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AEAJ学校香育サポート制度 利用申請要項 

 

 

公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ） 

 

 

AEAJ学校香育サポート制度 趣旨 

AEAJは、子どもたちを対象に、自然の香りを体験することを通して、豊かな感性と自然環境への意

識を育む「香育(香りの体験教育)」を提唱し、その普及啓発活動を推進しています。その一環として

AEAJ認定アロマテラピーインストラクターの学校での香育活動の促進を目的に、AEAJの定める基準・

内容に適合する「AEAJ 学校香育」を支援する「AEAJ 学校香育サポート制度」(以下、本制度という)

を設けています。 

 本制度では、AEAJ認定アロマテラピーインストラクターが学校で児童・生徒を対象に香育授業を行

なう場合、本制度の利用を申請し、承認された場合には AEAJ から実施費サポートを受けられます。

次ページ以降をご確認の上、ご申請ください。 
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お問い合わせ  

公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）香育担当 

E-mail： kouiku@aromakankyo.or.jp  TEL：03-3548-3401 

http://www.aromakankyo.or.jp/activity/kouiku/support/ 

◆香育の目的 

植物の恵みである精油（エッセンシャルオイル）の香り体験を通して、 

・五感のひとつ「嗅覚」に意識を向け、豊かな感性や柔軟な発想力を育む。 

・人と植物の関わり、自然環境の大切さを伝える。 

 

http://www.aromakankyo.or.jp/
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1.申請条件 

①講習場所：全国各地の小学校・中学校・高等学校 

※学校内かつ教員立合いの実施に限定。児童館・公民館等は認められません。 

②講習対象：児童・生徒に限定   

※PTAや保護者対象は認められません。 

③申請資格：・AEAJ認定アロマテラピーインストラクター および AEAJ認定環境カオリスタ 

 （両資格が必要） 

・AEAJ 個人正会員に限ります。法人登録会員の場合、法人としてではなく、個人と

しての活動と認められる場合は対象となります。 

④申請回数：同一年度内の申請は 1回までです。 

 

2.実施までの流れ  

※提出書類（PDF・WORD）は AEAJ公式サイトより最新版をダウンロードしてください。 

http://www.aromakankyo.or.jp/activity/kouiku/support/ 

※審査結果によっては、本制度の適用を受けられない場合もございます。 

 

3.申請・審査について 

申請・審査の概要 

① 申請者が企画から準備、教材調達、実施まですべて責任を持って行うものとします。 

② 提出書類(Ａ.利用申請書 Ｂ.講師履歴書 Ｃ.実施計画書)に基づき、審査いたします。 

③ 書類に記入洩れ、不備等がある場合は、提出書類を返却させていただきます。 

 

実施内容について 

① 授業は原則として学校教員の立ち会いのもと行ってください。 

②「香育の趣旨」が伝わっているかどうか、授業後の児童・生徒によるアンケート結果などを参

考に必ず振り返りを行いましょう。クラフト作りが目的とならないよう注意してください。 

③ 小さな子どもは抵抗力が弱く体重も少ないので、大人に比べ精油の影響を受けやすいといわ

れています。3 歳以上の子どもでも、大人の使用量の 10 分の 1 程度からはじめ、多くても 2

分の 1程度までを限度とし、使用にあたっては十分に注意を払いましょう(『アロマテラピー

検定公式テキスト 1級・2級(2015年 7月改訂版)』より抜粋)。 

④ その他の注意事項も『アロマテラピー検定公式テキスト 1級・2級』に従ってください。 

内容 提出書類 提出時期 等 

申 請 

Ａ.利用申請書 

Ｂ.講師履歴書 

Ｃ.実施計画書 

実施の 2ヶ月前までにご提出ください。 

※学校へのアプローチや連絡は、申請者自身が行います。 

※実施予定日より 2か月以内に到着の申請は受け付けません。 

審 査

【AEAJ】 
 

審査結果通知書が AEAJよりメールで届きます。 

※提出月の翌月 15日頃までに送付いたします。 

実施確認 Ｄ.実施内容変更届 
C実施計画書から変更事項があった場合は、実施日の 2週間前ま

でにご提出ください。 

実 施  実施は、申請の翌々月以降可能です。 

実施報告 

Ｅ.実施報告書 

Ｆ.実施費明細書 

Ｇ.実施写真 

Ｈ.アンケート 

実施日の 2週間後までにご提出ください。 

※3月の実施に関しては、実施後 1週間以内にご提出ください。 

※ご提出が遅れた場合は支援金のお支払いはできません。 
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実施が認められない授業の例 

本制度の趣旨や安全性の観点より以下の内容を含む場合は本制度の適用が認められません。 

① 特定の企業の PRや個人の活動(教室・店舗)の説明や勧誘、宣伝活動 

② 飲食を伴う授業（ただし、ハーブティーは除く） 

③ ヨガ等の他の領域がメインとなる授業 

④ ハンドトリートメント 

⑤ 直接肌に塗布するもの（虫よけスプレーなど）の実習 

⑥ アロマキャンドルなど、子どもが一人で使用した場合に事故に繋がる恐れがある実習 

⑦ その他、AEAJが不適当と認めたもの 

 

 

4.支援内容について 

テキストの支援について 

AEAJが香育テキスト『かおりのはなし』を無料でお送りします。テキストは、AEAJ公式サイトの

資料請求のページより発注してください。なお、テキストは本制度の適用の有無に関わらず AEAJ

会員の方はどなたでも発注できますので、ぜひご活用ください。 

【資料請求】会員専用ページ → AEAJ会員サポート → 広報物(パンフレット)の無料配布 
 

◆小学校で実施の場合 

香育テキスト『かおりのはなし』を必ず使用し、テキストに沿った内容で授業を行ってください。 

◆中学校・高等学校で実施の場合 

上記『かおりのはなし』を必ず使用してください。必要に応じて AEAJ 発行その他リーフレット

もご活用ください。 
 

 

