
リンクの

貼り付け

印刷物の

掲示・配布

改変

（翻訳等）

JICAウェブサイト

https://www.jica.go.j

p/activities/issues/

water/handwashing/

index.html

白泉社「3月のライオ

ン」HPより

（日本語・文字なし）

https://3lion.younga

nimal.com/poster.ht

ml
ツイートまとめサイトmin.t

（ミント）「田辺AQ」様

ページより

（多言語）

https://min.togetter.

com/haCYUif

内閣官房 新型コロナウ

イルス感染症対策推進

室 HPより

https://corona.go.jp/

prevention/

日本ユニセフ協会

HPより

https://handwashing

.jp/dl.html

日本語,

英語,

中国語,

ポルトガル語

可 可 可

4
公共財団法人

日本ユニセフ協会
ポスター

手洗い方法のポスター

日本語 可 可

可（改変を希

望される場合

は、事務局に

ご相談下さ

い。）

手洗い方法のポスター

ポスター厚生労働省3

可 可 可

2 羽海野チカ ポスター

手洗い方法のポスター

日本語,英語,中国語,インドネ

シア語,フランス語,ロシア語,

ポルトガル語,スペイン語,タ

イ語,ベトナム語

可 可 可

日本語, 英語

（他言語版も作成中）JICA

手洗いの重要性、手洗い方法

を紹介した漫画型のポスター

（井上きみどり氏作）

ポスター1

概要NO. 製作者 タイプ サムネイル 言語

利用条件

出典元URL
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リンクの

貼り付け

印刷物の

掲示・配布

改変

（翻訳等）

兵庫県洲本市 HPより

https://www.city.su

moto.lg.jp/site/covid

19/10036.html

WHO HPより

https://www.who.int

/emergencies/disea

ses/novel-

coronavirus-

2019/advice-for-

public

京都府京都市 HPより

https://www.kyokan

ko.or.jp/news/20200

407_2/

8 日本環境感染症学会 イラスト

手洗い時の洗い残し箇所のイ

ラスト

日本語 可 可

データをご希望さ

れる方は、事務局

にご連絡下さい。

三か国語併記（日本語、英

語、中国語）
可 可 不可7 京都府京都市 イラスト

手洗い促進イラスト

可 可 可

6
World Health

Organization
ポスター

手洗いタイミングのポスター

英語 可 可 可

5 兵庫県洲本市 ポスター

手洗い方法とウィルスの関係

のポスター

日本語

NO. 製作者 タイプ 概要 サムネイル 言語

利用条件

出典元URL

https://www.city.sumoto.lg.jp/site/covid19/10036.html
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リンクの

貼り付け

印刷物の

掲示・配布

改変

（翻訳等）

東京ベイ・浦安市川医

療センター HPより

https://tokyobay-

mc.jp/nursing_blog/

web08_23/

厚労省 YouTubeチャン

ネル より

https://www.youtub

e.com/watch?v=V77

Zk9VMF-I

Water Aid YouTube

チャンネル より

https://www.youtub

e.com/watch?v=nHV

IK8fbk9U

WaterAid Nigeria

YouTubeチャンネル

より

https://www.youtub

e.com/watch?v=7CK

1r12wMsA

World Vsion India

YouTubeチャンネル よ

り

https://www.youtub

e.com/watch?v=SSrt

z2g7Tss

花王株式会社 HPより

https://www.kao.co.j

p/bioreu/family/han

d/song/

英語,スペイン語,ポルトガル

語,中国語,韓国語,ベトナム

語,日本語

可 不可花王株式会社 動画

”あわあわ手洗いうた”の動画

12 Water Aid 動画

石鹸を用いた手洗いの重要性

の紹介動画

14

13 World Vsion India 動画

手洗い方法の動画

英語 可 不可

11 Water Aid 動画

手洗い方法の動画

英語

10 厚生労働省 動画

手洗い方法の動画

日本語

9

東京ベイ・

浦安市川

医療センター

イラスト

ドアノブに付着した菌の写真

ー 可 可 可

NO. 製作者 タイプ サムネイル 出典元URL言語

利用条件

概要

可 不可

可

可（改変を希

望される場合

は、事務局に

ご相談下さ

い。）

英語、仏語、スワヒリ語

（英語以外の動画をご希望さ

れる方は、事務局にご連絡下

さい。）

可

可（改変をご

希望される場

合は、事務局

にご相談下さ

い。）
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リンクの

貼り付け

印刷物の

掲示・配布

改変

（翻訳等）

WHO YouTubeチャン

ネル より

https://www.youtub

e.com/watch?v=kOK

eFv5VvY4

花王株式会社 HPより

https://www.kao.co

m/jp/education/next

-

generation/handwas

h/movie/

WHO YouTubeチャン

ネル より

https://www.youtub

e.com/watch?v=miF

5B8oOIrw&feature=

emb_logo

Babylon Health

YouTubeチャンネル よ

り

https://www.youtub

e.com/watch?v=3Sf

HdSHK-g0

日本ユニセフ協会

YouTubeチャンネル より

（上段：日本語、下段：英語）

https://www.youtub

e.com/watch?v=EM

RjB0InSVA

https://www.youtub

e.com/watch?v=825

gGELjB98

英語 可 不可18 Babylon Health 動画

手洗い時の洗い残し箇所の紹

介動画

言語

利用条件

NO.

日本語 可 不可

17
World Health

Organization
動画

Tippy tapの使用方法の紹介動

画

英語 可 不可

16 花王株式会社 動画

学校での手洗い教室をイメー

ジした、手洗いの必要性・洗

い方の紹介動画

日本語

英語
可 不可

World Health

Organization
動画

保健施設における手洗いの重

要性の紹介動画

英語 可 不可

概要 サムネイル

19
公共財団法人

日本ユニセフ協会
動画

”手洗いダンス”の動画

15

製作者 タイプ 出典元URL
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