
e-learning導入時の
講習会運営簡易マニュアル

作成：2020年5月20日

改編：2021年4月20日

JLAアカデミー本部

講習会主管者向け

※15ページ以降に、2020年度の講習会実施報告を掲載しています。
講習実施の参考にしてください。
⚫BLS講習会（JLA主管）
⚫プールライフガーディング講習会（JLA主管）
⚫ベーシックサーフライフセービング講習会（西浜SLSC主管）
⚫BLS講習⇒WS講習⇒復活講習1日開催パック（JLA主管）
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◆BLS講習会（e-learning対応）≪単独開催≫
【ポイント】

・BLS資格の取得が可能
・受講者の拘束時間は最大4時間程度
・今年度、ベーシックSLS資格やPLG資格の取得を予定していない方向けの講習
・学科は自宅で動画視聴（e-learning）※受講条件に位置付ける
・実技講習、実技検定、学科検定は講習会場で実施

LIFESAVERS

ページ設定

•主管者にて設定

•個人インストラクター主管の場合は、昨年同様JLAへ依頼して設定

•エクセルファイル『LIFESAVERS入力要領20200520』を参照の上入力すること（赤文字部分を必須入力、留意

点として記載している。空欄は主管者の判断で記載すること）

講習会開催の

承認

•都道府県協会は、開催について問題が無ければ速やかに承認すること（都道府県協会主管の場合は省略）

•開催申請が開催日の1か月前を切っていたとしても、社会情勢を鑑み承認することを基本とする

教本の事前発注

動画URLの送信

•主管者は次の①～③の手順で申込者個人に教本を発送する手配をとること①LIFESAVERSの申込者情報を適宜

確認し、講習会費支払い済み受講者の住所リストを作成②住所リストをJLAアカデミー事務局

（academy@jla.gr.jp）まで送信③JLAアカデミー事務局から受講者に教本を発送（主管者は①②を担当）

•主管者は講習会費支払い済みの申込者にBLS学科講習解説動画のURLを送信

その他の教材発注

•主管者は講習会データパックを用いて、教本以外の教材発注（受講人数の報告）を行うこと

•この手配により、JLAアカデミー事務局より学科試験、アンケート、フェイスシールド（キーホルダー式）、

修了証を指定住所に送付

•練習用フェイスシールドは送付しない（人工呼吸の実技を省略するため）

講習会の実施

•感染予防対策（体調管理、マスクの着用、手洗いやうがい、室内の換気等）を徹底して実施すること

•実技は、人工呼吸を省略。AED到着後は第一救助者と胸骨圧迫を交代する流れで指導すること

•開講式、実技講習、実技検定、学科検定、閉講式を含め、4時間以内に終了するように運営（3密の時間を

極力減らすように配慮）すること

•タイムテーブルについては次ページを参考にし、実態に合わせて主管者にて作成すること

講習会の報告

•主管者は講習会データパックを用いてJLAアカデミー事務局（academy@jla.gr.jp）に結果報告

•出欠については、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面で設定すること

•欠席者がいた場合も、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面から該当者をキャンセルしておくこと

•報告のあったデータパックをもとに、JLAにて結果報告をもとに受講者の合否を確定

•個人インストラクター主管の場合は、講習運営費の請求をJLAアカデミー事務局に送付すること

•主管者からの返却教材は、昨年度同様JLAアカデミー事務局（横浜市みなとみらい）への送付とする
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◆ウォーターセーフティ講習会（e-learning対応）≪単独開催≫
【ポイント】

・ウォーターセーフティ資格の取得が可能
・受講者の拘束時間は最大4時間程度
・今年度、ベーシックSLS資格やPLG資格の取得を予定していない方向けの講習
・学科は自宅で動画視聴（e-learning）※受講条件に位置付ける
・実技講習、実技検定、学科検定は講習会場で実施

LIFESAVERS

ページ設定

•主管者にて設定

•個人インストラクター主管の場合は、昨年同様JLAへ依頼して設定

•エクセルファイル『LIFESAVERS入力要領20200520』を参照の上入力すること（赤文字部分を必須入力、留意

点として記載している。空欄は主管者の判断で記載すること）

講習会開催の

承認

•都道府県協会は、開催について問題が無ければ速やかに承認すること（都道府県協会主管の場合は省略）

•開催申請が開催日の1か月前を切っていたとしても、社会情勢を鑑み承認することを基本とする

教本の事前発注

動画URLの送信

•主管者は次の①～③の手順で申込者個人に教本を発送する手配をとること①LIFESAVERSの申込者情報を適宜

確認し、講習会費支払い済み受講者の住所リストを作成②住所リストをJLAアカデミー事務局

（academy@jla.gr.jp）まで送信③JLAアカデミー事務局から受講者に教本を発送（主管者は①②を担当）

•主管者は講習会費支払い済みの申込者にウォーターセーフティ学科講習解説動画のURLを送信

その他の教材発注

•主管者は講習会データパックを用いて、教本以外の教材発注（受講人数の報告）を行うこと

•この手配により、JLAアカデミー事務局より学科試験、アンケート、修了証を指定住所に送付

講習会の実施

•感染予防対策（体調管理、マスクの着用、手洗いやうがい、室内の換気等）を徹底して実施すること

•実技は、受講者が向き合って会話するような内容は省略する（ハドルポジション等）

•開講式、実技講習（検定含む）、学科検定、閉講式を含め、4時間以内に終了するように運営（3密の時間

を極力減らすように配慮）すること

•タイムテーブルについては次ページを参考にし、実態に合わせて主管者にて作成すること

講習会の報告

•主管者は講習会データパックを用いてJLAアカデミー事務局（academy@jla.gr.jp）に結果報告

•出欠については、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面で設定すること

•欠席者がいた場合も、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面から該当者をキャンセルしておくこと

