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コラム 4 ページから５ページ  

巻頭 

コロナ時代を生き抜く 

JAA 医療顧問星子クリニック院⾧  

JAA 医療顧問星子尚美 

 

７月の暑い夏の朝、通勤途中に私が住んでいる近所の保育園の前に、園児たちがマスクを

し、おかあさんといっしょにズラリと列をなして門に入る順番を待っていました。門の前

には保育園の先生らしき女性が乳児の手を消毒薬で消毒 し、一人ずつチェックしながら門

を通していました。その風景を見て、私は、医師として、母として、これからの世界を作

っていく大切な子供たちのことを考え、憤りと悲壮感を感じてしまいました。  

なぜ、この暑い時期に小さな子供たちにまで、ウイルスを防ぐこともできない普通のマス

クをさせ、酸素不足にして、呼吸器内疾患を起こす菌の増殖をうながすようなことを無理

やり大人がさせているのか？  

消毒薬を使いすぎて、小児の皮膚疾患が増えているのはなぜか？  

コロナでなくなっている人はほとんどいないのに、自殺者が増えているのはなぜか？  

インフルエンザでなくなった人が減少したのはなぜか？このような現実をきちんと見てい

る方は、ほんの数パーセントしかいないのはなぜか？  

ほとんどの人は自分でおかしいなと考える力を失ってしまっています。テレビや報道され

ていることのみを信じ、自分で判断できなくなっています。  

このすべてのことは、日常生活の中で体、特に腸内細菌がすっかりおかしくなってしまっ

たことにも起因します。毎朝フッ素入りの歯磨きで脳細胞をおかし、消毒薬や殺菌力の強

い薬液で手を洗い、常在菌を殺し、農薬たっぷりの加工食品を食べ、電磁波の強い電子レ

ンジで食べ物のビタミンをなくし、電磁波の出ている携帯電話を毎日使用し脳腫瘍や視力

を失い、健康のための努力はなく、ただ毎日が楽しければ いいと、その後の悲劇的な体の

ことはほとんど考えられない生活をしています。こんな生活をしていては、病原菌の弱い

ウイルスでも免疫が落ちているので戦うことができない状態になっています。  

免疫とは外から持ってこられるものではなく、自己治癒力を高めるしか免疫力は強くなら



ない、そのためにはどうしたらいいのか、など考えてもいません。  

毎日いただいている食べ物が体を作り、腸内細菌を元気にして自己治癒力をうながし、落

ち込んだり、うつになったりするのを防いでくれます。  

腸内細菌は感情にも左右します。常在菌は外界からの侵入して来るばい菌やウイルスを防

いでくれる大切な役目があるのに、すっかり流してしまえば皮膚を健康にバリヤーする機

能もなくなってしまいます。  

 

毎日バナナのような素晴らしい便が皆さん出ていますか？ 

ぐっすり寝ていますか？  

食べ物は気を付けていますか？  

深呼吸していますか？  

自然に触れていますか？  

すべてに思いやりを持って過ごしていますか？  

 

すべてに（はい）と答えられた人は健康⾧寿な方になれる人です。  

この文章を読んで、真実に気が付いた方は大丈夫ですが、この疑問符に何も気が付かない

方は、重症です。 本来の健康とは何かをもう一度勉強し、考えていただきたいです。  

 

星子尚美／ Naomi Hoshiko 

東京女子医科大学医学部卒業、熊本大学医学部大学院修了後、放射線医学科専門医・高濃

度ビタミンＣ点滴療法専門医、キレーション専門医、アンチエイジング統合医療認定医・

アーユルヴェーダハーブ専門医などさまざまな資格を取得。2007 年には JAA 認定アロマコ

ーディネーター取得。  

音振療法であるサイマティクスセラピー、オゾン療法、アーユルヴェーダ療法、メディカ

ルアロマセラピー療法など東洋医学で不定愁訴はもちろん、がん患者や難病に苦しむ患者

の治療と予防医学などを行い、全人的医学を目指している。2014 年、東久邇宮国際文化褒

賞授与。 

 

 

コラム 6 ページ～7 ページ 

「With コロナ、アフターコロナを生きる」 

JAA 特別講師 和田文緖 

 

JAA 会員のみなさま、いかがお過ごしでしょうか。  

私は今までにない春と夏を過ごし、2020 年の秋を迎えようとしております。  

新型コロナウイルス感染症の予防対策を優先するようになった今日までのことを振りかえ



ってみると「Stay Home」という言葉のもと、マスク着用、移動の制限、休業要請に戸惑い

ながら、その日その日を過ごしたというのが正直なところです。２月後半から３月、４月

と外部出張やイベントが中止となり、スケジュールは斜線だらけ。その勢いが止まらず５

月、６月も斜線が増えていきました。７月後半から少しずつ試運転の気配があり、８月は

ワークショプや勉強会は人数を制限して実施しました。  

４月は特に言葉にしにくい不安のようなものと共存していたように思います。  

うがい、手洗いの徹底、掃除、消毒、予防を兼ねた精油やハーブの活用、バランスよい食

事、睡眠、体を温める、外出を控える等を実践しつつも、夜になると色々と考えてしまい

寝付けないという普段の自分らしくないことも起きていました。「今は、出来る限りのこと

をする。それだけ。出来ることをして腹をくくるしかないよね」 というのが家族や友人間

で繰り返される会話。そうやって自分を落ち着かせようとしていたのかもれません。アロ

マテラピーの仕事は対面が基本。触れる仕事でもあります。友人の｢生きてさえいたら次の

ことは考えられるから、腹くくろうよ｣という言葉は心強かったです。  

これから秋を迎えようとする今の気持ちはどうかというと少し違っています。  

もちろん、現実は変わらずかなり不自由だし、不安・緊張・心配もないとはいえません。

仕事も通常通りにも戻れていません。でも４月のようなきりきりした不安感はないです。

これは何？  

不安定さの中に見つけた、あるいは作り出したというべきなのか、新たな安定、楽観か？  

不自由な中だからこそむしろ際立つ自由さ、今はそれを拾い出して意識して 120％体感しよ

うとしている気がします。ステイホーム中だったからこそ手放せたこと、完了出来たこと

が多々あり、同時に自粛中に「香りのチカラ」を再発見することができました。感じたの

です。  

その内容をみなさまにシェアさせてください。  

新型コロナウイルスの感染者が増し、世の中の様子も緊迫しつつあった４月２日、自分の

ために調合したのは更年期世代のためマダムブレンドという調合精油とクラリセージでし

た。その数日前まではラベンダー・アングスティフォリア、ベルガモット、プチグレンの

マンダリン＆ビターオレンジ、ネロリ、乳香を軸にした香りでしたが、それらを嗅いでも

気が静まらなくなってきました。  

気を張らないようでいて、実は張っている？  

不安を感じないふりをして、内心ざわざわとさわいでいる？思考が目まぐるしく動き続け

て落ち着かない感じです。イチゴジャムなど作ってみたけれど、あまり気分転換にはなら

ず自分がどことなく浮いているような感じでした。そんなときに『夜の森』という香りが

ふと頭をよぎりました。2013 年の『香りの温室』という個展の際に、作品として展示した

精油ブレンドのひとつが『夜の森』です。  

キーになるのはベチバーというイネ科の草本。根から土臭い精油が抽出されます。実物は

もう手元にはなかったので取り急ぎ、キーになる精油のみ混ぜ、クリームに仕上げて塗っ



て床につきました。  

夜の森の香りに包まれて窓の外の月を見ていたら焦りが薄れ、初めてこのブレンドを披露

した時を思い出しました。月明かりの森の中を抜けていく子ども達の様子が浮かびます。

「そうだ、この作品は朝の光に向かっていくのだ。」一気に気持ちが落ち着きました。  

結局、毎日欠かさず３週間使用し続けました。不安や心配を抱えたままでも、私はわたし

のありのままで、それしかないという気持ちになり、精神的に一番きつかった時期を乗り

切ることができました。  

いつも当たり前に手にしていた香りのチカラを改めて再確認出来たことは、私にとって重

要な意味を持ちました。これからは今まで以上に、アロマテラピーに触れる機会が少ない

という方にもっと積極的に関わっていければと思います。指導する際には、対面受講とオ

ンライン受講を組み合わせるのもアリだなと思っています。私自身、距離的にお会いでき

ない先生の講義をオンラインで受講できる機会に恵まれ、ありがたさをかみしめています。  

 

人それぞれに生き方があると思いますが、私にとって大事なこととして、好きな書籍、五

感を刺激するアーティストの作品や自然と触れる、アロマテラピーや自家蒸留を通じて植

物と関わること、これらも外せない要素だとわかりました。  

私の原点と軸を確認したくなり、７月に飛騨古川の朝の森を歩くという「夏のヒダクマ山

観日｣に参加しました。訪ねた日はずっと雨でした。本物のレインドロップを全身に受けな

がら森を歩きました。朝の森は、音も多様で、鳥の声、雨粒が葉にあたる音、せせらぎの

音、地面を踏みしめる足元からの音。  

体全体が耳になり、木々の香りも思う存分楽しんだ後は、心が、体が、エネルギーが洗わ

れ、リセットされたようでした。『晴れたら空に骨まいて』（講談社文庫）、『バウルを探し

て完全版』（三輪舎）は川内有緒という作家の著作です。繰り返し読みました。  

「どう生きたいのか」「仲間となにを作り出したいのか」「家族や友人とどう過ごすのか」「今

この場所でこの瞬間をどう生きるのか」  

まさに直球でそれらを突かれたように感じ、好きなことやもの、美しい世界をとことん追

求することを自分に許し、応援してくれる本でした。  

勤務する医療機関では６月に再開したアロマテラピー外来の９月 10 月の再びの中止が決定

しました。まだまだ波はあるだろうけれど、自分軸、足元を確認しながら乗り切って行き

たいと思います。  

最後にお知らせです。  

10 月に JAA 主催のオンライン講座にて、会員のみなさまにお話する機会をいただきました。

アロマテラピーの基礎のキソを見直す、そんな勉強会にしていきたいと思い、準備してい

ます。  

第１回目のテーマは『Lavandula 属植物の香りの多様性』。アロマテラピーの世界で頻繁に

使われるラベンダー精油をテーマに、分類の基本や種類の多様性などについてお話します。



知識の整理やブラッシュアップにお役にたてればうれしいです。  

 

【第１回：使用予定精油】  

ラベンダーAOP・ラベンダー栽培（仏）・ラベンダー野生・ラベンダー北海道オカムラサキ・

ラベンダー北海道多品種混合・ラベンダー栽培（ブルガリア）・ラバンジン・ラベンダーラ

ティフォリア・ラベンダーストエカス  

 

Lavandula 属植物の作り出す香りの多様性は実におもしろいです。  

生育環境×作り手×栽培方法×蒸留条件×etc により、作り出されるいろいろなラベンダー

の世界を語り合う、そんな機会になります。 ご興味のある方、ぜひご参加くださいませ。  

 

和田先生による JAA 特別 Zoom 講座の詳細については、本誌の 31p をご覧ください。なお、

第 1 回「Lavandula 属植物の香りの多様性」の受講申込みは、JAA ショップにて受付中です。 

JAA ショップ https://jaa-shop.jp  

 

和田文緖／ Fumio Wada 

東京農業大学大学院農学研究科修了  

理科教師を経て 97 年アロマセラピストとして独立。  

シーズ・ラボ準備室を主宰し、サロン、クリニック、在宅医療にて施術を行う。英国 IFA

認定アロマセラピスト。  

2019 年東京都世田谷区から千葉県我孫子市に事務所を移転、シーズ・ラボ準備室をオープ

ン。香りの手仕事ワークショップ、初心者からプロのアロマセラピストを対象にした勉強

会やセミナー等を行っている。主な著書に『アロマテラピーの教科書』（新星出版社）、『ハ

ーブの教科書』（草土出版）、『食品香粧学への招待』（三共出版）がある。 

 

 

コラム 8 ページから 9 ページ 

「ニュースタンダード/with コロナの時代」における運動の意義とセラピストに求められる

知識・姿勢 

パーソナルトレーニングジム evergreen 代表 藤田英継 

 

新型コロナウィルスの影響で、緊急事態宣言の前後から外出を控える方が多くなりました。  

外出を控えるということは、必然的に歩く時間や距離が減ることとなり、日常生活での活

動量が減るということです。また、クラスター発生の影響もあり、３月くらいからスポー

ツクラブなどの運動施設にも休業要請が発令されました。それまで週に何回もスポーツク

ラブに通い体を動かしていた方も、自粛生活を余儀なくされ、運動の場所や機会が奪われ



てしまいました。  

このような「生活様式の変化」によって、我々の体に何が起きているのか？  

今回、運動指導の研究家としての観点から、この「with コロナ」の時代に新しい生活様式

で起こり得る健康リスクと、セラピストの皆様が運動というものにどう関わっていくべき

かを考え、お伝えしたいと思います。  

 

運動量減少による生活習慣病やロコモ発症  

 

運動量が減るということは、ただ単に消費エネルギーが減り体重が増える、というだけで

なく、様々な病気発症のリスクも高くなります。  

生活様式の変化で、今までよりも身体活動量が減ることにより、動脈硬化、糖尿病、高血

圧、高脂血症などの生活習慣病になるリスクは飛躍的に高まります。  

さらに、運動不足により「ロコモティブシンドローム」と言われる運動器の障害により、

基本的な運動能力が低下する症状が顕著に顕れます。  

骨、関節、筋肉などのほか、脊髄や神経が連携して体を動かす仕組みに障害が起き、次第

にバランス能力やコントロール能力も衰え、日常生活に必要な、立ったり歩いたりといっ

た簡単な動作も困難になってしまいます。  

 

座位時間の増加による健康とメンタル被害  

 

私達のカラダを支配している遺伝子は、10 万年以上前に進化したものであり、そのころ人

類は、食糧を確保するために獲物を追って何時間も歩き続ける等、絶えず動き続けていま

した。  

現代社会で、食べ物を得るためにこのように動き続ける必要はありませんが、私達の遺伝

子にはこの狩猟採集の行動様式が今もしっかり組み込まれており、脳がそれを司るように

なっています。  

そして、その活動を止めてしまうと、10 万年以上にわたって調整されてきたデリケートな

生物学的バランスを壊すことになります。  

つまり、脳を正常に状態に保つためには、この歴史の⾧い代謝システムをきちんと使う、

つまり適度な身体活動が必要なのです。  

緊急事態宣言以降、通勤を伴わないワークスタイルが普及し、「座位時間（座って過ごす時

間）の増加」が起きています。座っている時間が⾧いほど、健康リスクが上がる研究結果

も多く、メンタルヘルスにも影響を与えます。  

⾧時間座り続けることで、血液や筋肉の代謝が低下し、活動不足によるストレスの蓄積か

ら、メンタルヘルスへも影響を与えます。  

運動量低下によるシニアの健康リスク  



 

シニア世代も、活動量が低下して「動かない」ことにより、身体や脳の働きが低下してし

まいます。  

シニア世代の場合は、現役世代以上に活動両低下の影響を受けやすいといえます。  

加齢から運動器や循環器系の衰え、食欲の低下、気分的な落ち込みによる活動量の低下と

いった負のスパイラルに陥りやすく、その影響で怪我や病気からの回復も遅くなってきま

す。また、単純に日常動作での転倒などのリスク増加から、怪我をする可能性が高まりま

す。  

シニア世代にとっては、認知症やロコモーティブシンドロームのリスク増加とともに、「フ

レイル」の進行が懸念されます。フレイルとは、高齢期に心身および社会性など広い範囲

でダメージを受けたときに回復できる力が弱くなり（生理的予備能の低下）、環境や外敵か

らのストレスに対しても抵抗力が弱くなり、生活に支障をきたし、要介護状態、死亡等の

転帰に陥りやすい状態です。  

加齢に伴う機能低下を意味する言葉に「サルコペニア」がありますが、サルコペニアが筋

肉量減少を主体として筋力，身体機能の低下を主要因として扱うのに対して，フレイル（虚

弱）には移動能力・筋力・バランス、運動処理能力、認知機能、栄養状態、持久力、日常

生活の活動性、疲労感など広範な要素が含まれています。  

健常な状態では、ストレスを受けた直後には多少の機能の低下はあるものの、すぐに元の

状態まで回復します。しかし、フレイルにある高齢者は同様のストレスをきっかけに、急

激に機能が低下し、元の状態まで回復するのが困難なケースが多くなります。  

 

 

運動の意義と セラピストが運動を学び伝えることの必要性  

 

この記事をお読みのセラピストの方の元にくるクライアントは、ケガなど何かしらの身体

の不調をお持ちであることがほとんどかと思います。  

ケガの予防、またケガから日常生活への復帰のため、あるいは生活の質の維持・向上のた

めの体力アップといった観点から、クライアントが意識的に運動に取り組むことはとても

重要なことです。  

新型コロナウィルスの影響であらゆる生活様式が変わり、外出や意識的に運動をする機会

が減った「with コロナ」の時代には、その重要性はさらに高まっているといえます。そし

て、セラピストの方がクライアントに、その方に必要な運動のことを伝えられることは、

非常に価値があることは言うまでもありません。  

ケガの予防のためのアプローチとして、またクライアントの生活の質の向上のための手段

として、運動について学び実践することは非常に有益であり、運動についても伝えられる

ようになることで、クライアントからの信頼を高め、クライアントのより健康な身体と生



活に貢献できるようになります。  

では、セラピストの皆さんが、どのような視点で運動と向き合い、クライアントにどんな

ことを伝えられるとよいでしょうか？ 

 

