiral 
スパイラル 

-semi spherical shape 
with material hanging 
out 
-semi spherical shape 
ajour 
-semi spherical shape 
on groups 
-半球型 垂れ下がる

花材と共に 

-半球型 アジュール 

-半球型 グループ 

-light-dark 
-cold-warm 
-colour on colour 
-ton sur ton 
-ライト・ダーク 

-コールド・ウォーム 

-カラー・アゲインス

ト・カラー 

-トーン・スー・トーン 

minimum 40 cm 
diameter 
最小直径 40cm 
 

incorporate 
minimum of 60 
flower- and leaf-
stems. 
最低 60 本の花と

葉物を使用 

corsage 
コサージュコサージュコサージュコサージュ    

-on lapel of 
gentleman’s 
jacket 
-on package  
(present) 
-男性のジャケ

ットの折り襟

に 

-パッケージに

（プレゼン

ト） 

15 
min 
15 分 

- hand-tied and 
wire  
ハンドタイドと

ワイヤー 

- - - 1 main flower and 
minimum of 4 
pieces of auxiliary 
materials 
主となる一本の花

に最低４つのパー

ツの他の花材を加

えて 
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subject 
課題課題課題課題    

use 
用途用途用途用途    

time 
時間時間時間時間    

base 
土台土台土台土台    

technique 
テクニックテクニックテクニックテクニック    

design 
デザインデザインデザインデザイン    

colour combination 
in plant material 
植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ

せせせせ    

size 
サイズサイズサイズサイズ    

number of 
materials 
花材の本数花材の本数花材の本数花材の本数    

corsage  
コサージュコサージュコサージュコサージュ    

lady 170 cm 
-shoulder 
-hair 
-hat 
-wrist 
１７０ｃｍの

女性 

-肩 

-髪 

-帽子 

-手首 

30 
min 
30 分 

 
 
 
hat 
 
 
 
 
 
帽子 

wire and/or glue 
technique 
ワイヤーとグル

ー もしくはど

ちらか 

Free 
フリー 

-matching colour piece 
of textile  
(lady’s clothes) 
-matching hat 
-女性の服など布地と合

う色 

-帽子に合うもの 

- minimum of 20 
parts 
最低２０パーツ 

bridal 
bouquet 
ブライダルブライダルブライダルブライダル

ブーケブーケブーケブーケ    

for bride 160 
cm 
160cm の花嫁 

45 
min 
45 分 

floral foam-holder 
フローラルフォー

ムホルダー 

floral foam 
フローラルフォ

ーム 

-semi spherical shape 
mixed 
-semi spherical shape 
on groups 
-semi spherical shape 
ajour 
- triangle, central 
point, grouped 
-半球型 ミックス 

-半球型 グループ 

-半球型 アジュール 

-トライアングル、セ

ントラルポイント、グ

ループ 

matching colour of piece 
of textile 
(clothes bride) 
布地（花嫁の衣装）に

合う色 

in relation to the 
bride 
花嫁に適したもの 

minimum of 30 
parts 
最低３０パーツ 

bridal 
bouquet 
ブライダルブライダルブライダルブライダル

ブーケブーケブーケブーケ 

for bride 
170 cm 
170cm の花嫁 

45 
min 
45 分 

- hand-tied spiral 
ハンドタイド 

スパイラル 

-semi spherical shape 
ajour 
-semi spherical shape 
in circles 
-semi spherical shape 
with materials hanging 
out 
-半球型 アジュール 

-半球型 サークル 

-半球型 垂れ下がる

花材と共に 

matching colour of piece 
of textile 
(clothes bride) 
布地（花嫁の衣装）に

合う色 

20 to 25 cm 
diameter 
直径 20-25cm 

- 
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subject 
課題課題課題課題    

use 
用途用途用途用途    

time 
時間時間時間時間    

base 
土台土台土台土台    

technique 
テクニックテクニックテクニックテクニック    

design 
デザインデザインデザインデザイン    

colour combination 
in plant material 
植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ

せせせせ    

size 
サイズサイズサイズサイズ    

number of 
materials 
花材の本数花材の本数花材の本数花材の本数    

bridal 
bouquet 
ブライダルブライダルブライダルブライダル

ブーケブーケブーケブーケ 

for bride 
170 cm 
170cm の花嫁 

85 
min 
85 分 

- 
 

wire and/or glue 
technique 
 
handle of the 
bridal bouquet 
has to be 
finished with 
ribbon 
ワイヤーとグル

ー もしくはど

ちらか 
 
ブライダルブー

ケのハンドル部

分はリボンで仕

上げること 

-triangle, central point, 
grouped 
-teardrop shape mixed 
-semi spherical shape 
mixed (classic 
biedermeier) 
-トライアングル、セ

ントラルポイント、グ

ループ 

-ティアドロップ型、

ミックス 

-半球型 ミックス

（古典的なビデマイヤ

ー） 

matching bride: 
colour plate added  
花嫁に合うもの： 

カラープレートが加え

られる 
 

in relation to the 
bride 
花嫁に適したもの 

minimum of 50 
parts 
最低５０パーツ 

funeral 
spray 
葬儀用アレ葬儀用アレ葬儀用アレ葬儀用アレ

ンジメントンジメントンジメントンジメント    
 

funeral, 
cremation or 
commemorati
on 
葬儀、火葬 

或いは追悼 

45 
min 
45 分 

ready-made floral 
foam-holder 
既成のフローラル

フォームホルダー 

floral foam 
フローラルフォ

ーム 

-teardrop shape mixed 
-teardrop shape on 
groups 
-triangle, central point, 
grouped 
-linear cross-shaped 
-ティアドロップ型 

ミックス 

-ティアドロップ型 

グループ 

-トライアングル、セ

ントラルポイント、グ

ループ 

-リニア クロス型 

-ton sur ton 
-cold- warm 
-トーン・スー・トーン 

-コールド・ウォーム 

minimum 60 cm long  
最低長さ 60ｃｍ 

incorporate 
minimum of 40 
flower and leaf-
stems 
最低４０本の花と

葉ものを使用 
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subject 
課題課題課題課題    

use 
用途用途用途用途    

time 
時間時間時間時間    

base 
土台土台土台土台    

technique 
テクニックテクニックテクニックテクニック    

design 
デザインデザインデザインデザイン    

colour combination 
in plant material 
植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ

せせせせ    

size 
サイズサイズサイズサイズ    

number of 
materials 
花材の本数花材の本数花材の本数花材の本数    

object 
decoration 
オブジェクオブジェクオブジェクオブジェク

トデコレートデコレートデコレートデコレー

ションションションション    

present 
プレゼント 

30 
min 
30 分 

present 
プレゼント 

a choice of floral 
foam, glue , 
water tube 
フローラルフォ

ームかグルーか

グラスチューブ

を選択 

in relation to object; 
decoration must be 
attached on, in or to 
object 
オブジェクトに適する

もの： 

デコレーションはオブ

ジェクトの上に、中

に、或いは横に装着す

ること 

in relation to object 
オブジェクトに適した

もの 

in relation to object 
オブジェクトに適し

たもの 

minimum of 15 
parts 
最低１５パーツ 

wall 
decoration 
ウォールデウォールデウォールデウォールデ

コレーショコレーショコレーショコレーショ

ンンンン    

on wall or 
door 
壁かドア 

45  
min 
45 分 

ready-made floral 
foam-holder. 
既成のフローラル

フォームホルダー 

floral foam 
フローラルフォ

ーム 
 

-triangle, central point, 
grouped 
-semi spherical shape 
mixed 
-semi spherical shape 
grouped 
-トライアングル、セ

ントラルポイント、グ

ループ 

-半球型 ミックス 

-半球型 グループ 

-ton sur ton 
-complementary  
-トーン・スール・トー

ン 

-コンプリメンタリー- 
 

minimum 60 cm long 
or minimum  40 cm 
diameter  
最低長さ 60cm か、 

最低直径 40cm 

incorporate 
minimum of 40 
flower and leaf-
stems 
最低４０本の花と

葉ものを使用 
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subject 
課題課題課題課題    

use 
用途用途用途用途    

time 
時間時間時間時間    

base 
土台土台土台土台    

technique 
テクニックテクニックテクニックテクニック    

design 
デザインデザインデザインデザイン    

colour combination 
in plant material 
植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ

せせせせ    

size 
サイズサイズサイズサイズ    

number of 
materials 
花材の本数花材の本数花材の本数花材の本数    

 
optional piece of work: 
選択可能選択可能選択可能選択可能 アレンジメントアレンジメントアレンジメントアレンジメント：：：： 

 
-in case of the optional piece of work the assignment description must be added 
選択可能 アレンジメントの場合、その課題の記述を加えること 
object 
decoration 
オブジェクオブジェクオブジェクオブジェク

トデコレートデコレートデコレートデコレー

ションションションション    

present 
プレゼント 

60 
min 
60 分 

base minimum 40 
x 30 cm or 45 cm 
diameter and 
minimum 1 big 
object and 2 
matching small 
objects 
土台は最 40x30cm

或いは直径 45cm、

且つ少なくとも１

つの大きなオブジ

ェクトとそれに合

う２つの小さなオ

ブジェクト 

must be 
transportable as 
one whole 
ひとつのものと

して運搬可能で

あること 

- in relation to the object 
オブジェクトに適した

もの 

in relation to the 
object 
オブジェクトに適し

たもの 

in relation to 
assignment 
課題に従う 

table 
decoration 
テーブルデテーブルデテーブルデテーブルデ

コレーショコレーショコレーショコレーショ

ンンンン    

for a table 
with 4 
persons; 
placed in the 
middle of the 
table 
4 人掛けテー

ブル； 

テーブルの真

ん中に置く 

60 
min 
60 分 

own choice 
自身で選択 

floral foam 
フローラルフォ

ーム 

oval mixed 
オーヴァル型 ミック

ス 

own choice 
自身で選択 

complete piece of 
work 60 to 90 cm 
long 
作品全体の長さが

60cm-90cm 

in relation to form 
形に従う 
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subject 
課題課題課題課題    

use 
用途用途用途用途    

time 
時間時間時間時間    

base 
土台土台土台土台    

technique 
テクニックテクニックテクニックテクニック    

design 
デザインデザインデザインデザイン    

colour combination 
in plant material 
植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ植物の色の組み合わ

せせせせ    

size 
サイズサイズサイズサイズ    

number of 
materials 
花材の本数花材の本数花材の本数花材の本数    

table 
decoration 
テーブルデテーブルデテーブルデテーブルデ

コレーショコレーショコレーショコレーショ

ンンンン 

-for corner 
table 
-in middle of 
the table 
-2-piece for 
long table 
-テーブルのコ

ーナー 

-テーブルの真

ん中 

-長いテーブル

に 2つ 

60 
min 
60 分 

own choice 
自身で選択 

floral foam 
フローラルフォ

ーム 

-triangle, central point, 
grouped 
-parallel decorative 
-parallel vegetative 
-トライアングル、セ

ントラルポイント、グ

ループ 

-パラレル デコラテ

ィブ 

-パラレル ヴェゲタ

ティブ 

own choice 
自身で選択 

- - 

wall 
decoration 
ウォールデウォールデウォールデウォールデ

コレーショコレーショコレーショコレーショ

ンンンン    

hanging on 
wall 
壁に吊るす 

60 
min 
60 分 

-floral foam in 
combination with 
self-made 
construction;  
the non-vegetable 
construction must 
be constructed 
from separate 
parts in the time 
available for the 
exam 
-自分で作った組

み立てとフローラ

ルフォーム； 

植物素材でない組

み立ては、試験の

制限時間内にバラ

バラのパーツの状

態から作らなけれ

ばならない 

floral foam; 
construction 
must be fitted 
together in the 
time available 
for the exam 
フローラルフォ

ーム； 

組み立ては試験

の制限時間以内

に取りつけられ

なければならな

い 

-triangle, central point, 
grouped 
-parallel decorative 
-parallel vegetative 
-トライアングル、セ

ントラルポイント、グ

ループ 

-パラレル デコラテ

ィブ 

-パラレル ヴェゲタ

ティブ 

- minimum 75 cm long 
最低長さ７５ｃｍ 

incorporate 
minimum of 40 
flower- and leaf-
stems 
最低４０本の花と

葉ものを使用 

 


