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　AEAJ は、安全なアロマテラピーの普及とその健全な発展のため、前身である日本アロマテ
ラピー協会の発足時（1996 年）よりさまざまな活動を行ってきました。
　そのひとつであるアロマテラピー検定は、累計で 35 万人以上の方々が合格しアロマテラピー
の正しい知識を習得しています。また、公益社団法人として、香り豊かな自然環境を未来につ
なぐための活動も積極的にすすめています。
　AEAJ は主に個人正会員と法人正会員で構成されており、個人正会員は、アロマテラピーを
趣味として生活に取り入れている方から職業に活かしている方などさまざまであり、法人正会
員としては、化粧品メーカーや美容研究所、自然療法の関連企業、スクールなどが入会してい
ます。
※AEAJ へのご入会（個人正会員）は資格に関係なく、どなたでもお申し込みいただけます。

〈事業内容〉
アロマテラピーの健全な普及および啓発活動
アロマテラピーの正しい知識の普及・発展を目指し、各種資格認定や学術調査研究などの普及
啓発活動を行っています。
●安全なアロマテラピーを実践できる人材の育成（各種資格認定）
●学術調査研究
●アロマテラピーボランティア
●AEAJ 表示基準適合精油認定制度

「アロマ環境」の保全・創出
自然の香りある心地よい環境（アロマ環境）を守り、育てるためのさまざまな活動を行ってい
ます。
●環境カオリスタの普及
●香育
●普及啓発イベント

AEAJ 会員の活動支援・サービス提供
AEAJ 会員がアロマテラピー活動を実施するためのさまざまな支援を行っています。
●活動サポート
●会員優遇サービス

AEAJ（公益社団法人 日本アロマ環境協会）とは

公益社団法人 日本アロマ環境協会では、アロマテラピーを次のように定義しています。

　●アロマテラピーは精油を用いてホリスティックな観点から行う自然療法である。
　●アロマテラピーの目的は以下の通りである。
　　①リラクセーションやリフレッシュに役立てる。
　　②美と健康を増進する。
　　③身体や精神の恒常性の維持と促進をはかる。
　　④身体や精神の不調を改善し正常な健康を取り戻す。
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『資格マニュアル』について

各種書類送付先

　本誌は 2015 年度から 2016 年度における資格試験に関する情報を掲載しています。「制度改正
後」「制度改正前」の 2部構成となっておりますが、制度改正前試験は 2014 年度に終了いたし
ました。制度改正前のアロマセラピスト学科試験に合格され、これから実技試験・カルテ審査
を受験される方のみ、制度改正前のページをご参照ください。

※アロマテラピーインストラクター試験、アロマセラピスト学科試験の出題範囲については、各「資格取得につ
いて」のページでご案内しております。

〒 103-0028　東京都中央区八重洲 1-5-20　石塚八重洲ビル 6階
　　　　　　　　　　　　公益社団法人 日本アロマ環境協会　宛

※封筒表面に「（書類名）在中」と必ずご明記ください。
※種類の異なる書類を同封しないでください。
※原則、到着の確認は受付いたしかねます。
※ 郵送事故などによる未着を防ぐため、書留、簡易書留など記録の残る郵送方法のご利用をお
すすめいたします。

本誌『資格マニュアル（2015 ～ 2016 年度版）』対応の認定講習会・資格試験について

2部構成

AEAJ 公式サイト、機関誌最新号にて最新情報、詳細をご確認のうえ、お申し込みいただき
ますようお願いいたします。
　・AEAJ 公式サイト（http://www.aromakankyo.or.jp）
　・機関誌（3・6・9・12月末発行）

制度改正後
P.9 ～ 105

制度改正前
P.107 ～ 127

アロマテラピーアドバイザー資格 P.10 ～ 11 制度終了

アロマテラピーインストラクター資格 P.12～ 13、P.21～ 47 制度終了

アロマセラピスト資格 P.14～ 19、
P.21～ 35、P.48～ 96 P.108～127

2015 年 2016 年 2017 年
AEAJ 直接開催アロマテラピー
アドバイザー認定講習会 8月 2月・8月 2月

アロマテラピー
インストラクター試験 9月 3月・9月 3月

アロマセラピスト学科試験 5月・11月 5月・11月

アロマセラピスト実技試験・
カルテ

7月 1日～ 8月末日
受付分

1月 1日～ 2月末日
7月 1日～ 8月末日

受付分

1月 1日～ 2月末日
※制度改正前カルテ審査

最終受付
7 月 1日～ 8月末日

受付分
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『資格マニュアル（2015 ～ 2016 年度版）』発行にあたり

AEAJでは、上位資格公式テキストの作成作業を進めています。
・発行日は 2016 年 10月以降の予定です。
・カリキュラムの内容に変更はありません。
・発行後一定期間は、上位資格公式テキストの使用有無による不公平が生じないよう試験を
行います。

・2017 年度版の資格マニュアルや、上位資格公式テキストの詳細につきましては、機関誌・
AEAJ公式サイトなどで情報を随時公開していきますので、ご確認ください。

＜本誌資格マニュアルの2014年度版からの変更事項＞
○ カリキュラム内容に変更はありません

○ 制度改正後カリキュラムの表現や文字を修正。
※詳細は別紙挟み込み文書をご確認ください
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入会・資格について

＜資格チャート＞

＜入会について＞
AEAJ公式サイトにて最新情報、詳細をご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたし
ます。会員特典および入会方法については、AEAJ公式サイトをご確認ください。

○入会金・年会費
　ご入会の時期により、初年度の年会費が異なります。

会員以外でも取得可能な資格 会員対象のプロフェッショナルな資格

アロマテラピー検定１級

アロマテラピー検定 2級

環境カオリスタ検定

アロマテラピーインストラクター

アロマセラピスト
アロマテラピーアドバイザーAEAJ

入会

期間 入会時期 初年度会員資格 入会金 年会費 合計
2015 年度 全期
（1年間） 4月～ 9月 2015 年 4 月以降～

2016 年 3 月末まで 10,000 円 12,000 円 22,000 円

2015 年度 後期
（半年間） 10 月～翌年 3月 2015 年10月以降～

2016 年 3 月末まで 10,000 円 6,000 円 16,000 円

2016 年度 全期
（1年間） 4月～ 9月 2016 年 4 月以降～

2017 年 3 月末まで 10,000 円 12,000 円 22,000 円

2016 年度 後期
（半年間） 10 月～翌年 3月 2016 年10月以降～

2017 年 3 月末まで 10,000 円 6,000 円 16,000 円

＜会員更新・資格の継続に関して＞
会員更新および、アロマテラピーアドバイザー、アロマテラピーインストラクター、アロマセラピス
トの資格の継続には、毎年度更新手続きが必要です。更新時、年会費（12,000円）がかかります。
＜AEAJ 認定資格について＞
○アロマテラピー検定（1級・2級）
自分自身または家族や周囲の人々と一緒にアロマテラピーを楽しみ、健康維持のために用いる知識を問い
ます。【終身資格】

○アロマテラピーアドバイザー
アロマテラピーの効用の知識や安全な活用方法、さらにアロマテラピーに関連する正しい法的な知識をも
ち、社会や一般の人々にアドバイスできる能力を認定する資格です。

○アロマテラピーインストラクター
アロマテラピーに必要な知識や方法を専門家として指導できる能力を認定する資格です。アロマテラピー
の専門スクールや地域活動、ボランティアとしてなど、アロマテラピーの教育活動をする方に適していま
す。

○アロマセラピスト
第三者にコンサルテーションを含めたアロマテラピートリートメントを提供できる能力を認定する資格で
す。プロのアロマセラピストやボランティアとしてアロマテラピーを実践する方に適しています。

○環境カオリスタ検定
植物やその香りの恩恵、植物を育む地球環境と地球が現在抱えている諸問題、さらには環境にやさしい
身近なエコアクションについて学びます。【終身資格】
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アドバイザー認定講習会 アロマセラピストアロマテラピー
検定

受験票発送

試験①

結果通知発送

受験申込受付
（8月下旬
　～9月下旬）

受験票発送

試験⑥

結果通知発送

受験申込受付
（2月中旬
　～3月下旬）

AEAJ 直接開催

受講申込受付②
（6月中旬
　～ 7月上旬）

受講証発送

・講習会
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

受講申込受付⑦
（12月中旬
　～ 1月上旬）

受講証発送

・講習会
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

認定スクール開催

履修証明書提出
締切
（4月下旬）　★

・AEAJより
　登録案内発送
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

履修証明書提出
締切③
（7月中旬）

・AEAJより
　登録案内発送
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

履修証明書提出
締切
（10月下旬）　★

・AEAJより
　登録案内発送
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

履修証明書提出
締切
（1月中旬）⑧

・AEAJより
　登録案内発送
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

アロマテラピー
インストラクター

試験

・3月試験の
　結果通知発送
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

受験申込受付
（8月上旬
  　～中旬）

・受験票発送
・試験④

・結果通知発送
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

受験申込受付
（2月上旬
  　～中旬）

・受験票発送
・試験⑨

学科試験

受験申込受付
（4月中旬
  　～下旬）　★

・受験票発送
・試験⑩

学科結果通知発送

受験申込受付
（10月中旬
  　～下旬）　★

・受験票発送
・試験⑤

学科結果通知発送

実技・カルテ

・2月資格申請分
　結果通知発送
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

資格申請受付
（7月 1日
  ～ 8 月末日）

・8月資格申請分
　結果通知発送
・資格登録認定料
のお支払い

認定証・資格認定
カード発送

資格申請受付
（1月 1日
  ～ 2 月末日）

環境カオリスタ
検定

受験申込締切Ⅰ
（6月末）

受験申込締切Ⅱ
（9月末）

受験申込締切Ⅲ
（12月末）

受験申込締切Ⅳ
（3月末）

月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

5月 ①アロマテラピー検定 1級を受験
7月 　上旬までにAEAJに入会
 ②AEAJ直接開催アドバイザー認定講習会の申し込み
 　または 
 ③認定スクールで受講された方は、
　　　  アドバイザー認定講習会履修証明書を提出

11月 ⑥アロマテラピー検定 1級を受験
1月 　上旬までにAEAJ に入会
 ⑦ AEAJ直接開催アドバイザー認定講習会の申し込み
 　または
 ⑧認定スクールで受講された方は、
 　アドバイザー認定講習会履修証明書を提出

8月 AEAJ直接開催アドバイザー認定講習会受講
 （②の方）

2月 AEAJ直接開催アドバイザー認定講習会受講
 （⑦の方）

9月 ④アロマテラピーインストラクター試験受験
11月 ⑤アロマセラピスト学科試験受験　

3月 ⑨アロマテラピーインストラクター試験受験
5月 ⑩アロマセラピスト学科試験受験　

2015 年～ 2016 年度各資格試験などの年間スケジュールは以下の通りです。

＜入会・受験最短スケジュール例＞
※上記表の①～⑤、⑥～⑩をご覧ください。

上記表の★について、認定スクール開催のアドバイザー認定講習会履修証明書の提出とアロマセラピスト学科試験の受験申し込みを同
時に行うことが可能です。

資格関連年間スケジュール
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認定スクールについて

1認定スクールとは
　AEAJ の定める標準カリキュラムを採用し、施設や講師などについてのさまざまな条件をク
リアして認定された、AEAJ 会員運営のアロマテラピー教育施設です。AEAJ のアロマテラピー
の定義に賛同し、AEAJ の示すアロマテラピー資格認定スクール規則に適合したアロマテラピー
に関する教育活動を行っています。
　各校のオリジナリティを尊重しながらAEAJ の標準カリキュラムを採用することにより、一
定の教育水準を実現しています。アロマテラピーのスタンダードをきちんと学ぶことのできる
施設として、資格取得を目指す人、アロマテラピーを効率的かつ体系的に学びたい人、アロマ
テラピーの知識をより深めたい人など、多くの方々に利用されています。

2認定スクールの役割
　アロマテラピーの専門的な知識や技術は、試験だけで評価するには限界があるため、認定ス
クールはAEAJ の資格制度を支え、AEAJ の運営の一部を担うという重要な役割をもっていま
す。日本中の誰もが正しいアロマテラピーの知識や技術を身につけられる、そんな環境づくり
をAEAJ は進めています。

3認定スクールの種類
　AEAJ の認定スクールには、以下の 2 つの種類があります。
①アロマテラピーアドバイザー認定教室
　AEAJ 個人正会員が運営する認定スクールです。アロマテラピーアドバイザー認定講習会を
開講しています。AEAJ 認定アロマテラピーインストラクターが所定の条件をクリアすると、
アドバイザー認定教室の運営が認められます。
②アロマテラピー資格認定校
　AEAJ 法人正会員が運営する認定スクールです。アロマテラピーアドバイザー資格認定校、
アロマテラピーインストラクター資格認定校、アロマセラピスト資格認定校の 3 つがあります。
AEAJ の標準カリキュラムを採用した教育活動を行います。
※  AEAJ が認定対象としているのは「講座」・「コース」の認定です。認定スクールを運営する
個人（教室）および法人の財務・経営状況その他を認定保証するものではありません。

※ 「認定スクール」とは個人正会員が運営する「認定教室」および、法人正会員が運営する「認
定校」を含めた総称です。
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学習の進め方

1求められる能力
アロマテラピーインストラクター資格
○高等学校卒業程度の学力および理解力があること
○アロマテラピーインストラクター資格の標準カリキュラムについて理解・習得していること
○アロマテラピー教育を行う能力を有すること

アロマセラピスト資格
○高等学校卒業程度の学力および理解力があること
○アロマセラピスト資格の標準カリキュラムについて理解・習得していること
○トリートメント実技を行う能力を有すること
○ 30 ケースのアロマテラピー実績を示すカルテを作成する能力を有すること

2標準カリキュラム
アロマテラピーインストラクター試験、アロマセラピスト試験についてのAEAJ発行の公式テ
キストはありません。本誌内の参考図書などを活用してください。

AEAJ では、上位資格公式テキストの作成作業を進めています。
発行日は 2016 年 10 月以降の予定です。

　AEAJ では、アロマテラピーインストラクターおよび、アロマセラピストが身につけるべき
知識、能力、思想、哲学、ホリスティックな人間観を含むカリキュラムとして、標準カリキュ
ラムを定めています。
　標準カリキュラムは以下の 2種類の分野に大きく分けることができます。

●専門的、教養的分野
○アロマテラピーに関する専門分野として、アロマテラピーの歴史、精油学総論、精油学各論、
基材論などがあります。

○一般教養分野として、解剖生理学、健康学があります。

　これらは、多くの文献や専門書に標準的な知識を求めることのできる分野です。資格試験に
求められている学習内容の広さや深さをつかんでいただくために、本誌では学習内容と、それ
に関連するキーワードを提示しています。

●AEAJ 独自の考え方が示される分野
　タッチング論、ボランティア論などはAEAJ としての独自の信念、考え方が反映される項目
です。本誌にて具体的に説明をしておりますので、よくご理解ください。

3必須履修科目
　認定校で学ばなければならない科目のこと。

4管理学習時間
　自習学習は含まない、認定スクール内で履修する時間のこと。

8



制度改正後対応　資格マニュアル

次ページからは、制度改正後に対応した資格取得方法、標準カリキュラムの内容が記載されております。



1アロマテラピーアドバイザー資格取得について

◆アロマテラピーアドバイザー資格申請条件
●アロマテラピー検定 1級に合格していること　 ●AEAJの会員であること
●アロマテラピーアドバイザー認定講習会（以下、アドバイザー認定講習会）を受講していること

◆アロマテラピーアドバイザー認定講習会の概要について
●講習内容：アロマテラピーアドバイザー認定講習会テキストに準ずる
●講習時間：3時間　  ●受講料：5,140円（税込）※テキスト代込
　 ※認定スクール開催または、AEAJ直接開催のものがありますのでどちらかを受講してください。

　＜認定スクール開催＞
実施日、申し込みなどの詳細は各認定スクールへお問い合わせください。

　＜AEAJ直接開催＞
2 月と8月に全国15都市にて開催します。実施日、申し込みなどの詳細はAEAJ公式サイト、
機関誌最新号にてご確認ください。

◆アロマテラピーアドバイザー認定講習会履修証明書について
　＜認定スクールにてアドバイザー認定講習会を受講の方＞
●アロマテラピーアドバイザー認定講習会履修証明書（以下、履修証明書）はアドバイザー認
定講習会受講後に、認定スクールより発行されます。

●履修証明書の有効期限は、履修修了日から5年間です。
　＜AEAJ直接開催のアドバイザー認定講習会を受講の方＞
履修証明書は受講証に添付されています。

◆アロマテラピーアドバイザー資格申請手続きについて
　＜認定スクールにてアドバイザー認定講習会を受講の方＞ 
●履修証明書の本人記入欄に必要事項を記入し、証明写真を添付のうえ、AEAJ事務局へ郵送
してください。スケジュールは下記図をご参照ください。

　提出締め切り日は、AEAJ公式サイト、機関誌最新号にてご確認ください。
　　書類送付先
●P.3をご参照ください。

　　履修証明書提出スケジュール（年間）

　＜AEAJ直接開催のアドバイザー認定講習会を受講の方＞
●履修証明書（受講証に添付）に、写真を添付し、講習会当日に提出してください。

◆アロマテラピーアドバイザー資格登録手続きについて
●資格の認定には、登録手続きが必要です。履修証明書をご提出後、資格登録手続きを行ってく
ださい。
　・資格登録認定料 10,260円（税込）のお振り込み。
  　（資格取得に関する書類（登録案内）をご案内します。ご確認後、お振り込みをお願いします）

※AEAJ 会員退会により資格失効した方が、資格再取得を希望する場合は、アドバイザー認定
講習会の再受講が必要です。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