まず大切なのは、セラピスト自身が運動を実践し、その効果を身をもって実感しているこ

とです。  

そうでないと、当然ですがクライアントに運動に取り組むことの意味を、セラピスト自身

がきちんと伝えられません。また、運動の効果を実感していただくには「継続すること」

が大切ですが、そのためには「何のために」運動をするのか、そして「なぜその運動なの

か」をきちんと伝えられなければいけません。  

人間は目的を明確に把握できないことには⾧期的に取り組むことができません。  

ですから、「何をやるか」と同時に（あるいはそれよりも前に）「なぜ」の部分である目的、

理由をきちんと提示できる必要があります。  

運動指導者として、セラピストの皆様にも運動について意識的に学び、実践する機会をぜ

ひ持っていただきたいと考えます。  

 

 

セラピストのための運動実践基礎講座  

 

with コロナの時代に、運動に取り組むことの重要性、セラピストの皆様が運動についてご

理解いただくことの必要性について、ご理解いただけたでしょうか？  

とはいえ、今まで運動に取り組んだことや学んできたことがない方にとっては、運動とは

いっても具体的に何をしたらいいか、クライアントに何をしてもらえばよいか、わからな

いという方が多いと思います。  

そこで、実際に体を動かしながら、クライアントに処方すべき運動の流れや具体的な種目

について学べる「セルフケアのための運動実践基礎講座」を開催させていただきます。  

１日２時間半×２日間で、運動前後のケアやストレッチ、体の機能向上に必要な基礎的な

エクササイズをご紹介するとともに、それが体のどの部分に効果があるのかについての初

歩的な解説を加えていきます。  

クライアントのケガ予防や体力向上のため、運動について伝えられるようになりたいとい

う方々のご参加をお待ちしております。 

 

藤田英継／ Hidetsugu Fujita 

パーソナルトレーニングジム evergreen 代表／パーソナルトレーナー、ボディワーカー東京

大学大学院総合文化研究科広域科学専攻身体運動科学研究室修士課程修了修士（学術・身

体運動科学）  



東京大学大学院にて脂肪や糖質の代謝を研究し、遺伝子、ホルモン、細胞レベルで教える

知識を習得し、2008 年からパーソナルトレーナーとして活動、2016 年に表参道にパーソナ

ルトレーニングジム evergreen を設立。科学的根拠のある指導内容、わかりやすい指導スタ

イルで延べ１万人以上を指導。海外の論文をベースに書籍の執筆、女性誌のダイエット特

集や通信教育講座のプロデュース、トレーナーの育成も行っている。 
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ウィズコロナ時代の感染予防対策 

自然療法研究家 福島麻紀子 

 

新型コロナウイルスの影響が全世界に広がっています。日本も感染者数の増加が心配され

ていますが、世界を見渡すと危機的な状況の国々が多くありますし、仮に感染が収束した

としてもコロナの影響はさまざまなかたちで波紋を広げていくでしょう。  

私が住んでいるオーストラリアのクイーンズランド州では感染拡大は抑制できていますが、

それは国境、そして州境を封鎖しているから。いつまでも鎖国しているわけにもいかない

ので、開けたり閉めたり様子を見ながら調整していくしかないようです。  

このように一部の地域で感染抑制できたとしても、世界のどこかにウイルスが存在する限

り、完封することは不可能です。ワクチンや特効薬の研究開発も進んでいるようですが、

本当に安全なのか、そもそも効果はあるのか、また世界中に行き渡るまでにどれほど時間

がかかるのかなど、課題は山積みです。  

この「ウィズコロナ」の時代、あと何年か続くものと見られます。付け焼刃の一時的な対

策ではなく、⾧期的に持続可能な感染予防対策が求められています。ことコロナに関して

はポジティブすぎる楽観性は禁物かもしれません。しかし、アロマセラピーやクレイセラ

ピーなど自然療法の知恵を応用すれば、過剰に恐れることなく、有意義な生活を続けてい

けるでしょう。  

 

 

感染予防に役立つアロマ・アイテム  

 

コロナウイルスの感染予防には手洗いが有効と言われます。しかし、手を洗ってばかりで

は手荒れしてしまいますし、外出時は頻繁に洗えません。そこで消毒ジェル、サニタイザ

ーなどが利用されるわけですが、これはこれで「すぐに揮発する」「皮膚を乾燥させる」「同

じ殺菌成分を使い続けるとウイルスが耐性を作りやすい」という欠点があります。一時的

に利用するのはよいのですが、ウィズコロナが⾧期戦になればなるほど、お肌にも体にも

やさしく、持続的に感染から守ってくれるものが必要になります。  



そこで、手洗いと手洗いの間、手を経由した感染をやさしく守ってくれるものはないか？

と考えました。抗ウイルス作用のある精油ブレンド「シナモンパワー」（含まれる精油：レ

モン、シナモン、ローズマリー、ユーカリ、ペパーミント、ティートリー、クローブ）等

を、みつろうベースのバームに溶かし込むという方法です。硬めのバーム状にすれば、皮

膚浸透速度が遅らせるので比較的⾧い時間、手に精油成分がとどまってくれます。コロナ

ウイルスと同じ H1N1 ウイルスを使った実験で、精油濃度 0.1％で９割がたのウイルスが死

滅したというリサーチがあります。つまり、ごくわずか精油成分が手にとどまっていれば

感染防止できるというわけです。  

（Reference: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994788/）  

E-Conception（イーコンセプション）ではこれを「クリーンハンドケア」というネーミン

グで商品化しました。（ICA 公式 online shop クレイ Shopping で販売中）  

アロマセラピーを学んだみなさんなら、この知識を応用してオリジナルの抗菌バームを手

作りできるでしょう。ときどき精油のレシピを変えることで、皮膚刺激などのリスクも軽

減できますね。  

 

 

クレイセラピーで感染予防  

 

ご存知のように精油には抗菌作用、免疫増進作用などがありますが、クレイセラピーでも

使い方によっては同じような作用が期待できます。クレイセラピーには難しい禁忌事項な

どはありませんので、どなたにも安心してお使いいただけます。  

疫力をあげるにはリラックス、特に質のよい睡眠が大きな鍵を握ります。就寝の１時間ほ

ど前にクレイバスにゆったり浸かってみてください。クレイには吸着吸収作用があるので、

からだを洗浄剤で洗う必要がなく、体内の毒素や老廃物を排出するデトックスにもなりま

す。また、陽イオン（カチオン）交換作用により、マグネシウム、カルシウム、カリウム

などの不足しがちなミネラルを補給できます。  

原則的に、クレイには「菌の働きを抑制する作用」はあっても「殺菌力」はありません。

しかし、一部の特殊なクレイには使い方次第でウイルスを殺菌できることが確認されてい

ます。そのひとつが、ワイオミング産の「セージグリーンクレイ」。「塩化マグネシウム」

を適量ブレンドして使うと、コロナウイルスと同じ「一本鎖プラス鎖 RNA ウイルス」への

殺菌力が高まることが分かっています。  

（Reference:  

https://www.researchgate.net/publication/20168716_Effects_of_bentonite_clay_solids_on_

poliovirus_concentration_from_water_by_microporous_filter_methods）  

このリサーチ結果をもとに、E-Conception（イーコンセプション）ではうがい用の「クレ

イソルト」、そしてお風呂に入れる入浴剤としての「クレイバスソルト」を提供しています。



いずれも ICA のクレイ Shopping でお買い求めください。 

 

※ご注意:お湯が循環する追い炊き式のお風呂では硫黄成分含むクレイを使うと風呂釜をい

ためる原因となります。「E-Conception クレイバスソルト」には硫黄成分は含まれないので、

お風呂にも安心してお使いいただけます。ただし、クレイバスのあとは翌日まで残さず、

使用後はすみやかにお湯を落とし、浴槽を軽く洗ってください。 

 

 

ウィズコロナからポストコロナへ。  

 

この新型コロナウイルス、感染予防という医療的な側面だけではなく、社会的、経済的、

心理的にもこれから大きな影響を与えていくことと思われます。みなさんの周りでも、今

までの生活が大きく変わってしまった、大切な人に会えない、夢をあきらめざるをえない、

収入が不安定になってしまった等、さまざまなストレスが起きているでしょう。  

人は変化を嫌うものですが、変化はよりよい方向へと導いてくれるきっかけにもなります。

受け入れがたい変化に押しつぶされそうになったら、そのつらさを一人で抱え込まず、誰

かと共有してください。そして、みんなで共感し励ましあいながら、よりよい未来を創っ

ていきましょう。  

ウィズコロナからポストコロナ —これからの時代は同じ波動をもつ仲間同士が助け合うコ

ミュニティが社会の基盤となっていくことでしょう。自然療法を愛する仲間がつながれる

場としてのコミュニティ、それが「協会」です。ここに集まるひとりひとりが主人公とな

り、本来の力を発揮しながらみんなで協力していける楽しい時代がもうすぐそこに来てい

ます。  

 

福島麻紀子／ Makiko Fukushima 

お茶の水女子大学卒。オーストラリア在住。2000 年、オリジナルアロマ＆クレイブランド

E-Conception（イーコンセプション）創立。2009 年より ICA 国際クレイセラピー協会、理

事＆本部講師としてクレイセラピーの普及・指導にあたるが 2012 年、療養のため引退。現

在は治療を終え、アロマ＆クレイセラピー・ブランド E-Conception、並びに国際ナチュラ

ルセラピー協会代表として活躍中。著書に「大地のエネルギーで癒すクレイセラピー」、「赤

ちゃんからのナチュラルケア」、「カラリングコスメを手作りしよう」などがある。最近は

ユーチューバーとしても活躍中。「地球温暖化シリーズ」では分かりやすく環境問題を説明

しています。  
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私の研究報告 

森美侑紀 MiyukiMori 

森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科/大学院保健医療学研究科/教授和歌山県立医科大学

大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。統合医療学(アロマセラピー)の研究に従事。

看護師、柔道整復師、介護支援専門員、上級食育アドバイザー、JAA アロマコーディネー

ター、アロマトップインストラクターの資格を持ち「もっと身近にアロマセラピーメディ

カルから日常まで改訂増補版」の著者でもある。 

https://www.morinomiya-u.ac.jp/guide 

 

１．補完代替医療としてのアロマセラピー  

私は看護や介護の現場に携わってきた中で、現代医学の抱える問題点や限界を感じること

が多く、常々補完代替医療の必要性を感じていました。  

英国から日本に伝えられたアロマセラピーは当初、美容やリラクゼーション色の強い英国

式アロマセラピーでしたが、1997 年には医師をはじめ医療職の有資格者による日本アロマ

セラピー学会が設立され、アロマセラピーを医療に取り入れるための様々な活動が始まり

ました。しかしながら医療現場への導入には、コストや人材不足などの問題もあり、広く

浸透させるには障壁がありました。そこで私は 2007 年、医療現場におけるアロマセラピー

の効果や医療現場への導入の可能性，導入時の課題を明らかにするため、医療系専門学校

の学生を対象に意識調査を実施しました 1）。計 866 名（鍼灸学科 419 名、柔道整復学科 447

名）から得られた調査結果によると、鍼灸やマッサージ、サプリメントなどほとんどの学

生が何らかの補完代替医療を利用しており、その中でもアロマセラピー利用率は 25.8％で、

特に女性の利用率が高いことが分かりました。アロマセラピーの効果を実感した利用者は

73～89％と高く、「メディカルアロマセラピー」に対しても７割が興味を示しており、最も

期待する治療領域は「心身症／精神疾患」で約９割を占めていました。一方で改善が必要

な点としては、有効性の科学的証明やコストダウンが挙げられていました。この調査結果

から、アロマセラピーに対する利用経験者の満足度の高さや医療現場への導入に対する期

待がうかがえました。メディカルアロマセラピーとして発展するには幾つかの課題が残さ

れているものの、これらを解決 することが出来ればアロマく期待は大きく、より満足つの

手段と成り得ると考えられました。 

 

 

２．エビデンスの蓄積  

アロマセラピーは数千年の歴史があるとされており、古くから人々の健康維持に役立てら

れてきました。多くの書籍にも精油の薬理効果が記されていますが、その効果効能は体験

や経験に基づいたものが多く、“科学的根拠（エビデンス）に欠ける”という問題点がありま



す。アンケート調査でも示されていたように、「有効性の科学的証明」が大きな課題である

と言えます。不眠やストレス、疲労感など様々な症状に対して、20 年以上前からアロマセ

ラピーの検証が行われていましたが、評価の判定を患者の主観に委ねたものが多く、十分

な科学的根拠が示されているとは言い難い状況でした。主観的評価は臨床的には最も重要

な指標ではありますが、科学的根拠には客観性が必要とされます。例えば、自律神経系へ

の作用を血圧や脈拍測定により検証した先行研究はあるものの、マッサージを用いたもの

が多く、精油の薬理効果であるのか、それともマッサージやタッチングの効果であるのか

の判断が困難でした。そこで私は 2008 年、精油が循環器系に与える影響に注目し、血圧と

脈拍に対する効果を評価しました 2）。昇圧作用があるとされているローズマリーと、降圧

作用があるとされている真正ラベンダーの２種類の精油を用い、被験者 60 名をローズマリ

ー群・真正ラベンダー群・コントロール群の３群に分け香りを吸入してもらい、吸入前後

で血圧・脈拍測定を行いました。さらに香りに対する嗜好を 10 段階で評価し、香りの嗜好

が血圧・脈拍に及ぼす影響も検討しました。その結果、ローズマリー吸入後に有意な脈拍

上昇を認めました(図 1)。また、ローズマリーの香りに否定的な感情をもった被験者群では、

吸入後の拡張期血圧上昇傾向を認めました。一方、真正ラベンダーの香りに否定的な感情

をもった被験者群では、吸入後の脈拍上昇傾向を認め、「肯定群」「否定群」間で収縮期血

圧と脈拍における吸入前後の変化のパターンに有意差が見られました(図 2)。これらの結果

から、精油成分から想定される効果だけでなく、香りに対する好き嫌いが、生体反応に影

響を与える事が示唆されました。臨床でアロマセラピーを行う際、含まれる化学成分のみ

に目を向けるのではなく、嗜好がおよぼすリスクに対しての十分な配慮が必要であり、患

者個別の嗜好を重視した精油選びが不可欠であると言うことが分かりました。アロマセラ

ピーは数種類の精油の組み合わせで行うことも多く、単独で精油を使用するより複雑な変

化が現れる可能性も考えられます。また、看護や介護の場面では大部屋や外来などでアロ

マセラピーを行う機会も多く、他患者の嗜好への配慮も忘れてはならない重要な要素であ

ることが示唆されました。また精油のもつ効能についても検証を行いました。近年、生活

習慣病や癌など多くの疾患の発生要因とも言われている“活性酸素”に対して精油が直接作

用するかについて検討したところ、スーパーオキシド(02)という活性酸素に対して、ウィン

ターグリーンやティートリー精油に高い抗酸化能が認められました(図 3)。すなわち精油が

活性酸素の発生を抑制することで、多くの疾患の予防や治療に貢献することが示唆されま

した。しかしこの研究は試験管内での反応でしたので、生体で十分に作用するかについて

はさらに検討する必要があると考えました。そこで現在は、生体内における精油の薬理作

用についてより詳細な作用メカニズムを検証すべく、組織や遺伝子発現など分子生物学的

研究を行っております。その内容はまた次号でご報告させていただきたいと思います。 
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誌上レッスン ２ 

ウィズコロナにおける生き方や生活環境 

JAA 常任理事 浅井隆彦 

 

5 月末を待たないで、５月 25 日に解除された後でも多くの課題は残すものの、新型コロナ

ウイルス対策に一定の成果を上げ、ひとまず一区切りした。  

新型コロナウイルス騒ぎの中で、その経過を通じて我々のライフスタイルを今こそ自己変

革をすべき時と心得え、これからの生き方を考えてみたい。  

１．ライフスタイルのあり方が変わる  

私自身も現在、介護に身を置く人間として、人と接しなければできない職業ゆえに、新型

コロナウイルス感染のリスクの高い高齢者と対面しながら、お互いに身の危険を感じなが

ら、厳しい日々の活動を続け、自粛期間中も、悶々として過ごしてきた。  

ケアマネージャーだけなら対面訪問の中で工夫もできようが、訪問マッサージ兼任の私に

とって、直接肌と接する仕事なので「密接」せざるを得ない状況に陥り、対応に苦慮した。  

今、新型コロナウイルスによって私たちの生活にもたらされたライフスタイルは、アフタ

ーコロナ時代にふさわしいパラダイムシフトを強いられている。過去と同じ状態に戻るこ

とでなく、私自身 with コロナと共存時代に備えて進化させ、ウイルスとの歩み寄りを探り

ながら再スタートをすることだと自覚している。  

２．テレワークでの仕事の仕方  

人は社会的動物と言われるように、社会と接点をもつことによって発展してきた。ところ

が新型コロナウイルスで社会との結びつきが遮断されたことによって、コミュニケーショ

ンの仕方を変えざるを得ない状況となり、インターネットを存分に利用する伝達手段が当

たり前の時代になってきた。当初、戸惑いを覚えた高齢者でさえ with コロナよろしくオン

ラインに慣れてきた様子がうかがい知れる。  

 

私の若き営業マン時代、商売は「３まめ」といって、とにかく「足まめ、手まめ、口まめ」

といって足と手と口をまめに動かすことを営業のモットーとしてきた。それが新型コロナ

ウイルスによって見事に粉砕されてしまった。仕事先を訪問することができなくなり、テ

レワークで自宅から営業することになってしまった。  

誰もが何とか糸口を見つけようともがいている。ホテル業界の異端児である星野リゾート

さえ、自慢の朝食ビュッフェを見直されることになった。そこで知恵を絞って考え出した

のが、朝食を弁当にし、ホテル内にある戸外の空間に各自が持ち込み、庭の中で思い思い

に朝食の時間を過ごす、という新スタイルに行き着いた。  

それにヒントを得て、私もリゾート感覚で気分よく仕事をしていきたいと思った。それが

ワーク＆バケーション＝「ワーケーション」という最近では造語さえも出現してきた。  



そもそもコロナウイルスは都市型生活を破壊してきた。であれば郊外の自然に触れる環境

に生活圏を移動させて、３密とは無縁の、仕事も休暇も併せて日常にしてしまおうという

発想だ。仕事も休暇も一緒に楽しんでしまおうという訳である。余暇と仕事の同時ワーク

「ワーケーション」という仕事環境が今、注目されている。 

  

