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（日本語） 新型コロナウイルスワクチン接種会場
（やさしい日本語） 新型

し ん が た

コロナウイルス　ワクチン　接種
せ っ し ゅ

会場
かいじょう

 （注射
ち ゅ う し ゃ

を　するところ）
（英語） COVID-19 Vaccination Site

（ベトナム語） Khu vực tiêm phòng vắc xin COVID-19

（中国語） 新型冠状病毒 疫苗接种会场
（タガログ語） Lugar ng pagbabakuna ng coronavirus

（ポルトガル語） Posto de vacinação COVID-19

（スペイン語） Lugar de vacunación contra el nuevo coronavirus

（韓国語） 코로나19  예방접종 장소
（ネパール語） नोभल कोरोना भाइरस खोप स्थल
（タイ語） สถานทีฉี่ดวคัซนีโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
（シンハラ語） නව ක ොක ෝනො　වව ස ් එන්නත්   න ස්ථොනය

（インドネシア語） Lokasi penyuntikan vaksin Covid-19
①
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（日本語） 入　口
（やさしい日本語） 入口

い り ぐ ち

（英語） Entrance

（ベトナム語） Lối vào

（中国語） 入口
（タガログ語） Pasukan

（ポルトガル語） Entrada

（スペイン語） Entrada

（韓国語） 입 구
（ネパール語） प्रवशे द्वार
（タイ語） ทางเขา้
（シンハラ語） ඇතුල්වීම

（インドネシア語） Pintu Masuk
②
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（日本語） アルコール消毒液
（やさしい日本語） アルコール消毒液

し ょ う ど く え き

（英語） Alcohol disinfectant

（ベトナム語） Dung dịch cồn khử trùng

（中国語） 酒精消毒液
（タガログ語） Alkohol

（ポルトガル語） Álcool desinfetante

（スペイン語） Desinfectante de alcohol

（韓国語） 알코올 소독액
（ネパール語） अल्कोहल सनेनटाइजर
（タイ語） แอลกอฮอลฆ์่าเช ือ้
（シンハラ語）  විෂබීජ නොශ 

（インドネシア語） Desinfektan alkohol
③
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（日本語） 接種は予約が必要です
（やさしい日本語） 注射

ち ゅ う し ゃ

をするために　予約
よ や く

が　必要
ひ つ よ う

です
（英語） Reservation is required for the vaccination.
（ベトナム語） Cần hẹn trước khi tiêm phòng

（中国語） 接种需要预约
（タガログ語） Kinakailangan ang pagpapareserba para sa pagbabakuna.

（ポルトガル語） É necessário fazer reserva para vacinação

（スペイン語） Se requiere de reservación para la vacunación

（韓国語） 접종은 예약을 해야합니다
（ネパール語） खोपका लागि आरक्षण आवश्यक छ।
（タイ語） จ าเป็นตอ้งจองลว่งหนา้ส าหรบัการฉีดวคัซนี
（シンハラ語） එන්නත් කිරීම සඳහො කවන් කිරීම අවශයයි

（インドネシア語） Diperlukan reservasi untuk penyuntikan vaksin
④
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（日本語） 前の人と間隔をあけてお並びください
（やさしい日本語） 前

ま え

の人
ひ と

と　離
は な

れて　並
な ら

んでください
（英語） Please keep your distance from a person standing in front of you.

（ベトナム語） Xếp hàng và giữ khoảng cách với người phía trước 

（中国語） 请要跟前面的人保持距离排队
（タガログ語） Mangyaring pumila ng may pagitan sa isa’t-isa.

