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【今号の１枚】 
今回は、健康と命のための⼿洗い運動ロゴや漫画家井上きみどりさんが描いた「正しい⼿洗い漫画」を活⽤したグ

ッズを紹介します。ロゴや漫画はウェブサイトからダウンロードできますので、ぜひ皆さんの活動でも活⽤してみて
はいかがでしょうか︖ 

ダウンロードはこちら 
■⼿洗い運動ロゴ   ︓https://www.jica.go.jp/activities/issues/water/handwashing/logo.html 
■「正しい⼿洗い漫画」 ︓https://www.jica.go.jp/activities/issues/water/handwashing/handwashing_manga.html

ベナンの無償資⾦協⼒「アトランティック県⼩学校建設計画」（2019 年
11 ⽉着⼯、2021 年 3 ⽉完⼯）において、全 33 校の児童を対象に、ソフ
トコンポーネントとして、教室とともに建設したトイレの適切な使い⽅と
⼿洗い指導を⾏いました。 

同県は、国内最⼤の経済都市コトヌ市に隣接したベッドタウンとして⼈
⼝が増加したことにより、⼩学校 1 教室当たりの平均児童数が 65.9 名
（2015/16 年）と同国基準（50 名）をかなり上回っている状況を改善す
るため、本計画により計 33 校・176 教室とこれに併設するトイレ・⼿洗
い設備の建設を⾏いました。さらに、地域によってはトイレを使ったこと
がない、知っていても衛⽣的な使い⽅や⼿洗い⽅法を知らないといった児
童も多くみられることから、建設完⼯後に全校を対象にソフトコンポーネ
ントを実施しました。対象は児童のみならずその保護者や教員まで拡⼤し
参加者計約 1,650 名となり、現地ＮＧＯに委託してトイレの適切な使⽤と
⼿洗い指導を組み込んだ活動を巡回指導し、各校に展開しました。 

ソフトコンポーネントでは、事前にトイレ使⽤・⼿洗い奨励の説明書を
作成し、これを元に各校でのワークショップを開催しました。ワークショ
ップでは、児童に対して事前にアンケートを実施、実際のトイレ使⽤・⼿ 

ハンカチ
（フィリピン事務所）
「正しい⼿洗い漫画」を
ハンカチに印刷しまし
た。イベントを通じて⼦
どもたちへ配布。

マスク
（JICA 東京センター） 

同センターで健康観察を終え
た留学⽣が今後の⽇本での⽣
活に役⽴ててもらうため、⼿洗
いロゴ⼊りのマスクを配布。 

クリアファイル
（JICA 東北センター） 

⼿洗い運動ロゴ、アフリカで普及してい
る⽔運搬⽤の⻩⾊い容器(ジェリー⽸)、
やかん、⼿洗いキットなど、様々な⼿洗
い⽅法のイラストを描写。来訪者や研修
者へ配布。 

ステッカー
（地球環境部 

⽔資源グループ） 
「正しい⼿洗い漫画」
の配布時に現地でのイ
ベント参加者へ配布。 

建設したトイレと⼿洗い場 

教室での事前事後座学模様 
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ベナン ⼩学校建設案件（無償）のソフトコンポーネントで⼿洗い指導 



健康と命のための手洗い運動 ニュースレター 2 

洗い指導を⾏った後、事後テストを⾏うことで、知識の理解度の確認を
⾏いました。 

また学校関係者に対しては、施設を適切に使⽤・維持管理するための
計画の確認を⾏いました。 

今後は、学校関係者の継続的な取組みとともに、JICA 海外協⼒隊の渡
航再開も念頭に、有効ツールとして⼿洗いソングを活⽤するなどの⼯夫
により、各校での持続的な活動が定着、推進されていくことを期待して
います。 

（ベナン⽀所 寺嶋 眞） 

シエラレオネは、2012 年のコレラ、2014－2015 年のエボラ出⾎熱、
そして今回の COVID19 と感染症の拡⼤が相次ぐ国です。これにより多
くの命が奪われ、著しい貧困の蔓延を招き、⻑きに渡り世界でも最も脆
弱な国家の⼀つとして数えられてきました。 

2019 年課題別研修帰国研修員である保健衛⽣省課⻑マーク医師は、
COVID19 感染防⽌対策をできるだけ多くの国⺠に訴えたいと、フォロー
アップ事業の⽴ち上げに奔⾛しました。活動の⼟台として対象とした地
域の保健所それぞれ 20 名の地域住⺠による保健所管理委員会（FMC）を
組織しました。

FMC の主な役割は、地域住⺠の啓発と、保健所がより良いサービスを
提供できる環境づくりのお⼿伝いです。シエラレオネがたくさんの感染
症の蔓延を招く中、⼿洗いは徐々に国⺠に浸透してきていますが、⼿洗
い法が⼗分ではなく、⼿のひら表⾯だけ洗って終わってしまっていまし
た。今回は「正しい⼿指洗い」を感染症予防課職員が FMC にしっかり教
授しました。 

またこれまではベロニカバケツを使っていたので、⼿洗い後⽌⽔のた
めに再度蛇⼝を触らなければなりませんでしたが、新しく開発された⾜
ふみペダル式 Hand Washing Station では、⼿でどこにも触れることな
く⼿洗いができるようになりました。 

上⽔道設備が整っていないシエラレオネではきれいな⽔の確保などま
だまだ課題が⼭積ですが、感染症の歴史的拡⼤を再び招かないため、こ
れからも「健康と命のための⼿洗い運動」の努⼒は続きます。 
【参考】シエラレオネ⽀所 Facebook︓ https://www.facebook.com/jicasierraleone 