•報告のあったデータパックをもとに、JLAにて結果報告をもとに受講者の合否を確定

•個人インストラクター主管の場合は、講習運営費の請求をJLAアカデミー事務局に送付すること

•主管者からの返却教材は、昨年度同様JLAアカデミー事務局（横浜市みなとみらい）への送付とする
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最終更新日：2020年5月14日

ウォーターセーフティ講習会　講習日程例 日本ライフセービング協会

【e-learning版】 JLAアカデミー本部　ウォーターセーフティ委員会

時刻 時間 指導担当

8:30 指導員・スタッフ集合 指導員・スタッフの体調確認

8:40 打ち合わせ　会場準備

8:50 受講生受付 受講者の体調確認

9:00 開講式 指導員紹介　日程確認など 0:05

9:05 本講習の意義 ライフセービングとは　ウォーターセーフティの重要性等 0:20

9:25 移動・更衣 0:20

9:45 準備体操・ウォーミングアップ 0:05

9:50 ③ウォーターセーフティプログラムの実際 バディシステム 1:00

安全な水への入り方

ボディーローテーション　サマーソルト（でんぐり返し）

スカーリング（キックボードクルージング）

10:50 休憩 0:10

11:00 ③ウォーターセーフティプログラムの実際 浮身　立泳ぎ 1:00

ライフセービングバックストローク

ライフジャケットの正しい装着の仕方

水中内でのライフジャケットの着脱

HELPテクニック　ヘルプシグナル

12:00 ④安全管理 水に入らない救助　トーク・リーチ・スロー 0:10

（デモンストレーションのみ）

12:10 クールダウン 0:05

12:15 更衣・移動・休憩 0:20

12:35 学科検定 【JLA指定の学科検定用紙を使用】 0:15

12:50 閉講式 修了証配布　合格発表について　更新について 0:10

13:00 終了・片付け・解散

※ 実技時間を確保するために、プールサイド等で学科検定を実施することも可能
この場合、施設管理者への確認、受講者への事前周知、体調への配慮を十分に講じる事

※ 上記はあくまで一例であり、受講者の人数や主管者の判断によってアレンジを可能とする

講習内容
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◆ベーシック・サーフライフセービング講習会(e-learning対応)≪BLS,WS同時開催≫
【ポイント】

・BLS、ウォーターセーフティ（WS）、ベーシック・サーフライフセーバー資格の取得が可能
・受講者の拘束時間は4日間
・すでにBLS資格、WS資格を取得している方も、今年度は同日程のカリキュラムを受講してもらう

ただし、取得済みの資格のe-learning視聴は任意、検定試験は免除とする
・未取得資格の学科は自宅で動画視聴（e-learning）※受講条件に位置付ける
・実技講習、実技検定、学科検定は講習会場で実施

LIFESAVERS

ページ設定

•主管者にて設定

•エクセルファイル『LIFESAVERS入力要領20200520』を参照の上入力すること（赤文字部分を必須入力、留意点

として記載している。空欄は主管者の判断で記載すること）

•同日程、同会場のBLS講習、WS講習、ベーシックSLS講習会のページ設定をすること

講習会開催の

承認

•都道府県協会は、開催について問題が無ければ速やかに承認すること（都道府県協会主管の場合は省略）

•開催申請が開催日の1か月前を切っていたとしても、社会情勢を鑑み承認することを基本とする

教本の事前発注

動画URLの送信

•主管者は次の①～③の手順で申込者個人に教本を発送する手配をとること①LIFESAVERSの申込者情報を適宜確

認し、講習会費支払い済み受講者の住所リストを作成②住所リストをJLAアカデミー事務局

（academy@jla.gr.jp）まで送信③JLAアカデミー事務局から受講者に教本を発送（主管者は①②を担当）

•主管者は講習会費支払い済みの申込者に各学科講習解説動画のURLを送信

その他の

教材発注

•主管者は講習会データパックを用いて、教本以外の教材発注（受講人数の報告）を行うこと

•この手配により、JLAアカデミー事務局より学科試験、アンケート、フェイスシールド（キーホルダー式）、

三角巾、保護ガーゼ、修了証を指定住所に送付

•練習用フェイスシールドは送付しない（人工呼吸の実技を省略するため）

講習会の実施

•感染予防対策（体調管理、マスクの着用、手洗いやうがい、室内の換気等）を徹底して実施すること

•実技は、BLS、WSを含めた内容で実施し、その際の留意点は次の①～④の通りとする①溺者に対する声かけ

は最低限に抑える②キャリーおよびCPRは室内や身体の乾いた状態で実施③CPRは一人法のみ実施④BLS、WS

については≪単独開催≫と同様の留意点とする

•開講式、実技講習、実技検定、学科検定、閉講式を含め、4日間で終了するように運営（3密の時間を極力減

らすように配慮）する

•BLS資格の実技検定時間は設けず、実技講習の習熟度をもって合否の評価とする

•BLSとWSの学科検定について、取得済み者がいる場合にはその開始時間に配慮すること

•タイムテーブルについては次ページを参考にし、実態に合わせて主管者にて作成すること

講習会の報告

•主管者は3講習会分のデータパックをJLAアカデミー事務局（academy@jla.gr.jp）に結果報告すること

•出欠については、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面で設定すること

•欠席者がいた場合も、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面から該当者をキャンセルしておくこと