３．地球環境という視点でのパラダイムシフト 

今回の新型コロナウイルス感染によって、人類が築いてきた歴史が根底から覆されてしま

った。文明文化がもろく崩れ去ってしまった。まるで東日本大震災の津波が、大自然が街

並みとそこに息づく人々を飲み込んだように。  

おそらくウイルスは生物でない大自然に近い宇宙人のような存在ではないかと思う。ここ

で人が反省しなければならないのは、新型コロナウイルス感染対策以前に、大自然に対す

る畏敬の念であろう。そもそも人類のうぬぼれがこういう結果をもたらし、想定外であっ

たと常に人はこれまでも弁解してきた。大自然のひとつである私たちの仮住まいである地

球環境に負担をかけ続けてきた文明文化は、今こそ大自然の犠牲なくして築かれなかった

ことと自覚すべきである。  

レジ袋の有料化もタイムリーなこととして受け止めている。もっと多くの気づきを我々は

人間中心の考え方から脱皮して、これからのライフスタイルでは地球環境にやさしさと感

謝の念をもって変えていかねばならないと思う。  

集団生活で農耕生活し始める弥生人前の３密とは無縁の縄文人のように。  

そして今こそ地球人全員が連帯を深めるいい機会にしなければならないと思う。  

 

４．アロマコーディネーターの自己管理と社会貢献 

アロマセラピーに関わるものとして、アロマセラピーを通じて社会に役に立つことを考え

続けてみた。今まで思いもよらなかったことがどんどん出てくる。とくにアロママッサー

ジは直接肌にオイルやクリームを塗布して手掌で触れる作業のため、明らかに濃厚接触（密

接）の範疇に入ることになる。  

当面、安全を最優先させるために芳香療法で香りを嗅覚から刺激するルート（精油の揮発

性という特徴を活かす）に活路を見出すしかないが、新型コロナウイルスを拡散させない

快適な室内環境を作るという点でみれば、口や鼻や目の粘膜保護に芳香器での拡散は妥当  

な対策だといえるだろう。  

また、精油を局所に使うアロママスクは、外出せざるを得えない時、感染予防のために必

ず着用して私自身は訪問先に向かうようにしている。アロママスクとは、濡れマスクに精

油を垂らし、保湿作用でウイルスを粘膜からブロックする効果を期待するもので、精油が

もたらす作用そのものは極めてマイルドといえる。精油は抗生物質がバクテリアを死滅さ

せるように強く働く  

のでなく、ウイルスとの共存を図り、その動きを抑える程度の予防領域での作用として活



用するのがベストだ。  

仕事を継続していくためには、自己防御が最優先であり、ウイルスに負けない免疫力を強

化した体づくりは欠かせない。現場でも一頃、消毒薬が在庫切れして困った際に、手洗い

時に精油を消毒薬の代用品として使用していた。  

ハーブウォーターは、精油よりも禁忌や安全性の問題が少ない点で利用したいアイテムの

ひとつだ。朝起きたら、最初にハーブウォーターを口に含んでうがいをする。あるいはス

ポンジブラシを使って口腔内洗浄で上気道の潤滑と自浄作用で免疫アップを促す。また、

余ったハーブウォーターは拭き掃除にも使うことができる。  

以上、安全性を優先して、主に芳香拡散を目的にした嗅覚のルートを活用してみた。芳香

拡散は安全面の配慮をして慎重に行うことで、最終的に一般市民の多くにアロマセラピー

の安全な使い方を広めることが出来、周りからの信用を得られるだろう。  

アロマセラピーを通して新型コロナウイルスと共存していく世界平和の幸せな環境を作る

ことを信じ、新しい時代の幕開けに私たち地球人が同じ過ちを繰り返さないように、決意

を新たにしている。  

 

浅井先生プロフィール 

JAA 常任理事、トレーナーズ・プロジェクト代表、 浅井鍼灸治療院主宰、東洋医学、美容

関連、スポー ツコンディション、カウンセリングにアロマセラピー を導入。介護アロマ

テラピーの発展に力を注ぐ。 主な著書に「世界のマッサージ」、「介護アロマテラピー入門」

ほか。 http://www.asai-takahiko.com/ 

 

 

コラム 16 ページから 17 ページ 

誌上レッスン ２ 

コロナとともに生きていく意味は 

JAA 主任講師 高橋佳璃奈 

 

この原稿を書いているのは、新型コロナウイルスがなければ東オリンピックでクレイジー

になっていた時期です。間際になって延期されたことが本当に幸いとなり、PCR 検査数が

増えていることもあり、感染者数は自粛前よりも都市を中心に増え続けている現状があり

ます。 

日本は感染者数も死亡者数も他国より少ないのですが、日々更新される感染者数の数値に

怯える日々を余儀なくされています。 

当初伝えられていた新型コロナウイルスの正体や症状は、日を追ってまったく未知の領域

に入り、最新のものでは「抗体が⾧く持たない」「集団免疫が効かない」「何度でも感染す

る」「後遺症の脅威」など、世界中の専門家がお手上げという状態。あらためて、9.11、3.11、



天災、リーマンショックやオイルショックなどの経済危機の凄い節目の中に生きているな

と感じています。 

自分自身が西洋医学の薬や処置に「なじめない体」をしていることに気づいたのが 20 代は

じめ。運命的な流れを通じ、東洋医学、気功、食事を通じてアーユルヴェーダにたどり着

き 30 年以上がたちました。年齢を経て、さすがに医療のお世話になる機会が増えています

が、今は漢方薬に対する自分の体の反応を興味深く体験しています。（先生も驚くほどの効

き方をするので）自粛体制に入った３月から、毎朝体温と血圧測定をしていますが、それ

でさえ一定の数値ではなく、時間や気候、気圧や食事の有無、排泄の状態などに左右され、

体は一生懸命揺らぎをもちながらバランスをとっていると、感じずにはおれません。しか

し、西洋医学的な観点では、血圧など 140 以上であれば「高血圧」とみなし、薬で一定の

数値を維持することへのこだわりのような感覚があるのが否めず、東洋医学的な観点のほ

うが納得できるのです。 

新型コロナウイルスも不思議で、一定の陽性感染者数はカウントできても、その症状は多

種多様で無症状の人もおり、無症状でも他者にウイルス感染させるという厄介なもの。自

分でも気づかないうちに、新型コロナウイルスに感染している場合もあるわけで、こんな 

訳のわからないウイルスに翻弄されているのが、今なのです。おそらく、自分の体や心を

いつも内観する習慣があれば、無症状でも「何かしらの変化」に必ず気づくでしょう。 

アーユルヴェーダでは、３つのマラ（排泄物）の観察を重要視していますが、この排泄物

（便・汗・尿）の色、匂い、形状、頻度などはおそらく感染後には何らかの変化があるで

しょう。 

症状の一つに、味覚や嗅覚の異常があるとされていることから、五感の変化もあると思わ

れます。風邪でさえ、味覚や嗅覚が薄れることは多々あるのですから。一つ気づいたのは、

日本の古代からの生活習慣は、こういう感染症対策に役立っていたということ。食事前、

排泄後、仕事後など手をよく洗う。家に土足で入らず履物を脱ぐ（靴の裏にはいろいろな

菌や病原体がたくさんついています）。お風呂によく入る。トイレは居間から離れた場所に

位置する。食事中は話してはいけないと躾けられる。（さらに昔は畳に正座をして食べてい

たため、姿勢がよくなり食べ過ぎない結果になっていた）そして、現代では風邪や花粉症

対策として、マスクを着用する。人との距離を肉体的にも心理的にも一定的に保ちがち。

日本のかつての家屋は、高温多湿の環境のために、窓が多く換気がよかった等々。 

神社にお参りする時、口をゆすぎ、手を洗い、神聖な場所であれば禊までする。これは神

に対する「敬い、畏敬の念」の顕れであり、これはエチケットとはまた別の行為です。そ

れを一般の人にまでおろす時、初めてエチケットになる。そういう日本人にとって礼儀と 

なる行為が、実はこんな感染症予防にも役立っていたと見直す機会にもなりました。 

世界中の人たちが、新型コロナウイルスに対する特効薬やワクチンを心待ちにしています

が、このウイルスは「深層心理」的な働きもあり、自分の正常な細胞まで感染させようと

する自己免疫疾患的な動きをするそうです。おそらく、攻撃性や他力本願、何かあると人 



のせいにしがち、というネガティブな波動や周波数に同調しやすいウイルスなのかもしれ

ません。 

自分の免疫機能を健全にし、最高の働きをするためには「食の見直し」「質の良い睡眠」「良

い生活習慣」「適度な運動」「ストレスフリー」が必要になるでしょう。 

これは、何かをすれば OK 的なものではなく、統合的な「生活習慣」と「自分観察」であ

り、自分でちょっとした変化に気づけることや、自分を知り、いつでも体や心を快適に保

つ状況を作れることです。きっとそれは、一人ひとり全く違うものであって、アロマセラ

ピーにしても精油にしても、今までの「知識」を越えたところに自分の感覚とリンクする

ものがあっても不思議ではない、そんな次元になっています。 

そう思うと、新型コロナウイルスは大変ではあるけれど、個人と人類の進化には大きく貢

献していると感じざるを得ません。一人ひとりの感覚や思い、行動や言動、そして存在す

るだけで自分も他者も癒し、元気を与えていく、マッサージやセラピーを超越した共振性・

共時性が、新たなエネルギーフィールドを作り、人間そのものの周波数を上げていくこと

で新たな抗体になる。これを「調和・親和」と呼びますが、令和の時代に大和の民族が世

界に先駆けて、発信できたら素晴らしいことだと思うのです。 

食事についても、日本の食事は主食、主菜、副菜（２種）一汁で構成され、その中に６味

がバランスよく入りやすい構造になっており、さらに５色（白・黒・赤・黄・緑）を意識

すれば、色彩的にも栄養価的にも合理的に揃えられるという素晴らしさ。さらに、納豆や

漬物、粕漬けなどの発酵食品が腸内細菌を育み、少ない量でも健康を維持する術に⾧けて

いたと、あらためて感じています。 

新型コロナウイルスの終息は当面先になりそうですが、人類はいつだって天災や感染症と

いう自然現象と、戦争や侵略などによって、存在の危機を危ぶまれながら生きながらえて

きたのです。ある意味、遺伝子を強化しながら、存続する生命体の役割を与えられている

のかもしれません。また７月には、世界で多くの隕石が火球とともに落下しました。 

人類も、宇宙から飛来したアミノ酸により、地球上のあらゆる生命体の一つとして出現し

たという説があります。今到来している隕石群が、新しい感染症をもたらす場合もあるし、

新たな生命体を生み出す場合もあるでしょう。 

新型コロナウイルスは、その一つの試金石かもしれません。アロマセラピーを学ばれた皆

さんであれば、その知識を実証すべく、いろいろな精油を試してもいいし、自分に最適な

グッズを作ってもいい。大切なのは「自分にどう役立っているのか」を冷静に観察するこ

とです。だからこそ、真剣に「生きること」「生活すること」「働くこと」について、考え

ることも大切になるでしょう。 

いつの時代も、状況も価値観も、その時の社会のニーズも、刻々と変化しています。その

変化に合わせて、フレキシブルに自分の行っていることを、見直し、適応できることが、

これからの時代には求められると思います。新型コロナウイルスを敵視するだけでなく、

世界中の国と人を巻き込んで、大きな地球進化を目指すきっかけになっていることの視点



を持てると、あなたの人生も大きく変わっていくでしょう。それこそが、新型コロナウイ

ルスの抗体（交代、交替、後退）につながるはずです。 

 

高橋先生プロフィール 

JAA 主任講師、健康心理カウンセラー、介護福祉士、美容家、ビューティーライフ研究所

主宰主な著書に「目指せ！健・香・美！アーユルヴェーディック・アロマセラピー（パー

トⅠ・Ⅱ）」「香りは名ヘルパー/ アロマ・ケア」「アーユルヴェーダのコスメ・クッキング」

など。 

 

 

コラム 18 ページから 19 ページ 

誌上レッスン ２ 

ウイズコロナしんどいけれどアロマと一緒に頑張ろう 

JAA 主任講師 楢林佳津美 

 

皆さん、お元気にしていらっしゃいますか？私は、不安がないと言ったら嘘になりますが、

元気・前向きです。 

新型コロナウイルスの感染が広がり、緊急事態宣言が出る前くらいは、無性にイランイラ

ンが恋しくて、自分でもびっくりしていました。だって、私、血圧が低いので、イランイ

ランの香りは苦手だからです。でも、嗅いでいると落ち着くんです。相当に緊張していた

んですね（今はやっぱり、苦手と思えます）。そして、外に出られないし、気分は停滞気味

でしたので、朝 20 分間、アロマ膝ケアの仲間と Zoom を介して、一緒に体操することにし

ました。週のうち５日、毎日のように同じ時間に仲間に会って、軽く体操をしていくうち

に、以前より体調が良くなっていることに気づき、体操後に掃除を始めている自分にびっ

くりしています。（私は血圧が墘いので、朝は苦手です。）自粛中だけの朝の体操のつもり

が、体操の効果は絶大で、なくてはならないものに感じられ、今でも朝の体操は、続いて

おります。一緒に体操する膝ケアの仲間も生活リズムが整ったとか、姿勢が良くなったと

か、ウエストが細くなった、腕がよく回るようになったなど、皆で喜んでいます。（こうい

った経緯から、きれいな体を作る体操の企画を JAA に提案しています。乞うご期待！） 

さて、気持ちの立て直し方の楢林流をわかっていただいたところで、最近のお困りごと；

暑い季節のマスクの着用についてのエピソードを綴ります。 

先日６時間ほど、小雨が降ったり、やんだりの日に外出しました。ほぼ、自宅にいる私に

とっては、マスクをこれほど⾧くつけることはなかったので、不慣れで、今となっては着

用直ぐから、精油を使っておかなかったことが悔やまれます。この季節にマスクをすると、

呼吸が小さくなりますね。軽い酸欠状態ではないでしょうか。私は元々空気の流れが悪い

部屋は苦手で、こまめに換気をしたくなります。それが、口と鼻とを塞がれているのだか



ら、外出して、３時間くらい経ったころから、気分まで悪くなり、軽く頭痛を感じました

（毎日出勤されている方、尊敬に値します。相当我慢されているのでしょうね）。のどスプ

レー（“PROTECT” のブレンド精油をウォッカで５％に希釈したもの）がバッグにあるこ

とを思い出し、マスク着用のまま、目を閉じて、シュ！シュ！「おー、爽快！」呼吸が楽

になりました。しかし、アルコールが基材なので、精油の揮発も早く、爽快感は⾧続きせ

ず…。シュ！シュ！と何回かするも、極楽気分になれるのもほんの短時間…。そこで、精

油（“PROTECT”）を指に取り、マスク着用のまま、表面に塗布。すると、先ほどよりもさ

らに呼吸が深くできて、極楽気分もかなり持続！これで、この日の打ち合わせは乗り切る

ことができました。精油に今回も助けられました。マスクの外側の表面に精油を少し（１

滴もつけていません）つけると、反射的に香りをかごうとして、呼吸が大きくなります。

大人の普通の呼吸では１回の換気量が 500ml です。しかし、気管や気管支ではガス交換で

きませんので、この容積分（死腔量）の 150ml を引いた 350ml が、肺胞で実際にガス交換

できる換気量になります。大人の１分間の呼吸数は、平均 16 回ですので、１分間に 5600ml

（＝350ml×16 回/分）が普通呼吸だと換気されています。しかし、浅い呼吸、例えば、１

回の換気量が半分の 250ml のとき、死腔量は変わりませんので、実際に肺胞でガス交換で

きる量は 100ml（＝250ml−150ml）になり、１分間に普通に呼吸している時と同じ分だけ

ガス交換するとなると 56 回（ ＝5600ml÷100ml）となりますが、１分間に 56 回も⾧時間

にわたり、呼吸できますか？無理ですよね。ましてやマスクをして、この回数の呼吸を１

分間にするのは更に難しいです。そうなると、脳も含めた体全体が酸欠になります。 

酸素、大事ですよ。酸欠になると動脈血に二酸化炭素の割合が多くなります（呼吸性アシ

ドーシス）。呼吸性アシドーシスでは、末梢血管の拡張、交感神経の刺激があるため、発汗、

心拍質量の増加（→血圧上昇）、不安、失見当識、混迷などの症状が出ます。どれもこれも、 

困ります。そして、脳は体重の２％の重さしかないのに、呼吸で得られた酸素の 20％を消

費します。逆に言うと、酸素をこれだけ消費しないとうまく脳が機能しないと 

いうことです。さらには、酸欠だと脳細胞が死にやすくなりますが、最も酸欠の影響を受

けるのが、海馬とのことです。海馬は、アルツハイマーの初発部位でもあることは、皆さ

んご存じですよね。先日の外出時の頭痛では、もしかしたら、脳細胞の破壊が促進された

のかと思うと心配になります。 

この日の夜は、首とヘッドのトリートメントと首のストレッチを頭痛が緩和されるまで、

時間をかけて行いました。首には４本の動脈があります。のどぼとけの外 

側の脈を感じる動脈は頸動脈で左右に２本あります。この動脈は、胸鎖乳突筋と斜角筋の

間にあります。首凝りの方は、もしかしたら、この２つの筋肉の筋膜が癒着して、筋膜が

リリースされていなければ、頸動脈はこの２つの筋肉に挟まって、圧迫されています。脳 

に血液を送るためには、首のトリートメントをして、筋肉を柔らかくし、この２つの筋肉

の筋膜リリースをすることが必要ですね。また、頚椎の一部を貫くように走行している椎

骨動脈の血行を良くするには、大・小後頭直筋、上頭斜筋といった、後頭骨と頚椎をつな



ぐ筋肉の過緊張を開放することが必要です。 

顔面や頭部のトリートメントは手を使うと、⾧時間行うと腕も疲れるので、私のとってお

きのアイテム；ビニールできたブラシ（ホテルなどにある使い捨てのもの）を指の代わり

に使って、硬いところ、痛いところなど刺激しながら、深呼吸して、体に酸素をたくさん

取り込みました。30 分も行って、どうにかいつもの状態に戻せました。 

マスクが手放せない今、首と頭皮、顔をアロマトリートメントすると、酸欠による体の疲

労・老化、そして脳の劣化を食い止めることができますね。（セルフの方法を習いたい方は、

トレーナーズ制度でもある JAA 認知症予防のためのアロマヘッドトリートメント講座の受

講をお勧めします。） 

さて、マスクに精油をつけることで、呼吸はしやすくなりますが、暑さまでは改善できま

せん。私の体を冷やすお勧めは、ミネラルウォーターに精油を入れ、腕や頭にスプレーし

て、気化熱を利用して、体を冷やすことです。昭和大学の実験で、紫外線により発生する

活性酸素（一重項酸素）の消去能の実験があります。ティーツリーやパルマローザなどは

0.1％で一重項酸素を 100％消去することを示しています。 

つまり、これらの精油は、紫外線によって増える活性酸素によるシミなどの肌へのダメー

ジを緩和させることを示しています。この２つは、新型コロナウイルスで悩んでいる今、

私もよく使う精油です。ティーツリーは皆さんご存じのように抗ウイルス作用、特にエン

ベロープ付きウイルスの抑止にも良い結果があります。パルマローザはモノテルペンアル

コールの中で最も抗菌作用が強いゲラニオールが 70−80％含まれています。細菌の抑止に

効果のあるアルコールの成分は新型コロナウイルスのエンベロープも壊すはずです。 

香りがあると口腔内の免疫力も上がりますね。困ったときにも色々な角度から私たちを助

けてくれるアロマです。是非、上手に使ってくださいね。 

〈参考文献〉 

青暢子：精油の抗酸化作用について—一重項酸素消去能の検討— 

日本アロマセラピー学会誌 6（1）: 55-61, 2007. 