支援金について 

香育授業にて使用する精油代金を支援いたします。 
 

◆支援金額 ：上限 5,000円   

◆支援対象資材 ： 精油のみ（3本 迄）※送料は含みません。 

① 領収書があるもののみお支払い致します。 

領収書の宛名：「(公社)日本アロマ環境協会」または「AEAJ」 

② インターネット通販などをご利用の場合も領収書の発行を発注元に求めてください。 

③ 申請者が事業主の場合などで、発行者が申請者である領収書は可能な限り避けてください。

他のお店で購入するより安価である等の理由から領収書の発行者が申請者になる場合は、定

価でなく原価で発行してください。また、定価(販売価格)と原価が一覧になった表を併せて

ご提出ください。既存のものがない場合は、作成したもので構いません。 

◆支給方法：「Ｅ.実施報告書」、「Ｆ.実施費明細書」の提出後、受理日の翌々月末頃に銀行振込 
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5.実施後の報告書類について 

 

「Ｅ.実施報告書」 

担当教員に、署名・捺印及び感想をご記入いただき、ご提出ください。 

◆提出期限：実施日の 2週間後迄。ただし 3月の実施に関しては、実施後 1週間以内。 

 

「Ｇ.実施写真」 

数枚から 8枚程度ご提出ください。 

（実施の全体像、実施者の授業風景、児童・生徒の様子、実習の内容が分かるものなど）。 

 

◆提出方法：下記①～③いずれかの方法でご提出ください。 

①【メール提出】Word・Excel・Pdf いずれかに画像数枚を貼付したものをメール添付の上、提

出。（サイズ：A4） 

※ファイル容量が大きい場合は WEB サイトのファイル送信サービスを活用しての送付も可。この場合

は、ファイル送信サービスにて提出している旨を必ずメール連絡してください。 

②【メール提出】画像をそのまま提出の場合は、必ず画像 1 枚あたり 1MG 以内にファイルサイ

ズを落としてください。画像を 1フォルダにまとめて入れ、そのフォルダを圧縮したものを

添付の上メール提出。 

※フォルダ容量が大きい場合は WEB サイトのファイル送信サービスを活用しての送付も可。この場合

は、ファイル送信サービスにて提出している旨を必ずメール連絡してください。 

③【郵送提出】①を出力したもの、または写真を A4サイズの台紙に貼付したものを提出。 

 

◆その他注意事項： 

①肖像権について 

撮影の際は肖像権に配慮してください(提出写真は児童・生徒の顔が分からないもので構いま

せん)。 

②ブログ・SNS等での公開について 

香育の様子を掲載する場合は、個人情報や肖像権に配慮し、必ず学校の許可をとってくださ

い。写真や記事等の公開により学校や保護者等の間で生じたトラブルに対して、AEAJは一切

の責任を負いかねます。 

 

「Ｈ.アンケート」 

様式「Ｈ.実施アンケート」をご参照ください。なお、アンケートの原紙の提出は必要ございませ

ん。ご提出は集計結果のみで結構です。郵送でご提出の場合は A4用紙に出力の上ご提出ください。 

 

 

6.学校教員の方が実施の場合について 

申請者が学校教員で、ご自身の勤務校での実施を希望される場合は、学校から予算が支出されない

場合に限り支援いたします。 

学校の事務職の方や主任の教員等に、予算が支出されない旨を文書で作成していただき、申請書と

共に提出してください(様式自由)。なお他校で実施する場合はこの限りではありません。 
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7.各種書類の提出方法 

 

書 類 受 付 方 法 

Ａ.利用申請書 

Ｂ.講師履歴書 

Ｃ.実施計画書 

Ｄ.実施内容変更届 

メール ・ 郵送 ・ FAX のいずれか 
※メールで申請の方には、１週間以内に返信メールをお送りします。AEAJからの返

信メールが届かない場合は、申請用紙が届いていない可能性がありますので、お
手数ですが AEAJ事務局香育担当者までご連絡ください。 

※「Ｄ.実施内容変更届」は計画段階から変更点が出た場合のみご提出ください。 

Ｅ.実施報告書 

Ｆ.実施費明細書 
郵送のみ 

Ｇ.実施写真 

Ｈ.アンケート 

郵送またはメール 

※「Ｇ.実施写真」の提出方法は P.4参照 

※「Ｈ.アンケート」は集計結果のみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ  

公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）香育担当 

E-mail： kouiku@aromakankyo.or.jp  TEL：03-3548-3401 

http://www.aromakankyo.or.jp/activity/kouiku/support/ 

 

＜宛先＞ 

■ メール : kouiku@aromakankyo.or.jp 

※メールの件名には必ず下記を入れてください。 

・申請書類：「学校香育サポート制度申請、お名前」 

・報告書類：「申請番号（審査結果通知書にてお知らせします）、 お名前」 

■ 郵 送：〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-5-20 石塚八重洲ビル 6階 

 (公社)日本アロマ環境協会 香育担当 

※封筒には必ず下記を明記してください。 

｢AEAJ学校香育サポート制度利用申請書類在中」 

■ F A X： 03-3548-3402 

※通信の確認のため、ご送付後に AEAJ事務局香育担当者まで送付連絡をください。 