いずれも締め切り日までにアロマテラピー検定 1級合格、AEAJ に入会していることが条件

締め切り：4月下旬
5 月のアロマセラピスト
学科試験が受験可能

締め切り：7月中旬
9 月のインストラクター
試験が受験可能

締め切り：10月下旬
11月のアロマセラピスト
学科試験が受験可能

締め切り：1月中旬
3 月のインストラクター
試験が受験可能

1　資格取得の流れ
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※Ⅰ 認定スクールでは、『アロマテラピー
検定公式テキスト』を使用した授業
とアドバイザー認定講習会がセット
になった「アロマテラピー検定対応
コース」も実施しています。

※Ⅱ① 講習会申込締め切り日までに入会
手続きを行ってください。（同時申
し込み可）

※Ⅱ② 履修証明書をAEAJに提出するま
でに入会手続きを行ってください。

※Ⅲ 実施日や申し込み方法は、各認定ス
クールへお問い合わせください。

 ＊検定 1級合格後（年 2回実施）、アド
バイザー認定講習会を受講してくだ
さい。

  ただし、検定対応コースを履修の方
は、資格申請までに検定 1級に合格
してください。

※Ⅳ P. 10 参照

※Ⅵ  P. 10 参照

※Ⅶ 「認定証」、「資格認定カード（写真入
り）」がお手元に届きます。

※Ⅴ 提出締め切り日後 1カ月ほどでご案
内を送付します。（P.6 スケジュール
参照）

AEAJ直接開催
アドバイザー認定講習会

受講の場合

認定スクール開催
アドバイザー認定講習会

受講の場合

資格登録手続き　　※Ⅵ

アロマテラピーアドバイザー資格取得　　※Ⅶ

アロマテラピー検定１級合格

AEA Jに入会
（履修証明書提出までに入会）

認定スクール開催
アドバイザー認定講習会を受講

AEAJよりアドバイザー資格取得
に関する書類を送付

資格申請手続き

AEA Jに入会

AEAJ直接開催
アドバイザー認定講習会を受講

◆資格認定までの流れ

認定スクール内で
の検定対応
コース修了

資格申請までに
検定１級に合格

アロマテラピー
検定１級合格

※Ⅰ

※Ⅱ① ※Ⅱ②

※Ⅲ

※Ⅴ

※Ⅳ
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1  資格取得の流れ

2アロマテラピーインストラクター資格取得について

◆アロマテラピーインストラクター資格認定条件
●アロマテラピーインストラクター試験に合格し、資格登録手続きを行うこと

◆アロマテラピーインストラクター試験の受験条件
●AEAJの会員であること
●アロマテラピーアドバイザー資格を取得していること
●認定校でアロマテラピーインストラクター必須履修科目（以下、必須履修科目）を修了してい
　ること

 　※必須履修科目は P.20をご参照ください。

◆試験要項
●出題数：選択解答式 70問（マークシート）　
　（アロマセラピスト学科試験合格者・・・選択解答式 35問）
●試験時間：80分
　（アロマセラピスト学科試験合格者・・・60分）
●出題範囲：共通カリキュラム（P. 21～ 35）、インストラクター独自カリキュラム（P. 36 ～ 47）
　（アロマセラピスト学科試験合格者・・・インストラクター独自カリキュラム（P. 36 ～ 47））
●受験料：5,140円（税込）

◆アロマテラピーインストラクター必須履修科目履修証明書について
●必須履修科目受講修了後に、認定校より発行されます。
●アロマテラピーインストラクター必須履修科目履修証明書（以下、履修証明書）の有効期限は
　履修修了日から10年間です。
●有効期限切れの場合は、必須履修科目を受講のうえ、履修証明書の再提出が必要です。
●AEAJに提出後、有効期限内であれば履修証明書の再提出は必要ありません。

◆受験申し込み方法
＜受験料の振込＞　受付締め切り日厳守
  申込期間内に受験料をお振り込みください。お振り込み方法はAEAJ公式サイト、機関誌最新
号にてご確認ください。

＜履修証明書の提出＞　受付締め切り日厳守※当日消印有効
　●認定校に履修証明書の発行を依頼してください。
　●履修証明書の本人記入欄に必要事項をご記入のうえ、申込期間内にAEAJ事務局へご郵送
　　ください。
　書類送付先
●P.3をご参照ください。

◆アロマテラピーインストラクター資格登録手続きについて
● 資格登録認定料 10,260 円（税込）のお振り込みが必要です。（結果通知に登録のご案内が同封
されています）
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◆資格認定までの流れ

※Ⅰ 必須履修科目のみのコースを開講し
ているかどうかは、直接認定校へお
問い合わせください。

※Ⅱ P.12 参照
  試験日の約 5日前までに受験票を発

送します。

※Ⅲ 試験日の約1カ月後に発送します。

※Ⅵ P. 12 参照

※Ⅴ 「認定証」、「資格認定カード（写真入
り）」がお手元に届きます。

認定校で標準カリキュラム
（48時間）を修了

認定校で必須履修科目
（25時間）のみを修了

　　　AEA Jに受験申し込み　　※Ⅱ

試験受験

　　　結果通知が受験者に届く　　※Ⅲ

　　　資格登録手続き　　※Ⅳ

　　　アロマテラピーインストラクター資格取得　　※Ⅴ

※Ⅰ
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1  資格取得の流れ

◆アロマセラピスト資格認定条件
●アロマセラピスト学科試験（以下、学科試験）に合格していること
●トリートメント実技試験に合格していること
●カルテ演習を修了していること
●上記の3つを満たし、資格登録手続きを行うこと

◆アロマセラピスト学科試験の受験条件
●AEAJの会員であること
●アロマテラピーアドバイザー資格を取得していること
●認定校でアロマセラピスト必須履修科目（以下、必須履修科目）を修了していること

  ※必須履修科目は P.20をご参照ください。

◆学科試験要項
● 出題数：選択解答式 80問（マークシート）　（アロマテラピーインストラクター資格取得者・・・
選択解答式 45問）
●試験時間：80分（アロマテラピーインストラクター資格取得者・・・60分）
●出題範囲：共通カリキュラム（P. 21～ 35）、アロマセラピスト独自カリキュラム（P.48 ～ 70）
　 （アロマテラピーインストラクター資格取得者・・・アロマセラピスト独自カリキュラム（P.48
～ 70））

●受験料：5,140円（税込）

◆アロマセラピスト必須履修科目履修証明書について
●必須履修科目受講修了後に、認定校より発行されます。
●アロマセラピスト必須履修科目履修証明書（以下、履修証明書）の有効期限は履修修了日から
　10年間です。
●有効期限切れの場合は、必須履修科目を受講のうえ、履修証明書の再提出が必要です。
●AEAJに提出後、有効期限内であれば履修証明書の再提出は必要ありません。

◆受験申し込み方法
＜受験料の振込＞　受付締め切り日厳守
  申込期間内に受験料をお振り込みください。お振り込み方法はAEAJ公式サイト、機関誌最新
号にてご確認ください。

＜履修証明書の提出＞　受付締め切り厳守※当日消印有効
●認定校に履修証明書の発行を依頼してください。
●履修証明書の本人記入欄に必要事項をご記入のうえ、申込期間内にAEAJ事務局へご郵送くださ
　い。
書類送付先
●P.3をご参照ください。

3アロマセラピスト資格取得について

アロマセラピスト学科試験について …………………………… P.14 ～ 15
アロマセラピスト実技試験／カルテ演習ついて ………………… P.16 ～ 17

認定校で実技カリキュラムを受講されない方（直接受験） …… P.17
認定校で実技カリキュラムを受講される方 …………………… P.16

目次

アロマセラピスト学科試験について

3-A
3-B

3-B②
3-B①

3-A
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◆学科試験合格までの流れ

※Ⅰ 必須履修科目のみのコースを開講し
ているかどうかは、直接認定校へお
問い合わせください。

※Ⅱ P.14 参照
  試験日の約 5日前までに受験票を発

送します。

※Ⅲ 試験日の約1カ月後に発送します。

※Ⅵ 結果通知に学科有効期限の記載があり
ます。

認定校で標準カリキュラム
（146 時間）を修了

認定校で必須履修科目
（30時間）のみを修了

　　　AEA Jに受験申し込み　　※Ⅱ

試験受験

　　　学科の結果通知が受験者に届く　　※Ⅲ

学科合格者は合格から 2年 2カ月以内に、
トリートメント実技試験の合格およびカルテ演習を修了　　※Ⅳ

※Ⅰ
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◆実技試験／カルテ演習要項
アロマセラピスト学科試験合格者は学科試験合格後、2年 2カ月以内にトリートメント実技試験
に合格、およびカルテ演習を修了し資格申請をしてください。学科試験合格の有効期限は学科試
験結果通知に記載があります。
※2年 2カ月以内に完了されない場合、アロマセラピスト学科試験合格が無効となりますのでご注意ください。

●トリートメント実技試験、カルテ演習の内容に関しましてはP.72 ～をご覧ください。
●認定校で実技カリキュラムを受講される方は3-B①（下記参照）、受講されない方は直接受験
 となりますので 3-B②（P.17）をご参照ください。

◆アロマセラピスト資格登録手続きについて
● 資格登録認定料 10,260円（税込）のお振り込みが必要です。（結果通知に登録のご案内が同封
されています）

トリートメント実技試験は実技カリキュラムを受講された認定校に受験申し込みを行ってくださ
い。実技カリキュラムを受講された認定校でトリートメント実技試験の受験およびカルテ演習を
修了してください。

◆認定校での実技試験／カルテ演習、資格認定までの流れ

資格申請受付期間：毎年7月1日～8月末日、1月1日～2月末日　※消印有効

　トリートメント実技試験に合格およびカルテ演習を修了　※Ⅰ

認定校にて、トリートメント実技試験を受験
およびカルテ演習を実施

　　　認定校がAEAJ に資格申請を行う　※Ⅱ

　　結果通知が受験者に届く　※Ⅲ

　　資格登録手続き　※Ⅳ

　　アロマセラピスト資格取得　※Ⅴ

カルテ演習実技試験

アロマセラピスト実技試験／カルテ演習ついて3-B

認定校で実技カリキュラムを受講される方3-B①

※Ⅰ 実技試験の実施日およびカルテ受付締め切り日は
認定校により異なります。認定校へ直接お問い合
わせください。

※Ⅱ 上記受付期間内に、認定校はAEAJへ資格申請を
行ってください。

※Ⅲ 受付期間終了後、約 2カ月後に発送予定

※Ⅵ 資格登録手続きは上記をご確認ください。

※Ⅴ 「認定証」、「資格認定カード（写真入り）」がお手
元に届きます。

1  資格取得の流れ
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◆受験申し込み方法
＜受験料の振込＞　
 申込期間中に郵便局・ゆうちょ銀行専用の「払込取扱票」で、受験料をお払い込みください。

　　1. 受験料
●トリートメント実技試験：51,408 円（税込）
●カルテ演習：51,408 円（税込）　 
※同時に申し込みの場合、受験料は 102,816 円（税込）となります。

　　2. 払込取扱票記入内容
口座番号：00180 ‐ 7 ‐ 537756
加入者名：公益社団法人 日本アロマ環境協会
※通信欄に下記３項目を明記のこと
　・受験項目（実技試験、カルテ演習、実技試験およびカルテ演習）　・会員番号　・氏名
＜提出書類＞　※願書はコピー、またはAEAJ 公式サイト「会員専用ページ」内よりダウンロードしてご使用ください。

　　1. トリートメント実技試験受験希望の方
●トリートメント実技試験願書（P.18）

　　2. カルテ演習希望の方
●カルテ演習願書（P.19）　●カルテ演習用カルテ 30 ケース
提出されたカルテは返却いたしません。必ずコピーをご提出いただき、原本は結果通知が届くまでお手元に保管してください。
（個人情報の取り扱いには十分ご注意ください）

上記 1および 2を同時期に申し込むことも、別々の時期に申し込むことも可能です。
　　書類送付先
●P.3をご参照ください。

◆直接受験での実技試験／カルテ演習、資格認定までの流れ

　　　受験申込期間：毎年7月1日～7月末日、1月1日～1月末日　※消印有効 
　　　試験実施期間：毎年7月1日～8月末日、1月1日～2月末日 

認定校で実技カリキュラムを受講されない方（直接受験）3-B②

認定校がAEAJに結果を通知する

AEAJにカルテ演習の申し込み
を行いカルテを提出

AEAJに実技試験の
受験申し込みを行う

AEAJによる書類審査

　　結果通知が受験者に届く　※Ⅲ

　　資格登録手続き　※Ⅳ

　　アロマセラピスト資格取得　※Ⅴ

認定校にて、
カルテ演習を実施

認定校にて、
実技試験実施

※Ⅰ 受験申込方法は上記をご確認ください。　　　　　
学科に合格していることが必須です。

※Ⅱ トリートメント実技試験、カルテ演習はAEAJが
指定した認定校で実施します。

※Ⅲ 受験申込期間終了後、トリートメント実技試験は
受験後約 1カ月、カルテ演習は約 2カ月後に発送
予定

※Ⅵ P.16 参照

※Ⅴ 「認定証」、「資格認定カード（写真入り）」がお手
元に届きます。

※Ⅰ ※Ⅰ

※Ⅱ ※Ⅱ
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■アドバイザー標準カリキュラム

■インストラクター標準カリキュラム

■アロマセラピスト標準カリキュラム

学習科目 学習科目管理学習時間 管理学習時間

管理学習時間学習科目

アロマテラピーアドバイザーについて
（精油の安全性含む）

アロマテラピー関連法規 顔面の皮膚科学 P.56～

解剖生理学 P.48～

3 時間

3時間

3時間以上

2時間以上

4時間以上

3時間以上

13時間以上

2時間以上

5時間以上

2時間以上

2時間以上

7時間以上

7時間以上

6時間以上

2時間以上

5時間以上

3時間以上

86時間以上

50時間以上

10時間以上

60時間以上

146 時間以上

20時間以上

1時間以上

9時間以上

1時間以上

1時間以上

2時間以上

5時間以上

2時間以上

2時間以上

7時間以上

7時間以上

6時間以上

5時間以上

48時間以上

公益社団法人 日本アロマ環境協会 衛生学 P.58～

アドバイザー合計時間数 ボディトリートメント理論
 P.60～

フェイストリートメント理論
 P.63～

ケーススタディ P.71～

基材論 P.25～

健康学 P.28～

メンタルヘルス P.31～

ホスピタリティとコミュニケーション
 P.33～

精油学総論 P.21～

精油学各論 P.24～

アロマテラピー利用法 P.27～

コンサルテーション理論 P.67～

コンサルテーション実技 P.67～

カルテ作成指導 P.72～

学科合計

ボディトリートメント実技 P.77～

フェイストリートメント実技
 P.82～

実技合計

アロマセラピスト合計時間数

アロマテラピーの歴史 P.36～

解剖生理学 P.38～

タッチング論 P.42 ～

ボランティア論 P.44 ～

基材論 P.25 ～

健康学 P.28 ～

メンタルヘルス P.31 ～

ホスピタリティとコミュニケーション 
P.33 ～

精油学総論 P.21～

精油学各論 P.24～

アロマテラピー利用法 P.27～

アロマテラピー教育 P.46～

インストラクター合計時間数

枠内は必須履修科目

2　標準カリキュラム一覧
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1精油
到達目標
AEAJの精油の定義、植物にとっての芳香物質、精油の特性、精油の基本情報などの概
要を理解する。

精油の定義
精油（エッセンシャルオイル）は、植物の花、葉、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから抽出
した天然の素材で、有効成分を高濃度に含有した揮発性の芳香物質です。各植物によって特有
の香りと機能をもち、アロマテラピーの基本となるものです。

植物にとっての芳香物質
 ■芳香物質の役割
  ○誘引作用　○忌避作用　○抗菌作用　○冷却作用
   ※その他植物にとって芳香物質は、生理活性物質として働く。

 ■植物の代謝
  ○代謝　○一次代謝産物　○二次代謝産物
 ■芳香物質の分泌部位
  ○油細胞　○腺細胞　
 ■芳香物質と精油
  ○芳香物質　○芳香成分

精油の特性
  ○芳香性　○揮発性　○親油性　○引火性
  ○比重　
  ○植物性油脂との違い
 
精油の品質管理
  ○保存期間　○保管場所　○保管容器

精油の作用
   ※『アロマテラピー検定公式テキスト』「精油の作用」を学習する。

精油学総論

カリキュラムの目的

アロマテラピーの実践のために精油の基本的な事柄を理解する。

AEAJの精油の定義とアロマテラピーの専門家として求められる精油の基礎知識を学習する。

■ 要 旨 ■

学 習 内 容

3　アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト共通カリキュラム
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3  共通カリキュラム

精油の基本情報（以下の項目を学ぶ）
 ■植物名
 ■和名
 ■学名
  ○構成（二名法）…属名と種小名　○言語　○学名の目的　○提唱者
 ■科名
 ■種類
  ○草本類（一年草、二年草、多年草）　○木本類（低木、高木）
 ■産地
 ■抽出部位
 ■精油製造法
 ■成分
  ○主成分　○特徴成分

2精油の伝達経路
到達目標
精油の伝達経路と心身への作用、注意点を理解する。

伝達経路
  ■嗅覚から脳に伝わる経路
  ■血液循環により全身に伝わる経路
   ○皮膚　○呼吸器　○消化器

3精油の製造法
到達目標
精油製造法の種類、工程、その過程で得られるものを学習し、精油製造法により製造さ
れる精油成分に違いがあることを理解し精油を適切に扱える。

精油製造法の種類
   ○水蒸気蒸留法
   ○圧搾法
   ○油脂吸着法…温浸法（マセレーション）と冷浸法（アンフルラージュ）
   ○揮発性有機溶剤抽出法
   ○超臨界流体抽出法