•報告のあったデータパックをもとに、JLAにて結果報告をもとに受講者の合否を確定

•個人インストラクター主管の場合は、講習運営費の請求をJLAアカデミー事務局に送付すること

•主管者からの返却教材は、昨年度同様JLAアカデミー事務局（横浜市みなとみらい）への送付とする
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最終更新日：2020年5月14日

ベーシック・サーフライフセービング講習会　講習日程例 日本ライフセービング協会

【e-learning版】 JLAアカデミー本部　サーフライフセービング委員会

時刻 1日目 時間指導 時刻 2日目 時間指導 時刻 3日目 時間指導 時刻 4日目 時間指導

8:30 指導員・スタッフ集合 8:30 指導員・スタッフ集合 8:30 指導員・スタッフ集合 8:30 指導員・スタッフ集合

8:40 打ち合わせ　会場準備 8:40 打ち合わせ　会場準備 8:40 打ち合わせ　会場準備 8:40 打ち合わせ　会場準備

8:50 受講生受付 8:50 受講生受付 8:50 受講生受付 8:50 受講生受付

9:00 開講式/はじめに 0:10 9:00 体調確認等 0:05 9:00 体調確認等 0:05 9:00 体調確認等 0:05

9:10 LSとは？ 0:40 9:05 BLS学科検定 1:00 9:05 ⑦応急手当 0:55 9:05 BLS実技確認 1:00

WS学科検定 止血と包帯・三角巾 吐物対応

Basic学科検定 　直接圧迫のみ 搬送後のCPR

9:50 休憩 0:10 搬送 回復体位

10:00 BLS実技確認 0:50 　ツーパーソン

手順確認 10:05 休憩 0:05 10:00 休憩 0:05 10:05 休憩 0:10

10:10 BLS実技確認 1:00 10:05 BLS実技確認 1:50 10:15 応急手当検定 0:10
吐物対応 吐物対応 直接圧迫のみ

10:50 休憩 0:10 搬送後のCPR 10:25 CPR検定 1:00

11:00 BLS実技確認 1:00 回復体位 搬送→CPR

AEDの取り扱い →吐物除去

11:10 昼食・休憩・移動・更衣 1:00 11:25 昼食・休憩・ 1:00

12:10 ウォーミングアップ 0:10 移動・更衣

12:20 ③サーフスキルとトレーニング 0:25 11:55 昼食・休憩・ 1:00 12:25 ウォーミングアップ 0:10

12:00 昼食・休憩・ 1:00 サーフスイム技術/フィットネス 移動・更衣 12:35 サーフスイム技術/ 0:20

移動・更衣 LSのためのリスクマネジメント 12:55 ウォーミングアップ 0:10 フィットネス

12:45 ⑥サーフレスキュー 0:50 13:05 ③サーフスキルとトレーニング 0:20 12:55 チューブレスキュー 0:30

13:00 ウォーミングアップ 0:10 チューブレスキュー サーフスイム技術/フィットネス 復習

13:10 WSプログラム 1:00 意識あり LSのためのリスクマネジメント

バディシステム 13:25 ボード技術 0:30
ボディローテーショ ン 13:35 休憩 0:10 13:25 ボードレスキュー 0:30
スカーリング 13:45 ボード技術 0:30 13:55 ⑥サーフレスキュー 1:10 復習

浮身・立ち泳ぎ チューブレスキュー

ライフジャケット 14:15 ⑥サーフレスキュー 1:00 意識なし

14:10 休憩 0:10 ボードレスキュー シグナル 13:55 休憩 0:15

14:20 ③サーフスキルとトレーニング 0:20 意識なし キャリー 14:10 チューブレスキュー検定 0:40
サーフスイム技術/フィットネス シグナル

LSのためのリスクマネジメント キャリー

14:40 ボード技術 0:30

15:05 休憩 0:10 14:50 休憩 0:10

15:10 ⑤サーフパトロール 0:10 15:15 休憩 0:10 15:15 ⑥サーフレスキュー 1:10 15:00 ボードレスキュー検定 0:40
シグナル 15:25 ⑥サーフレスキュー 1:00 ボードレスキュー

15:20 休憩 0:10 チューブレスキュー 意識なし

15:30 ⑥サーフレスキュー 0:50 意識なし シグナル

ボードレスキュー シグナル キャリー 15:40 フィットネス検定 0:20
基本操作 キャリー

意識あり 16:00 更衣・移動 0:20

16:20 休憩 0:10 16:25 休憩 0:10 16:25 休憩 0:10 16:20 閉講式 0:40

16:30 フィットネス（RSR） 0:30 16:35 フィットネス（RSR） 0:25 16:35 フィットネス（RSR） 0:25 学科再試験含む

クールダウン クールダウン クールダウン

17:00 終了・更衣・片付け・解散 17:00 終了・更衣・片付け・解散 17:00 終了・更衣・片付け・解散 17:00 終了・片付け・解散

※ BLS資格の実技検定は、4日間トータルの習熟度によって合否を判断する。

※ 学科検定の実施日時については、BLS、WS資格取得済み者がいる場合には配慮すること。

例えば、各日の最初の時間帯に設定すれば、取得者はベーシックSLS資格の試験時間に合わせて集合したり、試験対策時間に充当できる。

※ 上記はあくまで一例であり、受講者の人数や主管者の判断によってアレンジを可能とする
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◆プールライフガーディング講習会(e-learning対応)≪単独開催≫
【ポイント】