 

 

コラム 20 ページから 21 ページ 

会員活動レポート 

今こそアロマで「心」を見直そう 

岩井原裕子（イワイハラユウコ） 

 

あなたはクライエントから「だるい」「えらい」「しんどい」という悩みの相談を受けた際、

どんな精油を勧めますか？ラベンダー？ローズマリー？ユーカリ？一般的に私たちアロマ

コーディネーターは、その悩みの原因である「身体」の症状を聞いて、それに合う精油を

勧めるでしょう。しかし、その原因が「心」からきたものならば、勧める精油は適切でし



ょうか？そしてクライエントが抱く「心」の悩みにお応えできているでしょうか？ 

「身体」だけでなく「心」の健康を保つための大きな働きを持つのが、アロマテラピーの

効能の一つです。「身体面」は、精油の薬効成分を効能としてクライエントへ伝えることが

できますが、「心理面」は、効能としての表現が難しく、なかなか伝えにくいものです。そ

れ以前に私たちアロマコーディネーター自身が「これは心が原因だ」と気付きにくく、ク

ライエント自身も、よっぽど心を許し信頼する相手でないと言いにくいのが「心理面」で

す。 

現在私は、アロマテラピーの心理作用に着目し、精油を用いた心理カウンセリング手法【ク

ロッシングアロマカラーⓇ】を開発し、心理セラピストを育成しています。 

開発初期から現在までの約８年間に、多くのクライエントの「心」の悩みと向き合ってき

ました。クライエントの数で特に多いのは、私と同世代の 40、50 代の女性です。 

この年代は、パートナー関係、子育て、親の介護、仕事、自分の将来について、更年期と

も重なり、心身の変化が大きく、ストレスを多く感じる時期です。また、似たようなスト

レスを抱える若い時期と違い、仕事や子供の有無などのライフスタイルで感じるストレス

が全く違ってくるため、悩みも多岐にわたります。 

その多様なストレスや悩みを乗り切るためには、自分を客観視し、原因をまずは自覚する

ことが必要であり、それは悩みが大きくなる前に行うことが重要です。そのために誰もが

簡単に自分の「心の状態」がわかる方法が必要と考え、導き出す方法を開発しました。 

私が開発した【クロッシングアロマカラーⓇ】は、心理学「ゲシュタルト療法」の概念に

基づきます。このセラピーの具体的方法として、まずクライエントは用意された 10 ～20

種のアロマと 10 種のカラーから、セラピストの質問に対し数種類のアロマとカラーを選び

ます。セラピストはその組み合わせより心理状態を分析し、キーワードやメッセージを用

い伝えながらカウンセリングを行います。クライエントはカウンセリングを通じ、自分の 

心身の状態や悩みの原因を認識でき、最終的に今の自分に必要なアロマとカラーを選びま

す。クライエントがその香りと色を意識し使用することで、心身のバランス力を回復し、

本人が望む目標や夢の実現に役立つことを目的としています。 

なぜ私が心理セラピーに関心を持ち、手法を開発するに至ったのか、それはアロマコーデ

ィネーターとしての悩みがきっかけです。私は 15 年前より「アロマテラピー教室」を主宰

し、多くのお客様の心身の悩みについて相談を受けてきました。その中で「心」の悩み相

談をされると、私はその問いに何と答えてよいかわからず悩んだ時がありました。そもそ

もお客様ご自身が、悩みの根本原因が「心」だと気付いていない場合もあり、どうしたら

気付いていただけるのかも悩みでした。 

『心理状態を上手くお客様に説明できる方法はないか？』 

『お客様も自分も理解しやすい方法はないのか？』 

私はこの悩みを解決するため、精油から今の「心の状態」がわかり、最も適切な精油をア

ドバイスできる方法を考える様になりました。 



最初に考案した方法は、20 種類の精油を嗅ぎ比べ、その好みで心身の状態を探り当てるも

のです。私はこの方法に手ごたえを感じましたが、肝心のお客様が納得いかない、もしく

は反応が今一つでした。それは「香りは目に見えない」ため納得感が薄いことが原因でし

た。アロマテラピーを学んだ私にとっては「香りは目に見えない」からこその良さがある

と思いますが、人は「視覚」が８割強を占めると言われているため「目に見えるもの」で 

ないと納得できないのだと考えました。 

そこで思いついたのが、心理療法としてすでに確立しているカラーセラピーと組み合わせ

ることでした。私の提案に賛同してくれたカラーセラピストさんと共同開発したのが前述

の【クロッシングアロマカラーⓇ】です。 

カラーセラピストとして⾧年心理カウンセリングを行ってきた彼女が、「色も心理は出るけ

れど、目で見える分どこかで理性が働いて、色を操作してごまかせる。対して香りは目に

見えない分、嗅いだ瞬間に好きや嫌いが決まるからごまかせないね。」と教えてくれました。 

これは先の「香りは目に見えないため納得感が薄い」ことと、ある意味矛盾します。 

しかし、このカラーセラピーとアロマテラピーの特徴の組み合わせを上手く使えば、「心」

の悩みを的確に把握し伝えることができるのではと考えました。つまり、香りを自分の正

直な心で選んでいただくこと、それを色として見せ、表現し、伝えていくことです。 

この考えにより、香りと色の両面で「心」の悩みの原因を探り、適切なアドバイスを提供

でき、お客様から「目に見えるもの」で納得していただくという一連の手法に至ることが

できました。思い起こせば、彼女の先の一言がなければ、今の【クロッシングアロマカラ

ーⓇ】は成立できなかったと本当に感謝しています。 

さて、現在コロナウイルスの影響で漠然とした不安がある中、時間が経てば経つほど「心」

の健康が脅かされる人が増えてくるのでは、と心配しています。 

「心」も「身体」も健康で生き生きと暮らしていくために、アロマコーディネーターに求

められていることは、その人に最適なアロマを見つけ出し、その人に最適な組み合わせと

分量を仕上げ、その人に最適な使い方を提案する、これに尽きるのではないでしょうか。 

そのためにアロマテラピーも柔軟に新たな方法を取り入れ、進化していくことも必要と考

えます。 

今後も香りのさらなる可能性を探究し、悩みが大きくなる前の「身近な専門家」として、

心身の健康を守るための役割を果たしていきたいと思っています。 

 

岩井原裕子プロフィール 

ACT クロッシング協会 副代表 

HP：https://act-crossing.com 

本部：愛知県安城市赤松町隅田川 31- 4 

愛知県名古屋市出身  

アロマコーディネーター、チャイルドケアコーディネーター 



2005 年より『AromaGrasse』としてアロマテラピーやフレグランス 

教室を主宰。「アロマが主役」の心理カウンセリング手法を開発し、 

2014 年「ACT クロッシング協会」を共同設立。 

アロマを使う心理セラピストの育成に力を注いでいる。 

現在「クロッシングアロマカラーⓇ」の手法を YouTube にて公開しています。無料で 

すので、アロマコーディネーターの皆様にも心理を知る一つの手段としてお使いいた 

だければと思います。 

 

 

コラム 22 ページから 23 ページ 

会員活動レポート 

広い北海道 

華園せりか（ハナゾノセリカ） 

 

私の住む旭川市から、東へ向かうこと車で約４時間。北見市があります。その工場地帯に、

2019 年に新しい社屋を構えられた株式会社北見ハッカ通商を訪れました。 

北見のハッカといえば、昭和の初期には世界の７割のシェアを誇る生産量であったことは、

日本のアロマ産業ではよく知られていることです。そして、輸入自由化と、合成メントー

ルの台頭の波に呑まれ、昭和 58 年には、ホクレン北見薄荷工場が閉鎖されました。北見の

ハッカ産業が影をひそめる中、「ハッカの灯を消してはいけない」と工場の閉鎖と同時に生

まれた会社が、今回訪れた「北見ハッカ通商」です。休業日でしたが、特別に工場の見学

をさせていただき、北見のハッカの歴史、そして現在の薄荷産業についてお話をうかがう

ことができました。新しい社屋の扉を開けた瞬間から、吹き抜けるようなスーッとした香

りに包まれ、「ここの空気には、余計なものが一切ない」と感じるほど、隅々までメントー

ルの爽やかさが広がっていました。 

工場と聞いていたのですが、目の前に広がる空間はショールームになっていました。そし

て右手には、ガラス張りで中が見える工場がありました。 

まずショールームを案内していただきました。薄荷と言っても、様々な種類があるのを写

真付きパネルで知ることができます。ミントの仲間ではあるが、和種ハッカは最もメント

ールが多く、ハッカ脳を析出するのに最適な品種として栽培されているそうです。 

みなさんもハッカの結晶を見たことがあるかもしれませんが、多くは白い半透明の細い棒

状のものだと思います。 

ショールームでは、20kg ものハッカ脳の四角柱の結晶の塊が展示されていて、見ているだ

けでも涙が出そうなくらいメントールが染み入りそうで、圧巻でした。また旧ホクレン北

見薄荷工場の模型も展示されていました。広大な工場に、美しい社屋。この社屋の建物は、

どこかで見たことがあると思ったら、現在の「北見ハッカ記念館」でした。北見市が、ホ



クレン農業協同組合連合会より寄贈された建物だったのです。 

日本近代化産業遺産にもなっているこの建物には、エピソードがありました。ホクレン農

業協同組合のハッカ工場は、元は北見市から 30km ほど離れた遠軽町に建設する予定だった

そうです。それが北見市に変更されることになったのですが、工場の設計図は遠軽町で建

てる予定のまま建設されたそうです。そこで玄関が裏側になってしまったというお話しを

聞きました。確かに、北見ハッカ記念館の裏口は立派でした。 

このエピソードは、実は私の家系にも関係していました。私の母は、遠軽町の出身です。

母は子供の頃の話として、祖父が畑でハッカを育てていて、秋にその油を絞ると（蒸留の

ことを指すと思います）一斗缶ひとつで冬が越せるほど、いいお金になったと聞かせてく

れたことがありました。おそらく、ホクレン農業協同組合が、北見市に工場を作る前の話

だと思います。当時の農家にとって、ハッカは夢をかけるものだったのかもしれません。 

休業日の工場もガラスの外から見学させていただきました。もちろん、そこに働く人の姿

はなく、これからハッカ油が詰められるであろう瓶が、たくさん並んでいるのが印象的で

した。北見ハッカ通商で生産されるハッカ油は、ドラッグストアなどでもよく見かけると

思います。山菜採りやアウトドアで、虫除けに使われる方も多く聞きます。それにしても、

私が使う精油のミントよりずっと高価だと感じていたところ、北見ハッカ通商で生産して

いるハッカ油や、ハッカ脳は「食品」として作られているそうです。ですからお値段もそ

れなりである事に「なるほど」と思いました。 

食品という事で、キャンディーなども作られていて、お土産としても人気だそうです。そ

のパッケージはカラフルで、どれにしようか迷うくらいフルーツフレーバーの種類もたく

さんありました。現在は渡航が難しいですが、海外からの観光客にも人気だそうで、台湾

に関連会社があるほど北見のハッカは受け入れられているようです。 

食品だけにとどまらず、お洒落なアメニティグッズも販売されていました。石けんやボデ

ィーソープ、ハッカ油の馬油まで、ボディーケア商品も充実していました。ハッカのウェ

ットティシュもあり、とても衛生的でした。そのアメニティグッズの展示も、まるでデパ

ートの一角のようで、女性ならときめく事、間違いなしといった印象でした。特に社⾧さ

んが、デザインや製品づくりにこだわっていらっしゃるとのお話しで、地域のお土産物の 

イメージから、お洒落なアロマグッズへハッカを進化されていました。 

一時は消え去ろうとした北見のハッカ産業ですが、建物は「北見ハッカ記念館」として工

場は北見ハッカ通商が引き継ぎ、今も地域に根差していました。いかに地元の方が、ハッ

カ産業を大切にされているかが、とても伝わってきました。歴史も伝えながら、時代に合

った製品を作り続ける北見ハッカ通商は、北見市だけでなく、北海道が誇る産業だと思い

ます。その土地の植物は、その土地に住む者に恩恵を与えると思っている私にとって、北

見市のハッカは、北海道に住む私にも、恩恵を与えてくれているでしょう。 

アロマとハーブを愛するひとりとして、そして北海道民として、これからも北見ハッカ通

商の製品が、世界で愛されることを期待しています。 



 

華園せりかプロフィール 

アロマスクール&サロン せり香 オーナーセラピスト 

JAA 認定加盟校主宰 

JGS ハーブコーディネーター 

「身土不二」その土地に生きる者は、その土地の恩恵受け 

る、大地に根差した生き方を、アロマやハーブを通して 

伝える活動を行なっている。 

HP：http://celicaroma.net E-mail：mail@celicaroma.net 

 

 

24 ページから 25 ページ 

会員活動レポート 

まだ見ぬ香りを探して ゆず誕生秘話 

髙橋久美子 

 

