
2016年度19期11月IFAコーススケジュール　
【表参道校】10：30-17：30

D 担当 カリキュラム 内容 備考
10：00－オリエンテーション ＊テキスト類配布

解剖生理学① 総論・細胞・外皮系 ＊テキスト配布

マッサージセラピー① 【理論】マッサージについて ＊タオル・ガウン配布

　　　　 スウェディッシュマッサージ、語源、基材 ＊実技テキスト・DVD配布

　　　　　基本手技、手技の応用、心得、身体の部位

【実技】下肢背面のマッサージ

解剖生理学② 骨格系（1）、筋系（1）

12/11 マッサージセラピー② 【理論】　マッサージのポイント

（日） 【実技】臀部と背部のマッサージ

解剖生理学③ 循環器系（1）（心血管系、リンパ系）、呼吸器系

2017年 マッサージセラピー③ 【実技】下肢前面のマッサージ

1/8
（日） 　　　　 腹部と腕のマッサージ

解剖生理学④ 骨格系（2）、筋系（2）、循環器系（2）（血管）、免疫

1/22 マッサージセラピー④ 【理論】皮膚について（構造と働き）

（日） 【実技】デコルテ、全体のマッサージ

解剖生理学⑤ 泌尿器系 ＊昼休みにホームルーム実施

2/5 マッサージセラピー⑤ 【理論】マッサージの効果 ☆宿題：実技トレーニング

　　　　体型トラブル ・ トリートメント計画 　（20回分）スタート

　　　　ボディコンサルテーション 　→〆切：マッサージセラピー⑨

【実技】全身練習

解剖生理学⑥ 消化器系、感覚器系

2/19 マッサージセラピー⑥ 【理論】クライアントケア ☆宿題：サロンレポート

【実技】全身練習 　→〆切：アロマセラピー理論⑦

　　　　クレンジング～

　　　　拭き取り、化粧水塗布

解剖生理学⑦ 神経系、内分泌系

解剖生理学⑧ 生殖器系、ストレス反応、まとめ

病理学①

3/19 マッサージセラピー⑦ 【理論】模擬試験（筆記） ＊中間試験（実技）の時間割

模擬試験（筆記） 　　　　 試験対策 ＊昼休みにホームルーム実施

【実技】ボディマッサージ復習

　　　　 デモンストレーション

3/26 マッサージセラピー⑧ 【実技】マッサージ復習

（日） 模擬試験（実技） 　　　　模擬試験（実技）

4/2 マッサージセラピー⑨ 模擬試験（実技）総評、試験対策 ★宿題：実技トレーニング

10：.30-13：30 マッサージ全身練習 　（20回分）〆切

衛生学
14：30-17：30

4/9 アロマセラピー実技① ＊アロマ実技テキスト・DVD配布

10：30－アロマセラピー理論① ・ホリスティックアロマセラピーの定義 *学習精油*

・アロマセラピーの現状と分類 レモン・ライム・マンダリン・スイートオレンジ

・精油学総論 ビターオレンジ・ベルガモット・グレープフルーツ

・精油植物学

・精油の定義、物性、安全性、取扱方法、保管、学名

・精油吸収、代謝経路、各種使用方法

・精油各論

【実習】バスオイルとバスソルト作成

4/23 中間試験（実技） 【科目】マッサージセラピー実技 ＊要モデル

（日） 　　　　（1時間30分）

アロマセラピー理論② ・精油製造法 *学習精油*

・アロマセラピーの歴史 カモミールジャーマン・カモミールローマン

・精油の吸収、代謝経路 ヘリクリサム・ヤロウ・ラベンダー

・精油各論 ラバンジン・スパイクラベンダー

【実習】エアフレッシュナー作成

（日）

（日）

11/27
（日）

（日）

2/26
（日）
3/5
（日）

1/15
（日）

1/29
（日）

【理論】アロマセラピートリートメントの効果
　　　　マッサージの種類
【実技】エネルギーエクササイズ１
          背部のマッサージ

（日）

（日）

11/20
（日）

2/12
（日）

4/30
(日)

