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はじめまして。

アロマ睡眠療育デザイナー秋山 信子です。

この度は、

「子どもの寝ない！起きない！にお悩みのお母さん

ゆるゆるふわふわアロマdeカンタン3ステップ睡眠」

をダウンロードいただきましてありがとうございます。

この小冊子では、お子さまが、

夜なかなか寝つけない、朝、なかなか起きれないなど、

睡眠に関してお悩みのあるお母さんへ

アロマと新習慣で、カンタンに質の良い睡眠を得られるようになる方法を

お伝えしていきます。

その前に少しだけ、自己紹介をさせてくださいね。

🄫 秋山信子
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ごあいさつ



実はさかのぼる事、約5年前、それは突然やってきました。

当時30代後半にして、

3人目の子どもの出産を控えていた予定日前日、

お腹の赤ちゃんの心拍が急激に落ち、

緊急帝王切開手術を受ける事になりました。

それでも、無事に生まれてくるだろうと信じ切っていた私に

告げられたのは衝撃的な事実。

赤ちゃんはお腹の中で、脳に酸素が回らなかった時間が長かったため、

恐らく脳に損傷を起こし、障害が残る可能性があります。

と告げられたのです・・・

🄫 秋山信子
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アロマの専門家である私が、
なぜ子どもの睡眠についてお伝えするのか…？



・・・・・

何それ？！どういうこと？！

絶望って、こんなにある日突然やってくるんだ。。。

本当にその時ばかりは、崖から突き落とされた

感覚を覚えました。

結果、娘の診断は「重度の脳性まひ」。

身体障がいと、知的障がいもあります。

誕生直後から、抱き上げることもできない、

たくさんの管だらけのわが子を見ながら、

「元気に生んであげられなくてごめんね。苦しかったね。」

と、ひたすら申し訳なくて、

悔しくて、悲しくて、辛くて、苦しくて、何日も泣き続けました。
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しかし、NICUから退院してまもなく、ホッとしたのも束の間

娘には「睡眠障がい」もあることが発覚したのです。

そこから、母と娘の壮絶な睡眠との戦いが

繰り広げられることになりました。

夜中、どんなにお腹がいっぱいであろうと、

ちょっとの刺激で目を覚ます。

↓

抱き上げて、ゆらゆら揺らさないと、筋緊張が強まり、

さらに眠れない。

↓

寝たと思って下そうとするとすぐに目が覚め、

また抱っこからのゆらゆら～

↓

ようやく寝たと思ったら、また1時間後に目覚めて泣く。

これをひどい時には一晩で10回も繰り返すのでした。
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当然、母子共に朝は普通に起きれません。

けれど、他のきょうだいの世話もあり、うかうか寝てられず

三女が昼寝している間に、仕事や家事をこなす日々。

そして、ほとんど仮眠もとれないまま、

また恐怖の寝れない夜がやってきます。

三女も、夜に眠れないので、昼間は眠くてずっと機嫌が悪く

食欲もなく、発育状態も悪く、

すぐに感染症にかかり入院沙汰に。

そんな日々を2年近く繰り返す中で、私もたまらず、イライラしっぱなし。

生活も乱れがちに。。。

寝不足と不摂生がたたり、

ついには私が「狭心症」の診断を受ける事になってしまったのです。

🄫 秋山信子
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そこでようやく、この事態をなんとかしなければ！！と

決心し、ふと思いついたのが、

「そうだ！アロマを使おう！」という事でした。

娘の睡眠障がいを今すぐ改善しないと、自分もつぶれてしまう！！

この危機感の中、アロマ歴十数年の知識と経験を駆使し、

最適なアロマブレンドと、その使用法、

さらには、生活習慣や食事など、

あらゆることを学び、実践しました。

そして眠れない娘のためのメソッドを考案。

すると、薬がないと眠れなかった娘が、

だんだんとアロマだけで眠れる日が増え、

同時に発達も、

ぐんぐん加速してきたのです。

🄫 秋山信子
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娘へのメソッドを2年ほど続けた今では、アロマも何もしなくても