今から 24 年前。 

ブルーの表紙にオレンジ色の花の写真の美しさに、思わず購入したハーブの情報誌。 

その本の中に「アロマセラピー」の文字を見つけ、とても興味が湧いたことを思い出しま

した。数年後、子育ての最中ではありましたが、自分の好きなことをやりながら子育ても

楽しみたいと思い、アロマセラピーの学びを開始しました。多くの事を学びながら、毎回、

植物の香りに自分が癒やされていることにも気がつきました。そして無事に JAA アロマコ

ーディネーターを取得。続けてアロマトリートメントの手技も学び、マイホーム購入を機

に、おうちサロンを開業しました。お客様の心身のケアを、アロマを用いながら行ってい

ます。その後は JAA 認定校として、JAA ハンドトリートメント講座を開講し、さらに 2015

年に出会った日本の森のアロマを、様々な場所で広める活動も精力的に行い、今に至りま

す。地域のお祭りでのアロマクラフト作りや、10 分ハンドトリートメント、ラジオでの日

本の香りについてのコーナー担当や、市内小学校での植物蒸留体験、大学のゼミでの香り

と脳についての講義などを担当させていただきました。 

いきなり出会うもの、ピンときたもの。 

ある日、神奈川県足柄上郡へ訪問した時に、町のあちらこちらで、たわわに実るユズの果

実を見つけました。そして同時に、その真下で、落ちてしまい変色しているユズがあるこ

とにも気がつきました。 

「使われていないのかな。使われないまま落下してしまい廃棄されるなんてもったいな

い！ユズの果皮からアロマができるのに。その香りで町の人が安らいだり、故郷の香りを

感じたりできるのではないか」思い切って町役場の方へ話してみました。すると、「実はユ



ズの使い道に困っていた。この町は、河津桜やハーブ園もあり観光客の多い町。そんな中、

落下したままのユズは町のイメージや景観を損ねるし、イノシシやシカが荒らしに来て困

っている」との事。「でしたら、使われていないものを、形を変えて有効に活用してみませ

んか？」そこから、ユズ精油製造プロジェクトが始まりました。 

自分でやってみる、自分で赴き、感じるが基本スタイル。ユズの精油作りが決定し、町役

場の方にユズの木が群生している場所へ案内していただきました。自ら収穫を行ったこと

でユズについて知らなかった多くのことを知ることができました。また少しゴツゴツした

黄色いユズに愛着も湧いてきました。自然の中でのびのび育ったユズの木は、５メートル

以上のものもあり、なかなか高所の果実を収穫するのが難しかったです。収穫に苦戦して

いる私を見てか、他の生産者様も紹介してくださいました。 

その上収穫を手伝ってくださったりと、町の皆様には本当にお世話になりました。 

大量のユズを持ち帰ると、スクールの卒業生の力も借りて、ユズの皮むきから蒸留までを

行いました。成分分析も行い、製品として誕生したユズ精油を、まず、町役場の方と生産

者様にお届けしました。 

「あのユズがこんな風になるなんて不思議。これからこのユズ精油が町の特産品になりま

す。ありがとう。」と言っていただけました。その時、アロマを学び始めた頃から「自分で

アロマを作る！」というのが目標のひとつだった事を思い出しました。しかも、ただ作る

だけではなく、何かの役に立つ、人に喜んでもらえることまでプラスで叶った目標に、感

慨深い気持ちになりました。 

誕生したユズ精油は、町のハーブ館や地元の物産店に置かせていただき、ありがたいこと

に地元の方や観光客が購入してくださり完売。地元タウンニュースやケーブルテレビでも

取り上げていただきました。しばらくして新聞社の方からご連絡があり、どのような経緯

でユズ精油が誕生したのか、アロマの蒸留とはどんなものなのかなどの取材に来てくださ

いました。自分の記事と写真が新聞に掲載されるなんて初めての事でしたので、その日は 

家族みんなで朝から新聞を買いに走りました。同じ頃、町の担当者の方から、ふるさと納

税返礼品に登録してくださるというお話をいただき、自分が予想もしていない反響に、驚

きとありがたい気持ちがあふれました。 

ユズ精油の販売開始頃には、町のレモン（こちらも使う予定のない無農薬のレモン）でも

精油製造を開始。こちらは急な展開で数量が少なかったのですが、ユズと同じく、ふるさ

と納税返礼品として登録していただきました。 

話しは戻りますが、私は 2015 年に、穏やかさの中に力強さを感じる日本の樹木の香りに、

心を奪われました。その中でも最も衝撃を受けた香りがあります。それは、「クロモジの香

り」です。今や日本産精油の中でも大人気のクロモジですが、クロモジの香りに出会って

から、もっとクロモジについて知りたくて、色々な地域にクロモジの木を探す旅を今でも 

続けています。山形県、福島県、京都府、栃木県、千葉県、静岡県、神奈川県など。日本

の様々な地域で、自分の力で生きているクロモジ。決して目立つ木ではないけれど、しっ



かり根をはり、地に立ち、春先になれば小さな花を咲かせ、夏には葉をぐんぐん大きくし、

実をつけ、秋になれば、葉を魅力的な黄色にさせ、じっとがまんの冬をむかえる。そんな

一年の流れと自分の今までの道のりを重ねてみたりもしています。そして、クロモジの精 

油製造をされている方々にもお会いしてお話をうかがうと、皆さまそれぞれのストーリー

があることに心が熱くなりました。 

私達の住む日本には、クロモジ以外にも多種多様な樹木が存在します。その樹木達が出す

酸素を吸って私達は息をしています。そんな当たり前の事を重要視することもなく日々の

生活に追われている方がほとんどだと思います。 

様々な問題に阻まれた今、当たり前に大切にしなければならない事に向き合う時なのかも

知れません。緑を大切に手入れしながら、里山を育て、間伐材や枝打ちをし、必要なくな

ってしまった枝や葉、大量に育ちすぎた柑橘類、それらを有効に活用できるのは、アロマ

に携わる私達だからこそだと思っています。 

これからもアロマを通して、自然と関わり、森と関わり、人と繋がりながら、まだ見ぬ香

りをさがして、自分らしくまっすぐに前進して行きたいと思っています。 

 

髙橋久美子プロフィール 

アロマセラピーサロン＆スクールｋｕｋｕｎａ代表 

JAA 日本アロマコーディーネーター協会認定校 

yuica 日本産精油スペシャリスト、ハーバルセラピスト、日本産精油 

資格取得講座開講中、蒸留体験も人気。 

日本のまだ見ぬ香りをさがして旅する日本産精油研究家。 

HP：https://www.aroma-kukuna.com  

E-mail：aroma.kukuna@gmail.com 

Instagram：@japan_aroma.labo  
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ＮＰＯ法人マグノリア会 

ボランティア活動と私たちの思い 

 

【ＮＰＯ法人マグノリア会】  

2017 年、任意団体マグノリアの会として施設訪問ボランティア活動を始め、2020 年３月

10 日に NPO 法人マグノリアの会を設立いたしました。  

 

【活動目的】  

わたしたちは高齢者や障がい者など、介護を必要とする方とそのご家族、女性に対して、



アロマテラピーなどの自然療法によって身体を癒し、健康で生き生きとした生活を送れる

ようにお手伝いいたします。  

 

【活動内容】  

●ハンドトリートメントでの施設訪問  

●アロマテラピーやメディカルハーブセミナー●健康のためのセミナー  

●メンタルケア  

 

【法人設立の経緯と今後の活動】  

 

2016 年２月に私のスクール FullBloom～フルブルームで２名の方がハンドトリートメント

検定に合格されました。お一人が介護施設にお勤めの介護福祉士で「ハンドトリートメン

トを入居者様へ行いたい」との強い希望があり、相談されたのがボランティア活動を始め

るきっかけです。しかし、「勤務中に行う時間がないためにどうしたらよいものか」と二人

で考えた結果、休日に知り合いの介護福祉士が働く施設を訪問することになりました。そ

の時には数名検定合格者がいましたので、ボランティアを希望する方と任意団体として活

動を始めました。お仕事やご家族の都合などで活動を続けることが難しい方もいらっしゃ

ってメンバーが安定せず悩んでいたところ、縁あって、大分大学の学生たちと 2018 年から

一緒に活動をするようになりました。学生の参加によって一気に訪問できる回数や施設も

増え、昨年度は３施設、12 回も訪問することができました。  

訪問回数が増えると、お仕事をお休みして毎回参加いただくメンバーの交通費や時間の負

担も出てきます。「皆さんが参加しやすくするためにはどうしたらいいのか」と悩んだ挙句、

私たちの活動をたくさんの方に周知してもらい、信頼性の高い組織にすることで、応援や

支援をしていただけるのではないか、と考え、NPO 法人マグノリアの会を設立いたしまし

た。  

それに伴い、活動範囲を少し広げ、アロマテラピーやメディカルハーブのセミナー、健康

のためのセミナー、メンタルケアなどを行っています。セミナーに関しては対面だけでは

なく、オンラインで行うことができるものもありますので、ぜひ興味のある方はご相談く

ださい。ハンドトリートメントは今年の新型コロナウイルスの影響で、法人として一度も

活動ができていない状況ですが、施設の担当者様も会員の皆さまも 2018 年から一緒に活動

している大分大学の学生達も活動再開を心待ちにしています。 

 

【ハンドトリートメント活動の様子】  

私たちが使う精油は yuica の日本産精油を使用しています。日本の香りを使う理由は、  

●高齢者、会員、学生みんなが知っている香りである●高齢者の方へ小さい頃から身近に

ある香りを使うことで過去の記憶や思い出がよみがえる  



●嗅ぎなれた香りでリラックスし会話が弾む高齢者への施術ため精油の濃度は 0.5％にして

いますが、お互いの手がふれあい、包み込み、想いが伝わり始めると、少しずつあたりに

ニオイコブシやヒノキの香りが広がります。時には森林の中を散策しているとどこからと

もなくよいお花の香りがするような気分にもなれます。優しい手の温かさと香りの効果は

絶大で、実際に、最初は表情も硬く一言もしゃべらない方の表情が少しずつ穏やかになり、

たくさんのことをお話ししてくださるようになり、最後には握った手を離さない方がいら

っしゃったり、また、トリートメントが終わり、しっとりと柔らかく、少し艶のある手に

なったのを見て、とても喜んでくださる方もいらっしゃいます。ハンドトリートメントを

行う側も同じで、とても優しい表情になっていきます。そんなステキな時間をたくさん見

てきました。学生達との会話は聞いていてとても楽しいです。自分たちのおじいちゃん、

おばあちゃんと話をしているような感じで、時には食べ物のこと、行ったことがある土地

のこと、そして恋愛の話もしているようです。何度も訪問する施設では、いつもいらっし

ゃる方のお顔が見えないと、お部屋まで会いに行ったりと、相手を大切に想う気持ちがす

ごく伝わって来て、私も学生達から学ぶことが多いです。  

活動再開できる日を、またたくさんの笑顔に出会える日を、心から願います。  

 

【活動に賛同いただける方募集中】  

NPO 法人マグノリアの会では、  

●一般会員（会員はご希望があればどなたでも入会できます）  

●一緒に活動していただける会員（活動するには活動条件があります）  

●訪問希望の施設の方  

●活動を応援、ご支援いただける施設や企業の皆さまを募集しています。  

 

私たちと一緒にハンドトリートメントで想いを届けにいきませんか？  

新型コロナウイルスの影響により活動再開も宣伝もなかなかできない状況ではありますが、

セミナー活動は行っています。（アロマテラピーやメディカルハーブセミナー、健康のため

のセミナー、メンタルケアセミナー）セミナー内容により、オンラインで開催することも

可能です。会員には介護福祉士、看護師、精神対話士などの専門知識を有する方もいらっ

しゃるので、興味のある方はぜひご相談ください。  

法人としての活動はスタートしたばかりです。人との繋がりや干渉を避け、あふれる情報

の波に身をゆだね、孤立する生活が多くなっている反面、心の奥では繋がりや、優しい想

いを望んでいる人はたくさんいます。  

ボランティア活動を通して、自分も相手も幸せな想いであふれる毎日が送れるようなお手

伝いをしていけるように。そして想いをカタチにして社会貢献をしていきたいと思います。  

最後に新型コロナウィルスに感染された方お見舞い申し上げます。そして最前線で働く医

療従事者の方へ感謝いたします。一日でも早く心穏やかな日が来ることを心から願います。  



 

 

上屋香  

 

FullBloom～フルブルーム主宰  

NPO 法人マグノリア代表  

FullBloom～フルブルームではハンドトリートメント検定だけでなく、アロマテラピーやメ

ディカルハーブ、日本産精油など幅広い学びができることで NPO 法人として活動するため

の必要なスキルを対 面、オンラインで提供することができます。生活の木カルチャースク

ール講師、医療技術専門学校助産学科非常勤講師 
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JAA インフォメーション 

 

JAA 正会員用 Q＆A 用紙のご利用が可能になりました！ 

2020 年 10 月１日より JAA 正会員に皆さまには、会員特典として正会員用 Q&A 用紙のご

利用が可能になりました。Q＆A 用紙は、JAA 公式サイト「会員専用ページ（上記 QR コー

ド）」よりダウンロードいただき、郵送、もしくは FAX にてご利用いただけます。ご利用ル

ールに従ってご活用ください。  

※ダウンロードは 2020 年 10 月 1 日より可能となります。  

 

年会費についてのお知らせ  

2020 年 10 月６日は、資格の自動更新が９月１日付けの会員の皆さまの年会費振替日で

す。 年会費の振替予定額をご確認されたい方は JAA 公式サイトの「会員専用ページ」にて

ご確認いただけます。  

■会員専用ページ■  

ログイン ID;seikaiin  

PW;JAAaroma  

ログイン後「会員更新・年会費検索ページ」をクリックし、生年月日と会員番号を入力の

上、ご確認ください。  

※協会に「生年月日」のご登録がない方は「11111111」で登録されています。  

検索結果が表示されない場合にお試し下さい。自動更新日がわからないなどのご質問につ

きましてはメールにてお問合せください。  

E-Mail;info@jaa-aroma.or.jp  

 



JAA 加盟校 NEWSLETTER について  

今号から JAA 加盟校 NEWSLETTER について、現状、数か月で劇的に社会情勢等も変わっ

ていく中、「NEWS」という名の誌面が加盟校の皆さまの手元に渡るころには「NEWS」に

全くなっていないことは明らかな為、誌面での発行を廃止し公式サイトの加盟スクール専

用ページのみの掲載に変更致しました。  

今後は加盟校の皆様に伝える必要のあるものは、随時更新、加盟スクール専用ページにア

ップすることで、本来の加盟校ニュースレターの役割は果たせますし、何しろ、常にフレ

ッシュなニュース／連絡事項、変更事項、新規企画などがアップされることで加盟校の皆

様も活性化していくことを願っております。  

 

アロマコーディネーターのためのクラウドソーシング  

JAA よりお仕事や取材などのオファーを受けていただくための登録システムです。アロマ

コーディネーターライセンスをお持ちの方であれば、登録が可能です。アロマに限らずお

持ちのキャリア（経歴）や資格を活かして、活躍の場を広げていきましょう。※リモート

ワークが中心となりますので、お住まいの地域に関係なくご登録が可能です。  

 

■JAA から依頼するお仕事例■  

●会報誌を含む各種雑誌媒体への原稿執筆、記事校正●JAA 主催セミナー・ワークショッ

プ講師  

●JAA 主催セミナー・ワークショップ講師アシスタント●添削指導●新講座制作  

●イベント企画●オリジナルプロダクト制作●WEB 制作●広告デザイン  

●その他  

 

なお、ご自身の会員情報の再登録がお済みでない方は、JAA 会員情報再登録フォームより

メールアドレスを含む個人情報の再登録をお願いいたします。すでに再登録済みの方は、

アロマコーディネーターのためのクラウドソーシング専用フォームよりご登録ください。  

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各種ライセンスの日程を含む試験の実施方法、なら

びに講習会の開催等、変更されています。また、開催は決定していますが、日程とその詳

細については、現在調整中のものもあります。詳細確定後は、JAA 公式サイトやメールマ

ガジンにて、随時お知らせいたしますので、サイト等の定期的な確認をお願いいたします。

なお、今後も加盟校主宰者様、受験される生徒様の健康と安全を第一に、社会情勢にあわ

せて柔軟に対応して参ります。引き続きましてどうぞよろしくお願いいたします。  
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杉本かおるの『オンライン時代のスクール運営法』 

（注意）こちらのセミナーは 10 月 3 日に終了しています。 

 

ポストコロナの時代を迎え、ワークショップやライセンス対応講座についてもオンライン

化が必須となりました。JAA においても、この春よりライセンス対応講座のオンライン授

業が解禁となり、すでに Zoom などのプラットフォームを活用してのレッスンが各スクー

ルにてスタートしています。今後の消費者動向リサーチでも約８割が「コロナ前の生活に

戻ることはないだろう」という回答を出ている今、通学圏内の生徒であったとしてもオン

ラインでのワークショップやセミナー参加は今後も当然のこととして存在していくことで

しょう。この講座では、コロナ禍と after コロナに向けて、人々のライフスタイルとニーズ

がどのように変化し、また、その変化にどのように対応していけば良いのかを、今すぐ使

える「オンライン時代のスクール運営法」としてお伝えしていきます。  

 

■講師  

杉本かおる／Kaoru Sugimoto  

■日時  

2020 年 10 月 3 日（土）13:00～15:10（休憩 10 分）■Zoom 講座  

■定員 48 名限定  

■受講料 3,800 円（税別）  

講座用レジメは事前にメール添付にてお送りします。■参加資格 JAA 加盟校主宰者  

■申込み＆決済方法  

※JAA ショップよりお申込みください  

〈参加特典〉  

◆参加証  

◆講座資料  

講義中に使用したオンライン資料を参加証とあわせて後日メール添付にてお送りします。  

◆杉本先生のオンライン個別相談  

参加者特別価格：50 分 5000 円  

〈講座内容〉  

◆ビフォーコロナ＆アフターコロナ～使えないもの使えるもの  

●セラピー業界では何が変わり、どうなっていくのか？◆ないものねだりに大切な時間を

奪われない方法●隣の芝生はいつだって青い。今あるものを最大限に活かして利益をあげ

よう  

◆オンラインレッスンをより良いものにする５つのポイント  



◆「自分」という最大の武器～個性と魅力で創るオンリーブランド  

●輝ける星になるためのマイプロフィール  

〈このような方におススメ〉  

●オンラインレッスンをこれからスタートしたい方●オンラインレッスンを軌道に乗せた

い方  

●オンライン化の中での他校との差別化に悩んでいる方  

●今後の通学校の具体的な運営方法を知りたい方  

■講師  

杉本かおる／Kaoru Sugimoto  

一般社団法人地域女性活動サポートラボ代表理事。キャリアコンサ  

ルタント。  

プロフィールコーチング 

ICA 国際クレイセラピー協会加盟校 

JAA 認定加盟校主宰。  

セルフカウンセリング指導講師として 15 年、3000 人以上の自己形成史に寄り添ってきた

経験をコーチングと融合したオリジナルメソッド「プロフィールコーチング」を構築し、

商標登録。これまでにもセラピスト、会社経営者、士業、セミナー講師など 300 名以上の

プロフィールを魅力的にブラッシュアップし、クライアントから「プロフィールをアップ

した当日から読者登録が増え、コラボの依頼が来た」など喜びの声が全国から届いている。

現在、プロフィール作成が出来るコーチの育成に力を入れている。  

 

《杉本先生からのメッセージ》  

私自身もクレイとアロマの加盟校主宰者として、これまでは地域密着型のお仕事が中心に

活動してきましたが、協会がオンラインレッスンの導入をいち早く決断してくださったこ

とを受け、地域密着型から一気に全国へとビジネスが広がっていく時代となりました。  

資格取得講座は、加盟校によって取得ライセンス、カリキュラムなどが変わることはあり

ません。では、受講する側は何を基準にスクールを決めていくのでしょうか？  

講座では、コロナの before・現在・after を踏まえ、人々のライフスタイルの変化に対応し

た「選ばれる加盟校」になるためのヒントとオンラインレッスンにおける重要なポイント

を今日からのお仕事に直接活かしていただける内容に凝縮してお伝えしていきます。  

■ICA/JAA 共催「オンライン時代のスクール運営法」の Zoom 講座へのお問合せは ICA 国

際クレイセラピー協会までお問合せください。  

E-Mail;info@claytherapy.jp  

FD;0120-300-543（平日 9:30～17:00） 

 

