
No. カテゴリ スワヒリ語 英語 日本語
1 mlima/milima mountain(s) 山・山脈
2 bahari ocean 海
3 ziwa lake 湖
4 rasi cape 岬
5 ng'ambo other side of river 向こう岸
6 urefu altitude, highness 高さ、標高
7 upandae wa pili otherside 向かい、反対側
8 juu above 上
9 chini below 下

10 mchanga sand 砂
11 mvua rain 雨
12 wingu cloud 雲
13 jua sun 太陽
14 orocha list リスト
15 baridi cold 冷たい、寒い
16 joto temperature 気温
17 msimu/misimu season(s) 季節
18 hali ya hewa climate 気候
19 kali hot 暑い
20 moto warm あたたかい
21 kauka dry it 乾かす
22 mwaka/miaka year(s) 年
23 upepo wind 風
24 vumbi dust 塵
25 badiliko/mabadiliko change(s) 変化
26 usiku night 夜
27 asubuhi morning 朝
28 yeyuka melt 溶ける
29 nyota star 星
30 barafu glacier,snow,ice 氷河、雪、氷
31 nyeupe white 白
32 mmea/mimea plant(s) 植物、植生
33 mwanba rock 岩
34 maji water 水
35 jiografia geography 地理学
36 asilia natural 自然
37 mashariki east 東
38 magharibi west 西
39 kusini south 南
40 kaskazini north 北
41 nyanda za juu highland 高地
42 jangwa desert 砂漠
43 mti/miti tree,forest 樹、林
44 bonde valley 谷
45 msitu/misitu forest(s) 森林
46 tambarale flatland 平地
47 makabila tribes 族
48 mto river 川
49 nyeusi black 黒
50 nyekundu red 赤
51 mawe stones 石
52 asilimia % パーセント
53 meli ship 船
54 kijani green 緑
55 umbali distance 距離
56 kamba rope ロープ
57 ziara tour ツアー
58 kupanda climbing 登山
59 giza darkness 暗闇
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60 ugonjwa wa mlima mountain sickness 高山病
61 banda hut ハット、山小屋
62 begi bag, backpack バッグ
63 chui leopard ヒョウ
64 kiongozi leader,guide ガイド、案内人
65 watalii traveler 旅行者
66 juu ya mlima top 頂点、山頂
67 nuru light 光
68 shanta backpack リュック
69 viatu shoes 靴
70 roho spirit 精霊
71 alawa sign 標識
72 ramani map 地図
73 kambi camp キャンプ
74 kilimo agriculture 農業
75 wakulima farmers 農民
76 mavuno harvest 収穫
77 zao/mazao products 農産物
78 ngoma traditional dance 宴と踊り
79 maharage beans 豆
80 mihogo cassava キャッサバ
81 mbogamboga vegetables 野菜
82 viazi potatoes ジャガイモ
83 mtama/mitama sorghum モロコシ
84 mahindi maize とうもろこし
85 mpunga rice イネ
86 ngano wheat 小麦
87 mosi a day 一日
88 ukame draught 旱魃
89 wadudu insects 虫
90 majani leaves 葉
91 shina stem 茎
92 ndimu lime ライム
93 ndege flight,bird 飛行、鳥
94 tangawizi ginger ショウガ
95 kiumbe creature 生物
96 dunia world 世界
97 mungu god 神
98 mchele rice 米
99 lima cultivate 耕す

100 vijiji villages 村
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