4/16
（日）

12/18
（日）

12/4
（日）

3/12
（日）



D カリキュラム 内容 備考
5/7 アロマセラピー実技②
（日）
5/14 中間試験（筆記） 【科目】マッサージセラピー理論（30分）

（日） 　　　　解剖生理学（2時間半）

中間試験（実技）補講 【科目】マッサージセラピー実技 ＊要事前申込。日程選択先着順。

　　　　 10：30-17：30（休憩1時間）

5/21 アロマセラピー理論③ ・精油の化学 *学習精油*

(土) ・精油の品質 メリッサ・ペパーミント・スペアミント・バジル

・精油各論 スイートマジョラム・スパニッシュマジョラム

・精油学復習 パチュリー

【実習】精油ブレンド　2本

中間試験（実技）追試 【科目】マッサージセラピー実技 ＊要モデル

　　　　（1時間30分） ＊要事前申込。日程選択先着順。

5/28 アロマセラピー実技③
（日）

中間試験（実技）再補講 【科目】マッサージセラピー実技 ＊要事前申込。日程選択先着順。

　　　　　 10：30-17：30（休憩1時間）

アロマセラピー理論④ ・ホリスティック概論 *学習精油*

・コンサルテーションとは ネロリ・プチグレン・タイムチモール

・コンサルテーションの目的、記録の取り方 タイムリナロール・タイムツヤノール

・コンサルテーションシートの記入法 セージスパニッシュ・クラリセージ

・コンサルテーション技術-聞き取り演習

・3名1組のコンサルテーション

・スキンケア

・精油各論

【実習】化粧水作成

中間試験（実技）再追試 【科目】マッサージセラピー実技 ＊要モデル

　　　　（1時間30分）

アロマセラピー理論⑤ ・植物油（分類、特性、名称、抽出方法、成分など） *学習精油*

・その他の基材 ローズマリーシネオール・ローズマリーベルベノン

・コンサルテーション実習 サイプレス・ジュニパー・パイン

・精油各論 シダーウッドアトラス

【実習】軟膏作成

6/11 中間試験（筆記）追試 【科目】マッサージセラピー理論（30分） *18：00-

（日） 　　　　解剖生理学（2時間半）

6/18 アロマセラピー実技④

アロマセラピー理論⑥ ・これまでの復習 *学習精油*

模擬テスト（筆記）① ・中間テスト（筆記） ユーカリグロブルス・ユーカリレモン

・ライフスタイルアドバイスについて ユーカリラディアータ・ユーカリガリーガム

・ブレンディング理論 ティートリー・カユプテ・ニアウリ

・消化器系症例 ニアウリリナロール・サンダルウッドインド

【実習】フレグランス作成 サンダルウッドオーストラリア・ベンゾイン

7/2
（日）

アロマセラピー実技⑤

アロマセラピー理論⑦ ・ストレスとアロマセラピー *学習精油*

・メンタルヘルス、ストレスの仕組み クローブ・マートル・ホーリーフ・シナモンリーフ

・ストレスによる症状、疾病とアロマセラピー メイチャン・フランキンセンス・ミルラ

･アロマセラピーとアレルギー

・神経系症例

・グループ学習、発表

【実習】グループで精油ブレンド作成 ★宿題：サロンレポート〆切

7/9 中間試験（筆記）再追試 【科目】マッサージセラピー理論（30分） ＊18：00-

（日） 　　　　解剖生理学（2時間半）

7/16
（日）

アロマセラピー実技⑥ 【理論】肌タイプとトラブル
　　　　 肌チェックの説明
【実技】クレンジング～マッサージ～マスク～仕上げ

☆実技宿題
トリートメント記録（3回分）→〆切実技⑨

アロマセラピー理論⑧ ・筋系、骨格系症例（肩凝りなど） *学習精油*

・呼吸器系症例 イランイラン・ローズオットー・ローズアブソリュート

・泌尿器系症例（膀胱炎、尿道炎） ジャスミンアブソリュート・ゼラニウムブルボン

・循環器系症例 レモングラス東インド・レモングラス西インド

【実習】コンサルテーション＆ブレンドオイル作成

アロマセラピー実技⑦

アロマセラピー理論⑨ ・生殖器系症例 *学習精油*

・皮膚の疾患について パルマローザ・シトロネラ・ベチバー・コリアンダー

・内分泌系症例 フェンネルスイート・ブラックペッパー

・免疫系症例 カルダモン・ジンジャー

【実習】コンサルテーション＆ブレンドオイル作成

8/20 アロマセラピー実技⑧

7/9
（日）

6/7
（水）

7/30
（日）

（日）

（日）

【実技】エネルギーエクササイズ３
　　　　上肢・腹部・デコルテのマッサージ

6/4
（日）

【実技】クレンジング～フェイシャルマッサージ
　　　　全身のマッサージ

6/11
（日）

7/23
（日）

【実技】全身練習

8/6
（日）

★実技宿題
実技トレーニング記録（10回分）〆切

【実技】コンサルテーション～クレンジング～
　　　　 ブレンディング～全身のマッサージ

6/25
（日）

☆実技宿題
実技トレーニング記録（10回分）
→〆切実技⑦

【実技】エネルギーエクササイズ2
　　　　背部・下肢背面・下肢前面のマッサージ

5/29
（月）

5/13
（土）

5/23
（火）

【理論】セラピストの快適さと安全
　　　 　クライアントの快適さと安全
　　   　施術後のケアとホームケア
　　　   試験手順の説明
　　　   コンサルテーションロールプレイング