（シエラレオネ⽀所 コロマ紀代美）

4 ⽉ 17〜18 ⽇、ベトナム・ホーチミン市で「第７回ジャパンベ
トナムフェスティバル」が開催され、計 23 万⼈の来場がありまし
た。JICA は、同フェスティバルのメインステージで、技術協⼒プ
ロジェクトで⽀援している⽇越⼤学の学⽣と共にダンスパフォー
マンスを 20 分⾏いました。そのパフォーマンスのなかで、⼿洗い
ダンスを披露しました。

この⼿洗いダンスは以前ベトナムで“バズった”ものですが、背後
のスクリーンでは、再派遣された JICA ボランティアが作成した⼿

⼿洗い場での⼿洗い指導 

保健所管理委員会研修の様⼦ 

新しく設置された⾜ふみペダル式の 
Handwashing Station 

⽇越⼤学の学⽣と JICA 所員による⼿洗いダンス 

シエラレオネ 感染症蔓延国からの脱却

ベトナム ジャパンベトナムフェスティバルで⼿洗いダンスを披露 
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洗い動画を放映しています。この動画は、補完研修「新型コロナウイルス感染症予防啓発研修」で健康と命のための
⼿洗い運動について学んだことをきっかけに作成されました。この動画は JICA ベトナム事務所 Facebook でも公開
しております。（130 超の「いいね」と 60 超のシェア） 

⼿洗い動画を作成した JICA ボランティア⼀⾏は、全員任期を終えて既に帰国していましたが、JICA 所員と⽇越⼤
学の学⽣たちで、今回のように成果品を活⽤しながら啓発活動を継続しています。 

（ベトナム事務所 ⽯丸⼤輝） 

新型コロナウイルス感染症が世界に広が
り、感染者は 1 億⼈を突破しましたが、いま
だ終息する⽬処は⽴っていません。そんな状
況のなか、講談社と厚⽣労働省が企画し、体
内細胞を擬⼈化したコミック『はたらく細
胞』の「新型コロナウイルス編」と「感染予
防編」を制作しました。そして、この２つの
作品を英語やヒンディー語に翻訳したムー
ビングコミックが制作され、世界へ配信され
ます。翻訳にあたっては⺠間連携事業部及び
インド事務所が⽀援しました。

JICA は本事業を共催し、最前線で闘う医
療従事者の皆様に感謝を込めつつ、世界中の
⼈々が漫画を通じて新型コロナウイルス感
染症の理解を深め、⼀⼈ひとりが予防するこ
とで⼀緒にこの危機を乗り越えていきたいと願っています。 

動画の配信は YouTube にて 4 ⽉ 28 ⽇より公開中です︕（2022 年 3 ⽉末まで期間限定公開） 

 新型コロナウイルス編︓https://youtu.be/0WZJ32NqWUA
 感染予防編︓https://youtu.be/z-d8Nxbpbms

⽇越⼤学の学⽣による 
ダンスパフォーマンス 

メインステージの様⼦
（JAPAN VIETNAM MUSIC SHOW

のパフォーマンス時） 

ステージでのパフォーマンスのほか、JICAは
ブースを出展し、円借款で建設中のホーチミ
ン地下鉄のフォトパネルや、草の根技協によ
る少数⺠族の⾐装試着体験、技プロで⽀援す
る⽇越⼤学や貿易⼤学 VJCC（ベトナム⽇本
⼈材開発インスティチュート）の⼊学説明会
を実施しました。

注︓イベントが開催された 2021 年 4 ⽉ 17 ⽇時点で、新型コロナウイルスの国内市中感
染は発⽣していない状況でした。 

「新型コロナウイルス編」（キャプチャ画像）

■タイトル︓「新型コロナウイルス編」
（著︓清⽔茜）

クレジット︓©清⽔茜／講談社
■ストーリー︓（14 分 15 秒）
新型コロナウイルスに感染したとき、体
内では何が起こっているのか。
⽩⾎球、⾚⾎球など細胞たちの攻防を描
いており感染症のメカニズムの正しい理
解につながる内容となっています。

「感染予防編」（キャプチャ画像）

■タイトル／「感染予防編」（漫画︓か
いれめく 監修︓清⽔茜）

クレジット︓清⽔茜・かいれめく／講
談社 
■ストーリー︓（5 分 57 秒）
なぜ、感染予防にマスクの着⽤や⼿洗
い、三密の回避が必要なのか。
細胞たちの視点から感染予防の⼤切さを
伝えるストーリーです。

医療監修︓忽那賢志（国⽴国際医療研究センター） 

本ニュースレターに掲載・共有したい記事・写真・情報等を随時募集しています︕ 
①配信／配信停⽌の希望、②記事掲載の希望、③本メールマガジンの表⽰不具合などのほか、ご不明な

点やご要望、ご感想がございましたら、下記の編集・配信担当⽀援スタッフまでご連絡ください。

地球環境部  JICA 健康と命のための⼿洗い運動事務局 
Web サイト https://www.jica.go.jp/activities/issues/water/handwashing/index.html 

Handwashing@jica.go.jp 

『はたらく細胞』（講談社）ムービングコミック 
「新型コロナウイルス編」＆「感染予防編」が公開されました︕︕ 

『はたらく細胞』ムービングコミック 
「新型コロナウイルス編」&「感染予防編」特設サイト 
https://shonen-sirius.com/saibou-movingcomic.html 

https://fb.watch/5tBghA9M2e/
https://fb.watch/5tBghA9M2e/