・プールライフガード資格の取得が可能
・受講者の拘束時間は1日間（プール施設利用の関係上0.5日×2回の開催も可能）
・BLS資格未取得者は、BLS講習会単独開催を受講するか、他団体のBLS資格を取得していること

受講予定者でBLS資格未取得者がいた場合は、BLS講習会を単独開催（0.5日）するとよい
・学科は自宅で動画視聴（e-learning）※受講条件に位置付ける
・実技講習、実技検定、学科検定は講習会場で実施

LIFESAVERS

ページ設定

•主管者にて設定

•エクセルファイル『LIFESAVERS入力要領20200520』を参照の上入力すること（赤文字部分を必須入力、留意

点として記載している。空欄は主管者の判断で記載すること）

講習会開催の

承認

•都道府県協会は、開催について問題が無ければ速やかに承認すること（都道府県協会主管の場合は省略）

•開催申請が開催日の1か月前を切っていたとしても、社会情勢を鑑み承認することを基本とする

教本の事前発注

動画URLの送信

•主管者は次の①～③の手順で申込者個人に教本を発送する手配をとること①LIFESAVERSの申込者情報を適宜

確認し、講習会費支払い済み受講者の住所リストを作成②住所リストをJLAアカデミー事務局

（academy@jla.gr.jp）まで送信③JLAアカデミー事務局から受講者に教本を発送（主管者は①②を担当）

•主管者は講習会費支払い済みの申込者にプールライフガーディング学科講習解説動画のURLを送信

その他の

教材発注

•主管者は講習会データパックを用いて、教本以外の教材発注（受講人数の報告）を行うこと

•この手配により、JLAアカデミー事務局より学科試験、アンケート、修了証を指定住所に送付

講習会の実施

•感染予防対策（体調管理、マスクの着用、手洗いやうがい、室内の換気等）を徹底して実施すること

•実技の際の留意点は次の①～③の通りとする①溺者に対する声かけは最低限に抑える②キャリーおよび

CPRは室内や身体の乾いた状態で実施する③CPRは一人法のみ実施する

•開講式、実技講習、実技検定、学科検定、閉講式を含め、1日間で終了するように運営（3密の時間を極力

減らすように配慮）する

•タイムテーブルについては次ページを参考にし、実態に合わせて主管者にて作成すること

講習会の報告

•主管者は講習会データパックを用いてJLAアカデミー事務局（academy@jla.gr.jp）に結果報告

•出欠については、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面で設定すること

•欠席者がいた場合も、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面から該当者をキャンセルしておくこと

•報告のあったデータパックをもとに、JLAにて結果報告をもとに受講者の合否を確定

•個人インストラクター主管の場合は、講習運営費の請求をJLAアカデミー事務局に送付すること

•主管者からの返却教材は、昨年度同様JLAアカデミー事務局（横浜市みなとみらい）への送付とする
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最終更新日：2020年5月14日

プールライフガーディング講習会　講習日程例 日本ライフセービング協会

【e-learning版】　 JLAアカデミー本部　プールライフガーディング委員会

時刻 時間 指導担当

8:30 指導員・スタッフ集合 指導員・スタッフの体調確認

8:40 打ち合わせ　会場準備

8:50 受講生受付 受講者の体調確認

9:00 開講式 指導員紹介　日程確認など 0:10

9:10 準備体操・ウォーミングアップ 0:10

9:20 ⑦救助 【プール実技】 1:10
救助の原則　器材の使い方

救助の手順　救助時の入水の基本

溺者への接近・確保

10:30 休憩 0:10

10:40 ⑦救助 【プール実技】 1:20
サポート・ポジション

プールから溺者の引き上げ方（リフトアップ）

溺者のトーイング方法　※歩いて救助

キャリー（リフトアップ後プール際からの搬送）

⑤プール・ライフガード

基本の泳ぎ方

ウォーターパークチューブを用いた泳ぎ方

12:00 昼食・休憩・移動・更衣 1:00

13:00 理解度テスト【1】【2】（解説含む） 【室内学科試験】 0:55

13:55 休憩 0:05

14:00 ⑩プール・ライフガードによる 【室内実技】 0:50
　　一次救命処置 溺者に対する成人BLS（救助者1人での対応）

吐物の逆流対応（救助者1人での対応）

AEDの使用　女性溺水者に対する対応

14:50 移動・更衣 0:20

15:10 ⑦救助 【プール実技】 0:50
意識がある溺者の救助

意識がなく水面に浮いている溺者の救助

意識がなく沈みかけている溺者の救助

意識がなく水没している溺者の救助

16:00 休憩 0:10

16:10 ⑦救助 【プール実技】 0:50
エスケープ

溺者のトーイング方法　※泳いで救助

一連の流れの練習

溺者発見→入水→接近→確保→トーイング→

サポート・ポジション→リフトアップ→キャリー

17:00 休憩 0:10

17:10 実技検定 【プールにて】 0:30
溺者発見→入水→接近→確保→トーイング→

サポート・ポジション→リフトアップ→キャリー

17:40 閉講式 修了証配布　合格発表について　更新について 0:10

17:50 終了・片付け・解散

※ 上記はプールを終日利用できた場合の日程例です。

プールの借用時間に応じて、複数日程での実施など、柔軟に対応してください。

※ 上記はあくまで一例であり、受講者の人数や主管者の判断によってアレンジを可能とする。

講習内容
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◆更新講習会（e-learning対応）≪単独開催≫
【ポイント】