 



JAA 特別講座ベストセラー「アロマテラピーの教科書」の著者、和田文緖先生による Zoom

講座 

第１回『Lavandula 属植物の香りの多様性』  

 

アロマセラピー本で日本一売れている『アロマテラピーの教科書』の著者であり、JAA 特

別講師でもある和田文緖先生のオンライン講座がいよいよ開催となります。  

全６回開催予定の第１回となる今回のテーはラベンダーです。アロマの学習のスタートに

欠かせないラベンダーの多様性について学びます。  

東京農業大学卒業後、高等学校理科教職を経てアロマセラピストになられた和田先生の貴

重なライブ講義ですので、是非この機会にご参加ください。  

 

■講師  

和田文緖／Fumio Wada  

■第１回 『Lavandula 属植物の香りの多様性』  

■開催日時 2020 年 10 月 18 日（日）10:00～12:00  

■講座内容  

アロマセラピーでは頻繁に登場、使用頻度も高いラベンダー精油をテーマに、分類の基本

や多様な種がある Lavandula 属の芳香植物について講義します。ラベンダー＝汎用性が高

い精油と思い込むと思わぬ落とし穴があるお話など、基礎知識の整理やブラッシュアップ

したい方に必須の講義内容になっています。  

■定員最大 50 名  

■参加資格  

アロマコーディネーター有資格者または受講生が対象※一般受講はアロマセラピーの学習

経験がお持ちの方に限り参加可能。  

■受講費用  

JAA 会員 3,000 円（税別）＋教材費  

JAS 受講生 4,500 円（税別）＋教材費  

一般 6,000 円（税別）＋教材費  

※教材費は JAA 会員、JAS 受講生、一般の受講生すべて共通の費用となります。  

教材のセットは、①教本「アロマテラピーの教科書」付き 5000 円（税別）と②教本無し 4000

円（税別）の２種からお選びいただき JAA ショップの申込ページよりご決済ください。  

※第 1 回目の資材は、ラベンダーAOP・ラベンダー栽培（仏）・ラベンダー野生・ラベンダ

ー北海道オカムラサキ・ラベンダー北海道多品種混合・ラベンダー栽培（ブルガリア）・ラ

バンジン・ラベンダーラティフォリア・ラベンダーストエカス、各 0.5ml（各 10 滴）受講

には、和田先生の著書「アロマテラピーの教科書」  

が必要になります。  



■申込  

JAA ショップよりお申込みください。  

※受講費と資材費のトータル金額にてご決済いただけます。  

■開催予定日（第 2 回～第 6 回）  

第 2 回：2020 年 11 月 21 日（土）10:00～12:00 

第 3 回：2020 年 12 月 19 日（土）10:00～12:00 

第 4 回：2021 年 01 月 16 日（土）10:00～12:00 

第 5 回：2021 年 01 月 30 日（土）10:00～12:00 

第 6 回：2021 年 02 月 20 日（土）10:00～12:00  

※第 2 回以降のテーマや講座概要などの詳細につきましては JAA 公式サイト、 

各種公式 SNS、メルマガにて告知いたします。  

■講師  

和田文緖／Fumio Wada  

東京農業大学大学院農学研究科 修了  

理科教師を経て 97 年アロマセラピストとして独立。  

シーズ・ラボ準備室を主宰し、サロン、クリニック、在宅医療にて施術を行う。英国 IFA

認定アロマセラピスト。  

2019 年東京都世田谷区から千葉県我孫子市に事務所を移転、シーズ・ラボ準備室をオープ

ン。香りの手仕事ワークショップ、初心者からプロのアロマセラピストを対象にした勉強

会やセミナー等を行っている。主な著書に『アロマテラピーの教科書』（新星出版社）、『ハ

ーブの教科書』（草土出版）、『食品香粧学への招待』（三共出版）がある。 

 

 

 

楢林先生による columnVol.90 誌上レッスン  

Zoom 講座『セラピストのためのスキルアップ講座』  

 

楢林佳津美先生の会報誌 columnVol.90 掲載の誌上レッスン（P.18～19 掲載）を Zoom 講

座として LIVE で受講できるアロマコーディネーターのためのスキルアップ講座です。  

会報誌の誌上レッスンとして提供した最も旬なアロマセラピーの知識とスキルを、楢林先

生にライブで解説、ガイドが受けられる「Zoom 版誌上レッスン」です。  

ご自身はもちろん、家族や生徒、クライアントの方々の健康維持のためにぜひ習得されて

ください。  

 

■テーマ  

楢林式首と頭皮のトリートメント  



■講師  

楢林佳津美／Katsumi Narabayashi  

■日時  

2020 年 10 月 24 日（土）13:30～15:30 ［講義 45 分／実技 75 分］  

■定員 50 名限定  

■申込締切 2020 年 10 月 16 日（金）  

■費用  

JAA 会員 3,500 円（税別）  

受講生（JAS＆JAA 加盟校生）4,500 円（税別）一般 6,000 円（税別）  

※加盟校生徒様のお申し込みは加盟校主宰者様の方でお取りまとめいただき、JAA ショッ

プよりオプションにて選択の上、お申込みください。  

■当日の準備物  

●ブラシ（ホテルなどのアメニティグッズで置かれているようなビニール製で、1 本 1 本の

ブラシが割と硬いものが向いています。しなり過ぎると施術に使えません）  

●ティッシュ  

●ヘッドマッサージ用オイル  

マッサージ用オイルは酸欠改善として、次の A 群から少なくとも１つ、B 群から少なくと

も 1 つの精油を植物オイルに入れてご用意ください。  

A 群：ユーカリ・ラジアタ、ユーカリ・グロブルス、ラベンサラ、ペパーミント、ローズマ

リー・シネオール  

B 群：オレンジ、レモン、グレープフルーツ《サンプルレシピ》  

●マカデミアナッツオイルなどの植物オイル 20cc●ユーカリ・グロブルス 2  

●オレンジ 3  

●ローズマリー・シネオール 3  

※基本の濃度は２％で、薄い濃度をお好みの方は 0.5～２％で調整ください。  

２％濃度の場合、精油 8 滴が上限です。上記精油がなければ、お手持ちのオイルで OK で

す。  

■講師  

楢林佳津美／Katsumi Narabayashi  

JAA 主任講師  

一般社団法人日本アロマ膝ケア協会理事、日本ブレスト協会理事、 鍼灸あんまマッサージ

師  東京理科大卒、東京医療専門学校卒。アロマセラピーレシピ自動決定ソフト「私のアロ

マセラピー」、「アロマセラピーケアガイド」、「アロマケア実用ガイド」等著書多数。  

雑誌や日本各地の講演活動で活躍中。 

 

 



《楢林先生からのメッセージ》  

「みなさ～ん、まだまだ残暑も厳しく、今年はマスク着用の機会が増えて辛いですね。マ

スクをしていると、体に取り込む酸素が減ります。脳の機能低下を招き、脳細胞が死んで

しまうこともあります。コロナは防げても、数年後に若年性アルツハイマーなんて言うこ

とになってはいけません。ブラシを使って、日常に取り入れられる簡単ケア、しかも効果

的な楢林式の首と頭のトリートメントを理論も含めて、学びませんか。今回はお顔の浅い

筋膜までリリースして、顔のリフトアップ、小顔まで狙う欲張り講座です。是非、ご参照

ください」。  

 

JAA トレーナーズ制度対応講座  

認知症予防のための  

アロマヘッドトリートメント検定講座  

誰もが気になる認知症の予防を、アロマのトリートメントで行う方法を学ぶ通信講座です。  

アルツハイマー予防に役立つ知識と精油（大学や企業の実験で、記憶力が高まる、脳萎縮

に関係する酵素を阻害する結果を得ている精油）と植物油を使ったセルフヘッドトリート

メントを習得します。 

◆受講料 36,300 円（税込）  

◆教材テキスト 1 冊／DVD（70 分）1 巻／楢林メソッドオリジナルブレンド精油（5ml）1

本／ノズル付き容器 1 個／トリートメント用ヘアブラシ 1 個／マカデミアナッツオイル

（50ml）1 本※JAA ショップよりお申込みください。  

ご不明な点は JAA 事務局までお問合せください。  

E-Mail;info@jaa-aroma.or.jp FD;0120-080-879  

 

 

 

Zoom 講座『セルフケアのための運動処方講座』 

 

JAA の新オンライン講座として、東京大学大学院にて生理学の観点からトレーニングや栄

養について研究され、パーソナルトレーナーとして 10 年以上の指導経験を持つ藤田先生に

よる「セルフケアのための運動処方講座」を開催いたします。コロナ禍の中、リモートワ

ークを始めとしたライフスタイルの変化が人々の健康にも影響を及ぼしています。肩こり

や腰痛、膝痛、頭痛、関節痛などの身体の痛みだけではなく、持病が悪化するケースなど

もよく耳にするようになりました。  

藤田先生のトレーニングは、誰もが気軽に取り入れられる軽い運動ながら、体型はもとよ

り、健康状態においても大きな改善があったという報告がされています。  

心と身体のケアに携わるセラピストである皆さんに、運動処方の基礎知識を知り、運動の



効果と大切さを実感して頂きながら、セルフケアの大切さを生徒そしてクライアントの

方々にお伝えいただければと思っています。なお、当講座はトレーナーとして「セルフケ

アのための運動処方講座」の開講権利を持つ、2020 年秋以降に開校予定の上級講座の基礎

編となります。  

 

■講師  

パーソナルトレーニングジム evergreen 代表 藤田英継／Hidetsugu Fujita  

 

■開催日時※2 日間連続開催  

2020 年 10 月 29 日（木）  

①10:00～11:00、②11:15～12:15  

2020 年 10 月 30 日（金）  

③10:00～11:00、④11:15～12:15  

 

■講座内容全４レッスン  

◆下肢の運動とケア  

①足部と下腿のケア、ストレッチ、下腿のエクササイズ、効果的な声かけの方法  

②大腿と臀部のケア、ストレッチ、股関節中心のエクササイズ、効果的な声かけの方法  

◆上肢の運動とケア  

③手首と肘・肩関節のケア、ストレッチ、エクササイズ、効果的な声かけの方法  

④体幹のケアとストレッチ、エクササイズ、効果的な声かけの方法  

※各回とも「動いてから学ぶ」の流れにすることで、情報を定着させられます。  

●運動前のケア・ストレッチ・エクササイズ（20 分）●講義（20 分）  

●質疑応答等（15～20 分）  

■当日ご用意いただくもの  

●テニスボール（硬式）2 個  

●⾧さ 80cm 以上のスポーツタオル  

●水分補給のためのミネラルウォーター  

●当日は動きやすい服装でご参加ください●実際に身体を動かしていただきますので、畳

一畳くらいの動けるスペースをご用意ください  

■定員 15 名限定  

■費用  

JAA 会員 14,000 円（税別）  

受講生（JAS＆JAA 加盟校生）16,000 円（税別）一般 18,000 円（税別）  

※加盟校生徒様のお申し込みは加盟校主宰者様の方でお取りまとめいただき、JAA ショッ

プよりオプションにて選択の上、お申込みください。  



■修了証の発行あり  

■申込  

JAA ショップよりお申込みください。  

■講師  

藤田英継／Hidetsugu Fujita  

パーソナルトレーニングジム  

evergreen 代表／パーソナルトレーナー、ボディワーカー  

東京大学大学院総合文化研究科  広域科学専攻身体運動科学研究室修士課程修了  

修士（学術・身体運動科学）  

東京大学大学院にて脂肪や糖質の代謝を研究し、遺伝子、ホルモン、細胞レベルで教える

知識を習得し、2008 年からパーソナルトレーナーとして活動、2016 年に表参道にパーソナ

ルトレーニングジム evergreen を設立。科学的根拠のある指導内容、わかりやすい指導スタ

イルで延べ１万人以上を指導。海外の論文をベースに書籍の執筆、女性誌のダイエット特

集や通信教育講座のプロデュース、トレーナーの育成も行っている。  

 

Zoom 講座について：Zoom は、パソコンやスマートフォンを使って、セミナーやミーティ

ングをオンラインで開催するために開発されたアプリです。受講したいセミナーに申し込

みをすると、セミナーの主催者から招待 URL または、ミーティング ID がメールで送られ

てきます。その指定の時間に、その招待 URL をそのままクリックするか、もしくはミーテ

ィング ID を入力するだけで、セミナーに参加することができます。JAA で企画している

Zoom 講座は、カメラとマイクが装備されているデバイスであれば、スマートフォンや ipad、

パソコンでも受講が可能です。どうぞお気軽にご参加ください。操作に不安があるなど、

Zoom 講座についてのご質問は JAA 事務局あてにご連絡ください。 

E-Mail;info@jaa-aroma.or.jp  

FD;0120-080-879 

 

 

コラム 34 ページ 

JAA 各種ライセンス認定試験実施要項 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各種ライセンスの日程を含む試験の実施方法、なら

びに講習会の開催等、変更されています。また、開催は決定していますが、日程とその詳

細については、現在調整中のものもあります。詳細確定後は、JAA 公式サイトやメールマ

ガジンにて、随時お知らせいたしますので、サイト等の定期的な確認をお願いいたします。

なお、今後も加盟校主宰者様、受験される生徒様の健康と安全を第一に、社会情勢にあわ

せて柔軟に対応して参ります。引き続きましてどうぞよろしくお願いいたします。  



第 74 回アロマコーディネーターライセンス認定試験（JAA 認定加盟校） 

 

■試験日  

2021 年 2 月 14 日（日）  

■受験資格  

2021 年 2 月 12 日時点で、JAA が指定する各認定加盟スクールの所定のカリキュラムを修

了しており、修了証書を有している者  

※所属スクールの修了証のコピーが必要  

■試験内容  

理論試験（記述・択一）90 分／小論文 60 分  

JAA 直轄校日本アロマコーディネータースクール  

■受験料  

11,000 円（税込）  

■受験手続  

2020 年 12 月 7 日（月）～2021 年 1 月 8 日（金）《必着》■合格発表  

2021 年 3 月上旬  

※JAA 正会員登録手続きの期限は 3 月末、登録者へのライセンス証発送は 4 月下旬予定で

す。  

 

 

第 74 回アロマコーディネーターライセンス認定試験（在宅試験）  

■試験問題到着日  

2021 年 2 月 10 日（水）《配達日指定郵便》  

■提出期限  

2021 年 2 月 15 日（月）《当日消印有効》  

■受験資格  

日本アロマコーディネータースクールの修了生  

2020 年 12 月 4 日（金）《必着》で最終レポートを提出し、修了証書を有している者  

 

■試験内容  

理論試験（記述・択一）90 分／小論文 60 分  

■受験料  

11,000 円（税込）  

■受験手続期間  

2020 年 12 月 7 日（月）～2021 年 1 月 8 日（金）《必着》■手続き方法  

最終レポートに「受験願書」を同封の上、返却いたします。 



※修了生でお手元に 2 月受験の願書をお持ちでない方は願書の請求をしてください。  

配布・提出期間内に JAS 指導部まで定型封筒で【願書請求】と記入し、「返信用封筒（返送

先住所を記入し 84 円切手貼付）」を同封の上、ご郵送ください。  

➡「受験願書」を記入し、「受験料の振込みの控え（コピー可）」「修了証書のコピー」「返

信用封筒（返送先住所を記入し 84 円切手貼付）」と併せて JAS 指導部までご郵送ください。

受験手続き完了後、指導部より受験票が届きます。  

 

■受験願書の配布・提出先  

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 1-25-9 今井ビル 5F 日本アロマコーディネータースクール

（JAS）指導部※ご不明な点はお問い合わせください（03-5928-2901）。  

 

 

コラム 35 ページ 

JAA インストラクター講習会  

オンラインにて講習会を開催します。 

 

アロマセラピーと自然の素晴らしさを伝える JAA 認定インストラクターになるための、JAA

主任講師、楢林佳津美先生による「教える」ことに特化した講習会です。  

アロマコーディネーターライセンス取得講座をオンラインで教えることができるようにな

った今、あなたのキャリアをワンステージアップして、活動の幅を広げてみませんか？  

 

〈インストラクター制度〉  

一般の方が安全に正しく楽しくアロマを知り、学ぶことができるよう、インストラクター

として気をつけるべきこと、講習の仕方と実践スキルを身に付けていただきます。  

 

〈ライセンスの発行〉  

JAA 正会員は所定の講習を受講することにより、「インストラクター認定試験」を受験する

ことができます。合格後は JAA 認定インストラクターとして登録されます。  

※登録料は発生いたしません。  

 

〈ライセンス取得の特典〉  

①所定の手続きにより JAA 認定加盟校として登録し、アロマコーディネーターライセンス

対応講座を開講することができます。※通学、オンライン講座共に開講可  

 

 

 