朝までぐっすり！本来の眠る力をようやく取り戻した今では

生後半年間も笑顔がなかった娘だったとは思えないくらいに

よく笑い、よく食べ、よく遊び、よく話し、よく学び、

よく眠る、奇跡のような成長を遂げてくれています。

そうする中で、眠れない子どもを持つお母さんたちから

相談を受けるようになり、開発したアロマオイルを試してもらうとなんと、

７５％以上のお子さまに

「効果あり」という報告を頂けるようになりました。

このことを、娘の主治医に話したところ、

薬以外の方法で眠れる手立てを

患者さんに提案したいということで、

２０１９年春、日本で初めての子どもへの

アロマの臨床研究を開始することができました！

今後、医療機関でも、アロマが活躍してくれることでしょう。

🄫 秋山信子
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このような経緯があり、

この度、子どもの睡眠に関して、お悩みをもつお母さんに

一人でも多く、私の経験から学んだ様々な方法の一部ではありますが、

この小冊子から受け取っていただけると嬉しく思います。

寝ない子どもなんて、絶対にいません！！

そして、成長しない子どもも絶対にいません！！

諦めないココロ、希望を持ち続ける勇気

それを教えてくれたのは娘です。

私は、娘から

大きな大きな大きなギフトをもらいました。

今度は、私があなたへお渡しする番です！

どうかこの小冊子が、

あなたへのギフトとなることを心より願っています。
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あなたはご存知でしょうか？

世界で一番

平均睡眠時間が短い国、日本。
（米ミシガン大による

OECD調査加盟国中最下位）

そして、世界一寝不足な子どもランキングでも

日本の子どもは１７か国中、１位という結果だということを。

さらに、厚生労働省の調査によると、2歳児で22時以降に眠る子どもの割合が

1980年に29％だったものが、2000年には58％までに増加しています。

中学生では１０人に１人が起立性調節障害という、

朝起きられない症状を抱えていると言われています。

🄫 秋山信子
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睡眠の問題によって

・脳の発育

・記憶力の発達

・不登校

・運動能力の発達

・メンタルヘルス、うつ病リスクへの影響

・学習への影響

・将来の肥満、病気リスク増加

など、様々な方面への悪影響も懸念されます。

🄫 秋山信子
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では、なぜアロマが睡眠の質をよくするのでしょうか？

学術的なエビデンスも様々ありますが

難しい話はさておき、それらをざーっくり２つにまとめると

ずばり！！

１. 質の良い眠りに必要な「ホルモン」を分泌してくれる

※成長ホルモン・セロトニン・メラトニン・コルチゾールなど

２. 脳内のリラックス・スイッチを押してくれる

※神経を鎮静させてくれるとも言えます。

さらに驚異の速さ、わずか0.2秒でアロマは脳に到達し

この２つのはたらきを、脳に伝えるのです。

この働きによって、

アロマを使うと、睡眠の質が一気にあがるのです。

🄫 秋山信子
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睡眠を改善するために、はじめにやらなければならないことは、

お子さまの睡眠の現状を把握することです。

「今」を知ることで、質の高い睡眠のためのゴールが設定でき、

そこに向かう作戦（プラン）を立てることができるからです。

言い換えれば、「現在地」のようなもの。

イメージ的には、ダイエットと似たようなモノ。

ダイエットするには、今の体重を知らなきゃ何キロやせたいのか？

目標も計画も立てられず、な～んにも始まらないですよね。

では、どんな風に、今の睡眠を知ることができのか

次のページでご紹介します。

🄫 秋山信子
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アロマdeカンタン３ステップ睡眠
【ステップ１】睡眠を目で見る