精油製造法により得られるもの
   ○精油
   ○アブソリュート、レジノイド、エキストラクト
   ○精油を製造する過程で得られるもの…コンクリート、ポマード
   ○精油とともに得られるもの…芳香蒸留水
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4精油の化学
到達目標
有機化学の基本、それぞれの精油に含まれる芳香成分の分類と、その特徴を理解するこ
とで精油を安全に使用できる。

化学の基礎
  ○原子　○分子　○炭化水素　○有機化合物　○分子式と構造式

精油成分の構造による分類とその特徴
  ○鎖状骨格と環状骨格　○脂肪族系化合物
  ○テルペン系化合物…イソプレン
　　 　モノテルペン、セスキテルペン、ジテルペン
  ○芳香族系化合物…ベンゼン環

精油成分の官能基による分類とその特徴
  ○官能基　○炭化水素類　○アルコール類　○フェノール類　○アルデヒド類　○ケトン類
  ○エステル類　○オキサイド類　○ラクトン類

5 精油の成分変化
到達目標
精油の成分変化について理解し適切に扱える。

成分変化
 ■成分変化の要因となる化学反応
  ○酸化　○加水分解　○重合

6精油の安全性
到達目標
精油を使用する際に起こりうる危険性を理解し安全にアロマテラピーを実践する。

精油の安全な使用のために知っておきたいこと
  ○皮膚刺激　○粘膜刺激　○皮膚感作　○光毒性　○経口毒性　○経皮毒性
  ○パッチテスト　○応急手当　○注意すべき対象

7その他の用語
到達目標
精油に関わる用語を理解する。

  ○分別蒸留（分留）　○脱フロクマリン工程　○脱テルペン工程　○収油率　○ケモタイプ　
  ○保留性　○ノート　○ブレンド　○クエンチング効果　○シナジー効果
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3  共通カリキュラム

精油学各論

カリキュラムの目的

アロマテラピーの実践のために各々の精油の特徴を理解する。

1精油 30種類とその基本情報
 到達目標
30種類の精油すべての基本情報を理解する。30種類の精油の香りを体感するとともに、
香りの感じ方の個人差を十分把握し第三者に精油の特徴を伝えることができる。

※ 精油の種類はアロマテラピー検定公式テキストに準ずる。（2015 年度改訂版の検定テキストよりサンダルウッ
ド・インド、サンダルウッド・オーストラリアはサンダルウッドに統一予定）

精油の基本情報（精油 30 種類を対象として以下の項目を学ぶ）
 ■植物名
 ■和名
 ■学名
 ■科名
 ■種類
  ○草本類（一年草、二年草、多年草）　○木本類（低木、高木）
 ■産地の例
 ■抽出部位
 ■精油製造法
 ■成分
  ○主成分　○特徴成分
 ■特徴
 ■使用上の注意 

学 習 内 容

アロマテラピーインストラクター試験、アロマセラピスト試験の対象となる30種類の精油についての基本
情報を学習する。また30種類の香りを体感するとともに、他者との感じ方の違いについて理解する。

■ 要 旨 ■

イランイラン

クラリセージ

ジャスミン

ティートリー

フランキンセンス（オリバナム / 乳香）

ベンゾイン（安息香）

ラベンダー

ローズオットー

オレンジ・スイート

グレープフルーツ

ジュニパーベリー

ネロリ

ベチバー

ミルラ（マー / 没薬）

レモン

ローズマリー

カモミール・ジャーマン

サイプレス

スイートマージョラム

パチュリ

ペパーミント

メリッサ（レモンバーム）

レモングラス

カモミール・ローマン

サンダルウッド

ゼラニウム

ブラックペッパー

ベルガモット

ユーカリ（ユーカリプタス）

ローズアブソリュート

24



1植物性油性基材
 到達目標
植物性油性基材の分類、脂肪酸、植物性油性基材の特徴、品質管理などについて理解する。

植物性油性基材の分類
 ■油脂
 ■ロウ（ワックス）
 ■炭化水素
 

脂肪酸
 ■飽和脂肪酸
 ■単価不飽和脂肪酸
 ■多価不飽和脂肪酸
 ■乾性油、半乾性油、不乾性油

皮膚への浸透と吸収
 ■浸透と吸収

植物性油性基材の成分変化
 ■酸化
 ■品質管理
  ○保存期間、保管場所、保管容器

 ■未精製油、精製油

学 習 内 容

アロマテラピーインストラクター試験、アロマセラピスト試験の対象となる12種類の植物性油性基材とそ
の他の基材について、分類や特徴などを学習する。

■ 要 旨 ■

基材論

カリキュラムの目的

基材とは何かを学び、各々の基材の特徴を理解しアロマテラピーの実践に
活用できる。
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3  共通カリキュラム

2植物性油性基材12種類
 到達目標
植物性油性基材12種類について基本情報を理解し使用目的にあわせた選択ができる。

植物性油性基材 12 種類

植物性油性基材の基本情報
 ■植物名
 ■科名
 ■抽出部位
 ■分類
 ■主な脂肪酸と特徴的脂肪酸
 ■特徴的成分
 ■特徴および使用上の注意

3その他の基材
 到達目標
その他の基材の特性や使用方法を理解し使用目的にあわせた選択ができる。

その他の基材の特性および使用方法 

アボカド油

ココナッツ油（ヤシ油）

植物性スクワラン

ツバキ油（カメリア油）

エタノール（エチルアルコール）

ハチミツ

水

天然塩

芳香蒸留水

クレイ

グリセリン

重曹

ミツロウ

クエン酸

オリーブ油

セサミ油（ゴマ油）

スイートアーモンド油

ホホバ油

グレープシード油（ブドウ種子油）

小麦胚芽油（ウィートジャーム油）

月見草油（イブニングプリムローズ油）

マカデミアナッツ油
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アロマテラピー利用法

カリキュラムの目的

各々の利用法を理解し精油の選択を含むアロマテラピー利用法を実践、体
感する。

1アロマテラピー利用法
 到達目標
基本的なアロマテラピーの利用法と手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管ま
での流れを実践しさまざまなアロマテラピーを学習する。

各実習で学習する項目
 ■正しい行い方、作製方法の理解
 ■精油、基材、器具の準備と使用法、注意事項など
 ■精油や基材の使用量や濃度
  ○トリートメントオイルの精油の希釈濃度は、ボディ用 1％※以下、フェイス用 0.1％～ 0.5％※以下。
   ※ ただし、使用に際しては、クライアントの体調・感受性・スキンタイプ、加えて、使用部位（皮膚の薄い部分）・使用する

時間帯・季節に応じて、精油の希釈濃度を決定してください。特にフェイスに使用する際は、低濃度から使用するように

してください。

 ■衛生管理
  ○容器や器具の洗浄と消毒　○手指の洗浄

 ■作製物の使用上の注意、保管方法、保存期間
 ■関連法規
 ■自己責任の原則
 ■周囲への配慮
 ■体調、香りの好み、体質などへの配慮
 ■環境への配慮
 ■心身への作用 

実習 14 項目
 ①芳香浴法　ルームスプレー
 ②沐浴法　全身浴法
 ③沐浴法　半身浴法
 ④沐浴法　手浴法
 ⑤沐浴法　足浴法
 ⑥吸入法　蒸気吸入法
 ⑦湿布法　温湿布法

学習内容

アロマテラピー検定公式テキストに記載されているアロマテラピー利用法を実習する。

 ⑧湿布法　冷湿布法
 ⑨トリートメント法　セルフトリートメント
 ⑩スキンローション
 ⑪トリートメントオイル
 ⑫ミツロウクリーム
 ⑬クレイパック
 ⑭バスソルト

■ 要 旨 ■

27



3  共通カリキュラム

カリキュラムの目的

アロマテラピーを実践するうえで一般的な健康の概念を理解する。

1栄養
 到達目標
健康管理につながる栄養の基礎知識を理解する。

栄養素
 ■６つの栄養素とその機能
  ○熱量素と保全素
  ○糖質　○タンパク質　○脂質　○ビタミン　○ミネラル　○食物繊維 

食生活と疾病予防
 ■食事療法

2運動
 到達目標
健康管理につながる運動の基礎知識を理解する。

運動の種類と効果
 ■有酸素運動（エアロビクス）
 ■無酸素運動（アネロビクス）

運動の効果
 ■心身への効果
 ■消費カロリー

運動と疾病予防
 ■運動療法

学 習 内 容

アロマテラピーを実践するうえで、一般的な健康の概念について理解しておくことが求められる。アロマ
テラピーは、自分自身の生活を見直すことも含めて健康にアプローチする自然療法である。アロマテラピー
の現場で健康管理に役立つ実践的な知識を学習する。

健康学

■ 要 旨 ■
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3休養
 到達目標
疲労と休養の基礎知識を理解する。

疲労について
 ■身体的疲労と回復
 ■精神的疲労と回復
 ■疾病による疲労

休養の種類
 ■消極的休養とその効果
 ■積極的休養とその効果

睡眠のメカニズム
 ■睡眠のメカニズムと役割
 ■睡眠のパターン　
  ○レム睡眠（Rapid Eye Movement）
  ○ノンレム睡眠（Non Rapid Eye Movement）

睡眠
 ■睡眠の質
 ■睡眠とサーカディアンリズム
 ■不眠の原因と対策

4健康管理
 到達目標
肥満、嗜好品、生活習慣病、女性の健康に関わる基礎知識を理解する。栄養、運動、休
養で学習した知識をふまえて、具体的な健康管理を考える。

肥満
 ■内臓脂肪型肥満、皮下脂肪型肥満
 ■基礎代謝量
 ■ BMI
 ■メタボリックシンドローム

嗜好品
 ■カフェインの影響
 ■アルコールの影響
 ■タバコの影響
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3  共通カリキュラム

疾病とその予防
 ■日常生活の不調・不定愁訴　
 ■生活習慣病とその原因
  ○動脈硬化　○高血圧　○脂質異常症　○糖尿病
 ■その他の疾病
  ○虚血性心疾患　○脳血管疾患　
 ■疾病予防と生活習慣

女性の健康
 ■女性の性周期とホルモンの関わり
  ○卵巣周期　○子宮内膜周期
  ○卵胞刺激ホルモン（FSH）　○黄体形成ホルモン（LH）
  ○卵胞ホルモン（エストロゲン）　○黄体ホルモン（プロゲステロン）
 ■女性の不調
  ○月経前症候群（PMS）　○月経困難症　○貧血　○骨粗しょう症　○便秘
  ○更年期と不定愁訴　○閉経後の問題
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カリキュラムの目的

アロマテラピーを実践するうえで一般的なメンタルヘルスとストレスの概
要を理解する。

1ストレスとメンタルヘルス
 到達目標
ストレスの基礎知識とメンタルヘルスについて理解する。

ストレスの基礎知識
 ■ストレスとストレッサー
　  ◯ストレスのメカニズム
　  ◯ハンス・セリエ「汎適応症候群（ストレス学説）」

 ■ストレスの原因
  ◯物理的要因
   ・自然環境によるもの
    光、音、温度、湿度、放射線、風など
　  ◯化学的要因
　　  ・体内に取り込まれる化学物質によるもの
    薬物、タバコ、食品添加物、栄養の過不足など
　  ◯生物学的要因
　　  ・非自己が体内に侵入することによるもの
    細菌、ウイルス、カビ、ダニ、花粉など
　  ◯社会的要因
　　  ・社会との関わりによるもの
    ▷場によるもの
　　　　  家庭、学校、職場、地域など
    ▷時間によるもの
     幼児期、青年期（思春期）、成年期（更年期）、老年期に分けられ、社会との関わりや役割
     の変化に応じて起こるもの
　  ◯心理的要因
   ・自己の精神的な状態によるもの
    不安、緊張、怒りなど
　  ◯身体的要因
　　  ・自己の身体的な状態によるもの
    疲労、不眠、健康障害など
 ■ストレス反応
　  ストレスにより交感神経が優位となり心身に起こる変化。
　  副腎髄質からアドレナリン、副腎皮質からは糖質コルチコイドが分泌される。ストレス反 
  応が強くなり長く続くことで身体の変化、心の変化、行動の変化が生じる。
　  ◯身体の変化　◯心の変化　◯行動の変化

学 習 内 容

メンタルヘルスやストレスについてその基本的な知識を学習する。

メンタルヘルス

■ 要 旨 ■
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3  共通カリキュラム

 ■ストレス耐性
　  ストレスに対する抵抗力。
　  ストレス耐性には個人差があり状況によって変化する。
 ■ストレスと恒常性
　  ◯自律神経系、内分泌系、免疫系との関わり

メンタルヘルス
 ■メンタルヘルスとは心の健康を保つことである。心の健康は周囲の環境や年齢気質などと

関わり、また身体の健康とも深く関わっている。2011 年 7 月厚生労働省は、国の医療対策
で重点をおいているがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の「4大疾病」に近年患者数が増
加している精神疾患を追加し「5大疾病」とする方針を発表した。また、2006 年の「労働
者の心の健康の保持増進のための指針」（メンタルヘルス指針）に基づき、職場ではメンタ
ルヘルス対策が推進されている。心の健康にはストレスが大きく影響し、メンタルヘルスに
はストレスケアが欠かせない。　

2ストレスケア
 到達目標
健康に生活するためのストレスケアと必要性を理解する。

ストレスによる問題
 ■社会生活への問題
 ■病気の発症

ストレスの予防と軽減
 ■ストレスケア
　  ◯ストレスを予防、軽減するためには基本的な生活習慣を整えることが大切である。
   ・生活のリズムを保つ
   ・睡眠を十分にとる
   ・バランスのとれた食事をとる
  ◯強くストレスを感じたらより早いタイミングでのセルフケアを心掛けるとよい。
   ・ストレッサーを取り除く、軽減する
   ・リフレッシュなど気分転換をはかる
   ・リラクセーションをはかる
   ※ストレスケアは治療ではないことを十分理解すること。

3ストレスと疾病
 到達目標
主なストレスによる疾病を理解する。

ストレスに関わる疾病
 ■心身症…自律神経失調症、過敏性腸症候群、過換気症候群、胃潰瘍など　　
 ■神経症性障害…不安障害、適応障害、パニック障害、PTSDなど
 ■気分障害…うつ病、双極性障害など
  ※WHOによる国際疾患分類（ICD-10）に基づく
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カリキュラムの目的

アロマテラピーにおけるホスピタリティとコミュニケーションについて理
解し実践できる。

1アロマテラピーにおけるホスピタリティの考え方
 到達目標
アロマテラピーにおけるホスピタリティについて理解し実践につなげる。

ホスピタリティの語源
ホスピタリティという言葉の語源は、「客人の保護」あるいは、「旅の途中の客人の保護者」と
しての精神を示すラテン語「hospics」だと言われている。現代におけるホスピタリティとは、
人やものごとに対して心をこめてもてなす態度などを表す言葉である。

アロマテラピーインストラクター、アロマセラピストにおけるホスピタリティ
ホスピタリティは、相手と向き合うなかで湧き上がってくる、思いやりや配慮などの自然な行
為である。したがって実践する人によって、さまざまな考え方や表現方法、多様性を持つもの
である。
アロマテラピーにおけるホスピタリティを、空間、行為、マインドの 3つから考える。 
 ■空間
　  ○空間を演出する要素
   採光、音、温度、空間の広さ、インテリア、色、通気性、清潔さ、
   コミュニケーションのはかりやすさ、プライバシーへの配慮 など
 ■行為
　  ○行為における要素
   スムーズな対応、声掛けや言葉掛け、挨拶、誘導、タッチ、
   備品を大切に扱う、全体への対応、個々への対応 など
 ■マインド
　  ○マインドにおける要素
  　・相手に興味、関心をもつ。
  　・ともにアロマテラピーを楽しむ、分かち合う。
  　・ひとりひとりに寄り添う気持ちで相手の立場に立って考え、相手と自分の違いを受け入れる。
  　・自己を犠牲にせず、相手も自分も大切にする など

学 習 内 容

アロマテラピーインストラクター、アロマセラピストに求められるホスピタリティについて学習する。また、
ホスピタリティの実践に必要なコミュニケーションの概要とスキル、種類、心得、注意点について学習する。

ホスピタリティとコミュニケーション

■ 要 旨 ■
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3  共通カリキュラム

2ホスピタリティとコミュニケーション
 到達目標
ホスピタリティを実践するにあたってのコミュニケーションの重要性について理解する。

ホスピタリティとコミュニケーション
アロマテラピーの知識の提供、アロマテラピートリートメント＊の提供において、画一的なサービ
スを超えたホスピタリティが求められている。アロマテラピーインストラクターとして、アロマ
セラピストとして、自分ができることを理解し相手の気持ちと目的に沿ったアロマテラピーを提
供するためには、質の高いコミュニケーションが不可欠である。より良いホスピタリティを実践
するためには、相手を受け入れる、自分を犠牲にせずにホスピタリティを実践する、相手の気持
ちに共感するなど、コミュニケーションが重要な役割を果たしている。

＊アロマテラピートリートメントとはコンサルテーション、トリートメント、トリートメント後のアドバイスなど
を含むものである。

3コミュニケーション
 到達目標
コミュニケーションの概要、コミュニケーションを実践するうえでのスキル、種類、心得、
注意点などについて理解し実践につなげる。

コミュニケーションについて
 ■コミュニケーションとは

人間や動物などが、意思、感情、情報、態度などを受け取り合う、または伝達し合うこと。
コミュニケーションを円滑にすることは、現代社会においてストレスの軽減にもつながる
とも考えられている。

 ■コミュニケーションスキルとは
人間が社会のなかで生きていくために必要なソーシャルスキルのひとつである。
人は、他者と信頼できるコミュニケーションを結ぶことで人格が形成され、セルフケア能
力を高めることができると考えられている。

