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受験対策講座開講マニュアル 

 

◇受験対策講座の開講と告知について 

大前提として、従来の 30 時間、10 万円以上の講座を開講することが理想ですので、ご自身のスクー

ルでこの受験対策講座を開講するか、またホームページやパンフレット等に告知するかは、全て任意

とします。 

＜開講するが告知はしない場合＞ 

問い合わせや来校時のヒアリングで、従来の講座では受講困難な場合に、この受験対策講座を勧めま

しょう。 

 

＜告知をする場合＞ 

従来の講座と受験対策講座の違いを、明確に示します。 

告知の際は「受験対策」「集中形式」などの文言を入れ、通常のアロマコーディネーター養成講座とは

違う内容であることが、受講者にもわかるようにしてください。 

基本的には、従来の講座の方が理想的な学習内容であることを話し、受講に至らない何らかの事情が

ある場合には受験対策講座を勧めます。 

 

◇指定教材 

受験対策講座では必ず指定教材を使用し、受講生が常に手元に置ける形とします。 

＜教材内容＞ 

○レッスンテキスト 

○精油テキスト 

○JAA レギュラーコース通学用レッスン資材セット 

○精油 12 本 

加盟校への納入価格 25,000 円（税別） → 受講生への販売価格 30,000 円（税別） 

※この指定教材は、通常のアロマコーディネーター講座（30 時間以上の設定）で使用しても構いませ

ん。 

 

◇授業時間／回数（日数） 

集中講座では、最低を 10 時間以上と設定して下さい。上限はありません。 

また、数回に分けての指導（例：3 時間×4 回）でも、土日 2 日間など短期集中型でも結構です。 

受講生の希望も考慮のうえで、設定していただくと良いでしょう。 

 

◇受講料金 
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上記の指定教材費を含め、最低価格を 60,000 円とします。上限はありません。 

 

◇授業時間の配分について 

加盟校登録時にお渡ししている『運営・指導マニュアル』には、レッスン 1 回～15 回までの「理論学

習」、「実習」、「精油の知識」の学習内容と時間配分が書かれています。 

 

例） 運営・指導マニュアルＰ19 Lesson1（目的：精油の扱い方を知る） 

＜レッスンの構成＞ 

●理論学習  ①アロマコーディネーターとは 

       ②アロマセラピー概要 

       ③精油使用上の注意事項と禁忌 

●実 習   ①手浴もしくは吸入 

       ②バスソルトの作成 

●精油の知識 オレンジ、グレープフルーツ 

 

＜時間配分＞ 

はじめに 

 

 

精油の使

い方 

手軽な使

い方 

注意と禁

忌 

実習 

手浴また

は吸入 

実習 

バスソル

トの作成 

精油の知

識 

質問 

10 分 15 分 20 分 25 分 15 分 15 分 15 分 5 分 

 

このレッスン１で見ますと、受験対策講座では、上記表内の、 

●理論学習及び●精油の知識 を指導していただくことになります。 

時間配分でみると、 

・はじめに 10 分 

・精油の使い方 15 分 

・手軽な使い方 20 分 

・注意と禁忌 25 分 

・精油の知識 15 分 

・質問 5 分 

●合計 90 分 

このように、レッスン 1～15 回まで、「理論学習」と「精油の知識」を指導します。 

但し、上記の時間配分は目安となりますので、全 15 回レッスンをこのような時間配分通りに指導しな

くとも結構です。 

例：試験の出題範囲と考えられる部分を集中して指導し、テキストを読めばわかる部分は自習してい

ただく など 
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◇2 種類のクラフト実習について 

「受験対策講座」では、受験のための理論学習が中心になりますが、たとえ資格取得が目的であって

も、理論学習だけでは知識だけを詰め込むだけの味気ない授業となります。 

そこで、アロマセラピーの体感学習として、最低 2 回はクラフト作成の時間を設けていただくことを

お願いします。 

『運営・指導マニュアル』P8 には、「ローション」、「香水」等、全レッスンの実習の一覧表がありま

すので、この中から最低 2 種類の内容を指導してください。 

講師が決定しても、受講生と話し合いの上、決定しても構いません。 

 

◇2 種類以外のクラフト実習について 

「受験対策キット」には、従来の実習（クラフト作成）に必要な資材が用意されています。また、レ

ッスンテキストブックには、各クラフトの作成手順や実技方法が書かれています。以下の方法より、

選択が可能です。 

１、自宅で作成していただき、疑問点などがあった場合には誠実に対応します。 

２、受講生の受験後、新たに「アロマコーディネータークラフト講座」として、引き続きの通学講座

を開講する。その際の受講料は各加盟校にて設定します。 

 