（ポルトガル語） Alinhe-se mantendo dinstância entre as pessoas

（スペイン語） Por favor, alinee con la persona en frente manteniendo distancia

（韓国語） 앞사람과의 간격을 두고 줄을 서십시오
（ネパール語） कृपया तपाई अिाडि भएको व्यक्तत सिंको दरुी काएम राखी लाइन लाग्नहुोस।
（タイ語） กรณุาใหอ้ยู่ห่างจากคนทีอ่ยู่ตรงหนา้คุณ ชว่งเวลาทีเ่ขา้แถว
（シンハラ語）  රුණො   ඉදිරිකයන් සිටින පුද්ගලයො සමඟ දු ස්ථව කෙළ ගැකසන්න

（インドネシア語） Harap berbaris dan jaga jarak dengan orang yang di depan
⑤
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（日本語） 会場内での会話はなるべくお控えください
（やさしい日本語） できるだけ　話

はなし

を　しないでください
（英語） Please refrain from talking on the site.

（ベトナム語） Hạn chế nói chuyện trong khu vực tiêm phòng

（中国語） 在会场内请尽量不要说话
（タガログ語） Hangga’t maaari iwasan ang pakikipag-usap.

（ポルトガル語） Evite conversar no local o máximo possível

（スペイン語） Absténgase de conversar en el lugar tanto como sea posible

（韓国語） 접종장소에서는 될수있는한 대화를 삼가하십시오
（ネパール語） कृपया सम्भव भएसम्म खोप स्थलमा अनआ्वस्यक कुराकानी निनुहुोस।
（タイ語） โปรดงดการสนทนาในสถานทีใ่หม้ากทีส่ดุ
（シンハラ語）  රුණො   ස්ථොනකේ සංවොදකයන් හැකිතොක් වළකින්න

（インドネシア語） Harap menahan diri dari percakapan di dalam lokasi
⑥
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（日本語） 検　温
（やさしい日本語） 検温

け ん お ん

　（熱
ね つ

を　はかります）
（英語） Body temperature check

（ベトナム語） Đo nhiệt độ cơ thể

（中国語） 体温检测
（タガログ語） Pagsukat ng temperatura

（ポルトガル語） Medição de temperatura

（スペイン語） Medición de temperatura

（韓国語） 체온 측정
（ネパール語） शरीरको तापमान मापन स्थल
（タイ語） การวดัอณุหภมูิ
（シンハラ語） උෂ්ණත්වය මැනීම

（インドネシア語） Pengukuran suhu badan
⑦
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（日本語） 受　付
（やさしい日本語） 受付

う け つ け

（英語） Reception

（ベトナム語） Nơi tiếp nhận

（中国語） 挂号
（タガログ語） Tanggapan

（ポルトガル語） Recepção

（スペイン語） Recepción

（韓国語） 접 수
（ネパール語） ररसपे्शन
（タイ語） แผนกตอ้นรบั
（シンハラ語） පිළිගැනීම

（インドネシア語） Meja penerimaan
⑧
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（日本語） 予診票記入場所
（やさしい日本語） 「予診票

よ し ん ひ ょ う

」を　書
か

くところ
（英語） Pre-vaccination Checklist Filling-out area

（ベトナム語） Khu vực ghi hồ sơ

（中国語） 填入预诊表区
（タガログ語） Lugar upang punan ang slip ng paunang pagsusuri

（ポルトガル語） Local para preenchimento da ficha para consulta preliminar

（スペイン語） Lugar para rellenar el formulario de consulta preliminar

（韓国語） 예진표 기입 장소
（ネパール語） पवूु-खोप चकेललस्ट भररन ेस्थल
（タイ語） สถานทีก่รอกใบเตรยีมตรวจ
（シンハラ語） පූර්ව එන්නත පිරික්ුම් ලැයිස්තුව පි වුම්　ස්ථොනය
（インドネシア語） Tempat untuk mengisi daftar isian pra-vaksinasi

⑨
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（日本語） 予診票確認
（やさしい日本語） 「予診票