 ■コミュニケーションの種類と心得
  ○内的なコミュニケーション
  　自分自身に気づくこと
   ・自分を知る
   ・自己信頼
   ・自己尊重
   ・自分に正直であること
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  ○外的なコミュニケーション
  　自分と他者との間のコミュニケーション
   ・言語的なコミュニケーション
    ▷ 相手を尊重する姿勢を持つ
    ▷ 相手を受け入れる（受容する）姿勢を持つ
    ▷ 多様性を受容する
      ▷ 共感する
      ▷ 目的に合った話を心掛ける
      ▷ 重要なことは簡潔に伝える
      ▷ 適切な言葉使いを心掛ける
      ▷ 理解しあうため（意思の疎通をはかるため）に対話を重ねる
      ▷ 問題点だけでなく解決策を話し合う
    ・非言語的なコミュニケーション
      服装、髪型、表情、姿勢、視線、声のトーン、しぐさ、距離感、雰囲気、触覚など
    　　▷ しぐさや表情の変化などにも意識を向ける

 ■コミュニケーションするうえでの注意点
  自分のことも相手のことも考えて、両者にとって最もよい妥協点を見つけることを心掛ける。
  ○相互尊重する
  ○自己責任
  ○攻撃的にならない
  ○感情的にならない
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4　アロマテラピーインストラクター独自カリキュラム

アロマテラピーの歴史

カリキュラムの目的

現代のアロマテラピーに至るまでの芳香植物の利用の歴史を学び、アロマ
テラピーの奥深さや豊かさを知る。

1芳香植物の利用の歴史
 到達目標
時代の流れと地域間のつながりを意識して、植物の香りの利用がアロマテラピーに至る
歴史を理解する。

時代の流れ
 ■先史時代～古代 
 ■中世～近代
 ■現代

地域間のつながり
 ■欧米
 ■西アジア、中央アジア、南アジア
 ■東アジア（日本、中国）

2香料の歴史
 到達目標
香料の発展を中心とした歴史を理解し説明できる。

 ■薫香
 ■ローマ時代の公衆浴場
 ■精油蒸留法の歴史
 ■十字軍の遠征と東西文化の交流
 ■グラースの香水産業

学 習 内 容

アロマテラピーの源流を古代文明までさかのぼって学習する。

■ 要 旨 ■
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 ■合成香料
 ■アロマテラピー
  ○ルネ・モーリス・ガットフォセ　○ジャン・バルネ　○マルグリット・モーリー　　
  ○ジョヴァンニ・ガッティ　○レナート・カヨラ　○パオロ・ロベスティ

3芳香植物と医療
 到達目標
古代から中世、近代と発達してきた医療と自然療法の歴史を理解し説明できる。

 ■芳香植物の利用
  ○ヒポクラテス　○テオフラストス　○ディオスコリデス　○プリニウス　○ガレノス

 ■東洋における伝統医学の発達
　  ○中国の本草学　○インドのアーユルヴェーダ

 ■イブン・シーナー
 ■サレルノ医科大学
 ■ハンガリー王妃の水
 ■ハーバリストたちの活躍
 ■ケルンの水
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4  インストラクター独自カリキュラム

解剖生理学

カリキュラムの目的

恒常性などアロマテラピー教育に関わるために必要な解剖生理学の知識
を理解する。

1身体の発生
 到達目標
細胞の構造と機能、組織、器官、器官系について理解し説明できる。

細胞の基本構造と機能
 ■細胞核
　  ○核小体
   ・RNA（リボ核酸）
　  ○遺伝子
   ・染色質と染色体
   ・DNA（デオキシリボ核酸）の構造と機能
 ■細胞質
　  ○細胞小器官
 ■細胞膜

生命の誕生
 ■受精から着床まで
 ■幹細胞

組織
 ■上皮組織
 ■筋組織
 ■支持組織（結合組織など）
 ■神経組織

器官と器官系
 ■器官
 ■器官系

学 習 内 容

基本的な身体の仕組みと働きについて理解し各器官、各組織が単独で活動するのではなく、巧妙な連携に
よって外界の変化に対して常に恒常性（ホメオスターシス）を保つよう調節され、生命活動を営んでいる
ことを学習する。

■ 要 旨 ■
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2神経系
 到達目標
神経系の構造と機能を理解し恒常性との関わりを説明できる。

神経細胞の構造と機能
 ■ニューロンの構造と機能
 ■シナプス
　  ○構造と機能　○神経伝達物質

神経系の分類
 ■中枢神経
　  ○脳の構造と機能
　　  ・大脳
    ▷皮質と髄質　▷大脳新皮質と大脳辺縁系　▷右脳と左脳　▷脳梁
　　  ・小脳
　　  ・脳幹
    ▷間脳（視床と視床下部）　▷中脳　▷橋　▷延髄
　　　　　※間脳は脳幹に含めない場合がある。
　  ○脊髄の構造と機能

 ■末梢神経と機能
　  ○機能的な分類
　　  ・体性神経…知覚神経、運動神経、混合神経
　　  ・自律神経…交感神経、副交感神経　　
　  ○構造的な分類
　　  ・脳神経　
   ・脊髄神経

3内分泌系
 到達目標
主な内分泌腺とそこから分泌されるホルモンの作用を理解し恒常性との関わりを説明で
きる。

内分泌系の調整機能
 ■ホルモン
 ■視床下部と下垂体
 ■各内分泌腺とフィードバック機構

主な内分泌腺とホルモンおよびその機能
 ■下垂体
　  ◯下垂体前葉とホルモン
　  ◯下垂体後葉とホルモン

 ■主な内分泌腺とホルモン
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4  インストラクター独自カリキュラム

4免疫系
 到達目標
免疫系の仕組みを理解し恒常性との関わりを説明できる。

免疫に関わる細胞や器官の機能
 ■免疫
　  ○自己と非自己

 ■免疫細胞と抗体
　  ○白血球
   ・顆粒球…好中球、好酸球、好塩基球
   ・単球（マクロファージ）
   ・リンパ球…B細胞、T細胞、NK細胞
　  ○抗体
   ・免疫グロブリン５種類

 ■骨髄
 ■胸腺
 ■リンパ液

免疫系の仕組み
 ■非特異的防御機構
 ■特異的防御機構
　  ○液性（体液性）免疫
   ・抗原抗体反応　
  ○細胞性免疫

 ■アレルギーなど免疫の異常

5 嗅覚
 到達目標
嗅覚器官の構造、脳への伝達経路、嗅覚の特殊性を理解し説明できる。

嗅覚の仕組み
 ■嗅覚器官の構造
 ■嗅覚から脳への伝達経路

嗅覚の特殊性
 ■嗅覚の特徴
　  ○順応
　  ○閾値
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6皮膚の構造と機能
 到達目標
皮膚の構造と機能について学び、皮膚の新陳代謝、皮膚の健康、皮膚の付属器官などを
理解し説明できる。

皮膚の構造と機能
 ■表皮の構造と機能
 ■細胞間脂質、NMF
 ■表皮細胞、メラノサイト、ランゲルハンス細胞
 ■真皮の構造と機能
　  ○乳頭層　◯網状層　

 ■皮下組織の構造と機能

皮膚の付属器官とその機能
 ■脂腺
　  ○皮脂腺

 ■汗腺
　  ○エクリン汗腺　○アポクリン汗腺

 ■毛・爪・乳腺

皮膚の新陳代謝
 ■角化
 ■ターンオーバー

皮膚の浸透と吸収
 ■浸透と吸収

7恒常性
 到達目標
恒常性と神経系、内分泌系、免疫系との関わりを理解し説明できる。

 ■恒常性（ホメオスターシス）
 ■視床下部との関わり
 ■下垂体との関わり
 ■自律神経系、内分泌系、免疫系の連携
 ■大脳辺縁系との関わり
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4  インストラクター独自カリキュラム

タッチング論

カリキュラムの目的

アロマテラピーにおけるタッチングの重要性を理解する。

1タッチング
 到達目標
タッチングとその目的を正しく理解し説明できる。

タッチング
 ■タッチングとは、「触れる」という人にとって自然な行為である。
 ■心地よいタッチングにより、心身の健康の維持増進をはかることができる。
 ■医療行為や医業類似行為を目的としない。

タッチングの目的
 ■身体や精神の恒常性の維持と促進
 ■精神的、身体的なリラクセーション、リフレッシュ効果
 ■「触れ合い」という人間の本能的な欲求の充足
 ■心身の安定によるQOL（生活の質）の向上

2タッチングの方法
 到達目標
タッチングによる効果を理解し説明できる。

　　　　　　　

心地よいタッチング
 ■タッチングでは、技術面ではなくホスピタリティが重視される。
　  ○丁寧に触れる。
  ○大切に扱う。
  ○受け手にとっての心地よさを優先する。
   ・受け手の感受性にあわせる。
   ・受け手の健康を損なうことがないように、触れる部位、触れ方などに配慮する。
  ○場所や空間などの環境や、衛生面、モラルに配慮する。

学 習 内 容

タッチングについてその意義や目的などを学ぶ。アロマテラピーの利用法のなかには、湿布法やトリートメ
ント法など「触れる」という行為と直接つながるものが多くある。「触れる」ことが人として自然で大切な
行為であることを学習する。

■ 要 旨 ■
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タッチングによる効果
 ■自分自身に触れる、自分が触れられる場合
　  ○心地よさや安心感を得られる。
　  ○手を通して自分の身体の状態を知覚できる。
　  ○自分に深く意識を向けることができる。

 ■家族や友人などに触れる場合
　  ○受け手に心地よさや安心感を与え信頼関係をもたらす。
　  ○受け手に自分の気持ちを伝える。（非言語的なコミュニケーション）
　  ○受け手の気持ちを感じとる。
 ■アロマセラピストがアロマテラピートリートメント＊の中で触れる場合
　  ○受け手に心地よさや安心感を与え信頼関係をもたらす。
　  ○受け手が自分自身の心身に深く意識を向けることができる。
　  ○アロマテラピートリートメントの質が上がる。

＊アロマテラピートリートメントとはコンサルテーション、トリートメント、トリートメント後のアドバイスな
どを含むものである。

3アロマテラピーにおけるタッチング
 到達目標
アロマテラピーのなかでタッチングはどのように活かされているかを理解し説明できる。

セルフケアとホームケア
 ■湿布法
  ○冷やす、温めるだけではなく、触れるという行為が加わることでリラクセーション効果やリフ 
   レッシュ効果が高まる。

 ■トリートメント法
　  心地よさは、トリートメント技術だけではなくタッチングによってより強く意識される。
　  ○トリートメントの前後に、ゆったりと触れられることによる安心感
　  ○丁寧に触れられることによる満足感
   ※タッチングはアロマテラピートリートメントのなかでも重要な要素の１つである。トリートメントの前後に心地よいタッチ

ングを加えることは、アロマテラピートリートメントをより深く豊かなものにする。ただし、第三者にアロマテラピートリー
トメント行う場合には、タッチングに加えてトリートメント技術が必要となる。AEAJではハンドトリートメント、ボディ
トリートメント、フェイストリートメントなどを第三者に行うための技術を、アロマセラピストのカリキュラム内で学習する。

 ■その他アロマテラピー利用法
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4  インストラクター独自カリキュラム

ボランティア論

カリキュラムの目的

AEAJが考えるボランティアの定義や特性などボランティアの概要を
理解する。

1ボランティアの概要
 到達目標
AEAJが考えるボランティアについて理解し説明できる。

ボランティアの定義
 ■ボランティアとは、「有志」を意味する言葉が語源である。
 ■一般に、社会のなかで仕事や家庭などの通常の人間関係とは別に、地域、団体に対して自 
 　発的（有志）かつ無償の貢献を行うことである。
　  ※その貢献に対して、一部の対価が支払われた場合も含めてボランティアと考えてよい。

ボランティアの特性
 ■自発性…自ら進んで行うことであり、「有志」を意味する。
 ■非営利性…ボランティアは、原則として無償である。
 ■自由で多彩な活動…テーマを自由に選び、多彩な活動内容が設定できる。
 ■対等な関係…行う側と受ける側は、経済的にも、精神的にも対等である。

社会におけるボランティア
 ■社会への参加
　  社会へ参加したいという人の増加とともに、社会的にもボランティアのニーズが増えている。
 ■ボランティアと行政

国や自治体の行政は、「法の下の平等の精神」から、常に「公平性」が問われており、すべ
ての人に法的に平等な対応が求められる。一方、ボランティアは、特性の「自発性」や「自
由で多彩な活動」の見地から、必ずしも平等である必要はなく、ボランティアが自発的に
行える範囲でよい。公平性にとらわれない分、臨機応変な対応も可能となる。したがって、
行政とボランティアは互いに補完的な役割を担うことになる。

ボランティア意識の変遷
 ■「施す」から「ともに生きる」へ
  経済的に裕福な人が貧しい人に「施す」という考え方には、施す側と受ける側の間に、上

下関係が意識されることがあったが、ボランティア意識が社会に浸透していくなかで、と
もに支えあう対等の意識が生まれてきた。

学 習 内 容

AEAJが考えるボランティアの定義や、ボランティアの特性、実践方法について学習し、アロマテラピーと
ボランティア活動について理解する。

■ 要 旨 ■
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 ■行政主導から自発的活動へ
  「社会福祉協議会」などのように、行政主導で組織されたボランティア組織が従来のわが国

のボランティア活動の中心をなしていたが、価値観が多様化し、またインターネットなど
のコミュニケーション手段が発達するなかで、自発的なボランティア活動がさかんになっ
てきた。また、このようななか、NPO（非営利団体）が法制化されるなど、ボランティア
活動の基盤となる組織も充実してきている。

2ボランティアの実践
 到達目標
ボランティア活動の実践について考える。

ボランティアの実践
 ■募集されているボランティア活動に参加する。
　  ボランティア団体が募集しているボランティア活動に参加する。

 ■自らが発信して、受け手を探す。
自ら、地域のミニコミ誌やホームページに掲載したり、仲間と集まってグループを組織し、
受け手に呼びかける。

ともに成長するボランティア
 ■自分の能力や状況にあわせてできることから実践し、ボランティアとしても成長していけ

ばよい。また、受け手の方が、ボランティアの成長を見守ってくれることもある。

経費負担について
 ■小規模なボランティアであれば、ほとんどの場合は経費も自己負担のことが多い。しかし

ながら、受け手によって、または、団体に所属している場合は、団体から何らかの経費が
支給されることもある。経費を受け取ることは、常識的な範囲であれば、非営利性に反す
ることではない。

ボランティア団体
 ■日本でも、NPO（非営利団体）に関する法律が施行されるなど、行政以外の団体がボラン

ティアを組織的に行うケースが増えてきている。ボランティア団体は、同好会的な組織から、
NPO、公益法人など、さまざまな団体が活動、または活動を支援している。

3アロマテラピーとボランティア活動
 到達目標
アロマテラピーを活かしたボランティア活動を知る。

 ■ AEAJ 公式サイト
 ■機関誌
 ■その他
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4  インストラクター独自カリキュラム

アロマテラピー教育

カリキュラムの目的

アロマテラピーインストラクターとして求められることを理解しアロマテ
ラピー教育を実践できる。

1アロマテラピー教育概論
 到達目標
AEAJ認定アロマテラピーインストラクターとして活動するうえで必要とされる事柄を学
習する。講座の企画、準備、実践までの流れを具体的に学習し、授業を行う際に必要な能力、
求められる役割を理解する。

授業準備
 ■企画
  ○対象者、目的、予算、会場、テーマなど
  ○講師としての条件の確認

 ■教案準備
  ○テキスト、レジュメ、参考資料など
  ○形式、安全に対する記述について
　  ○著作権について

 ■実習準備
  ○精油、基材、器具、その他備品など

授業構成
 ■授業計画書の作成
 　内容、流れ、時間配分、各項目の目的、注意事項など

授業の行い方
 ■表現力
 　声、姿勢、服装、話すスピード、表情など

 ■わかりやすさ
 　レベル設定（講師、受講生ともに）、構成力など

学 習 内 容

インストラクターとして安全で豊かなアロマテラピーを社会に対して普及・啓発できる能力を身につける。
AEAJの資格保持者としての責任を理解しアロマテラピーの専門知識を高めるとともに、教育における倫理
性、教育能力、現場管理能力の必要性を理解する。ここでは、主に教育能力と現場管理能力の育成に重点
をおいて、理論とともに実習も取り入れて学習する。

■ 要 旨 ■
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 ■正確さ
 　知識、情報収集能力など

 ■ホスピタリティとコミュニケーション能力
 　公平性、臨機応変な対応など

 ■安全への配慮　　
 ■危機管理
 ■現場管理能力

2 AEAJ認定アロマテラピーインストラクターの心得
 到達目標
AEAJ認定アロマテラピーインストラクターについて理解しアロマテラピーインストラク
ターとしての活動に役立てる。

AEAJ 認定アロマテラピーインストラクターとは
一般のひとびとが家庭や地域社会において、安全で正しく豊かなアロマテラピーを実践できる
ように、必要な知識や方法を専門家として指導できる。地域での文化教室や専門スクールのイ
ンストラクターとして、またはボランティアとして教育活動に携わることに適している。

アロマテラピーインストラクターに求められるもの
 ■ AEAJ およびアロマテラピーの定義を正しく理解した教育内容であること。（アロマテラ 
  ピーの定義、安全性、アロマテラピーに関する保険の理解を含む）
 ■アロマテラピーとそれに関連する分野について情報収集、研究、勉強に努め、より高いア 
  ロマテラピー教育を行えるよう努力をする。（AEAJ に関わる情報を含む）
 ■ アロマテラピーに関わる法律（アロマテラピー検定公式テキスト、アドバイザー認定講習

会テキスト参照）などを遵守し、アロマテラピーを実践する。
 ■ホームケアの提案を行う際には関連法規の遵守、自己責任の原則、使用法、保管法、使用期限、
 　光毒性、その他注意についてなど説明を行い、同意を得ること。
 ■プライバシーへの配慮、個人情報の管理を徹底する。
 ■モラルに反した行動をしない。