D カリキュラム 内容 備考
アロマセラピー理論⑩ ・疾病のある人の為のアロマセラピー

模擬テスト（筆記）② ・精油の危険性と毒性 (禁忌精油より)

・IFA試験対策

・理論総復習

・期末復習テスト

【実習】精油ブレンド

9/3 アロマセラピー実技⑨

9/10 アロマセラピー実技⑩ 【実技】模擬試験

（日） 模擬試験（実技）
栄養学 ・食生活の常識、問題点

10：30-13：30 ・改善案

職業倫理 ・プロとしてすべきでないこと、すべきこと

アロマセラピー実技（筆記）模擬試験 ・器具類の安全使用について

14：30-17：30 ・事前確認、免責、トリートメント後の注意事項

9/24 アロマセラピー実技⑪
（日）

ビジネス ・関連法規について ☆ビジネススタディレポート開始

・経営に関する基礎用語と基礎知識

・ビジネスセットアップ、ケーススタディ

10/8 アロマセラピー実技⑫

（日）
アロマセラピー実技⑬（理論） 【理論】総復習（座学）

解剖生理学（筆記）模擬試験

10/22 卒業試験（筆記） 【試験範囲】コースで習った内容全て

（日）
10/29 卒業試験直前補講（実技） ＊自由参加。要事前申込。

（日）
アロマセラピーと研究

リフレクソロジー（理論） ・禁忌事項・リアクション・反射区の見方

14：30-17：30 ・足のトラブル・デモンストレーション

11/12,14,15 卒業試験（実技） ＊要事前申込。日程選択先着順。

（日）・（火）・（水）

11/26 卒業試験（筆記）追試 【試験範囲】コースで習った内容全て

（日）
12/9 卒業試験（実技）補講 Part1 ＊該当者がいた場合のみ実施。

（土） ＊試験実施は再追試まで。それ以降は次期。

12/10 卒業試験（実技）補講 Part2
（日）
12/17 卒業試験（実技）追試 ＊要事前申込。日程選択先着順。

（日）
2018年

1/7
（日）

1/14 卒業試験（実技）再補講 Part2 ＊該当者がいた場合のみ実施。

（日） ＊試験実施は再追試まで。それ以降は次期。

1/21 卒業試験（実技）再追試/再々補講 ＊該当者がいた場合のみ実施。

（日） Part1・2 ＊試験実施は再追試まで。それ以降は次期。

病理学

精油の薬理学 ・精油の化学

10：30-13：30 ・異性体の化学

・精油の薬理作用

・皮膚感作

植物解剖学 ・土について   ・各器官の構造、特性、役割

14:30-17:30 ・植物の形態  ・植物の代謝、分類、学名

メディシナルハーブ
10：30-13：30

フラワーエッセンス
14：30-17：30

ビジネススタディレポート

提出〆切

ケーススタディレポート

（60症例）提出〆切

アロマセラピーと研究レポート

提出〆切

IFA認定試験（筆記）、（実技） ＊要モデル

※予告なく変更する場合があります。
※宿題は期間を要する実技トレーニングの宿題のみを備考欄に記載してあります。
※応急手当学は、入学から卒業試験までの間に、個々に自治体開催の講習に申込・受講頂き、”認定証”のコピーをスクールへご提出下さい。
　【講習名】上級救命講習（8時間講習）　　【参照】東京消防庁　http://www.tfd.metro.tokyo.jp/

2018年5月予定

（日）

3/15
（木）

4/15
（日）

2/25
（日）

【実技】総復習

10/15
（日）

3/31
（土）

2/11
（日）

2/18
（日）

10/1
（日）

11/5
（日）

9/17
（日）

【実技】コンサルテーション～クレンジング～
　　　　 ブレンディング～全身のマッサージ
【理論】ケーススタディについて

8/27
（日）

★実技宿題
トリートメント記録（3回分） 〆切

☆実技宿題
ケーススタディ（1人×3回） → 〆切アロマ実技⑫

【実技】模擬試験総評
　　　　コンサルテーション～クレンジング～
　　　　ブレンディング～全身のマッサージ

★実技宿題
ケーススタディ（1人×3回）〆切

卒業試験（筆記）再追試 【試験範囲】コースで習った内容全て