■お子さまの今の睡眠を目で見るアイテム■

現在は、スマホのアプリストアで、「睡眠」と検索すると

無料のアプリが出てきます。

簡易測定でも、よい精度で測定できますよ。

また、ネットショップや家電量販店などでも、

数千円～で腕時計タイプの睡眠計も販売されています。

【注意】

スマホアプリで測定する場合は、

必ず「機内モード」にしてくださいね。

そうすれば、電波を発しなくなり、

睡眠の妨げになりません。

🄫 秋山信子
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■理想の睡眠プランを立てる■

これらで測定し、どんな睡眠を得たいのか？

お子さまの睡眠プランを立ててみてくださいね。

ポイントは、３つ！

１. 寝つきまでの時間はどうか

２. 睡眠の深さと浅さのバランス

３. 睡眠の深さの状態

睡眠時間よりも、

上記の３つがどれだけビフォーアフターで

改善されたかを検証してみてくださいね。



🄫 秋山信子

20



質の高い睡眠のためには、

夜だけ気をつければいいというものではありません。

本当は「朝」の習慣を変えることが

もっとも重要だといえるかもしれません。

睡眠の質を上げるためには、「睡眠ホルモン」というものが

夜にしっかり分泌されなければならないのですが、

実は睡眠ホルモンの材料は、朝に摂った栄養や、習慣によって

夜にどれだけ分泌されるのかが、決まってしまうのです。

そこで、朝の新習慣として、すっきりとした目覚めと

睡眠ホルモンを夜にしっかり出せる身体づくりを、

朝から実践していきましょう！

🄫 秋山信子
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アロマdeカンタン３ステップ睡眠
【ステップ2】朝の新・習慣！



●朝起きた直後に、アロマを嗅いでみてください

おススメは、グレープフルーツなどの柑橘系です。

これらのアロマは、カラダに「ON」のスイッチを入れてくれる香りです。

自分の意志とは無関係に、脳内に一気にやる気ホルモンが分泌されます。

また、胃腸のはたらきをよくするので、食欲が増します。

朝におススメアロマは？

・グレープフルーツ

・レモン

・ライム

・ローズマリー（てんかんの子どもはNG)

・ペパーミント（てんかんのこどもはNG)

など

🄫 秋山信子
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■朝の新習慣・アロマ編■



●朝日を思いっきり浴びてください

太陽の光を浴びると、ビタミンDが増えて、

免疫力がUPし、気分を安定させる

セロトニンというホルモンが分泌されます。

このセロトニンは睡眠ホルモンである

メラトニンの材料となるため、

これが昼間にしっかり作れないと、

夜の睡眠の質が下がります。

●朝ごはんは少しでも食べましょう

朝ごはんを食べると、カラダが本格的に、

夜のうちにずれた体内時計を元に戻してくれる効果もあります。

先ほどのアロマを嗅いでから

朝ごはんを食べるとより消化が良くなります。

🄫 秋山信子
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■朝の新習慣・日常生活編■
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質の高い睡眠のためには、

朝にしっかり睡眠ホルモンを出せるカラダつくりが必要だと

お伝えしました。

では、夜は何に気をつければよいかというと

ズバリ！「リラックス」です。

夕方以降にかけて副交感神経が優位になり、

眠るモードにカラダが準備します。

心身ともに、リラックスした状態で眠りに入れると

睡眠の質はぐんと上がります。

では、どうしたら良質のリラックスが得られるのか？

アロマと、夜の新習慣をお伝えしていきます。

🄫 秋山信子
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アロマdeカンタン３ステップ睡眠
【ステップ3】夜の新・習慣！



●夕方以降は、神経を鎮静させるリラックスアロマを使いましょう

夜に、朝のような神経を興奮させるような香りを嗅いでしまうと、

睡眠に影響しますので、好きな香りであっても控えてください。

リラックスにおススメのアロマは？

・ラベンダー（妊娠初期ママはNG)

・ベルガモット

・オレンジ

・カモミール（妊娠初期ママはNG)

・ホーウッド（ローズウッドでもOK)

など

🄫 秋山信子
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■夜の新習慣・アロマ編■



●入浴は、湯船にしっかりつかりましょう！

カラダの深部から温まると、その後カラダは、

体温を下げ放熱し、スムーズな「眠気」が訪れます。

●マッサージなどでスキンシップ

睡眠に何か問題があると、

カラダが固くなっている場合が多いです。

香りを嗅ぎながら、ハンドマッサージや

フットマッサージしてあげてください。

大好きなママからスキンシップされることでも

皮膚から脳へリラックスの信号が伝わるので、

さらに良質なリラックスタイムとなるでしょう。

🄫 秋山信子
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■夜の新習慣・日常生活編■
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興奮する音楽を聴く