3アロマテラピー教育実習
 到達目標
アロマテラピー教育概論に基づいてアロマテラピー教育に関わる実践力を養う。

授業演習
 ■プレゼンテーション、模擬授業など
 ■意見交換
 ■講師からのフィードバック
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5　アロマセラピスト独自カリキュラム

解剖生理学

カリキュラムの目的

アロマテラピートリートメントに関わるために必要となる基本的な身体の
構造と機能を理解し実践に活かす。

1身体の発生
到達目標
細胞の構造と機能、組織、器官、器官系について理解する。

細胞の基本構造と機能
 ■細胞核
　  ○核小体
   ▷ RNA（リボ核酸）
　  ○遺伝子
   ▷染色質と染色体
   ▷ DNA（デオキシリボ核酸）の構造と機能
 ■細胞質
　  ○細胞小器官
 ■細胞膜

生命の誕生
 ■受精から着床まで
 ■幹細胞

組織
 ■上皮組織
 ■筋組織
 ■支持組織（結合組織など）
 ■神経組織

器官と器官系
 ■器官
 ■器官系

■ 要 旨 ■

学 習 内 容

基本的な身体の仕組みと機能について、各器官系に分け学習する。アロマセラピストとしての立場から身
体を観察し、直接触れる機会が多いことから、皮膚、筋肉、骨などの知識も必要となる。各器官が連携し
て恒常性（ホメオスターシス）を保ち、全体として生命活動を営んでいることを学習する。
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2骨格系
到達目標
骨や関節の基本構造と機能、主な骨や関節の位置や名称を学び、安全なアロマテラピー
トリートメントの実践に結びつける。

骨の基本構造と機能
 ■基本構造
 ■機能
 ■代謝

主要な骨格とつながり
 ■体幹の骨
  ○脊柱
   ・椎骨の構造　
   ・頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨
  ○胸郭
  ○骨盤

 ■上肢骨
 ■下肢骨
 ■頭蓋骨
  ○脳頭蓋　○顔面頭蓋

主な関節の種類と構造
 ■関節の種類
  ○球関節（肩関節、股関節など）
  ○鞍関節（拇指の手根中手関節など）
  ○楕円関節（橈骨手根関節など）
  ○蝶番関節（膝関節、橈尺関節など）
  ○車軸関節（上橈尺関節、下橈尺関節など）
  ○平面関節（椎間関節など）
 ■関節の基本構造
 ■関節の動き
  ○屈曲と伸展　○外転と内転　○外旋と内旋

3筋系
到達目標
筋肉の基本構造と機能、主な筋肉の位置や名称を学び、安全なアロマテラピートリート
メントの実践に結びつける。

筋肉の種類
 ■骨格筋、平滑筋、心筋
  ◯横紋筋
  ◯随意筋と不随意筋
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

骨格筋の基本構造と機能
 ■基本構造
  ◯筋線維　◯筋頭、筋腹、筋尾　◯起始と停止（筋の付着部）

 ■機能
 ■筋収縮と弛緩の仕組み
 ■筋疲労
 ■協力筋と拮抗筋
 ■靭帯と腱

主な筋肉と骨格のつながり
 ■体幹の筋肉
 ■上肢の筋肉
 ■下肢の筋肉
 ■頭頸部の筋肉
 ■顔面の筋肉

4呼吸器系
到達目標
呼吸器系の構造と機能、自律神経や全身との関わりを学び、呼吸の基本的な仕組みと役
割を理解する。

呼吸器官の構造と機能
 ■外鼻、鼻腔、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺

呼吸の仕組み
 ■ガス交換
 ■外呼吸と内呼吸
 ■胸式呼吸と腹式呼吸
 ■呼吸に関わる筋肉
  ○肋間筋　○横隔膜

 ■呼吸中枢としての延髄

5 消 化 器 系
到達目標
消化器系の構造と機能、自律神経や全身との関わりを学び、消化と吸収の基本的な仕組
みと役割を理解する。

消化器官の構造と機能
 ■消化管
  ○口腔　○咽頭　○食道　○胃　○小腸　○大腸　○肛門
 ■消化腺
  ○唾液腺　○胃腺　○腸腺　○膵臓　○肝臓　○胆嚢
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消化、吸収、排泄の仕組み
 ■消化の仕組み
  ○化学的消化と物理的消化
 ■吸収の仕組み
  ○栄養素の吸収
  ○肝門脈
 ■排泄の仕組み
  ○便の形成と排泄

6泌尿器系
到達目標
泌尿器系の構造と機能、自律神経や全身との関わりを学び、排泄の基本的な仕組みと役
割を理解する。

泌尿器官の構造と機能
 ■腎臓
 ■尿路
  ○尿管　○膀胱　○尿道

尿の生成と排泄
 ■腎単位（ネフロン）の構造と尿生成の仕組み
 ■体液の恒常性と尿の関わり
 ■排尿の仕組み

7循環器系
到達目標
循環器系の構造と機能、自律神経や全身との関わりを学び、基本的な仕組みと役割を理解する。

循環器官の構造と機能
 ■心臓
  ○冠状動脈

 ■動脈、静脈、毛細血管
 ■リンパ管、リンパ節、扁桃、脾臓、胸腺
 ■主なリンパ節
  ○頸リンパ節　○腋窩リンパ節　○鼠径リンパ節

血液とリンパ液
 ■血液
  ○血球成分と機能
  ○血漿成分と機能
 ■動脈血と静脈血
 ■リンパ液と機能
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

循環の仕組み
 ■体循環
 ■肺循環
 ■血圧、心拍数
 ■リンパ液の流れ

8神経系
到達目標
神経系の構造と機能を学び、恒常性との関わりを理解する。

神経細胞の構造と機能　
 ■ニューロンの構造と機能
 ■シナプス
　  ○構造と機能　○神経伝達物質

神経系の分類　
 ■中枢神経
　  ○脳の構造と機能
　　  ・大脳
    ▷皮質と髄質　▷大脳新皮質と大脳辺縁系　▷右脳と左脳　▷脳梁
　　  ・小脳
　　  ・脳幹
    ▷間脳（視床と視床下部）　▷中脳　▷橋　▷延髄
　　　　　※間脳は脳幹に含めない場合がある。
　  ○脊髄の構造と機能

 ■末梢神経と機能
　  ○機能的な分類
　　  ・体性神経…知覚神経、運動神経、混合神経
　　  ・自律神経…交感神経、副交感神経　　
　  ○構造的な分類
　　  ・脳神経　
   ・脊髄神経
  ○主な神経
   ・肋間神経　
   ・坐骨神経
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9内分泌系
到達目標
主な内分泌腺とそこから分泌されるホルモンの作用を学び、恒常性との関わりを理解する。

内分泌系の調整機能　
 ■ホルモン
 ■視床下部と下垂体
 ■各内分泌腺とフィードバック機構

主な内分泌腺とホルモンの機能　
 ■下垂体
  ◯下垂体前葉とホルモン　◯下垂体後葉とホルモン

 ■主な内分泌腺とホルモン

)免疫系

到達目標
免疫系の仕組みを学び、恒常性との関わりを理解する。

免疫に関わる細胞や器官の機能　
 ■免疫
　  ○自己と非自己 
 ■免疫細胞と抗体
　  ○白血球
   ・顆粒球…好中球、好酸球、好塩基球
   ・単球（マクロファージ）
   ・リンパ球…B細胞、T細胞、NK細胞
　  ○抗体
   ・免疫グロブリン５種類

 ■骨髄
 ■胸腺
 ■リンパ液

免疫系の仕組み　
 ■非特異的防御機構
 ■特異的防御機構
　  ○液性（体液性）免疫
   ・抗原抗体反応　
  ○細胞性免疫

 ■アレルギーなど免疫の異常
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

Q生殖器系

到達目標
生殖器系の基本的な構造と機能、下垂体など内分泌系との関わりを理解する。

生殖器系の構造と機能　
 ■生殖器（男性、女性）
 ■女性の性周期
  ○卵巣周期と子宮内膜周期
  ○排卵と受精
  ○内分泌系との関わり

W感覚器系

到達目標
6つの感覚器の構造と機能を理解する。嗅覚については脳への伝達経路、嗅覚の特殊性
まで理解を深める。

嗅覚の仕組み　
 ■嗅覚器官の構造と機能
 ■嗅覚から脳への伝達経路

嗅覚の特殊性　
 ■嗅覚の特徴
  ○順応　
  ○閾値

その他の感覚器の構造と機能　
 ■触覚
 ■視覚
 ■聴覚と平衡覚 
 ■味覚
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E皮膚の構造と機能

到達目標
皮膚の構造と機能について学び、皮膚の新陳代謝、皮膚の健康、皮膚の付属器官などを
理解する。

皮膚の構造と機能　
 ■表皮の構造と機能
 ■細胞間脂質、NMF
 ■表皮細胞、メラノサイト、ランゲルハンス細胞
 ■真皮の構造と機能
　  ○乳頭層　◯網状層　

 ■皮下組織の構造と機能

皮膚の付属器官と機能　
 ■脂腺
　  ○皮脂腺

 ■汗腺
　  ○エクリン汗腺　○アポクリン汗腺

 ■毛・爪・乳腺

皮膚の新陳代謝　
 ■角化
 ■ターンオーバー

皮膚の浸透と吸収　
 ■浸透と吸収

R恒常性

到達目標
解剖生理学全般と恒常性の関わりについて理解する。

 ■恒常性（ホメオスターシス）
 ■視床下部との関わり
 ■下垂体との関わり
 ■自律神経、内分泌系、免疫系の連携
 ■大脳辺縁系との関わり
 ■各器官系との関わり
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

顔面の皮膚科学

カリキュラムの目的

安全にフェイストリートメントを行うため、皮膚科学を理解し実践につな
げる。

1スキンタイプ
到達目標
スキンタイプの概要について理解する。

スキンタイプ
 ■遺伝的要素や、皮脂分泌量と水分のバランスによる分類
  ◯普通肌（ノーマルスキン）
  ◯乾燥肌（ドライスキン）
  ◯脂性肌（オイリースキン）
  ◯混合肌（コンビネーションスキン）

2皮膚トラブル
到達目標
顔面部に起こりやすい皮膚トラブルの原因や皮膚の状態を理解する。またフェイストリー
トメントを安全に行うために必要な注意についても理解する。

皮膚トラブルの原因や状態
 ■乾燥
 ■皮脂分泌過多
 ■色素沈着（しみ、そばかす）
 ■しわ
 ■くすみ
 ■浮腫
 ■炎症
  ◯顔面痤瘡（にきび） 　◯日焼け
  ◯その他の炎症（アトピー性皮膚炎、刺激性接触皮膚炎、アレルギー性接触皮膚炎など）
 ■その他

■ 要 旨 ■

学 習 内 容

安全なフェイストリートメントを行うために、スキンタイプや皮膚トラブルの原因や状態について学習する。
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3皮膚の構造と機能
到達目標
ボディとフェイスの皮膚の違いを中心に、皮膚の基本構造について理解し実践につなげ
る。

部位による皮膚の違い
 ■ボディとフェイス

皮膚の構造と機能
 ■表皮の構造と機能
 ■細胞間脂質、NMF
 ■表皮細胞、メラノサイト、ランゲルハンス細胞
  ○皮丘と皮溝

 ■真皮の構造と機能
　  ○乳頭層　◯網状層　

 ■皮下組織の構造と機能

皮膚の付属器官とその機能
 ■脂腺
　  ○皮脂腺

 ■汗腺
　  ○エクリン腺　○アポクリン腺

 ■角質器

皮膚の新陳代謝
 ■角化
 ■ターンオーバー

皮膚の浸透と吸収
 ■浸透と吸収
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

衛生学

カリキュラムの目的

アロマセラピストとして必要な衛生管理に関わる基礎知識を理解し実践で
きる。

1有害微生物の種類
到達目標
一般的な有害微生物を理解する。

有害微生物
 ■微生物
 ■有害微生物
 ■有害微生物の種類
  ○ウイルス　○細菌　○真菌　○原虫

2感染
到達目標
感染についての基礎知識、感染経路、一般的な感染症について理解する。

感染に関わる基本用語
 ■感染（顕性感染、不顕性感染）
 ■発症
 ■感染症
 ■日和見感染

感染経路
 ■感染経路の分類
  ◯接触感染（経皮感染と経口感染）
   ・直接接触感染　・間接接触感染
  ◯飛沫感染
  ◯空気感染
   ・飛沫核感染　・塵埃感染

■ 要 旨 ■

学 習 内 容

アロマセラピストとして、アロマテラピートリートメント、トリートメントスペースの管理などを行うため
に必要な衛生管理の基礎知識を学習する。アロマセラピストの衛生意識についても理解する。
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主な感染症

 ■有害微生物による主な感染症とその経路
  ○ウイルス…アデノウイルス感染症（咽頭結膜熱など）、インフルエンザ、
    感染性胃腸炎（ロタウイルス、ノロウイルスなど）、帯状疱疹、麻疹、風疹、
    水痘、流行性耳下腺炎など
  ○細　　菌…MRSA感染症（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症）、腸管出血性大腸菌感染症、
    マイコプラズマ肺炎、結核など
  ○真　　菌…白癬菌症、カンジダ症など
  ○原　　虫…マラリア、トリコモナス膣炎など

 3アロマテラピートリートメントにおける衛生管理
到達目標
アロマテラピートリートメントを行うにあたり、必要な消毒法の基礎知識を理解し実践
できる。

清掃
 ■トリートメントルーム

洗浄
 ■手指
 ■器具
 ■リネン

消毒
 ■主な消毒法
  ○物理的消毒法と効果
   ・日光消毒法、煮沸消毒法、蒸気消毒法、紫外線消毒法など
  ○化学的消毒法と効果
   ・主な消毒薬
   　エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、グルコン酸クロルヘキシジンなど

 ■手指の消毒
 ■ビーカーなど備品の消毒
 ■タオル、室内の消毒
 ■除菌、抗菌、殺菌、滅菌

アロマセラピストとしての衛生意識
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

カリキュラムの目的

ボディトリートメントを行ううえでの基本的な知識を得る。

1ボディトリートメントの目的
到達目標
AEAJのアロマテラピーの定義に基づいたボディトリートメントの目的を理解し実践につ
なげる。

ボディトリートメントの目的
 ■リラクセーションやリフレッシュに役立てる。
 ■美と健康を増進する。
 ■身体や精神の恒常性の維持と促進をはかる。
 ■身体と精神の不調を改善し正常な健康を取り戻す。

2身体の名称と区分
到達目標
身体の名称と区分を理解し実践につなげる。

身体の名称と区分
 ■頭部、頸部
 ■体幹
　  ○胸部　○腹部　○背部　○腰部　○殿部
 ■上肢
　  ○上腕　○前腕　○手根　○手掌　○手背　○手指

 ■下肢
　  ○大腿　○下腿　○足根　○足底　○足背　○足指

■ 要 旨 ■

学 習 内 容

ボディトリートメントを行うにあたり、AEAJが考えるボディトリートメントの理論を学習する。

ボディトリートメント理論
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3ボディトリートメントの基本手技
到達目標
基本手技の名称、方法、目的、ボディトリートメントを行ううえでの注意点を理解し実
践につなげる。

ボディトリートメントの基本手技
 ■軽擦法
  （仏）Effleurage　（英）Stroking
 ■強擦法
  （仏）Friction　（英）Rubbing
 ■揉捏法
  （仏）Petrissage　（英）Kneading
 ■叩打法
  （仏）Tapotement　（英）Patting　（英）Tapping
 ■振せん法
  （仏）Vibration　（英）Vibration
 ■圧迫法
  （仏）Pression　（英）Pressure
 ■運動法
  （英）Movement　　
  ※伸展法は運動法に含まれる（英）Strech

4ボディトリートメントの手技の作用
到達目標
ボディトリートメントの手技による作用を理解する。各々の作用をもたらすための適切
な手技や刺激量について学び実践につなげる。

ボディトリートメントの手技の作用
 ■興奮作用
 ■鎮静作用
 ■反射作用
 ■誘導作用
 ■矯正作用
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

5 ボディトリートメントの作用
到達目標
ボディトリートメントが各組織・器官におよぼす作用について理解し実践につなげる。

ボディトリートメントの作用
 ■神経系への作用
 ■皮膚への作用
 ■筋肉系への作用
 ■骨格系への作用
 ■循環器系への作用
 ■全身への作用
 ■精神への作用

6ボ デ ィ ト リ ー ト メ ン ト の 注 意 事 項
到達目標
注意事項の内容を理解し安全性への意識を高め実践につなげる。

安全面
 ■トリートメントの受け手の健康状態（皮膚の状態や体調など）
  ○禁忌症
  ○行うことのできない状態、部位
  ○注意して行う状態、部位

 ■手技
  ○不快な刺激　
  ○安全面に関わる刺激
  ○危険な行為
 ■衛生管理
  「衛生学」（P.58）を参照

 ■モラル
 ■濃度
  ○ボディ用トリートメントオイルの精油の希釈濃度は、1％※以下。
   ※ただし、使用に際しては、モデルの体調・感受性・スキンタイプ、加えて、使用部位（皮膚の薄い部分）・使用する時間帯・

季節に応じて、精油の希釈濃度を決定してください。

7ボディトリートメントを行う環境
到達目標
安全で心地よいボディトリートメントを行うための環境を理解し実践できる。

環境
 ■照明　　■室温　　■その他
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カリキュラムの目的

フェイストリートメントを行ううえでの基本的な知識を得る。

1フェイストリートメントの目的
到達目標
AEAJのアロマテラピーの定義に基づいたフェイストリートメントの目的を理解し実践に
つなげる。

フェイストリートメントの目的
 ■リラクセーションやリフレッシュに役立てる。
 ■美と健康を増進する。
 ■身体や精神の恒常性の維持と促進をはかる。
 ■身体と精神の不調を改善し正常な健康を取り戻す。