・BLS資格，認定LS資格の更新が可能
・受講者の拘束時間は最大3時間程度
・学科は自宅で動画視聴（e-learning）※受講条件に位置付ける
・実技講習、実技検定、学科検定は講習会場で実施

LIFESAVERS

ページ設定

•主管者にて設定

•エクセルファイル『LIFESAVERS入力要領20200520』を参照の上入力すること（赤文字部分を必須入力、留意

点として記載している。空欄は主管者の判断で記載すること）

講習会開催の

承認

•都道府県協会は、開催について問題が無ければ速やかに承認すること（都道府県協会主管の場合は省略）

•開催申請が開催日の1か月前を切っていたとしても、社会情勢を鑑み承認することを基本とする

教本の事前発注

動画URLの送信

•主管者は次の①～③の手順で申込者個人に教本を発送する手配をとること①LIFESAVERSの申込者情報を適宜

確認し、講習会費支払い済み受講者の住所リストを作成②住所リストをJLAアカデミー事務局

（academy@jla.gr.jp）まで送信③JLAアカデミー事務局から受講者に教本を発送（主管者は①②を担当）

•主管者は講習会費支払い済みの申込者にBLS学科講習解説動画のURLを送信

その他の教材発注

•主管者は講習会データパックを用いて、教本以外の教材発注（受講人数の報告）を行うこと

•この手配により、JLAアカデミー事務局より学科試験、アンケート、修了証を指定住所に送付

•練習用フェイスシールドは送付しない（人工呼吸の実技を省略するため）

講習会の実施

•感染予防対策（体調管理、マスクの着用、手洗いやうがい、室内の換気等）を徹底して実施すること

•実技は、人工呼吸を省略。AED到着後は第一救助者と胸骨圧迫を交代する流れで指導すること

•開講式、実技講習、実技検定、学科検定、閉講式を含め、3時間以内に終了するように運営（3密の時間を

極力減らすように配慮）すること

•タイムテーブルについては次ページを参考にし、実態に合わせて主管者にて作成すること

講習会の報告

•主管者は講習会データパックを用いてJLAアカデミー事務局（academy@jla.gr.jp）に結果報告

•出欠については、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面で設定すること

•欠席者がいた場合も、主管者にてLIFESAVERSの受講者一覧画面から該当者をキャンセルしておくこと

•報告のあったデータパックをもとに、JLAにて結果報告をもとに受講者の合否を確定

•個人インストラクター主管の場合は、講習運営費の請求をJLAアカデミー事務局に送付すること

•主管者からの返却教材は、昨年度同様JLAアカデミー事務局（横浜市みなとみらい）への送付とする
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最終更新日：2020年5月14日

更新講習会　講習日程例 日本ライフセービング協会

【e-learning版】 JLAアカデミー本部　BLS委員会

時刻 時間 指導担当

12:30 指導員・スタッフ集合
12:40 打ち合わせ　会場準備
12:50 受講生受付
13:00 開講式 指導員紹介　日程確認など 0:05
13:05 本講習の意義 0:10

13:15 BLSの手順 【ダミー人形で実習】 2:00
普段どおりの呼吸「なし」→胸骨圧迫（人工呼吸は省略）

【ダミー人形＋AEDトレーナーで実習】

傷病者の発見～心肺蘇生の再開まで

一連の動作を練習

回復体位（デモンストレーションのみ）

※途中休憩あり

15:15 実技検定 【ダミー人形＋AEDトレーナーを使用】 0:20
傷病者の発見～心肺蘇生の再開まで

15:35 学科検定 【JLA指定の学科検定用紙を使用】 0:20

15:55 閉講式 修了証配布　合格発表について　更新について 0:05
16:00 終了・片付け・解散

※ 上記はあくまで一例であり、受講者の人数や主管者の判断によってアレンジを可能とする

講習内容
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■閲覧利用上の留意点

・講習会費支払い者以外への転送等、いかなる理由・手法であっても禁止です。

・申し込みのあった講習会の動画URLだけをメールで送ってください。

・その他ご質問等がある場合には、下記までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

■日本ライフセービング協会事務局 佐藤洋二郎宛

academy@jla.gr.jp

【BLS講習会】
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/academy/certification/bls/
パスワード mS978eDx
■BLS講習会 第0章 開講式（G2020版） ［4分33秒］
■BLS講習会 第9章 ライフセービングとその活動（G2020版） ［8分24秒］
■BLS講習会 第1章心肺蘇生の意義（G2020版） ［17分42秒］
■BLS講習会 第2章呼吸・循環のしくみ（G2020版） ［12分18秒］
■BLS講習会 第3章心肺蘇生の理論（G2020版） ［15分01秒］
■BLS講習会 第4章心肺蘇生の実際①※人工呼吸まで（G2020版） ［23分50秒］
■BLS講習会 第4章心肺蘇生の実際②※AEDの使用から（G2020版） ［24分43秒］
■BLS講習会 第5章小児・乳児の心肺蘇生（G2020版） ［12分36秒］
■BLS講習会 第6章気道異物除去法（G2020版） ［6分54秒］
■BLS講習会 第7章溺水事故での心肺蘇生（G2020版） ［6分37秒］
■BLS講習会 第8章ファーストエイド（G2020版） ［8分57秒］