よ し ん ひ ょ う

」を　みます
（英語） Confirm Pre-vaccination Checklist

（ベトナム語） Kiểm tra hồ sơ

（中国語） 确认预诊表
（タガログ語） Pagkumpirma ng slip ng paunang pagsusuri

（ポルトガル語） Verificação da ficha para consulta preliminar

（スペイン語） Verificación del formulario de consulta preliminar

（韓国語） 예진표 확인
（ネパール語） पवूु-खोप चकेललस्ट पकु्टटकरण स्थल
（タイ語） ใบยนืยนักอ่นการตรวจ
（シンハラ語） පූර්ව එන්නත පිරික්ුම් ලැයිස්තුව තහවුරු කිරීම

（インドネシア語） Konfirmasi daftar isian pra-vaksinasi
⑩
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（日本語） 予診待機場所
（やさしい日本語） 「予診

よ し ん

　（医者
い し ゃ

が　体
からだ

のことを　ききます）」を　待
ま

つところ
（英語） Waiting area for Pre-vaccination

（ベトナム語） Khu vực đợi kiểm tra tổng quát

（中国語） 候诊区
（タガログ語） Lugar ng paghihintay bago ang pagsusuri

（ポルトガル語） Local de espera para consulta preliminar

（スペイン語） Lugar de espera para la consulta preliminar

（韓国語） 예진 대기 장소
（ネパール語） पवूु-खोप प्रतीक्षा स्थल
（タイ語） สถานทีร่อรบัการตรวจเบือ้งตน้
（シンハラ語） පූර්ව එන්නත ලබො ගැනිම සදහ රැදි සිටින ස්ථොනය

（インドネシア語） Tempat tunggu untuk pra-vaksinasi
⑪
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（日本語） 予　診
（やさしい日本語） 予診

よ し ん

　（医者
い し ゃ

が　体
からだ

のことを　ききます）
（英語） Pre-vaccination Check

（ベトナム語） Kiểm tra tổng quát

（中国語） 预诊
（タガログ語） Paunang pagsusuri

（ポルトガル語） Consulta preliminar

（スペイン語） Consulta preliminar

（韓国語） 예 진
（ネパール語） पवूु-खोप जााँच
（タイ語） การตรวจเบือ้งตน้
（シンハラ語） මූලි  ෙරීක්ෂණය

（インドネシア語） Pemeriksaan pra-vaksinasi
⑫
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（日本語） 接種待機場所
（やさしい日本語） 注射

ち ゅ う し ゃ

を　待
ま

つところ
（英語） Waiting area for vaccination

（ベトナム語） Khu vực đợi tiêm phòng

（中国語） 接种等候区
（タガログ語） Hintayang lugar ng pagbabakuna

（ポルトガル語） Local de espera para vacinação

（スペイン語） Lugar de espera de vacunación

（韓国語） 접종 대기 장소
（ネパール語） खोप प्रतीक्षा स्थल
（タイ語） สถานทีร่อการฉีดวคัซนี
（シンハラ語） එන්නත් ලබො ගැනිම සදහ රැදි සිටින ස්ථොනය

（インドネシア語） Tempat tunggu penyuntikan vaksinasi
⑬
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（日本語） 接　種
（やさしい日本語） 注射

ち ゅ う し ゃ

を　します
（英語） Vaccination

（ベトナム語） Tiêm phòng

（中国語） 接种
（タガログ語） Pagbabakuna

（ポルトガル語） Vacinação

（スペイン語） Vacunación

（韓国語） 접 종
（ネパール語） खोप
（タイ語） การฉีดวคัซนี
（シンハラ語） එන්නත් කිරීම

（インドネシア語） Vaksinasi
⑭



Ver.3

（日本語） 接種済証発行
（やさしい日本語） 「接種済証

せ っ し ゅ ず み し ょ う

　（注射
ち ゅ う し ゃ

をした　証明
しょうめい

）」を　渡
わ た

します
（英語） Issue a vaccination certificate

（ベトナム語） Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng

（中国語） 发行接种疫苗证明
（タガログ語） Paglabas ng sertipiko ng pagbabakuna

（ポルトガル語） Emissão do certificado de vacinação

（スペイン語） Emisión de certificado de vacunación

（韓国語） 예방 접종 증명서
（ネパール語） खोप प्रमाणपत्र जारी स्थल
（タイ語） การออกใบรบัรองการฉีดวคัซนี
（シンハラ語） එන්නත් සහති ය නිකුත් කිරීම