2フェイストリートメントの基本手技
到達目標
基本手技の名称、方法、目的、フェイストリートメントを行ううえでの注意点を理解し
実践につなげる。

フェイストリートメントの基本手技
 ■軽擦法
  （仏）Effleurage　（英）Stroking
 ■強擦法
  （仏）Friction　（英）Rubbing
 ■揉捏法
  （仏）Petrissage　（英）Kneading
 ■叩打法
  （仏）Tapotement　（英）Patting　（英）Tapping
 ■振せん法
  （仏）Vibration　（英）Vibration
 ■圧迫法
  （仏）Pression　（英）Pressure
 ■運動法
  （英） Movement
  ※伸展法は運動法に含まれる（英）Strech

■ 要 旨 ■

学 習 内 容

フェイストリートメントを行うにあたり、AEAJが考えるフェイストリートメントの理論を学習する。

フェイストリートメント理論
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

3フェイストリートメントの手技の作用
到達目標
フェイストリートメントの手技による作用を理解する。各々の作用をもたらすための適
切な手技や刺激量について学び実践につなげる。

フェイストリートメントの手技の作用
 ■興奮作用
 ■鎮静作用
 ■反射作用
 ■誘導作用
 ■矯正作用

4フ ェ イ ス ト リ ー ト メ ン ト の 作 用
到達目標
フェイストリートメントが各組織・器官におよぼす作用について理解し実践につなげる。

フェイストリートメントの作用
 ■神経系への作用
 ■皮膚への作用
 ■筋肉系への作用
 ■骨格系への作用
 ■循環器系への作用
 ■全身への作用
 ■精神への作用

5 頭頸部の筋肉の種類と機能
到達目標
顔面部と頸部の主な筋肉の名称、位置、特徴を理解し実践につなげる。

顔面部と頸部の筋肉
 ■表情筋（顔面筋）
  前頭筋、皺眉筋、鼻根筋、眼輪筋、大頬骨筋、小頬骨筋、口輪筋
 ■咀嚼筋
  側頭筋、咬筋
 ■頸部の筋肉
  広頸筋、胸鎖乳突筋
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6頭 部 の 骨 の 種 類 と 機 能
到達目標
頭部の主な骨の名称、位置を確認する。

頭蓋骨
 ■脳頭蓋
 ■顔面頭蓋

7顔面部の神経の種類と機能
到達目標
顔面部の主な神経の名称、位置、働きを確認する。

顔面部の主な神経
 ■三又神経
 ■顔面神経

8頭頸部のリンパの種類と機能
到達目標
顔面部と頸部の主なリンパ節の名称、位置、機能を理解し実践につなげる。

顔面部、頸部の主なリンパ節
 ■耳下腺リンパ節
 ■顎下リンパ節
 ■頸リンパ節

9フェイストリートメントの基本工程
到達目標
フェイストリートメントで行う基本的な内容と工程について理解し実践につなげる。

基本工程
 ①クレンジング技術（目の周りと唇、顔面全体）
 ②拭き取り（コットン、スポンジ、ホットタオルなど）
 ③フェイストリートメント
 ④整肌（化粧水、クリームなど）
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

)フ ェ イ ス ト リ ー ト メ ン ト の 注 意 事 項

到達目標
注意事項の内容を理解し安全性への意識を高め実践につなげる。

安全面
 ■トリートメントの受け手の健康状態（皮膚の状態や体調など）
  ○禁忌症
  ○行うことのできない状態、部位
  ○注意して行う状態と部位

 ■手技
  ○不快な刺激　
  ○安全面に関わる刺激
  ○拭き取りによる刺激
   ・コットンやスポンジ　
   ・タオル  
  ○危険な行為
 ■衛生管理
  「衛生学」（P.58）を参照
 ■モラル
 ■濃度
  ○フェイス用トリートメントオイルの精油の希釈濃度は、0.1 ～ 0.5％※以下。
   ※ただし、使用に際しては、モデルの体調・感受性・スキンタイプ、加えて、使用部位（皮膚の薄い部分）・使用する時間帯・

季節に応じて、精油の希釈濃度を決定してください。特にフェイスに使用する際は、低濃度から使用するようにしてください。

Qフェイストリートメントを行う環境

到達目標
安全で心地よいフェイストリートメントを行うための環境を理解し実践できる。

環境
 ■照明
 ■室温
 ■その他
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1コンサルテーションの目的
 到達目標
コンサルテーションを行う目的を理解し実践につなげる。

コンサルテーションの目的
  ■受け手がアロマテラピートリートメント＊を受ける動機（主訴）の把握
  ■受け手の状況の把握（健康状態、生活環境、社会環境）
  ■アロマテラピートリートメントの方針や内容の決定
  ■精油や基材選択のための情報収集
  ■アロマテラピーへの理解促進
  ■受け手との信頼関係の構築

＊アロマテラピートリートメントとはコンサルテーション、トリートメント、トリートメント後のアドバイスな
どを含むものである。

2コンサルテーションの心得
 到達目標
コンサルテーションを行うための基本的な姿勢を理解し実践につなげる。

コンサルテーションを行うための基本的な姿勢
  ■傾聴の姿勢
  ■受容と共感
  ■プライバシーの遵守
  ■モラルとホスピタリティ

学 習 内 容

カリキュラムの目的

安全で質の高いアロマテラピートリートメントを行うために必要なコンサ
ルテーションを理解し実践できる。

コンサルテーションの目的と心得、コンサルテーションで必要な質問事項、説明と同意、トリートメント後
のアドバイス、アロマセラピストの心得について学習する。コンサルテーション理論に基づき実践力を身に
つけるための実習を行う。

■ 要 旨 ■

コンサルテーション理論および実技
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

3コンサルテーションにおける質問事項
 到達目標
質問事項の内容とその必要性を理解し実践につなげる。

アロマテラピートリートメントを受ける動機
 ■受け手がアロマテラピートリートメントを受ける動機（主訴）の確認
 ■主訴の詳細（部位、時期、程度、原因など）の確認

受け手の基本情報
 ■氏名、年齢、性別、住所などの連絡先
 ■人物像
  ○身体の特徴　
  ○印象　
  ◯家族構成

 ■生活習慣
  ○食事（食事のバランス、時間帯、偏食など）
  ○睡眠（睡眠時間、睡眠の時間帯、睡眠の質など）
  ○運動（運動の種類、頻度など）
  ○嗜好品（嗜好飲料、アルコール、タバコなど）

　 ■社会歴
  ○職業
   ・現在の仕事内容、過去の仕事内容
   ・職場での人間関係
   ・休日の有無、忙しさなど
  ◯その他（家族、地域）
 ■既往歴（過去の病歴やケガ）
  ○疾病名
  ○時期
  ○現在の状況
   ・通院中（疾病に伴う定期検診を含む）
   ・完治

 ■家族歴（家族や近親者の病歴）
　  ○疾病名　○続柄
 ■アロマテラピーの経験と理解度
  ○アロマテラピーの理解度
  ○アロマテラピー利用法の経験
  ○アロマテラピートリートメントの経験
  ○精油の好み
  ○過去における精油のトラブル
 ■最近の健康状態
  ○自覚している不調（症状、部位、時期、程度、原因など）
  ◯ストレスの程度
  ○アレルギー（種類、程度、受診の有無など）
  ○皮膚の状態（スキンタイプ、皮膚トラブルなど）
  ◯妊娠、妊娠の可能性
  ◯月経（月経周期、月経期の不調、PMSなど）
  ◯前回のトリートメントからの変化や経過
 ■アロマテラピートリートメントを受ける当日の健康状態
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4説明と同意
 到達目標
アロマテラピートリートメントを行う際に必要となる説明と同意の重要性について理解
し実践につなげる。

アロマテラピーで行われる説明と同意
 ■アロマテラピーについての説明と同意
 ■アロマテラピートリートメントについての説明と同意
 ■当日のアロマテラピートリートメントの内容についての説明と同意
  ◯トリートメント（部位、圧、時間、手技、目的など）
  ◯トリートメント以外のアロマテラピー（足浴法、芳香浴など）
  ◯使用する植物性油性基材や精油（濃度、種類、光毒性、皮膚刺激、アレルギーなど）
  ○ホームケアなどのアドバイス（手作り化粧品、沐浴法など）
 ■安全なトリートメントのための説明と同意
  ※「カルテ作成指導」＜協力者の特別条件＞（P.73）を参照

5トリートメント後のアドバイス
  到達目標

トリートメント後のアドバイスの内容、必要性を理解し実践につなげる。
  

トリートメント後のアドバイス

 ■トリートメント中の気づきの報告（身体的特徴、心身の変化など）
 ■生活上のアドバイス
　  ○生活習慣へのアドバイス
　  ○ホームケアの提案
　　 ※ホームケアの提案を行う際には、関連法規の遵守、自己責任の原則、使用法、保管法、使用期限、光毒性、その他注意について
  　など説明を行い、同意を得ること。

 ■アロマテラピートリートメント後の過ごし方
 ■トリートメント後の受け手への安全確認

トリートメント後のアドバイスの必要性
 ■アロマテラピートリートメントの効果を高める。
 ■受け手の不安を解消する。
 ■受け手との信頼関係を構築する。
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

6 AEAJ認定アロマセラピストの心得
  到達目標

AEAJ認定アロマセラピストについて理解しアロマセラピストとしての活動に役立てる。
  

AEAJ 認定アロマセラピストとは

一般のひとびとにトリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できる。プロ
のアロマセラピストとして、またはボランティアとして第三者にアロマテラピーを実践することに適
している。

アロマセラピストに求められるもの

■心身についての知識、精油に関する総合的な知識を持ち、コンサルテーション技術、トリー
トメント技術、生活習慣やホームケアのアドバイスなどが確実に実践できること。
■リラクセーション、リフレッシュ、心身の不調の改善、健康維持と増進など、さまざまな要
求を適切に把握でき、何をすべきかの判断ができること。
■ホリスティックな観点から、生活の質（QOL）の向上に貢献するアロマテラピーとして幅広
く展開できること。

■アロマテラピーに関わる法律（アロマテラピー検定公式テキスト、アドバイザー認定講習会
テキスト参照）などを遵守し、アロマテラピーを実践する。
■プライバシーへの配慮、個人情報の管理を徹底すること。
■モラルに反した行動をしないこと。

7コンサルテーション実習
  到達目標
コンサルテーション理論で学習した内容に基づき実習しアロマテラピートリートメント
における実践力を身につける。
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1ケーススタディの目的
 到達目標
ケーススタディの目的を理解し実践につなげる。

  ■ AEAJ の定義に基づく正しく安全なアロマテラピートリートメントの実践
  ■アロマテラピートリートメントの質の向上

2アロマテラピーによる健康管理、心身の不調の改善法
  ※具体的な方法については試験の対象外とする。

 到達目標
健康について幅広く考え、さまざまなケースを学習するなかでホリスティックなアロマ
テラピートリートメントの実践につなげる。

ケースについて
 ■主訴に応じたケース
 ■受け手の基本情報に応じたケース
　  ◯安全確認、説明と同意が必要なケース
　  ◯感受性や年齢、性格などに応じたケース
 ■その他のケース

各ケースに対して学習する項目
 ■コンサルテーション技術
 ■精油の選択
 ■植物性油性基材の選択
 ■アロマテラピー利用法
 ■アロマテラピートリートメント技術
 ■生活習慣のアドバイス
 ■ホームケアの提案
 ■注意事項

学 習 内 容

ケーススタディ

カリキュラムの目的

さまざまなケースを学習することによって、アロマテラピートリートメン
トの質の向上を目指す。

アロマテラピートリートメントの実践に役立てるために、ケーススタディの目的を理解したうえで、さまざ
まなケースに応じたアロマテラピーやアロマテラピートリートメントの提案、生活習慣へのアドバイスやケ
アの方法を学習する。

■ 要 旨 ■
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

1カルテ作成の目的
 到達目標
カルテ作成の目的を理解し実践につなげる。

アロマテラピートリートメントにおけるカルテとは、アロマテラピートリートメントの内容を 
記録するものである。

 ■カルテ作成の目的
  ○安全なアロマテラピートリートメントが行われたことを確認できる。
  ○行ったアロマテラピートリートメントを客観的に振り返り、質の向上を目指すことに役
  　立てる。
 ■記録について
　  ○正確に記録する。
　  ○わかりやすさを心掛ける。
　  ○個人情報の取り扱いに注意する。

2演習用カルテにおける協力者
 到達目標
アロマテラピートリートメントを受ける協力者の条件を理解する。

アロマテラピートリートメントではトリートメントの受け手のことを「クライアント（依頼者）」
と呼ぶケースが多いが、カルテ演習に協力するという意味で、カルテ演習のなかでは「協力者」
と呼ぶこととする。

協力者への説明と同意
受講生はカルテ演習のためのアロマテラピートリートメントを行う前に、事前に協力者に対して対
象となる協力者の条件、AEAJが定義するアロマテラピー、アロマテラピートリートメントの内容、
AEAJおよびアロマセラピスト資格制度について説明を行い、カルテ演習に協力することへの同意
を得たうえで、承諾書へサインをもらう。 

学 習 内 容

カルテ作成指導

カリキュラムの目的

カルテ作成に必要な事項を理解しカルテ演習につなげる。

アロマテラピートリートメントの記録として適切なカルテを作成するために、カルテ作成の目的、条件、記
録方法などを学習する。

■ 要 旨 ■
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対象となる協力者の条件
 ■健康な 16 歳以上の男女
 ■皮膚に精油と植物性油性基材を使用できる。
 ■伏臥位と仰臥位で 60 分以上のボディトリートメントおよび仰臥位で 10 分以上のフェイス 
  トリートメントを快適に受けることができる。
 ■医師の治療を受けていない。
 ■医師の指示による医薬品を使用していない。
 ■アロマテラピートリートメント当日の健康状態は良好であり、発熱、感染、痛み、運動の 
  制限、皮膚のトラブルなどがない。
 ■妊娠していない。
 ■産後 3ヶ月以上経過している。
 ■カルテ演習への協力に同意し、承諾書および協力者サインへの記入に同意している。

協力者の特別条件
 ■協力者が医師の治療を受けている、または医師の指示による医薬品を使用している場合
  （既往歴による定期検診も同様）

 原則は対象外となるが、担当医師よりアロマテラピートリートメントを受けることが可能で 
 あるという承諾を取ることでカルテ演習の協力者の対象となる。

  ○担当医師への説明と承諾
  　協力者が担当医師にアロマテラピートリートメントの説明を行い担当医師より口頭で承諾を得る。
  ○カルテの記録方法
    カルテにはアロマテラピートリートメントの承諾を受けた日付、医療機関名（または医師名）、

説明した内容、承諾を得たことを記録する。また、承諾に条件がある場合はその内容を記録す
ること。

 ■アロマテラピートリートメント当日の健康状態で、発熱、感染、痛み、運動の制限、皮膚
  のトラブルなどがある場合

原則は対象外となるが、発熱と感染を除き協力者から症状が軽度であるという申し出があり、
以下に示す説明に同意があった場合は、カルテ演習を行う協力者の対象となる。

   ○協力者への説明と同意
    受講生は協力者へ以下に示すアロマテラピートリートメントの内容を再度説明し同意を得て行 
    う。

    ・アロマテラピートリートメントはリラクセーションを目的としていること。
    ・60 分以上の伏臥位と仰臥位のアロマテラピートリートメント（ボディ）、または 70 分以上の 
    　伏臥位と仰臥位のアロマテラピートリートメント（ボディとフェイスの両方）であること。
    ・精油と植物性油性基材を使用すること。
    ・軽擦法・揉捏法・強擦法などの手技を用いるものであること。
   ○カルテの記録方法
    協力者から症状が軽度であるとの申し出があったこと、説明の内容と同意を得たことを記録する。
    また、同意（承諾）に条件がある場合はその内容を記録すること。
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

3演習用カルテの提出カルテ数および対象人数
提出カルテ数
 ■ アロマテラピートリートメントのカルテを合計で 30ケース提出すること。
  ○ 30 ケースのうち、ボディとフェイスの両方を行ったカルテは 10 ケース以上とする。
  ○ 1 回のトリートメントを 1ケースとする。
  ○フェイストリートメントのみのカルテは対象としない。

対象人数
 ■  6 名以上の協力者を対象とすること。
  ○ 6 名のうち、ボディとフェイスの両方を行ったケースは 3名以上とする。
  ○協力者 1名あたりのケースは 10 ケース以下とする。

4演習用カルテにおけるアロマテラピートリートメントの条件
 到達目標
カルテ演習におけるアロマテラピートリートメントの条件を正しく理解し実践につなげ
る。

 ■資格マニュアルに基づいたアロマテラピートリートメントであること。
 ■アロマテラピートリートメントの総所要時間（コンサルテーションなどを含めたすべての時
 　間）は、ボディ 60分以上、ボディとフェイス 70分以上であること。
 ■伏臥位と仰臥位によるアロマテラピートリートメントであること。側臥位、座位は対象とし
　ない。（フェイストリートメントは仰臥位のみ。）

 ■「ボディトリートメント実技」（P.78）、「フェイストリートメント実技」（P. 83）で示す、す 
　べての部位を満たすアロマテラピートリートメントであること。部位のうち 1カ所でも欠い 
　た場合は認められない。頭部へのアロマテラピートリートメントは対象としない。

 　○例外としての条件
  ・ボディトリートメント実技
  　アロマテラピートリートメント当日に傷や不調箇所があった場合、伏臥位全体の 5分の 4、仰 
 　臥位全体の 5分の 4を超えて行える場合は対象とする。ただし、ひとつの部位を全く行わない 
 　ことは対象としない。