炭水化物や揚げ物、
肉類など消化に時間のかかるものを食べる

寝る前に、激しい運動やトレーニングをする

寝る2時間前に、コンビニやスーパーなどで強い光を浴びる

寝る1時間前までに、ゲームやスマホ画面を見る

眠くないのに無理やり布団に入る

眠らなければならないとプレッシャーをかける

🄫 秋山信子
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これは避けたい寝る前の習慣
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アロマを安全にカンタンに使う方法

●お部屋に香りを芳香させたい時は

ディフューザーを使いましょう。

ネットショップや雑貨屋さんで手軽に購入できます。

●アロマシール

もっとパーソナルに使いたい場合は

アロマシールがおススメです。

シールじゃなくても、コットンやハンカチ

ティッシュペーパーでの代用でもOKです。
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どんな方法でアロマを使うの？

●バスタイムに

湯船の中にアロマを入れる場合は、ホホバオイルなどで１％未満に希釈して

バスオイルを作ってから入れてください。

皮膚にアロマが付着するとピリピリ痛みます。もしくは、お風呂の床に

２～３滴垂らして、スチームバスで楽しむのもいいですよ。

●オイルの場合は

マッサージオイルを使用したい場合も、

上記と同じように、必ず植物油で１％未満に希釈させて塗ってください。

参考例）１％濃度：ホホバ油１０ｍｌに対してアロマ２滴まで

※絶対に原液を直接肌につけないでください。

アレルギーや皮膚炎のトラブルの原因になります。



🄫 秋山信子
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アロマを購入する際の注意

●ご購入される時

アロマの正式な名称は、英語ではエッセンシャルオイル

和名では精油（せいゆ）といいます。

これは、天然１００％の植物から抽出されたものです。

これは、１００円均一ショップでは、絶対に販売されていません。

初めて購入される方は、できるだけ、専門のアドバイザーがいる、

アロマ専門店か信頼性の高いインターネットの

アロマショップでの購入をおすすめいたします。

国内では、「生活の木」というメーカーが

全国展開＆オンライン対応しております。
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アロマは、睡眠の改善だけではなかった！