【ウォーターセーフティ講習会】
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/academy/certification/water-safety/
パスワード Hm54gAVF
■ウォーターセーフティ講習会① JLA WSの目的とライフセービング ［13分18秒］
■ウォーターセーフティ講習会② 第1章WSの意義～第3章WSの実際 ［31分19秒］
■ウォーターセーフティ講習会③ 第4章安全管理 ［13分47秒］

【ベーシック・サーフライフセービング講習会】
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/academy/certification/surf-lifesaving-basic/
パスワード h2P4BNsx
■第1章 ライフセービング概論① ［13分10秒］
■第1章 ライフセービング概論② ［14分56秒］
■第2章 ライフセーバーの心がけ ［15分59秒］
■第3章 サーフスキルとトレーニング ［16分56秒］
■第4章 海の知識① ［10分32秒］
■第4章 海の知識② ［15分49秒］
■第4章 海の知識③ ［18分30秒］
■第5章 サーフパトロール ［32分04秒］
■第6章 サーフレスキュー ［16分11秒］
■第7章 応急手当 ［76分02秒］
■第8章 一次救命処置 ［31分16秒］

≪講習会e-learning用 動画URL一覧≫

2022年4月1日以降
パスワードが変更されています。

ご注意ください。
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【プール・ライフガーディング講習会】
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/academy/certification/poollife-guarding/
パスワード T8zfWnJY
■プール・ライフガーディング講習会 はじめに ［1分33秒］
■第1章 プール・ライフガーディングについて ［11分48秒］
■第2章 プールに関する基礎知識 ［21分30秒］
■第3章 プール事故の原因と防止 ［17分14秒］
■第4章 プールの監視体制 ［46分38秒］
■第5章 プール・ライフガード ［17分05秒］
■第9章 プール・ライフガードによる応急手当 ［57分25秒］

【アドバンス・プールライフガーディング講習会】
https://ls.jla-lifesaving.or.jp/academy/certification/poollife-guarding-advance/
パスワード Q4uBjdtW
■アドバンス・プールライフガーディング講習会 はじめに ［1分30秒］
■第2章 プールに関する基礎知識～水泳プールの安全管理マニュアル～［92分56秒］
■第6章 緊急時対応計画 ［58分30秒］
■第8章 頚椎損傷・頚髄損傷の疑いのある場合の救助 ［9分00秒］
■第11章 プール事故と法的責任 ［30分58秒］

【更新講習会】
※ウォーターセーフティ以外の資格登録者専用ページで確認できます。
■1.更新講習会 ライフセービング近年の動向 ［13分58秒］
■2.更新講習会 BLSの重要性と実際 ［52分11秒］
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≪資格登録者・指導員専用ページ パスワード確認手順≫

■LIFESAVERSにログイン後、画面中段の『資格・選手登録管理』までスクロール
LIFESAVERSログインURL・QRコード≫≫https://life-savers.jp/

青色の部分にパスワードが記載されています。
当年度の資格登録費未払いの方はその旨のメッセージが記載されます。
他者への転送、SNSへの掲載は禁止です。
※パスワードは年度ごとに更新されますので、ご注意ください。

https://life-savers.jp/
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2020年7月14日

JLA指導員 各位

日本ライフセービング協会

JLAアカデミー本部長 風間隆宏

E-learning対応BLS講習会実施報告

6/1以降JLAアカデミー講習会が一定の条件を満たす地域において開催可能となりました。JLA本部でも

6/29（月）E-learning対応のBLS及び失効講習会を初めて開催しました。新型コロナウィルス感染予防対策

をしながらの講習会の難しさもありました。受講者からのいくつかのフィードバックもありましたので、指

導員で共有します。

◆運営（新型コロナウィルス感染予防対策）

⚫講習会開催・実施時の感染防止策チェックリスト（主管者向け①）の確認

⚫受付時に手指消毒液を準備し、消毒してもらう

⚫受講者への口頭での体調確認（施設側に名簿の提出を求められたので、サインしてもらった）

⚫受講者がマスクしているか目視確認

⚫換気の為、窓・ドアは開けたまま実施

◆E-learningについて

⚫受講生には、受講時間（拘束時間）の短縮になり、概ね好評であった。

➢ 自分の時間があるときに、動画を見ることができた。

➢ テキストが事前配布の為、動画を見ながら、テキストを確認できた。

⚫心肺蘇生のデモ動画も事前に見られた方が良い。 → 改善済み

⚫テキスト・動画とインストラクターが使用する言葉が違うことがあった。（例：腋窩など）

⚫テキストの図と動画の図のデータ年度が違う。動画が最新版であるが、講習会始前に一言説明があった方

が良い。

◆BLS実技について

⚫3人バディー＋マネキンで実施

⚫心肺蘇生のデモ動画を最初に見せた。あくまでもこの手技が基本であるが、コロナ禍であるため、今回は

吹込みを省略して行うと説明。気道確保は行い、吹込みしたフリをして実施。

⚫受講者全員がマスクをしての受講だったため、AED到着後の第一救助者との交代は実施。

⚫一連動作終了後、都度マネキンを除菌シートで消毒した。（除菌シートは、1マネキンの1つあったほうが

良い）

⚫適宜、受講生には手指消毒の実施を促した。

≫≫次ページへ続く
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◆新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえたBLSについて

⚫検定終了後、厚生省指針を伝達した。https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632828.pdf

○ 「２）反応を確認する」、「４）呼吸を観察する」

確認や観察の際に、傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにする。

○ 「５）胸骨圧迫を行う」

エアロゾルの飛散を防ぐため、胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば傷病者の鼻

と口にそれをかぶせるように変更する。マスクや衣服などでも代用できる。

○ 「６）胸骨圧迫 30 回と人工呼吸２回の組み合わせ」

成人に対しては、救助者が講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思があ

る場合でも、人工呼吸は実施せずに胸骨圧迫だけを続けるように変更する。

子どもに対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合

には、胸骨圧迫に人工呼吸を組み合わせる。その際、手元に人工呼吸用の感染防護具があれば使用する。

感染の危険などを考えて人工呼吸を行うことにためらいがある場合には、胸骨圧迫だけを続ける。

○ 心肺蘇生の実施の後

救急隊の到着後に、傷病者を救急隊員に引き継いだあとは、速やかに石鹸と流水で手と顔を十分に洗

う。傷病者の鼻と口にかぶせたハンカチやタオルなどは、直接触れないようにして廃棄するのが望ましい。

⚫更新講習会受講者には最新のJLAのCOVID-19活動ガイドラインの概略を伝達した。

◆全体を通しての感想

⚫E-learning対応は時間短縮が図れるが、直ぐに実技に入るため、受講生を最初に如何に引き付けるかが重

要。今回は実際の体験談を話し、BLSの必要性、一歩前にでる勇気の重要性について共有し、実技講習に

入った。

⚫BLS実技については、①基本実技（ビデオ動画）、②吹き込みを行うフリをする実技（今回の実技）、③

吹込みを完全に省略する実技（新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた実技）があり、受講生が混乱

しないように説明する必要がある。

以上

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632828.pdf
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2020年8月12日
JLA指導員 各位

日本ライフセービング協会
JLAアカデミー副本部長 佐藤洋二郎

E-learning対応プールライフガーディング講習会実施報告

7/22（水）ホテルヘリテイジ（埼玉県熊谷市小江川）においてE-learning対応のプールライフガーデ
ィング（PLG）講習会（同ホテル従業員3名参加）を開催しました。E-learningを活用したことで2日間拘
束だった同講習会が1日で実施できることになり、今回のようにプールを保有するホテル等からのニーズ
にお応えできるようになりました。※他にも同様の依頼を数件いただいています。

今後、PLG講習会のご相談が指導員の皆様あてに届いた場合は、ぜひこれらのメリットをお伝えいただ
き、同講習会の拡充・拡大にご協力をいただければ幸いです。各地での開催を見据え、スケジュールや受
講者からのフィードバック等を皆様に共有します。

◆スケジュール
08:30 スタッフ集合 打合せ
08:50 受付開始 3名（手指消毒、体調確認、マスクしているか確認）
09:00 【室内】開講式 指導員紹介 タイムテーブル確認
09:05 プールライフガーディングの意義・監視の重要性（座学）
09:50 【プール】着替えを済ませプールに移動

監視の際に実際に注意すべきポイントの確認（気づいた点を受講者自ら共有）
10:00 【プール実技】

救助時の入水の基本、溺者への接近・確保、溺者のトーイング方法※歩いて救助
サポートポジションとプールからの引き上げ方（リフトアップ）
ウォーターパークチューブを用いた泳ぎ方と救助の方法
※途中休憩有り

12:00 昼食休憩
13:20 【室内】理解度テスト【1】【2】

解答後、テキストを確認しながら解説
14:20 【室内実技】一次救命処置

溺者に対する成人BLSのポイント、吐物の逆流対応
15:20 【プール実技】

意識がある溺者の救助、意識がなく水面に浮いている溺者の救助
意識がなく沈みかけている溺者の救助、意識がなく水没している溺者の救助
溺者発見→入水→接近→確保→トーイング→サポートポジション→リフトアップ
→キャリー

16:45 【プール実技検定】
17:00 総合シミュレーション

設定：脚をつった遊泳客から救助要請。救助後キャリーの途中から心停止。
実際のプール営業の体制に合わせ2名はライフガード役、1名は受け付け役として配置。
全員で振り返り