  ・フェイストリートメント実技
  　部分トリートメントは認めない。
 ■トリートメントオイルを使用していること。

トリートメントオイルは精油と植物性油性基材を用いて、ボディ用は１％※以下、フェイス
用は 0.1 ～ 0.5％※以下の希釈濃度で受講生自身が作製する。市販のマッサージオイルなどは
対象としない。
※ ただし、使用に際しては、協力者の体調・感受性・スキンタイプ、加えて、使用部位（皮膚の薄い部分）、使用する時間帯・
季節に応じて、精油の希釈濃度を決定してください。特にフェイスに使用する際は、低濃度から使用するようにしてください。

 ■トリートメントオイルに使用する精油は「精油学各論」（P.24）で取り上げられた30種類から 
　選択し、植物性油性基材はオリーブ油、グレープシード油、スイートアーモンド油、ホホバ 
　油、マカデミアナッツ油のいずれかを使用する。グレープフルーツ精油、ベルガモット精油、 
　レモン精油の使用の際は、事前に光毒性の可能性について説明し、同意を得てからアロマテ 
　ラピートリートメントを行うこと。

 ■フェイストリートメントを行う場合は、事前にクレンジングをした状態で行うこと。
 ■アロマテラピートリートメントは安全に行われることを最優先とし、協力者の負担にならな 
　いように注意すること。同じ協力者に対するトリートメントは 1日 1回とすること。
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5 演習用カルテの記録項目
  到達目標

演習用カルテに記載する項目について理解し実践につなげる。
  

協力者シート

 ■協力者名、性別、生年月日、年齢、住所などの連絡先
 ■初回年月日、アロマテラピートリートメント期間（●年●月●日～●年●月●日）、
 　回数（全●回）

 ■協力者に関する事柄
  ○人物像、生活習慣、社会歴、既往歴、家族歴、アロマテラピーの経験と理解度、最近の健康状
  　態など

アロマテラピートリートメントシート

 ■協力者名
 ■回数（第●回目）、実施日、総所要時間（●時●分～●時●分、計●分）、行った場所
 ■本日の主訴・詳細
 ■本日のアロマテラピートリートメントの目的
 ■トリートメントオイル
 　精油名と使用滴数、精油の選択理由、植物性油性基材名と使用量、希釈濃度

 ■トリートメント以外に行ったアロマテラピー利用法
 　利用法の名称、精油名※と使用滴数、範囲または部位、時間（計●分）

※ 精油は「精油学各論」（P.24）で取り上げられた 30 種類から選択する

 ■本日の健康状態・詳細
 ■トリートメントの内容
 ■トリートメント後の見解
 ■協力者の感想
 ■生活習慣のアドバイス、ホームケアの提案
 ■自己評価

総合評価

 ■協力者名
 ■アロマテラピートリートメント期間（●年●月●日～●年●月●日）、回数（全●回）
 ■総合評価（学んだ点、経過、反省点、感想など）
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6演習用カルテの提出書類（提出書類の詳細は、「カルテ推薦フォーマット」参照）
 ①カルテ提出書
 ②協力者一覧表
 ③承諾書
 ④協力者サイン
 ⑤協力者シート
 ⑥アロマテラピートリートメントシート
 ⑦総合評価

7カルテ推薦フォーマット
推薦フォーマットは公益社団法人日本アロマ環境協会（AEAJ）がアロマセラピスト教育の質的
向上を目的に作成したものである。この推薦フォーマットの使用にあたっては以下の点に注意
のこと。
① 推薦フォーマットはカルテ演習の際に求められる各項目をフォーマット化したものである。
したがって受講者または認定校は推薦フォーマットに準じた形式、内容のカルテであれば自
由に作成し、カルテ演習用フォーマットとして使用することができる。

②推薦フォーマットは本誌「カルテ演習」をもとに作成されている。
③ 受講者が使用する場合は、該当ページをコピー、またはAEAJ 公式サイト「会員専用ページ」
内よりダウンロードして使用すること。
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1ボディトリートメント実技
 到達目標
AEAJが考えるボディトリートメントの条件を正しく理解し実践につなげる。

  ボディトリートメント実技

アロマテラピーで行われるボディトリートメント手技は数多くあるため、AEAJ ではボディト
リートメントの手技および工程を特定のものに限定しないが、ボディトリートメントの条件を
満たすものであること。  

ボディトリートメントの条件
  ■人体に安全であり、健康の維持・増進に役立つものであること。
  ■ AEAJ のアロマテラピーの定義を反映したものであること。
  ■トリートメントオイル（精油＋植物性油性基材）を使用した伏臥位・仰臥位の全身ボディ 
   トリートメントであること。
  ■トリートメントオイルの精油の希釈濃度は 1％※以下であること。

※ ただし、使用に際しては、協力者の体調・感受性・スキンタイプ、加えて、使用部位（皮膚の薄い部分）、使用する時間帯・
季節に応じて、精油の希釈濃度を決定してください。

  ■タオルワークの工程も含むこと。
  ■すべてハンドテクニックで行い、マッサージ機器などは使用しないこと。
  ■ボディトリートメントには、ヘッドマッサージ、リフレクソロジーは除外する。

ボディトリートメントの流れ
  ■環境整備（ボディトリートメントを行うための準備）
   ○受講生の身支度
   ◯トリートメント用品やマッサージテーブル（タオル類を含む）などの準備
   ◯受け手の誘導

  ■ボディトリートメント

学 習 内 容

ボディトリートメント実技

カリキュラムの目的

ボディトリートメント理論に基づき、具体的な実技の内容を理解し
実践する。

AEAJが考えるボディトリートメント実技について、またその条件について学習する。

■ 要 旨 ■
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ボディトリートメント手技
ボディトリートメント実技では、以下の手技について学習する。
軽擦法、強擦法、揉捏法、叩打法、振せん法、圧迫法、運動法（伸展法を含む）
ただし、ボディトリートメント実技試験においては、規定実技試験では軽擦法、強擦法、揉
捏法のみを対象とし、自由実技試験においては軽擦法、強擦法、揉捏法を含む 30 工程以上
が対象となる。
※工程とは
ボディトリートメントの流れのなかで行うひとつひとつの基本手技のことであり、例えば軽擦法であっても手の置き方や手指の使
用部位の違いにより別工程となる。

トリートメント部位
  伏臥位、仰臥位の全身を対象とする。対象とする部位は以下の通りである。  
  ■伏臥位…背部、腰部、殿部上部、上肢※、下肢
  ■仰臥位…頸部、前胸部、腹部、上肢※、下肢

※ 上肢は伏臥位または仰臥位のどちらかに入っていればよい。
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1ボディトリートメント実技試験
AEAJでは、アロマセラピスト教育の向上を目的にアロマセラピスト資格認定にボディトリートメン
ト実技試験を実施している。以下にアロマセラピスト資格認定校にて行われる実技試験の内容を示
す。認定校で実技カリキュラムを受講されていない方は、下記の内容とあわせて「トリートメント実
技試験実施要綱代行試験用」（AEAJ公式サイト会員専用ページ内に掲載）も確認すること。

2採点項目
規定実技試験
  規定実技試験では環境整備と、軽擦法、強擦法、揉捏法の 3つの基本手技の技術を試験内容 
  とする。
 ■環境整備（準備・衛生・安全）
  ○受験者の身だしなみ
   ・衣類
    ▷清潔でトリートメントに適している。
    ▷アクセサリーや時計などの装飾品をすべて外している。
   ・頭髪
    ▷清潔である。
    ▷実技の妨げにならない。（長い頭髪の場合は適切にまとめる。短い頭髪の場合も適宜ピン 
    　などを利用して整える）
   ・爪
    ▷清潔に短く切りそろえている。
    ▷なめらかに整えている。
   ・手指
    ▷手指の手入れをしている。
    ▷洗浄と消毒を行っている。
   ・足元
    ▷清潔で安定している。
  ○準備物
   ・トリートメント用品、消耗品
    ▷必要な準備物を用意する。
    ▷洗浄と消毒し、整えている。
   ・マッサージテーブル
      ▷清潔なシーツ、すぐに実技試験が開始できるようタオルが準備されている。
   ○トリートメント準備
     ・マッサージテーブル周辺
      ▷動線を確保している。
     ・タオルワーク
      ▷タオルを用いて実技試験モデルの身体を保護し、不必要な肌の露出を避け、保温などの温
      　度管理に努めている。
    ・実技試験モデル

学 習 内 容

ボディトリートメント実技試験

■ 要 旨 ■

AEAJでは、リラクセーションを目的としたアロマテラピートリートメントを行うアロマセラピストを認定
するために、AEAJが定めたボディトリートメント試験の条件を満たす実技試験を実施する。
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

      ▷横たわった実技試験モデルの身体の位置を必要に応じて調整している。
  ■ボディトリートメント手技
   ○手技
    ・密着
      ▷使用する手全体が体表に密着している。
    ・スピードとリズム　
      ▷一定のスピードとリズムで行っている。
    ・圧 
      ▷適切な圧で行っている。
    ・正確さ
      ▷指定された手技を正確に行っている。
　　   （手掌による軽擦法・拇指による強擦法・手掌による揉捏法）

自由実技試験
  自由実技試験では、ボディトリートメントの全体の流れや構成力（時間配分など）や
  ホスピタリティを試験内容とする。  
  ■ボディトリートメントの範囲
   ○背部、腰部、殿部上部、上肢、下肢、頸部、前胸部、腹部
   ○各部位のトリートメント範囲すべてを適切に行っている。
  ■トリートメント時間
   ○ 60 分（前後 5分以内）
   ○時間内で終了している。
  ■工程
   ○軽擦法、強擦法、揉捏法を含めた、30 工程以上
   ○工程をすべて満たしている。
  ■タオルワーク
   ○タオルを用いて実技試験モデルの身体を保護し、不必要な肌の露出を避け、保温などの温度管 
   　理に努めている。
   ○各部位の適切な範囲にトリートメントを行えるようタオルを開けて整えている。
  ■誘導
   ○体位を変えるなどの際に適切な誘導を行っている。
  ■配慮
   ○室温や実技試験モデルの圧の好みなどについての声掛けを行っている。
  ■丁寧さ
   ○丁寧にボディトリートメントを行っている。
  ■連続性
   ○実技の流れのなかで、動きが止まることなく行っている。
  ■トリートメント総合評価
   ○自由実技全体にまとまりがあり、質の高いものである。

3ボディトリートメント実技試験の条件

実技試験の内容
ボディトリートメント実技試験は、「ボディトリートメント実技」＜ボディトリートメントの条
件＞（P.77）を満たしている者を対象とする。その他の条件は以下に示すものとする。
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実技試験の形式
実技試験はすべて試験官の指示に従って行う。
ボディトリートメント実技試験は規定実技、自由実技に分けて試験を行う。
実技試験の順番は規定実技を先とし、続いて自由実技を行うものとする。

  ■ 規定実技試験
   規定実技は「ボディトリートメント実技試験」＜採点項目＞（P.79）に則し、以下の順に 
   行う。
   ① 受験者の身だしなみと準備物の採点
   ② トリートメント準備の採点
   ③ 規定手技の技術力の採点
    体位…伏臥位
    部位…片側下肢
    手技…手掌軽擦法、拇指強擦法、手掌揉捏法の３種類
  ■自由実技試験
  　規定実技試験終了後、実技試験モデルをトリートメント開始の状態に横たわらせた状態か 
  　ら、自由実技試験を行う。
    部位…伏臥位の背部、腰部、殿部上部、上肢※、下肢
    　　　仰臥位の頸部、前胸部、腹部、上肢※、下肢
    工程…軽擦法、強擦法、揉捏法を含む 30 工程以上
     ※上肢は伏臥位または仰臥位のどちらかに入っていればよい。

トリートメントオイル
  ■植物性油性基材はオリーブ油、グレープシード油、スイートアーモンド油、ホホバ油、
  　マカデミアナッツ油のいずれかを使用する。
  ■精油は「精油学各論」（P.24）で取り上げられた 30 種類の中から選択する。
   ※ トリートメントオイルは実技試験モデルと相談のうえ、規定実技試験前に準備しておく。トリートメントオイルにおける精

油の希釈濃度はAEAJ の基準を遵守すること。

実技試験モデル
  ■実技試験モデルは健康な 16 歳以上の男女であり、全身の伏臥位・仰臥位のボディトリー
  　トメントが可能であること。（その他はカルテ演習における協力者の条件に準ずるものと
  　する）
  ■受験者は実技試験モデルに対して、実技試験実施前に実技試験の内容について説明し、実
  　技試験モデルとなることの同意を得ること。
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

1フェイストリートメント実技
 到達目標
AEAJが考えるフェイストリートメントの条件を正しく理解し実践につなげる。

  フェイストリートメント実技

アロマテラピーで行われるフェイストリートメント手技は数多くあるため、AEAJ ではフェイ
ストリートメントの手技および工程を特定のものに限定しないが、フェイストリートメントの
条件を満たすものであること。クレンジングについては技術の習得を目的とし、基材は植物性
油性基材を用いるものとする。  

フェイストリートメントの条件
  ■人体に安全であり、健康の維持・増進に役立つものであること。
　 ■ AEAJ のアロマテラピーの定義を反映したものであること。
　 ■トリートメントオイル（精油＋植物性油性基材）を使用した仰臥位のフェイストリートメ
 　　ントであること。

　 ■トリートメントオイルの精油の希釈濃度は 0.1 ～ 0.5％※以下であること。
※ ただし、使用に際しては、協力者の体調・感受性・スキンタイプ、加えて、使用部位（皮膚の薄い部分）、使用する時間帯・
季節に応じて、精油の希釈濃度を決定してください。特にフェイスに使用する際は、低濃度から使用するようにしてください。

　 ■タオルワークの工程も含むこと。
　 ■フェイストリートメントの前後に行う工程も含むこと。
　　 ○ポイントメイクや顔面全体のクレンジング技術
　　 ○コットンまたはスポンジを用いた拭き取り
　　 ○ホットタオルを用いた拭き取り
　　 ○整肌
　 ■すべてハンドテクニックで行い、マッサージ機器などは使用しないこと。
　 ■フェイストリートメントにはヘッドマッサージは含まれない。

学 習 内 容

フェイストリートメント実技

カリキュラムの目的

フェイストリートメント理論に基づき、具体的な実技の内容を理解し
実践する。

AEAJが考えるフェイストリートメント実技についてや、フェイストリートメントの条件について学習する。

■ 要 旨 ■
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フェイストリートメントの流れ
  ■環境整備（フェイストリートメントを行うための準備）
   ○受講生の身支度
   ◯トリートメント用品やマッサージテーブル（タオル類を含む）などの準備
   ◯受け手の誘導
  ■クレンジング技術（ポイントメイク、顔面全体）
  ■拭き取り
  ■フェイストリートメント
  ■拭き取り
  ■整肌

フェイストリートメント手技
フェイストリートメント実技では、以下の手技について学習する。
軽擦法、強擦法、揉捏法、叩打法、圧迫法
ただし、フェイストリートメント実技試験においては、規定実技試験では軽擦法、圧迫法の
みをその対象とし、自由実技試験においては軽擦法、圧迫法を含む 10 工程以上がその対象
となる。また、自由実技試験後の拭き取り、整肌については試験の対象とはしない。

※工程とは
フェイストリートメントの流れのなかで行うひとつひとつの基本手技のことであり、例えば軽擦法であっても手の置き方や手指の
使用部位の違いにより別工程となる。

  

トリートメント部位
仰臥位の顔面全体を対象とする。対象とする部位は以下の通りである。
額、目の周り、鼻、頬、口の周り、顎
※クレンジングの場合は唇も含む。
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

1フェイストリートメント実技試験

AEAJ では、アロマセラピスト教育の向上を目的にアロマセラピスト資格認定にフェイストリート
メント実技試験を実施している。以下にアロマセラピスト資格認定校にて行われる実技試験の内
容を示す。認定校で実技カリキュラムを受講されていない方は、下記の内容とあわせて「トリー
トメント実技試験実施要網代行試験用」（AEAJ 公式サイト会員専用ページ内に掲載）も確認す
ること。

2採点項目
規定実技試験
規定実技試験では、環境整備と、クレンジング技術（ポイントメイク、顔面全体）、軽擦法、
圧迫法の２つの手技の技術を試験内容とする。

 ■環境整備（準備・衛生・安全）
  ○受験者の身だしなみ
   ・衣類
    ▷清潔でトリートメントに適している。
    ▷アクセサリーや時計などの装飾品をすべて外している。
   ・頭髪
    ▷清潔である。
    ▷実技の妨げにならない。（長い頭髪の場合は適切にまとめる。短い頭髪の場合も適宜ピン 
    　などを利用して整える）
　   ・爪
    ▷清潔に短く切りそろえている。
    ▷なめらかに整えている。
   ・手指
　　　　  ▷手指の手入れをしている。
    ▷洗浄と消毒を行っている。
   ・足元
    ▷清潔で安定している。
  ○準備物
   ・トリートメント用品、消耗品
    ▷必要な準備物を用意する。
    ▷洗浄と消毒し、整えている。
   ・マッサージテーブル
    ▷清潔なシーツ、すぐに実技試験が開始できるようタオルが準備されている。
  ○トリートメント準備
   ・マッサージテーブル周辺
    ▷動線を確保している。
   ・タオルワーク
    ▷タオルを用いて実技試験モデルの身体を保護し、不必要な肌の露出を避け、保温などの温 
    　度管理に努めている。
     ▷実技試験モデルの頭髪を適切にまとめている。