第 42 回インストラクター認定試験  

オンラインにて試験を実施します。  

■日程  

2020 年 11 月 14 日（土）13:00～15:00  

※受験者人数により終了時間は前後する可能性があります。  

■受験資格  JAA 正会員で、インストラクター講習会を受講した者 

■試験内容  筆記試験（100 分）／面接試験（5 分）  

■受験料  22,000 円（税込）  

■合格発表 受験日より 1 カ月以内  

■受験手続  

受験手続方法につきましてもインストラクター講習会の会場、および JAA 公式サイト、メ

ルマガ等にてお知らせいたします。  

②全国各地の一般企業、公共団体、教育施設、福祉関連施設より、アロマセラピーのワー

クショップやセミナーの要請があった際に、優先的にセミナー講師を務めることができま

す。  

③JAA 登録講師として、JAA のホームページでプロフィールやスキルを紹介し、一般事業

所からの講師依頼を受けることができます。  

■日時  2020 年 10 月 17 日（土）13:00～18:00  

■受講資格 アロマコーディネーターライセンス取得者  

■内容  

①インストラクターの役割  

②アロマセミナーにおけるレッスンの進め方とポイント③クラフト作りのバリエーション

とその方法  

■用意するもの  アロマコーディネーターテキスト、筆記用具  

■費用  6,600 円（税込）  

■講師  楢林佳津美先生（JAA 主任講師）  

すでにインストラクター講習会にご参加されてまだ受験されていない方、および再受験を

ご希望される方へ  

 

原則、講習会の参加義務はございません。 試験日１カ月前になりましたら、当協会に「JAA

認定インストラクター受験願書請求フォーム」、または E-Mail にて、ご請求ください。事

務局より E-Mail にて「受験願書」添付、送信させて頂きます。  

詳細につきましては、JAA 公式サイト、ならびにメルマガにて皆さまにお知らせいたしま

す。 お手数ではありますが、各自にて確認を頂けますようお願いいたします。  

JAA 認定インストラクター 受験申込は E-Mail;info@jaa-aroma.or.jp  

FD;0120-080-879   



※COVID-19 の影響により、協会オフィスにて電話対応ができるスタッフ数が限られてい

ます。事務局へのご連絡は極力、お問合せフォーム、またはメールにていただけますよう

お願い申し上げます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、どうぞよろしくお願い

申し上げます。  

 

コラム 36 ページ 

JAA 認定校加盟校主催のインストラクター講習会 

トップインストラクター認定者（JAA 認定加盟校）によるインストラクター講習会が、全

国で開催されます。新型コロナウイルス感染拡大防止策を行いつつ、対面講習、オンライ

ン講習を下記加盟校にて開催します。参加ご希望の方は、以下の加盟校まで直接、お問合

せ・お申込みください。  

※インストラクター試験の実施要項は P.35 をご確認ください。  

※トップインストラクター受講者用の講習会チケットは、加盟校主催の講習会では使用で

きませんので、予めご了承ください。  

■お申込み方法  

下記スクール宛に【インストラクター講習会申込み】として、【正会員番号・氏名・住所・

携帯番号・メールアドレス】を沿えてお申込みください。  

 

開催地日時主催者お申込み先  

 

札幌市  

［対面講習］ 10 月 14 日（水）10:00～14:00  

アロマルームここち 主宰木場みくり  

E-mail：mikuringood@gmail.com  

9 月 25 日までにお申込み下さい。  

 

青森県 青森市内  

［対面講習］10 月 2 日（月） 13:00～18:00  ※オンライン講習可  

アロマレッスン＆プライベートサロン Fiore（フィオーレ）主宰塩崎美佳  

E-mail：fiore0810aroma@gmail.com TEL：070-6950-8723  

1 週間前までにお申込み下さい。  

 

東京都 羽村市富士見平 ※駐車場 4 台有り  

［対面講習］ 10 月 10 日（土）・17 日（土） 

［オンライン講習］10 月 11 日（日）・18 日（日） 

全日 13:00～18:00 ※日時応相談  



クローバーアロマスクール主宰萱原恵子  

E-mail：cloverhouse@t-net.ne.jp  TEL：042-554-5742  

 

神奈川県 横浜市 ※JR 磯子駅 徒歩 3 分  

［対面講習］ 10 月 13 日（火） 10 月 28 日（水）両日 10:00～16:30 ※日時応相談  

レッツ・アロマセラピー主宰田中京子  

E-mail：elfu-55kprecious@tune.ocn.ne.jpTEL：090-9956-2892  

最初のご連絡は主宰者に直接、確認のお電話をお願いします。その後に上記のメールアド

レスへご連絡お願いします。  

 

神奈川県 厚木市  

※小田急線本厚木駅徒歩５分圏内予定 

［対面講習］ 10 月 1 日（木）～ 11 月 4 日（水） 12:50～17:50  ※日時応相談  

※オンライン講習可  

あろまライフ幸華  主宰 遠藤みおこ  

E-mail：sak1mi2619@gmail.com  TEL：090-1814-3363  

※お電話は繋がらない場合がございます。その際は留守電またはメールでご連絡をお願い

します。ご希望日の１週間前までにご連絡ください。  

  

愛知県 豊橋市  

［対面講習］ 10 月 21 日（水） 10 月 24 日（土）  

※オンライン講習応相談  

アロマケアスクール Mommy 主宰前田智巳  

HP：http://form1.fc2.com/form/?id=863337 

TEL：080-1616-0895 ※サイト内のフォームより お申込みください。  

 

島根県 松江市  

対面講習、オンライン講習どちらも可能です。 ※日時応相談  

アロマルーム&スクールアンリバージュ  主宰 三島志野  

E-mail：aromaroom.unrivage@gmail.com TEL：090-7992-8158  

 

大分県 大分市  

ご希望日をご相談ください。※対面講習、オンライン講習可  

FullBloom～フルブルーム～ 主宰 上屋香  

E-mail：fullbloom@oct-net.ne.jp TEL：080-1708-2707  

 



鹿児島県 鹿児島市  

［オンライン講習］10 月 28 日（水）  

香りのお店 maruta 主宰 丸田佳代  

E-mail：kaorinomaruta@gmail.com TEL：0995-73-3486  

 

 

2020 年度下半期アロマフェイシャルリラックス（AFR）、ボディトリートメントセラピスト

（BTT）の JAA 主催の認定試験は中止となりました。 

※次回は 2021 年春開催予定です。 

年内の試験をご希望される方は、各 AFR ジャッジ実施加盟校、及び BTT ジャッジ実施加

盟校に直接お問合せの上、お申込みください。詳細につきましては JAA 公式サイトの

AFR/BTT ジャッジ実施加盟校一覧にてご確認ください。  

ご不明な点は JAA までお問合せください。 

E-Mail;info@jaa-aroma.or.jp 

FD;0120-080-879  

 

 

コラム 37 ページから 42 ページ 

AFR、BTT の加盟校紹介ページは JAAHP で参照ください。 

 

 

コラム 43 ページ 

JAA 直轄校  

日本アロマコーディネータスクール（JAS）からのお知らせ  

 

いやしのカウンセラー養成講座ホームスタディーコース  

―JAA 会員様、JAS アロマコーディネーター受講生は 3 万円引きでご案内―  

 

アロマセラピーの知識・技術とともにいつの時代にも大切にされてきた「想いの力」。  

いやしのカウンセラーを養成するこの講座は、心理学理論や哲学思想、香りのケアなどを

参考にしながら丁寧に心と向き合います。  

ぜひこの機会に楽しみながら学んでみませんか？  

レッスン回数 15 回標準受講期間１年すべてご自宅で受講・受験いただけます。  

 

〈講座費用〉※教材費、受講料含む  

■受講料 一般 150,000 円（税別）/会員 JAS 受講生 120,000 円（税別）  



■お問合せ 日本アロマコーディネータスクール 

FD;0120-122-507 E-Mail; support-s@aroma-school.com 

 

 

JAA 常任理事浅井隆彦先生による介護アロマセラピスト講座  

「心地よい介護にしませんか！」  

 

介護現場でのアロマテラピーの扱い方や最も多く見受けられる、浮腫み・冷え・不眠など

の緩和に簡単な実技訓練を行います。アロマテラピーについては、認知症や消臭や感染予

防について触れます。また、手による触れ合いとして「癒しの手」のテクニックで、介護

福祉に従事されている方、親子関係など、人とのコミュニケーションの仕方を学びます。

アロマテラピーが介護の手助けになることを知っていただき、快い介護になることを体験

するチャンスです。なお、この講座は JAA 認定ライセンス制度の対象講座となっています。  

 

※詳細は浅井隆彦公式サイトをご覧下さい。  

http://www.asai-takahiko.com  

トップページ左側のバナーをクリックして日程をご確認ください。  

 

介護アロマセラピスト講座の全国開催スケジュール  

 

日程：9 月 5 日・6 日 

開催場所：青森市 

主催者：塩崎（フィオーレ） 

問い合わせ先 ：TEL：070-6950-8723  

 

日程：9 月 12 日・13 日 

開催場所：札幌市 

主催者：山田（札幌エンジェルハンズ） 

問い合わせ先 ：TEL：080-1862-4437 

 

日程：9 月 20 日・21 日 

開催場所：名古屋 

主催者： ：三原（cosmos） 

問い合わせ先 ：TEL：090-2906-7917   

 

日程：9 月 26 日・27 日 



開催場所：徳島市 

主催者：金森（カラザ） 

問い合わせ先 ：TEL：088-655-2739 

 

日程：10 月 3 日・4 日 

開催場所：郡山市 

主催者：竹俣（アロマハート・ユー） 

問い合わせ先 ：TEL：080-8224-0963  

 

日程：11 月 28 日・29 日 

開催場所：福井県坂井市 

主催者：西畑（ジャスミン） 

問い合わせ先 ：TEL：0776-51-1088  

 

■お問合せ■  

あさいマッサージ教育研究所  

E-mail; ta73asai@gmail.com  

TEL;090-6197-4794（浅井）  

 

  

コラム 44 ページから 45 ページ 

全国加盟校オプション講座のご案内 

JAA ホームページの「イベント・セミナー」ページに詳細を紹介しております。尚、オプ

ション講座については、各加盟校へ直接お問い合わせ下さい。 

 

★アロマ・カラーセラピースクール ACACIA（アケイシャー） 

1）カラーフレグランスベイシックコース 

～嗅覚と視覚で学ぶ 1day 講座～ 

■日程リクエスト開催 

■時間 5 時間程度 

■費用どなたでも 20,350 円（スターターキット付※精油 9 本含） 

■詳細 https://www.aromaacacia.com/inquiry 

 

2）TC カラーセラピスト講座～プラチナトレーナーから学ぶ～■日程リクエスト開催 

■時間 10:30～16:00 

■費用どなたでも 20,900 円 



■詳細 https://www.aromaacacia.com/inquiry 

 

3）選べるフェイシャルレッスン～新しい手技を取り入れたい方へ～ 

■日程リクエスト開催 

■時間 1 レッスン 3 時間程度 

■費用 1 レッスン 10,000 円～※HP で詳細をご確認ください。 

■詳細 https://www.aromaacacia.com/news/facial-parts.html 

■お申込み・お問合わせ 

上記 3 講座のお申込み・お問合せはお電話・メールでお願いします。 

〒274-0065 千葉県船橋市高根台 7-23-14 

担当：安齋孝子 

TEL：090-9828-5996 

E-mail：info@aromaacacia.com 

 

 

★Aroma & Herb 天使のてアロマスクール 

アロマクラフト・手作りコスメ講座を開こう 

～アロマの資格を生かしたい方へ～ 

■日程平日コース、土日集中コース全 2～4 回 

■時間１回の講習時間はコースにより異なります 

■費用どなたでも 104,500 円～（材料費込み） 

■お申込み・お問合わせ 

オンライン講座も対応いたしております。お問合せ・お申込みの際は件名に「アロマクラ

フト講師講座」と明記の上、①スクール宛にメール、②HP のお申込みフォームから、③お

電話、でお願いします。 

「天使のて松戸」で検索 

その他、実際に講座開講までの準備・告知・集客についてのオプション講座もございます。

詳細は HP 内の講座案内ページをご覧ください。 

 

〒271-0075 千葉県松戸市胡録台 

担当：八木美沙季 

TEL：080-1021-0104 

E-mail：info@aroma-angelhands.com 

URL：http://aroma-angelhands.com/ 

 

 



★ホリスティックアロマスクール Plage 

1）占星学～自分が作った人生のリストを読む～ 

■日程随時 

■時間２時間１回 

■費用どなたでも 15,000 円 

2）スキンケアのクラフト 

～クレンジングからムースクリーム他全 5 種類～ 

■日程随時 

■時間４時間１回 

■費用どなたでも 28,000 円 

3）インナーワーク・アロマテラピー～精油の波動～ 

■日程随時 

■時間４時間１回 

■費用どなたでも 18,000 円 

■お申込み・お問合わせ 

上記 3 講座共に、講師中山久美子（英国 IFA 認定アロマセラピスト）がホリスティックア

ロマスクール Plage にて行います。ホリスティックアロマスクール Plage まで、お電話、メ

ールまたは HP のお問合せフォームからご連絡ください。 

〒154-0014 

東京都世田谷区新町 3-18-15-203（田園都市線桜新町駅徒歩 5 分）担当：中山久美子 

TEL：090-8808-9557 

E-mail：kumiko@plage-aroma.com 

URL：https://www.plage-aroma.com/ 

 

 

★癒しのサロン＆スクール Oblate～オブラート～ 

1）直感で選ぶ！アロマブレンドを楽しむ会 

～アロマブレンドの実践体験と潜在意識を探る～ 

アロマブレンドチャクラ講座の体験会としてもご利用ください。 

■日程リクエスト開催 

■時間 10:00～12:00（もしくは 13:00～15:00）【全 1 回】 

■費用どなたでも 3,500 円（ブレンドオイルのお土産付） 

2）アロマブレンドチャクラ講座～チャクラの知識をアロマブレンドに活かすアロマブレン

ドアーティストへ～ 

イメージから香りを組み立てて、ブレンドしていくチカラ、ブレンドした精油から、潜在

意識、心の奥、見えないスピリチュアルな部分を読み取っていくチカラ、読み取ったこと



を言葉に表現していくチカラの底上げをしていきます。 

《通学コース【全 8 回】》 

■時間平日固定曜日 10:00～12:30（ご相談可） 

《オンラインレッスンコース【全 8 回】》 

■時間 10:00～12:30（時間・平日土日祝日ご相談可）※開講スケジュールは 2 週間ごとか

ら、最低でも 1 ヶ月でのご相談となります。 

 

■費用 

●通学コース：96,000 円【分割あり、一括の場合は割引あり】●オンラインコース：110,000

円【ご一括のみ、オンライン受講セット付】 

■お申込み・お問合わせ 

上記 2 講座共に、会場は癒しのサロン＆スクール Oblate～オブラート～（東急田園都市線

市が尾駅・無料駐車場完備）となります。詳しくは、癒しのサロン＆スクール Oblate～オ

ブラート～までお問合わせください。 

〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 

担当：水森美希 

TEL：045-294-1635 

E-mail：oblate_aroma@yahoo.co.jp 

URL：http://oblate.yu-yake.com/school_aromablend_chakra.html 

URL：http://ameblo.jp/oblate0907/ 

「オブラートアロマ」で検索 

 

★スポーツアロマサロン＆スクール nao 華 

1）スポーツアロマ実技講座～パフォーマンスの向上を目指して～ 

■日程随時受付（リクエスト可能） 

■時間全 5 日間＋事前説明会 

■費用ペアレッスン 110,000 円（個人レッスン 132,000 円） 

2）楢林式アロマ膝ケア実習講座～相モデル講座/セルフケア講座～ 

■日程随時受付（リクエスト可能） 

■時間約 3.5 時間 

■費用 11,000 円（個人レッスン 18,700 円） 

3）パパママトレーナー講座～がんばるわが子に 10 分ケア～ 

■日程随時受付（リクエスト可能） 

■時間４時間 

■費用 14,800 円（ご夫婦で参加の場合は 19,800 円） 

■お申込み先 URL 



キッズ＆ジュニアスポーツコンディショニング協会お申込みページより 

https://www.kj-spocon.or.jp/seminar/ 

■お申込み・お問合わせ 

上記 3 講座共に講師宮木奈保子が、愛知県知多郡阿久比町当サロン、半田市･名古屋市各会

場にて行います。 

詳しくは、スポーツアロマサロン＆スクール nao 華までメールにてお待ちしています。 

 

講座の内容は下記 URL のブログ内にて詳細をご確認いただけます。お問合せなどお気軽に

ご連絡ください。 

〒470-2201 愛知県知多郡阿久比町白沢 

担当：宮木奈保子 

TEL：090-5869-0651 

E-mail：aroma_naoka@yahoo.co.jp 

URL：https://ameblo.jp/rosewood427/ 

 

 

★FullBloom～フルブルーム～ 

【オンラインレッスン】 

感染症予防のアロマ講座～自分のカラダを守る～ 

■日程随時 

■時間２時間 

■費用どなたでも 8,800 円 

■お申込み・お問合わせ 

FullBloom～フルブルーム専用 URL にてお申込みください。日程が決まり、お振込みが完

了いたしましたら、PROTECT キットをお送りいたします。（キットの在庫や配送状況によ

って、お時間がかかる場合がございます。お申込みは余裕をもってお願いいたします） 

〒870-1118 大分県大分市高江南 

担当：上屋香 

TEL：080-1708-2707 

E-mail：fullbloom@oct-net.ne.jp 

URL：https://ws.formzu.net/fgen/S33800067/ 
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2020.08.01 JAA の公式ショップサイトがリニューアルしました！ 

https://www.jaa-shop.jp 

 

居心地のいいアロマのある生活 

特定のにおいが、それに結びつく記憶や感情を呼び起こす現象は、ブルースト効果という。

これはフランスの小説家マルセル・ブルーストも小説『失われた時を求めて』の中で、主

人公がマドレーヌを紅茶に浸した際、その香りで幼少時代を思い出す場面の描写が元にな

っている。香りのある生活は、「無意識的記憶」として人々の人生を形作っていく。居心地

のいい香りで今日という日を創造するところから始めてみよう。 

 