（インドネシア語） Penerbitan sertifikat vaksinasi
⑮
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（日本語） 経過観察場所
（やさしい日本語） 注射

ち ゅ う し ゃ

のあと、大丈夫
だ い じ ょ う ぶ

かどうか　みます
（英語） Follow-up area

（ベトナム語） Khu vực theo dõi tình trạng sau tiêm phòng

（中国語） 留观区
（タガログ語） Lokasyon ng follow-up

（ポルトガル語） Local para acompanhamento pós vacinação

（スペイン語） Lugar de observación después de la vacunación

（韓国語） 경과 관찰 장소
（ネパール語） अनिुमन स्थल
（タイ語） สถานทีต่ดิตาม
（シンハラ語） ෙු විෙ ම් ස්ථොනය

（インドネシア語） Lokasi pengamatan tindak lanjut
⑯
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（日本語） 約15分間、安静にお待ちください
（やさしい日本語） 15分

ふ ん

くらい　すわって　待
ま

ってください
（英語） Please stay rest for 15min.

（ベトナム語） Xin hãy nghỉ ngơi và đợi khoảng 15 phút

（中国語） 请安静地等待大约15分钟左右
（タガログ語） Mangyaring magpahinga nang halos 15 minuto

（ポルトガル語） Favor repousar por cerca de 15 minutos

（スペイン語） Por favor espere en reposo, aproximadamente unos 15 minutos

（韓国語） 약 15분간 안정을 취하며 대기하십시오
（ネパール語） कृपया 15 लमनटे को लािी आराम िनुहुोस।्
（タイ語） กรณุาพกัรอดูอาการประมาณ 15 นาที
（シンハラ語）  රුණො   විනොඩි 15 ක් ෙමණ විකේ  ගන්න

（インドネシア語） Mohon istirahat diam sekitar 15 menit
⑰
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（日本語） 出　口
（やさしい日本語） 出口

で ぐ ち

（英語） Exit

（ベトナム語） Lối ra

（中国語） 出口
（タガログ語） Labasan

（ポルトガル語） Saída

（スペイン語） Salida

（韓国語） 출 구
（ネパール語） ननकास द्वार
（タイ語） ทางออก
（シンハラ語） පිටීම

（インドネシア語） Pintu keluar
⑱
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（日本語） 立ち入り禁止
（やさしい日本語） 入

は い

らないでください
（英語） Keep out

（ベトナム語） Khu vực cấm vào

（中国語） 闲人止步
（タガログ語） Bawal ang pumasok

（ポルトガル語） Proibido a entrada

（スペイン語） Prohibido entrar

（韓国語） 출입금지
（ネパール語） प्रवशे ननषधे
（タイ語） หา้มเขา้
（シンハラ語） ඉවත්ව සිටින්න

（インドネシア語） Dilarang masuk
⑲
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（日本語） 救護所
（やさしい日本語） 体

からだ

が　悪
わ る

いとき　助
た す

けるところ
（英語） Medical aid station

（ベトナム語） Trạm sơ cứu

（中国語） 救护站
（タガログ語） Istasyon ng pangunang lunas

（ポルトガル語） Posto de primeiros socorros

（スペイン語） Puesto de primeros auxilios

（韓国語） 구호소
（ネパール語） प्राथलमक उपचार स्टेशन
（タイ語） สถานทีป่ฐมพยาบาล
（シンハラ語） වවදය ආධො  ස්ථොනය

（インドネシア語） Stasiun bantuan medis
⑳


