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Hygiene poverty on the rise in the U.K. 

ｈ 

drastic   思い切った 
no longer  もはや～ない 
hygiene   衛生 
poverty   貧困 
forego   見送る 
sanitary   衛生(女性用)の 
harrowing  痛ましい 
crisis   危機 
 
 
 

《Vocabulary and Phrases》                           

 

生活費の急上昇により/ 人々は思い切った節約をしている// 英国では数百万人が必要

不可欠な衛生用品を購入できなくなった// このような状況は「衛生貧困」と定義付けられ

た// 慈善団体のハイジーンバンクによる報告は/ 320 万人もの大人がこの影響を受けてい

ることを述べている// イギリス人は基本的な物品の購入を見送っている/ 石鹸、制汗剤、

歯磨き粉、脱毛用品、トイレットペーパー、生理用品などの// 彼らは食事をすることや家を

温めることと/ 衛生用品を買わないこととの痛ましい選択に狭まれている// ハイジーンバンク

はこの問題を「隠れた危機」と説明している// この状況は「我々が恐れていたよりもはるかに

広範囲に影響している」と伝えた// これは増加しており、最も脆弱な人たちに不均等に影

響を及ぼしている// 

衛生貧困は人々の日々の生活に悲惨な影響を与えている// 多くの人が家を出ることを恥

じている/ なぜなら彼らは自身が汚く見えることや、異臭を放つことを心配しているからだ// 

ハイジーンバンクの最高経営責任者ルース・ブロックは恐ろしい影響を忠告した/ 基本的な

衛生基準を維持できなくなるということを// 彼女は多くの人が「人生の機会に触れること」が

できないと言った// 彼女は言った「保育園で子供を降ろす順番を最後にしてほしいと言う母

親がいる/ なぜなら彼女らは恥ずかしすぎて他の親に会えないと感じているからだ」// にきび

がある多くの人は(肌))状況を悪化させている/ なぜなら石鹸を買うことができないから// そ

の他の人は電話に出ないことで、全ての人付き合いを避けている// 

 

With the spiraling cost of living,/ many people are making drastic 

cutbacks.// In the UK, millions of people can no longer afford essential 

hygiene products.// This has been termed "hygiene poverty".// A 

report from the charity Hygiene Bank/ states that up to 3.2 million 

adults are affected by this.// Britons are foregoing basic goods/ such 

as soap, deodorant, toothpaste, shaving products, toilet paper and 

sanitary products.// They are facing the harrowing decision of eating 

and heating their homes/ and not buying hygiene products.// Hygiene 

Bank described the problem as a "hidden crisis".// It said the situation 

is "much more widespread than we feared.// It's increasing, and it's 

disproportionately impacting the most vulnerable".// 

 

Hygiene poverty is having a devastating impact on people's daily 

lives.// Many people feel too ashamed to leave their house/ because 

they are worried about looking dirty or smelling bad.// Hygiene Bank's 

chief executive Ruth Brock warned of the terrible repercussions/ of 

being unable to maintain basic hygiene standards.// She said many 

people cannot "access their life chances."// She said: "We have mums 

telling us that they want to be last on the nursery drop-off/ because 

they're too embarrassed and ashamed to see other parents."// Many 

people with acne are worsening their condition/ because they cannot 

afford soap.// Others are avoiding all social contact by not answering 

their phone.// 

《Linking Logic》 disproportionately 不均衡に 
devastating  悲惨な 
ashamed  (自身に対して) 恥ずかしい 
repercussion  反響、影響 
maintain  維持する 
drop-off   降ろす 
embarrassed  恥ずかしい 
acne   にきび 
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ex.) mums telling us 

 