JAA ショップは、香りのある暮らしを提案するアロマコーディネーターのための会員専用

のショッピングサイトです。アロマセラピーを学び、教えるための教材や資材、会員の皆

さまの活動をサポートするほか、サロンや教室運営のための販促グッズ、業務用プロダク

トや衛生商品、さらには環境にやさしい食材、会員プロデュース商品の販売など、衣食住

全般を網羅する商品群を取りそろえ、特別価格にて提供させていただいています。  

初期登録はすでにされていますので、お持ちの会員番号でログインの上、お買物をお楽し

みください。 https://www.jaa-shop.jp 

 

 

Life with Aroma 

香りのある暮らしを提案する 12 のカテゴリー  

 

01 

Essential Oils  

JAA オリジナルブランドを含む、セラピストであれば一度は 手にとってほしい全 16 ブラン

ドから様々なタイプの精油をご用意しています。今注目の国産精油はもちろん、アロマセ  

ラピーに必須のスタンダードな精油も様々なタイプから選ぶことができます。環境と人に

やさしいオーガニック精油、季節や症状別にセレクトした精油を目的にあわせて紹介して

います。  

 

02  

Carrier Oil  

キャリアオイルは、ベースオイル、施術用のトリートメントオイルなどアロマセラピーに

必須の植物性オイルを、教室で使いやすい小分けサイズのセットから、サロンで使える業

務用サイズや詰替え用もご用意しています。ホホバ、グレープシード、マカデミアナッツ、



スィートアーモンド、ライスジャーム（小麦胚芽）、アプリコット、キンセンカ、ほか。  

 

03  

JAA の美味しい食卓  

“You are what you eat”の言葉にあるように、わたしたちのカラダは、わたしたちが食べた

ものでできています。アロマセラピーを始めとした様々な自然療法も、健康的な食生活が

基本になければ、健康に導くことはできません。JAA ショップでは、ハーブティや限定輸

入の産地直送のオリーブオイルなど、一般的なスーパーやコンビニでは手に入りにくい安

心安全で美味しい食材をご紹介しています。季節や個数限定の商品がほとんどになります

ので、定期的にサイトをチェック、お早目にお買い求めください。  

 

04  

Organic & Natural  

認証済みのオーガニック精油のほか、アロマセラピーのレッスン基材としても使用するボ

ディーソープなど、お子さんやご家族にも安心して使える環境を考えたブランドをセレク

ト。 敏感肌、乾燥肌など、肌質を選ばない良質な製品を普段使いが可能な会員価格にてご

購入いただけます。  

 

05  

The Post – Corona Era 

衛生管理と自己免疫力の向上が鍵になるポストコロナ時代。これまでの接客ルールが適応

できなくなった今、新しい常識をベースにしたビジネス展開をする必要があります。プラ

イベートな環境の中でのレッスンや施術可能な小さなサロンや教室展開は、ポストコロナ

時代の主流になっていくことでしょう。プロジェクターで使用可能なレッスンテキスト、

消毒剤、使い捨てのグローブ、ペーパーシーツ、新型コロナウイルスを予防に作用する可

能性の高い精油特集など、セラピストとしての活動にお役立てください。  

 

06  

Healing Clay  

アロマセラピーとも相性の良いクレイセラピー。そのベーシックアイテムとなるヒーリン

グクレイをパック用ブラシやスポンジなどのクレイ関連グッズとあわせて取り扱っていま

す。特に ICA ブランドのクレイは、日本人のお肌に合ったフランス産、モロッコ産、オー

ストラリア産のクレイを厳選。日本の厳しい品質チェックを得て化粧品認可を取得、安心

安全なヒーリング用クレイとしてご紹介しています。  

 

 



07 

OUTLET  

JAA ショップでは、在庫処分品や旧パッケージ品、消費期限が短いものなどをアウトレッ

ト商品としてセール価格で販売しています。精油から食品、日用雑貨など様々な商品がア

ウトレット価格で登場します。基本的に品質や味、性能は正規販売品とは変わりありませ

ん。消費期限、型落ち、箱つぶれなどの「訳あり」理由をチェックした上で賢くご活用く

ださい。  

 

08  

Online Seminar  

コロナ禍の中で、春より正式にスタートした JAA のオンラインセミナーは、ビデオコミュ

ニケーションシステム「Zoom」を利用し、定期開催の香羅夢誌上レッスンを始め、この秋

からは単発講座だけでなく、連続講座の開催準備も始まっています。デスクトップからモ

バイルまであらゆるデバイスから、ネットが繋がる通信環境さえあれば参加できるオンラ

インセミナーは、地域に関係なく誰もが受講できる大きなメリットがあります。ご自身の

知識とスキルをブラッシュアップする機会としてご利用ください。  

 

09  

Original Produce  

JAA では、会員の皆さまが企画開発・プロデュースされた製品を JAA ショップに掲載、販

売のお手伝いをさせていただいています。その第一弾は、現在ショップにて発売中の高月

ひかりさんが開発した組紐のアロマペンダント「組香」。ご自身が開発企画＆プロデュース

したプロダクトの掲載を希望される方は右の申請フォームにアクセス、必要事項をご記入

の上ご応募ください。  

 

10  

Books & CD  

JAA ショップでは、アロマセラピーを学び、教えるアロマコーディネーターのための各分

野における専門書とお教室やサロンで音響療法の効果も期待できる CD を紹介しています。 

オンライン講座の副教本や参考文献、担当講師の執筆本など、取り扱い書籍もこれからど

んどん増えていく予定です。セール品として書店に並ぶことのない書籍も会員割引対象と

なっているものもあり、要チェックのカテゴリーです。  

 

 

 

 



11  

Salon Goods  

ポストコロナ時代に求められるリラクゼーションサロンは、丁寧なカウンセリングと衛生

管理の行き届いたプライベートな空間の中で安心して施術が受けられる環境を持つ完全予

約制の個人サロンです。そういった中で必要になってくるのが、小ロットで揃えられるサ

ロン用品です。JAA では、個人オーナーでも設備投資が負担にならないようにタオルやガ

ウン、使い捨てシーツやスリッパなどもコロナ対策のための備品等も少ないロット数でご

購入いただけます。  

 

12  

Recommendation   

新商品、各種講座、各シーズンにあったおススメの精油、メンタルケアやセルフケアなど、

生活のシーンに合ったアロマセラピーの楽しみ方を特集として更新、新情報とあわせて提  

案しています。新しい香りとの関わり方を JAA ショップでみつけてください。  

 

 

Life with Books 本のある暮らし Vol.02  

厳選タイトル  

 

JAA Shop では、会員の皆さまのためにアロマの学習や仕事に役立つ書籍を JAA スタッフが

厳選、会員価格にて販売しています。その中から特にこの秋おすすめの本とオンライン用

テキストをご紹介していきます。  

 

いちばん詳しくて、わかりやすい！  

アロマテラピーの教科書  

「日本一売れているアロマの本」とも言われている JAA 特別講師和田文緖先生の著書。  

一滴の精油がもつ力は、とてもパワフル。その力を引き出し活用する方法を紹介。トリー

トメントの手技&アロマクラフトを写真で解説されているので、自分の 1 本を選ぶ際にも分

かりやすい！53 の精油と 19 のキャリアオイルの詳細ガイドとレシピ紹介もある充実の症

状別セルフケアガイドです。初心者から経験者まで、アロマコーディネーターとしても必

ず持っておきたい 1 冊です。10 月から全 6 回で開催される和田先生のオンライン講座の教

本にもなっています。  

新星出版社定価 1650 円  

 

 

 



アロマテラピーのための 84 の精油  

ワンダ・セラー著/高山林太郎訳  

芳香療法に広く用いられる 84 の精油をとりあげ、各原料植物の特徴、精油の香調、抽出法、

芳香の特色、歴史と神話、肌への作用、その精油の心身への働きと治療特性、化学的組成

を懇切に解説。また、その精油を用いるうえでの注意すべき事項、精油の美容効果、ブレ

ンドに合う精油もリストアップした精油百科事典。 

掲載精油（例・一部）アニス/アミリス/アンジェリカ/安息香/イモーテル/イランイラン/

エレミ/オリガナム/オレンジ/カモミール/カユプテ/ガーリック/カルダモン/ガルバナム/

カンファー/キャラウェイ/ほか。A5 判/208 頁  

フレグランスジャーナル社定価 4271 円  

 

女医がすすめる初めてのメディカルアロマ教本基本精油 40  

JAA 医療顧問である星子尚美博士による“古くから人々の生活に寄り添っていた植物”によ

るメディカルアロマ教本。ヨーロッパではアロマテラピーを医療の一部とする「メディカ

ルアロマテラピー」が盛んに活用されています。近年、日本でも注目を集め、実際に医療

現場での活用も広がっている「メディカルアロマテラピー」ですが、一般的な認知につい

てはこれからというのが現状です。本書では歴史からみた様々な「アロマテラピー」との

違いをわかりやすく解説。女医がおすすめする精油ごとのレシピも嬉しい 1 冊になってい

ます。  

栄養書庫 

定価 2160 円  

 

精油の安全性ガイド第 2 版（電子書籍付き）  

ロバート・ティスランド・ロドニー・ヤング著  

アロマセラピストをはじめとして、精油関連業界において広く活用されてきた『精油の安

全性ガイド』（上巻 1996 年、下巻 1998 年）が発行されて以来、精油に関する膨大な数の新

たな知見に光が当てられるようになりました。本書は、第１版発行以来、ロバート・ティ

スランド氏が 20 年にも及ぶリサーチにより、新しい研究結果を精査して完成させた増補改

訂版。4,000 件にも及ぶ参考文献を基に、膨大に加筆された第 2 版は、全く生まれ変わった

新書と言えるほど。精油に薬理活性があることは多く証明されていますが、著者は、信憑

性のあるもの、ないものを含め、様々な種類のエビデンスに対して、それらを鵜呑みにせ

ず、あくまで冷静に中立に評価しています。  

フレグランスジャーナル社 

定価 19800 円  

 

 



【加盟校主宰者限定】 

予防医学とセルフメディケーション編公式デジタルテキスト  

アロマコーディネーター受験対応講座に、予防医学とセルフメディケーション編が加わり、

予防医学のためのアロマコーディネートの学習が始まりました。予防医学とセルフメディ

ケーション編は、アロマセラピーの社会的な役割や、自分の健康に責任を持つといった考

えを 1 冊にまとめたテキストです。加盟校主宰者のみ購入可能です。オンライン授業やお

教室でのプロジェクター利用、モニター表示にお役立てください。 

JAA 編集 

会員特別価格 3850 円 《デジタルテキスト内容（全 67 ページ）》  

 

chapter1 健康とは           chapter2 なぜ疾患は起こるのか  

chapter3 生活習慣と疾患の関係     chapter4 予防医学と未病  

 

 

病気にならない体づくり  

大地のエネルギーで癒すクレイセラピー  

福島麻紀子著/ICA 国際クレイセラピー協会監修  

地中深くに存在しているクレイ。クレイセラピーは、リラクセーションやヒーリングに応

用した『自然療法』です。福島氏の 15 年に渡るクレイの実体験と研究に基づくデータ内容

をまとめあげた、クレイセラピーのオリジナル本。クレイを知り尽くした福島氏だからこ

そ語れるクレイの魅力を惜しみなく大公開しています。クレイの特性や活用の基礎知識は

もちろん、スキンケアや心身の不調、介護や子どもといった家族ケアへのレシピも多数掲

載。クレイセラピー初心者からセラピストまで、あらゆる方に向けた必見の一冊です。  

フレグランスジャーナル社 

定価 2200 円  

 

【AC 会員限定】 

予防医学とセルフメディケーション編テキスト 

アロマコーディネーター受験対応講座に、予防医学とセルフメディケーション編が加わり、

予防医学のためのアロマコーディネートの学習が始まりました。予防医学とセルフメディ

ケーション編は、アロマセラピーの社会的な役割や、自分の健康に責任を持つといった考

えを 1 冊のテキストにまとめたものです。すでにアロマコーディネーターライセンスを取

得されている会員の皆さまにも、別冊『予防医学とセルフメディケーション編』をご購入  

いただけます。 

JAA 編集 

定価 8800 円  



コラム 51 ページ 

JAA ONLINE STORE 

会員ログイン方法のご案内  

 

JAA ショップは会員の皆さまのスムーズな活動と安心安全な暮らしを提供するアロマコー

ディネーターのためのオンラインショップです。会員割引にてご購入いただくため、ログ

インをされてからお買物をお楽しみください。  

 

◆ID・パスワードについて◆  

JAA ショップでは、会員の皆さまの会員番号で ID・PW 共に既に初期設定がされています。

初めてお買物をされる際は ID、パスワード共にご自身の会員番号をご入力ください。  

ログイン後、パスワードのみ変更が可能です。パスワードを忘れてしまった場合には、JAA

ショップまでご連絡ください。  

 

 

スマートフォンでのログイン方法  

サイトにアクセスください。jaa-shop.jp「JAA ショップ」で検索  

 

上部中央のログインをタップ  

ログインをタップして、ログイン画面に移動します。  

 

ID と PASS を入力  

会員 ID とパスワードの両方に、7 桁もしくは 12 桁の会員番号を入力してください。  

7 桁もしくは 12 桁の会員番号を、ID とパスワードの両方に入力  

ログイン完了  

 

マイページと表示されます。マイページでは、これまでのお買い物履歴がご覧になれます。

PC では会員情報の修正やポイントの確認も可能です。  

 

 

PC（一部のタブレット機器）でのログイン方法  

画面上部、左部にあるいずれかのログインをクリック  

「ログイン」もしくは、「会員様ログイン」をクリックして、ログイン画面に移動します。 

いずれかのログインをクリック  

ID と PASS を入力  

会員 ID とパスワードの両方に、7 桁もしくは 12 桁の会員番号を入力して、ログインボタ



ンをクリックすればログインが完了します。  

7 桁もしくは 12 桁の会員番号を、ID とパスワードの両方に入力 

ログイン完了  

 

ログインに成功しますと、マイページと表示されます。マイページでは、これまでのお買

い物履歴や、ご自身のポイントの確認、会員情報の修正を行えます。  

 

 

コラム 52 ページ～53 ページ 

美容薬膳のススメ 

松本誉子  

国立北京中医薬大学 薬膳科 卒業  

中医薬膳師、中医薬膳茶師、日本中医食養学会会員、味噌ソムリエ、発酵ジュースインス

トラクター 

中国の古い文献の中に『母親調薬膳、恩情篤蜜』という記述があります。これは“母親の作

る薬膳は、慈しみに溢れ心の篭ったものである”という意味だそう。それだけ、食事は人を

癒す力がある物です。リラックスして楽しく食べられる「おうちごはん」。疲れて帰って来

た家族や、自分の体の為に、簡単に作れるお料理を！をコンセプトに活動中。  

中医学情報サイト「COCOKARA」に薬膳レシピ連載中。料理教室 ドードーの空キッチン 主

幹。料理レシピ開発・執筆。出張講師  

 

秋は立秋から立冬までの３か月です。中国の古い文献「黄帝内経」では「収斂」の季節と

表現され、「万物が成熟して収穫され、徐々に空から強い風が吹き、大地には粛清とした気

配が漂う」と記されています。暑い夏から徐々に気温が下がり、木々は紅葉して実を結び

ます。人間の体も自然界の影響を受け、体が寒さの為に徐々に引き締り、冬に向けての準

備を始めます。五行では「金」に属し、物事を小さくする、縮める、下げるというイメー

ジを持ちます。そのため秋は悲憂な気分になりやすく、気が沈みこみやすい、淋しい、人

に会うことが億劫になるなど「秋鬱」症状を起こしやすくなります。自然界の変化に対応

するためには、早寝早起きを心掛け、安らかな気持ちで読書などを楽しみ、ゆっくりした

時間を過ごすようにしましょう。また、秋は空気が乾燥し「肺」の機能が不調をおこしや

すくなります。肺をいたわるように過ごしましょう。  

 

秋の多い不調 

五行学説によると、秋の主気は「燥」で、自然界を含めて全てのものが乾燥の影響を受け

ます。五臓の中で「肺」は「喜潤悪燥」と言い、潤いを好み乾燥を嫌い乾燥に敏感な臓器

です。そのため秋は、空咳、喘息などの症状が起きやすく、呼吸器系が元々弱い人は特に



注意したいシーズンです。また肺は大腸、肌とも関係が深く「肺合大腸・肺主皮毛」と言

い肺の機能が低下すると大腸の動きも悪くなり、便秘になりやすく、また便秘をすると呼

吸が浅く感じられることがあります。 さらに、便秘をすると大腸の濁った気のエネルギー

が肺に影響し、肺と関係の深い皮膚にトラブルが起こります。秋の始めの「温燥」の頃は

夏の暑さの影響が残っているため、体に残った余分な熱を取りながら肺を潤す食事が必要

です。後半は寒さが深まり「涼燥」となります。そのため肌や喉の乾燥が強く感じられる

ので、体を温める食材や辛味の食材で血行を促進して肺を温めるようにしましょう。  

秋の薬膳は、初秋の「温燥」と晩秋の「涼燥」に分けて考える必要があります。温燥のシ

ーズンは涼性や清熱の体の余分な熱を取る食品と、肺を潤す食品を組み合わせて摂取する

ようにしましょう。また、初秋の頃は残暑の時期にもあたるため、胃が疲れています。胃

をいたわることも忘れないようにしましょう。梨、柿、ゆり根、蓮根はこの時期におすす

めの食材です。後半の涼燥の頃になると、皮膚や毛髪が乾燥し、シワやフケが気になるよ

うになってきます。温性の食品や辛味の食品で血行を促進して体を温める様にしましょう。

栗、白きくらげ、鮭はこの時期におすすめの食材です。梨や白きくらげはコンポートにし

ておくと、いつでも簡単に食べられるのでおすすめです。蓮根、ゆり根は鮭などと一緒に

炊き込みご飯にすると見た目も綺麗で美味しくいただけます。食欲の秋を養生しながら楽

しみましょう。 

 

以上 