学 習 内 容

フェイストリートメント実技試験

■ 要 旨 ■

AEAJでは、リラクセーションを目的としたアロマテラピートリートメントを行うアロマセラピストを認定
するために、AEAJが定めたフェイストリートメント試験の条件を満たす実技試験を実施する。
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    ・実技試験モデル
     ▷横たわった実技試験モデルの身体の位置を必要に応じて調整している。
 ■クレンジング技術（ポイントメイク）
  ○目の周りのクレンジング技術を安全に行っている。
  ○目の周りのクレンジング技術が効果的に行われるよう、サポートの手を適切に使っている。
  ○目の周りのクレンジング技術を適切な刺激量で行っている。
  ○唇のクレンジング技術を安全に行っている。
  ○唇のクレンジング技術が効果的に行われるよう、サポートの手を適切に使っている。
  ○唇のクレンジング技術を適切な刺激量で行っている。
 ■クレンジング技術（顔面全体）
  ○顔面のすべての範囲を行っている。
  ○植物性油性基材の塗布が丁寧である。
  ○クレンジングに適した圧で行っている。
  ○コットンやスポンジなどの扱いが適切である。
  ○ホットタオルの扱い方が適切である。
 ■フェイストリートメント手技
  ○手技
   ・密着
    　使用する手全体が体表に密着している。
   ・スピードとリズム　
    　一定のスピードとリズムで行っている。
   ・圧 
    　適切な圧で行っている。
   ・正確さ
    　指定された手技を正確に行っている。
    　（手掌による額の軽擦法・指による目の周りの軽擦法・指による頬の圧迫法）

自由実技試験
自由実技試験では、フェイストリートメントの全体の流れや構成力（時間配分など）やホス
ピタリティを試験内容とする。

 ■フェイストリートメントの範囲
  ○額、目の周り、鼻、頬、口の周り、顎
  ○各部位の適切な範囲にトリートメントを行っている。
 ■トリートメント時間
  ○ 10 分（前後 2分以内）
  ○時間内に終了している。
 ■工程
  ○軽擦法、圧迫法を含めた 10 工程以上
  ○工程をすべて満たしている。
 ■タオルワーク
  ○タオルを用いて実技試験モデルの身体を保護し、不必要な肌の露出を避け、保温などの温度管 
  　理に努めている。
 ■配慮
  ○室温などについての声掛けを行っている。
 ■丁寧さ
  ○丁寧にフェイストリートメントを行っている。 
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

 ■連続性
  ○実技の流れのなかで、動きが止まることなく行っている。
 ■トリートメント総合評価
  ○自由実技全体にまとまりがあり、質の高いものである。

3フェイストリートメント実技試験の条件

実技試験の内容
フェイストリートメント実技試験は「フェイストリートメント実技」＜フェイストリートメ
ントの条件＞（P.82）を満たしている者を対象とする。その他の条件は以下に示すものとする。

実技試験の形式
実技試験はすべて試験官の指示に従って行う。
フェイストリートメント実技試験は規定実技、自由実技に分けて試験を行う。
実技試験の順番は規定実技を先とし、続いて自由実技を行うものとする。

 ■規定実技試験
  規定実技は「フェイストリートメント実技試験」＜採点項目＞（P.84）に則し、
  以下の順に行う。
  ①受験者の身だしなみと準備物の採点
  ②トリートメント準備の採点
  ③ポイントメイクのクレンジング技術の採点
   部位…目の周り、唇

  ④顔面全体のクレンジング技術の採点
   部位…額、目の周り、鼻、頬、口の周り、顎

  ⑤規定手技の技術力の採点
   体位…仰臥位
   部位と手技…額は手掌軽擦法
   　　　　　　目の周りは指による軽擦法
   　　　　　　頬は指による圧迫法

 ■自由実技試験
 　規定実技試験終了後、実技試験モデルを横たわらせた状態から自由実技試験を行う。
  　部位…額、目の周り、鼻、頬、口の周り、顎
  　工程…軽擦法、圧迫法を含む 10 工程以上

クレンジング用基材
 ■植物性油性基材はオリーブ油、グレープシード油、スイートアーモンド油、ホホバ油、
 　マカデミアナッツ油のいずれかを使用する。
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トリートメントメントオイル
 ■植物性油性基材はオリーブ油、グレープシード油、スイートアーモンド油、ホホバ油、
 　マカデミアナッツ油のいずれかを使用する。
 ■精油は「精油学各論」（P.24）で取り上げられた 30 種類の中から選択する。
  ※トリートメントオイルは実技試験モデルと相談のうえ事前に準備しておく。トリートメントオイルの濃度はAEAJ の基準

  　を遵守すること。

実技試験モデル
 ■実技試験モデルは健康な 16 歳以上の男女であり、仰臥位で顔面全体のフェイストリート

メントが可能であること。（その他はカルテ演習における協力者の条件に準ずるものとす
る）

 ■受験者は実技試験モデルに対して、実技試験実施前に実技試験の内容について説明し、実
技試験モデルとなることの同意を得ること。

 ■実技試験モデルはメイクをしていない状態でフェイストリートメントを受けること。メイ
クをしている場合は、事前にメイクを落としておくこと。
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5  アロマセラピスト独自カリキュラム

カルテ演習

1カルテ演習の目的
 到達目標
カルテ演習の目的を理解し実践につなげる。

  
カルテ演習の目的
  ■安全

コンサルテーションでの安全確認、心地よく安全なトリートメントの実践と記録を演習、
認定校にて確認、評価する。

  ■技能
コンサルテーションからボディトリートメントまたはフェイストリートメントまで、流れ、
手技など受け手の目的に沿った安全で心地よいアロマテラピートリートメントの提供の実
践と記録を演習、認定校にて確認、評価する。

  ■基準
AEAJ のアロマテラピーの定義および安全に関するガイドラインを守り、トリートメント
オイルの作成、トリートメント後のコンサルテーションを実践・記録できるよう演習、認
定校にて確認、評価する。

  ■記録
「カルテ作成指導」（P.72）に沿った内容を、適切にわかりやすく記録できる能力を身につ
けているか確認、評価する。

  ■質
カルテ作成を通じ、それぞれの受講生がアロマテラピートリートメントの質を向上する工
夫に取り組む姿勢が養われているかを確認、評価する。

学 習 内 容

カリキュラムの目的

カルテ演習を通してアロマセラピストの質の向上をはかる。

「カルテ作成指導」に基づいたカルテを作成する。カルテ演習はアロマテラピートリートメント実技の課題と
して、認定校にて指導を受ける。認定校にてアロマテラピートリートメント実技を受講していない方は、「カ
ルテ作成指導」（P.72）の内容を確認すること。

■ 要 旨 ■
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2演習用カルテの提出書類
　（提出書類の詳細は「カルテ推薦フォーマット」参照）
①カルテ提出書
②協力者一覧表
③承諾書
④協力者サイン
⑤協力者シート
⑥トリートメントシート
⑦総合評価

3カルテ推薦フォーマット

推薦フォーマットは公益社団法人日本アロマ環境協会（AEAJ）がアロマセラピスト教育の質的
向上を目的に作成したものである。この推薦フォーマットの使用にあたっては以下の点に注意の
こと。
① 推薦フォーマットはカルテ演習の際に求められる各項目をフォーマット化したものである。従っ
て受講者または認定校は推薦フォーマットに準じた形式、内容のカルテであれば自由に作成し、
カルテ演習用フォーマットとして使用することができる。
②推薦フォーマットは本誌「カルテ演習」をもとに作成されている。
③ 受講者が使用する場合は、該当ページをコピー、またはAEAJ 公式サイト「会員専用ページ」
内よりダウンロードして使用すること。

4カルテ演習

指導
  ■各認定校にて指導する。

指導内容
  ■カルテ演習の目的に沿ってカルテ作成指導の内容が理解、実践できているか評価、指導す 
　　 る。 
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カ ル テ 提 出 書  

提出日　　　　年　　　月　　　日 

提出者氏名 AEAJ会員番号 

住所 

電話 （　　　　）　　　　 － FAX（　　　　）　　　　－ 

E-mail

携帯電話　　　　－　　　　－ 生年月日　西暦　　　年　　　月　　　日 

カルテ作成期間　　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 

ボディ　　　　　件 ボディ&フェイス　　　　　　件 提出カルテ数 全　　　　　件 

協力者数　　　　　　　　　　　　　名 

提 出 書 類 （提出前に確認し□にチェックを入れてください） 

取 得 資 格 （取得資格は□にチェックを入れてください） 

□　カルテ提出書（本紙） 

□　協力者一覧表 

□　承 諾 書  

□　協力者サイン 

□　協力者シート 

□　トリートメントシート 

□　総合評価 

□　アロマテラピーアドバイザー 

□　アロマテラピーインストラクター 

□　アロマセラピスト学科試験 

※カルテ推薦フォーマットにご記入いただいた個人情報は、カルテ演習の目的にのみ使用いたします。 

〒 

@
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協力者一覧表 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30

AEAJ会員番号 氏名 

トリートメント日 協 力 者 名 部　　位（該当に○印） 

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

ボディ フェイス  ・  ボディのみ  

（トリートメント日順に記入のこと） 
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１．作成したカルテは（公社）日本アロマ環境協会のカルテ演習のために使用すること。 

２．上記の目的以外に使用しないこと。 

３．カルテの内容を一般に公表しないこと。 

私は以下の条件のもとでアロマテラピートリートメントを受けることを同意・承諾します。 

AEAJ会員番号 

受講者名 

氏　　名 

承　　諾　　書 

年　　　　月　　　　日 
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協力者サイン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

協 力 者 名  

回  

数 

様 トリートメント回数 

氏　　　　名 年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

年　　月　　日 

全　　　回 

AEAJ会員番号 氏名 

93



協力者名 

協力者住所 〒 

＜協力者に関する事柄＞ 

○人物像 

○生活習慣 

○社会歴 

○最近の健康状態 

○既往歴（過去の病歴やケガ） 

○家族歴 

○アロマテラピーの経験と理解度 

初回／　 　年　 月　 日 

期間／　 　年　 月　 日 ～  　年 　 月　 日　 

回数／　 　全　 　　回 男　・　女 年　　　月　　　日 生　　　歳 

ふ　り　が　な 

協力者シート 

AEAJ会員番号 氏名 
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協 力 者 名  

回 数  

＜本日の健康状態・詳細＞ 

＜トリートメントの内容＞ 

＜トリートメント後の見解＞ 

＜協 力 者 の 感 想＞  

生活習慣のアドバイス・ホームケアの提案 

自　己　評　価 

年　　月　　日 
時　　分～　時　　分 

％ ％ 

計　　　分 

実施日 

ボディトリートメント フェイストリートメント 

総所要時間 場所 

本日の主訴・詳細  

植物性油性基材  

希　釈　濃　度  

本日のアロマテラピー 

トリートメントの目的 

第　　　回　目 

トリートメントに使用した
精油名、滴数、選択理由 

その他のアロマテラピー
利用法、利用法の名称、
精油名、滴数、部位、時間 

AEAJ会員番号 氏名 

ア ロマテラピートリートメントシート  
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◆ 試   験　例　題 ◆ 

アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト共通カリキュラム 
 

 
解答 C 
 
 
 
 
 
解答  
盧 E 
盪 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
解答 D 
 
 
 
 
 
解答 B 
 
 
 
 
 
解答 D

＜精油学総論＞ 
精油について正しいものを1つ選びなさい。 

　Ａ．原料植物中の全ての成分を含有する。 

　Ｂ．精油の種類に関わらず構成成分は同一である。 

　Ｃ．植物の二次代謝産物である。 

　Ｄ．精油成分の化学構造は油脂と同じである。 

 

アロマテラピー検定公式テキストに記載されているAEAJの「精油の定義」

について、カッコ内に当てはまる語句を語群より1つずつ選びなさい。 

「AEAJの精油の定義」 

「精油(エッセンシャルオイル）は、（１）の花、葉、果皮、樹皮、根、

種子、樹脂などから抽出した天然の素材です。有効成分を高濃度に含有

した（２）の芳香物質です。精油は各植物によって特有の香りと機能を

もち、アロマテラピーの基本となるものです。」 

語群） 

　Ａ．合成　　Ｂ．揮発性　　Ｃ．鉱物　　Ｄ．水溶性 

　Ｅ．植物　　Ｆ．生薬　　　Ｇ．動物 
 

 

学名について正しいものを1つ選びなさい。 

　Ａ．学名は科と種で構成される。 

　Ｂ．学名は国ごとに異なった表記でなされる。 

　Ｃ．学名に使用される言語は主にドイツ語である。 

　Ｄ．スウェーデンの博物学者リンネは二名法を確立した。 

 

水蒸気蒸留法について正しいものを1つ選びなさい。 

　Ａ．水溶性芳香成分の抽出に適している。 

　Ｂ．蒸留過程で芳香成分が変成する場合がある。 

　Ｃ．熱に不安定な芳香成分の抽出に適している。 

　Ｄ．主に柑橘系精油の製造に用いる。 

 

精油成分と官能基による分類の組み合わせについて誤ったものを1つ選び

なさい。 

　Ａ．リナロール　　─　アルコール類 

　Ｂ．カンファー　　─　ケトン類 

　Ｃ．酢酸リナリル　─　エステル類 

　Ｄ．　-メントン　  ─　炭化水素類 
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◆ 試   験　例　題 ◆ 

アロマテラピー利用法について誤ったものを1つ選びなさい。 

　Ａ．慢性的な肩こりには温湿布法が有効である。 

　Ｂ．手浴法は首から肩の疲労感を緩和する。 

　Ｃ．咳が出る時には蒸気吸入法が適している。 

　Ｄ．足浴法には発汗作用がある。 

 

 

＜健康学＞ 
栄養素について正しいものを1つ選びなさい。 

　Ａ．３大熱量素とは脂質、糖質、ビタミンである。 

　Ｂ．食物繊維は消化ののち体内に吸収される。 

　Ｃ．脂質は脳の唯一のエネルギー源である。 

　Ｄ．必須アミノ酸は体内では合成されない。 

 

運動効果について正しいものを1つ選びなさい。 

　Ａ．肺活量が減少する。 

　Ｂ．骨密度が増加する。 

　Ｃ．体脂肪が増加する。 

　Ｄ．高比重リポタンパクが減少する。 

 

睡眠について誤ったものを1つ選びなさい。 

　Ａ．レム睡眠中は急速眼球運動が起きる。 

　Ｂ．レム睡眠中は心拍数が上昇する。 

　Ｃ．ノンレム睡眠中は骨格筋が弛緩する。 

　Ｄ．ノンレム睡眠中は血圧が平常時よりも低下する。 

 

生活習慣病を1つ選びなさい。 

　Ａ．過敏性腸症候群 

　Ｂ．アトピー性皮膚炎 

　Ｃ．脂質異常症 

　Ｄ．インフルエンザ 

 

閉経後に起こりやすい症状について誤ったものを1つ選びなさい。 

　Ａ．骨粗しょう症 

　Ｂ．月経前症候群 

　Ｃ．動脈硬化 

　Ｄ．脂質異常症 

 

 

＜メンタルヘルス＞ 
ストレスについて正しいものを1つ選びなさい。 

　Ａ．ストレスに対する理解はストレスを増幅させる。 

　Ｂ．身体のリラックスは精神的ストレスの緩和に有効である。 

　Ｃ．精神的ストレスと身体症状は無関係である。 

　Ｄ．ストレスによって現れる心身の症状をストレッサーという。 

 

 
解答 C 
 
 
 
 
 
 
 
解答 D 
 
 
 
 
 
解答 B 
 
 
 
 
 
解答 C 
 
 
 
 
 
解答 C 
 
 
 
 
 
解答 B 
 
 
 
 
 
 
解答 B
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アロマテラピーインストラクター独自カリキュラム 
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参考図書は制度改正後のアロマテラピーインストラクター試験、アロマセラピスト学科試験を
対象に選定されたものです。参考図書の利用については以下の点に注意してください。

○ ここで紹介する図書は、資格取得を目指す方の参考に供するためのものです。
○ 学習の際には『資格マニュアル』にて資格制度および出題範囲を確認し、『アロマテラピー
検定公式テキスト１級・２級』、『アロマテラピーアドバイザー認定講習会テキスト』、『アロ
マテラピー用語辞典』を基礎にカリキュラムの項目を参考図書にて掘り下げることが望まし
い方法です。

○ アロマテラピーインストラクター、アロマセラピストの標準カリキュラムは広範囲にわたる
ため、参考図書は標準カリキュラムのすべてを網羅しているわけではありません。

○ 『アロマテラピー検定公式テキスト１級・２級』、『アロマテラピーアドバイザー認定講習会テ
キスト』、『アロマテラピー用語辞典』と参考図書の内容が異なる場合は『アロマテラピー検
定公式テキスト１級・２級』、『アロマテラピーアドバイザー認定講習会テキスト』、『アロマ
テラピー用語辞典』が優先されます。

・『アロマテラピー検定公式テキスト1級・2級』，（公社）日本アロマ環境協会（2011年 6月
以降発行のもの）

・『アロマテラピーアドバイザー認定講習会テキスト』，（公社）日本アロマ環境協会（vol.12以
降のもの）

・『アロマテラピー用語辞典』，（公社）日本アロマ環境協会（2012年5月以降発行のもの）
・『ぜんぶわかる人体解剖図』，坂井建雄他：成美堂出版（2010年3月）
・『人体解剖ビジュアルからだの仕組みと病気』，松村讓兒：サイオ出版
・『アロマセラピーとマッサージのためのキャリアオイル事典』， レン・プライス他 ： 東京堂出版
（2001年3月）
・『美容の医学 美容皮膚科学事典』，朝田康夫：中央書院（2002年5月）

※『アロマテラピーアドバイザー認定講習会テキスト』はアロマテラピーアドバイザー認定講習会時に配布しております。
最新のテキストはアロマテラピーアドバイザー資格取得者のみ有償にて販売しております。

参考図書
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制度改正前対応　資格マニュアル

次ページからは、制度改正前に対応した資格取得方法、標準カリキュラムの内容が記載されております。
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