アロマによって
睡眠が改善されたお子さまには
その後に、意外な変化が見られました！！

ここからは、睡眠の質を上げるために開発した

ブレンドアロマを使用したモニターさんのお声を

ご紹介いたします！！



大阪市在住・N.R.さん ８歳

ビフォー：夜になると急に情緒不安になり「眠るのが怖い」と言い出し、

夜中に何度も起き、泣いたり、走り回ったりする。（毎日ではない）

アフター：アロマを嗅ぐといい香りがすると言っており気持ちがいいと

リラックスした表情で、起きる回数が減った。

ビフォー：寝ない・吐く・自傷。療育園で吐いてばかりで、夜中に何度も

起きて自傷を繰り返す。

アフター：療育園で吐くのが圧倒的に減った。通園の電車の中でも酔う

ことが少なくなった。睡眠時間が伸び、夜中の自傷が減った。

🄫 秋山信子

36

モニターさんのお声

大阪市在住・N.Y.さん 4歳



ビフォー：ベッドに入ってから寝るまで時間がかかる

アフター：ベッドに入ってからアロマをつけると、いつの間にか自然に

寝ていた。本人も驚いていた。 朝の目覚めもよく二度寝などせずにすんだ。

アロマに関心をもった。

ビフォー：夜1時間おきに起きてグズグズ泣く。親の疲労も限界

アフター：使い始めて2日ほどで寝つきが良くなり、

1時間置きの覚醒が4時間ほど空くようになった。

🄫 秋山信子
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モニターさんのお声

東京都在住・M.S.さん １１歳

大阪府在住・A.H.さん ３歳



ビフォー：騒がしいところで耳をふさぐ。落ち着かない。

宿題に集中できない。人とのコミュニケーションが苦手

アフター：本人談。とてもいい匂いで落ち着く。集中力が上がって宿題が

落ち着いてできた。本人がとても気に入っている。

ビフォー：寝つきが悪く、夜中に何度も目を覚ます。

アフター：効果あり！夜中に目が覚めることがほとんどなくなり、

目が覚めてもすぐに寝付くようになった。

今は、パッチなしでも眠れるようになった。（使用継続半年の時点で）

🄫 秋山信子
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モニターさんのお声

兵庫県在住・T.D.さん １０歳

大阪府在住・F.Y.さん ３歳
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「アロマdeゆるふわ睡眠 体験会」

こちらに、限定10名様を今回に限り
通常5,400円のところ無料でご招待いたします! 

また、
受講後FacebookなどのＳＮＳで投稿してくださった方
には 、モーニングアロマ＆ナイトアロマシール
3日分を無料プレゼント！

この価格での開催は今回限りですので
気になる方はどうぞお見逃しなく!

🄫 秋山信子
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小冊子をダウンロードしてくださった
みなさまへ 感謝の気持ちを込めて



●会場受講 ：８月３日(土) 10:30~12:00 6名様

●ZOOM受講：８月３日(土) 10:30~12:00 4名様

※ZOOM受講とは、オンライン形式ですので、

ご自宅などお好きな場所で受講できます。

https://peraichi.com/landing_pages/view/8xgai

●会場:大阪市北区国分寺

(お申込後詳細をお知らせいたします) 

●参加費:通常5,400円 → 今回限り無料！
小冊子ダウンロード記念特別プレゼント

🄫 秋山信子
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小冊子ダウンロード記念特別プレゼント
先着10名様

https://peraichi.com/landing_pages/view/8xgai
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秋山信子
１９７５年生まれ。大阪市出身。

短期大学卒業後、保育士として6年間勤務。
長女出産を機に退職。

長女が１歳の時、アトピー性皮膚炎を発症がきっかけで
アロマを道へ進むこととなる。

その後、様々なアロマの資格取得後、
２００９年「アロマで新しい価値を創造する」
アロマ事業全般を行う「aroma accord」を創業。

既存事業では主に企業へのアロマ空間デザインサービスの提供。
企業や個人への各種アロマセミナー・手作りレッスン講師。
香りによる企業へのブランディング支援。
香りを使った商品開発（OEM受注）。
などアロマ事例は６０００件以上。

セミナー受講者は７００人以上。

🄫 秋山信子
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プロフィール



２０１４年、三女の出産時トラブル（早期胎盤剥離）により、
重度の脳性まひ児を出産する。これが、人生の転機に！

２０１７年
《日本初》障がい児専門の
アロマ療育オンラインスクール iroori aroma （イロオリアロマ）を開講。
２０１９年夏、アロマと睡眠の専門家として
新たに「アロマ睡眠療育デザイン講座」を開講。

障がいがあっても、負けない！諦めない！
信じ続ける勇気をもって、明るく朗らかに障がい児ママ人生を謳歌する。

趣味は、家族でキャンプ。夫が作るキャンプ飯を肴に
オーガニックワインでまったりすること。
その他、手作りオーガニックコスメ。
何かと何かを混ぜて化学反応を楽しむこと。

愛車のデリカに夢中のキャンパー夫
海外で仕事したいと英語だけは成績のいい長女
天真爛漫、我が家のお笑い番長次女
みんなのアイドル・イロオリちゃん三女 の５人暮らし。

🄫 秋山信子
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【資格】
公益社団法人日本アロマ環境協会認定アロマセラピスト
公益社団法人日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラクター
公益社団法人日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー

日本園芸協会認定 ハーブコーディネーター

アットアロマ(株)認定 アロマ空間デザイナー
アットアロマ(株)認定 アロマ空間デザインインストラクター
アットアロマ(株)認定 アロマスペースコーディネーター

保育士資格
幼稚園教諭二種免許

🄫 秋山信子
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るものではありません。また、このレポートに含まれる情報及び内容の利用によって、直接・間接
的に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
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