◇トリートメントについて 

実習カリキュラムには、「ハンドトリートメント」、「フェイストリートメント」、「バックトリートメン

ト」等のトリートメント実技があります。この受験対策講座において、実技指導は必須ではありませ

んが、受講生の希望があれば、上記同様に受験後に「トリートメント講座」の受講を勧めて下さい。

ＡＨＲやＡＦＲ、ハンドトリートメント検定講座の指導者であれば、それらの受講を勧めることをお

勧めします。 

 

◇使用する 12 種の精油について 

受験対策キットには、ゼフィール社の精油 12 本がセットになっていますが、アロマコーディネーター

認定試験の範囲は従来通り 31 種類ですので、受講者は試験範囲の全ての精油の香りを嗅ぐことや利用

することはできません。不足分は講師が対応していただければ幸いです。 

 

◇試験範囲について 

従来のアロマコーディネーター講座の受講者と受験対策講座を受講された方に差はなく、試験範囲や

試験問題の内容は全く変わりません。  
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◇受講の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇その他 

１、12 種の精油のみの購入について 

所定の注文用紙及び加盟校専用ページから購入が可能です。 

  価格は 16,200 円（税込み） 

  ※受講生に販売する際は、17,820 円（税込み）で販売して下さい。 

 

＜12 種の精油＞ 

イランイラン、カモミール・ローマン、グレープフルーツ、サイプレス、ゼラニウム、ティーツリ

受講希望者からお問い合わせが入りましたら、受験対策講座の

内容と特徴を正確にお伝えください。希望によりアフターフォ

ローが受けられることも、案内すると良いでしょう。 

お問い合わせ 

お申込み時には、受講申込書を取り交わしましょう。 

また、この時点で指導するクラフト実習や、授業前の予習につ

いても決めておくと良いでしょう。 

お申込み 

JAA 事務局に、教材を注文してください。 

注文は、注文用紙または JAA 公式サイト（加盟スクール専用ペ

ージ）のフォームから承ります。 

教材の注文 

教材はスクールにお届けします。可能であれば、受講日以前に 

受講生に渡し、テキストの内容に沿って予習をしてもらいまし

ょう。予習の仕方も伝えられると、さらに良いでしょう。 

教材の受け渡し 

授業は、受験対策講座であることを念頭に置き、試験の出題傾

向などポイントを押さえて効率よく進めてください。 
授業 

クラフト実習の追加指導や模擬試験など、別途開催するアフタ

ーフォローの講習も、受講生の希望を聞きつつ実施して、アロ

マセラピーの良さをさらに実感してもらいましょう。 

アフターフォロー 

試験の手続きは、一般の認定講座と全く変わりません。1 ヶ月

前までに手続きを完了し、規定の試験日に開催してください。 
試験 
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ー、フランキンセンス、ベルガモット、ユーカリ・グロブルス、ラベンダー、レモングラス、ロー

ズマリー （ゼフィール社・各 5ml） 

２、32 種の精油のみの購入について 

  所定の注文用紙及び加盟校専用ページから購入が可能です。 

  価格は 21,600 円（税込み） 

 

＜アロマコーディネーター講座指定精油セット（32 種類）＞ 

№ 精油名 容量 

 

№ 精油名 容量 

1 イランイラン  1.0ml 17 ブラックペッパー  1.0ml 

2 オレンジ・スイート 1.0ml 18 フランキンセンス 1.0ml 

3 カモミール・ジャーマン  0.5ml 19 ペパーミント  1.0ml 

4 カモミール・ローマン  0.5ml 20 ベルガモット  1.0ml 

5 カルダモン  1.0ml 21 ベンゾイン  1.0ml 

6 クラリセージ  1.0ml 22 マージョラム  1.0ml 

7 グレープフルーツ  1.0ml 23 ミルラ  1.0ml 

8 サイプレス  1.0ml 24 メリッサ  0.5ml 

9 サンダルウッド  1.0ml 25 ヤロウ  0.5ml 

10 シダーウッド  1.0ml 26 ユーカリ・グロブルス 1.0ml 

11 ジャスミン  0.5ml 27 ラベンダー  1.0ml 

12 ジュニパー  1.0ml 28 レモン  1.0ml 

13 ゼラニウム  1.0ml 29 レモングラス  1.0ml 

14 ティーツリー  1.0ml 30 ローズ・オットー 0.5ml 

15 ネロリ  0.5ml 31 ローズ・アブソリュート 0.5ml 

16 パチュリー 1.0ml 32 ローズマリー・シネオール 1.0ml 

※「ジャスミン」、「ローズ・アブソリュート」は生活の木、その他はゼフィール社 

 

 

 

受験対策講座に関するお問合せは、JAA 事務局までお願いいたします。 

 

TEL.03-5928-3100（平日 9：30～18：00） 

 


