
VOCABULARY LIST for AIDS Seminar 
 
Unit 1 – AIDS in Japan: June 2006 
infection 感染 spread 広がる 
Ministry of Health   厚生省 developing countries 発展途上国 
increase 増える trend 傾向 
rate 速度 decrease 減る 
accelerate 加速する accurate 性格な  
 
Unit 2 – History (World) 
viruses ウイルス transfer 移動 
species 種類 hunter 猟師 
infection 感染 illness 病気 
theory 理論 researcher 研究者 
wound けが epidemic 伝染病 
 
Unit 3 – History (Japan) 
hemophilac 血友病 intimate 肉体関係 
donor 献血者 disability 身体障害者 
Ministry of Health   厚生省 pharmaceutical 薬剤 
homosexual 同性愛者 innocent 無罪 
heterosexual 異性愛者 guilty 有罪 
   
Unit 4 - Discrimination 
believe  考える；思う     associate with  仲間にする 
situation  状態 discrimination 差別 
ignorant    無知 needle 注射針 
landlord   管理人 misunderstanding 誤解 
housing  住宅 dismiss   くびになる 
 
Unit 5 – War, conflicts, rape and HIV 
conflict 闘争、争い isolated 孤立 
torture 苦痛を与える、拷問 refugees 難民 
ethnic cleansing 難民浄化  survive  切り抜けて生き残る 
target  標的  trafficking 売買(麻薬などの) 
impregnated  妊娠された prostitution 売春 
 
Unit 6 – Women, Power and HIV 
property 財産、資産 cure 治療法 
passive  受動的な depend on 頼る 
disease 病気 exchange 交換  
virgin 清純な abuse 誤用、暴力 
STDs  性病 outcast 追放された人 
 
 
 
 
 



Unit 7 – HIV/AIDS – What is it? 
immune system  免疫 cell 細胞  
bacteria バクテリア symptoms 症状 
patient 患者 stage 時期 
pneumonia 肺炎 acquire 感染、~になる 
deficiency 不足 develop 進行 
 
Unit 8 – Testing, Treatment, Statistics 
antibody  抗体  Public Health Centers  保険場 
donation  献血   result  結果 
accurate  正しい  reading 計測 
expose  さらす  figure  数 
treatment  治療  effective  効果がある 
 
Unit 9 – STDs & Talking with Your Partner 
sexually transmitted infections  性交感染  trend  傾向 

chlamydia クラミジア passive 言いなり 
alarming 驚くべき  indicate 示す 
pregnancy 妊娠  developed nation 発展途上国 
rural 田舎 sore 炎症起こして 
 
Unit 10 – Sex trafficking 
sexually transmitted diseases性病: (例：クラミジア、ヘルペス、梅毒) 
forced  強制された tricked 騙された  
against their will (人の)意志に反して prevention 予防 
victims 犠牲者 commercial 営業用 
injure 傷つける、痛める statistics 統計 
 
Unit 11 – Poverty, Education, Orphans 
poverty 貧困 affected by 影響を受けた 
interest 利息 widespread 広げた 
un protected コンドームなし disease 病気 
orphan 孤児 crisis 難局 
region 地域 prediction 予言 
 
Unit 12 – Government spending and AIDS  
epidemic   伝染病 contraceptive 避妊薬 
reluctant  乗り気でない abortion 中絶 
budget 予算 abstain 避ける 
vary  異なっている afford to 余裕がある 
controversial 論争の politician 政治家 
 