17:15 着替え・室内へ移動
17:30 閉講式・修了証授与・解散

≫≫次ページへ続く
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【所感】

◆E-learningについて

• E-learningでは学びにくい、命に向き合う事、命を守りたいという感情を刺激するような展開を心掛け

た (特に導入にて) 。

• 教本の理解度に不安があったが、理解度テストの結果を見ると概ね理解はされていた。

※本人たちの自己申告では、教本の内容とe-learningが難しかったとの声が上がった。

• 拘束時間が1日になったのは、企業等からの依頼型講習を展開する意味でも大きな意味があると感じた。

◆実技について

• 受講者が実際に勤務するプールでの実技指導だったので、終始現場をイメージするように心掛けた。

• 溺者役が完全に脱力をするように徹底した。

同時に陸上でキャリーをする際に、安全で確実にできるようなポイントを丁寧に伝えた。

• 同プールには、ウォーターパークチューブが未配備だったため、実際に配備している救命浮環を使用し

た救助法も紹介した。

• 小人数だったこともあり、基本的な救助技術の定着が図られた。そのため、引き上げ後の観察や、CPR

を行う最適な場所の選定、受付担当者との役割分担などの動きも確認できた。

◆全体を通しての感想

• 1日で終了できるというのは大きな魅力であり、今後のPLG講習会の拡大につながる。

• プールを終日利用できない場合は、半日（4時間程度）×2回の実施が現実的。

• 他の講習同様、導入でどれだけ受講者を惹きつけられるかが重要。

• 総合シミュレーション（EAP）は、アドバンスプールライフガーディング講習会で実施する内容だったが

、会場と受講者の関係性から実施した。このプログラムによって、受講者の危機意識とトレーニングの

重要性に気づけてもらえたと感じている。

• 講習会の依頼者からは、次年度以降の開催についても前向きに検討してもらっており、あらためてJLAの

認定するPLG講習会の質の高さを感じることができた。

以上
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≫≫次ページへ続く
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以上
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2020年7月28日
JLA指導員 各位

日本ライフセービング協会
JLAアカデミー本部長 風間隆宏

E-learning対応BLS/WS/復活講習会実施報告

7/19（日）神奈川県三浦海岸においてE-learning対応のBLS/WS/復活講習会（16名参加）を初めて開催
しました。E-learningを活用し、アカデミー（2012年）以前にBASICやADVANCEを取得した方々が1日で
資格を復活できるスケジュールを組んだことで非常に好評でした。今後各地での開催を見据え、スケジュー
ルや受講者からのフィードバック等を指導員に共有します。

◆スケジュール
08:00 スタッフ集合 打合せ
08:50 BLS受付開始 16名（手指消毒、体調確認、マスクしているか確認）

09:00 BLS講習スタート 開講式

09:15 BLS実技（実施実技は以下の通り）
3人バディー（6組）。最初に一緒に流れを確認→バディー毎にドンドン回す。イントラは巡回し
て手技確認。適宜休憩を入れる。ダミーは毎回消毒

10:30 BLS実技検定
3人バディーで4組ごとに実施

11:00 気道異物除去説明

11:05 総合シミュレーション
代表5人位で、シミュレーション
→設定：少年サッカー会場で応援していたら選手にボールが当たり突然倒れた。さてどうする？
→振り返り。NHKニュース映像見る。

11:30 BLS学科検定→ 終わり次第アンケート記入
11:50 閉講式・新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた実技について

昼食休憩

12:50 WS受付開始 21名（手指消毒、体調確認、マスクしているか確認）
13:00 WS講習スタート 開講式
13:20 WS学科検定 → 移動・着替え
14:00 WS実技（実施実技は以下の通り）

・海に入る前のリスクマネジメント（風・波・流れ・津波・気温などの確認）
・バディーの確認
・ウェードイン、クロール、平泳ぎ、各種ボディーローテーション、スカーリング、

≫≫次ページへ続く
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潜入（ヘッドファースト、フィートファースト）、浮き身、ライフセービングバックストローク、
キックボードクルージング

ライフジャケットの装着方法、ライフジャケットでのスイム、ハドルポジション
水中でのライフジャケットの着用、ドライレスキュー（トーク、リーチ、スロー）

15:30 閉講式
15:00 復活講習受付開始（手指消毒、体調確認、マスクしているか確認） 復活のみの受講生の着替え
15:30 復活講習スタート 開講式
15:40 水慣れ&W-up インアウト、ボード慣れ
16:00 ボードレスキュー＆チューブレスキュー練習（アドバンス9名とベーシック7名に分ける）
16:30 検定

17:00 閉講式＆片付け
最近のJLAトピック（更新講習動画紹介、ILS準拠等）、BASIC学科動画の紹介、写真撮影
今後の手続き説明（登録費など）

≫≫次ページへ続く
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【所感】

◆E-learningについて

•時間が限られている社会人には、自分の空いた時間に見られるので非常に好評であった。

• 1人動画のURLがメールで届いていない受講生がいた。送付後、届いているか確認をした方がよい。

◆BLS実技について

•復活講習受講者は、昔の実技でおぼえている人がいる。そのため、以前と現在の手技の違いを説明し、なぜ省略

になったかを解説することによって、納得感をもって実技に入ってもらえた。

◆WS実技について

•復活講習受講者は、基本スキルが高い人が多い。単に実技を行うだけでなく、WSの意義や子供達に教える場合

は、このような方法があるなど解説することによって、納得感をもって実技に入ってもらえた。

◆復活講習実技について

•ボードレスキュー、チューブレスキューとも意識無しで、ドラッグしてあげるところまでを実施。

•現在のレスキュー方法を一通り確認した

•受講生の体力・技術レベルを良く観察し、怪我がないように十分注意して実施した。

•体格差があるバディーでレスキューする場合、ドラッグ時など十分配慮した。

• ADVANCE受講者にはフィンの持参を案内が必要である。

◆全体を通しての感想

• 1日で終了できるというのは大きな魅力。

• 1日で終了させる場合、学科と実技（海）会場の移動がスムーズな場所でないと難しい。

•同じクラブや浜のメンバーが、誘い合わせて参加して頂き、非常に和気あいあいとした雰囲気で講習会を行うこ

とができた。

•WSの開講式でe-Lifesavingの動画を使用しても良いと感じた（今回は使用せず）。

以上


