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No. カテゴリー ショナ語 日本語 英語 

1 人 munhu 人 person 

2 人 vanhu 人々 people 

3 人 murume 男 man 

4 人 mukadzi 女 woman 

5 人 mukoma 兄弟 brother 

6 人 handziwadzi 姉妹 sister 

7 人 baba 父 farhter 

8 人 mai 母 mother 

9 人 sekuru 祖父、母の兄弟 
grandfarther, mother's 

brother 

10 人 shamuwari 友達 friend 

11 人 hama 知り合い、親族 relatives 

12 人 mwana 子ども child 

13 人 vana 子どもたち children 

14 人 mukomana 少年 boy 

15 人 musikana 少女 girl 

16 時間 nhasi 今日 today 

17 時間 mangwana 明日 tomorrow 

18 時間 zuro 昨日 yesterday 

19 時間 musiwa 日 day 

20 時間 sondo 週 week 



21 時間 mwedzi 月 month 

22 時間 gore 年 year 

23 動詞 enda 行く go 

24 動詞 ona 見る see 

25 動詞 tamba ～する play 

26 動詞 huya 来る come 

27 動詞 ne 持つ have 

28 動詞 fona 電話する call 

29 動詞 bika 料理をする cook 

30 動詞 bvunza 尋ねる、発見する ask 

31 動詞 rara 寝る sleep 

32 動詞 swera 過ごす pass 

33 動詞 gara 住む、座る live,stay,sit 

34 動詞 ita する、ふるまう do,act 

35 動詞 gona できる can 

36 動詞 nwa 飲む drink 

37 動詞 buda 現れる come out, rise 

38 動詞 pinda 入る come in, enter 

39 動詞 sevenza 働く、使う work, use 

40 動詞 dzidza 学ぶ learn 

41 動詞 dzidzisa 教える teach 

42 動詞 verenga 読む read 

43 動詞 ziva 知る know 

44 動詞 svika 到着する arrive 

45 動詞 famba 歩く walk, move 

46 動詞 tenga 買う buy 

47 動詞 tengera 買う buy for 

48 動詞 tengesa 売る sell 

49 動詞 imba 歌う sing 

50 動詞 taura 話す speak 

51 動詞 nzwa 理解する understand 

52 動詞 da 好きである、～したい love, want 

53 動詞 ti 言う、考える say, think 

54 動詞 tora とってくる、認める take, accept 

55 動詞 nhonga 拾う pick up 



56 動詞 siya 捨てる leave threw away 

57 動詞 manya 走る run 

58 動詞 simuka 出発する depart 

59 動詞 muka 起きる wake up 

60 動詞 farira 幸せである be happy 

61 動詞 rasa 失う lose 

62 動詞 gadzira 準備する prepare 

63 動詞 pa 与える give 

64 動詞 remekedza 尊敬する respect 

65 動詞 fanira ～しなければならない have to do 

66 動詞 vigira 持っていく bring 

67 動詞  bvundza 尋ねる ask 

68 動詞 nyora 書く write 

69 動詞 ramba 続ける continue 

70 動詞 bata 囲む hold 

71 動詞 pera 終わる end 

72 動詞 udza 言う told 

73 動詞 kuredza 釣りをする fishing 

74 動詞 roba 殴る beat 

75 動詞 misa 止まる stop 

76 農業 kurima 農業 agriculture farming 

77 農業 purazi 農地 farm land 

78 農業 murimi 農家 farmer 

79 農業 munda 農場 farmer 

80 農業 sango 放牧地 grazing area 

81 農業 zvirimo 作物 crops 

82 農業 chibage とうもろこし maize 

83 農業 ndzungu ピーナッツ groundnuts 

84 農業 shinda 綿花 cotton 

85 農業 nyimo マメ beans 

86 農業 ipwa サトウキビ cane 

87 農業 bwowa, hwowa キノコ mushroom 

88 農業 munga モロコシ sorgum 

89 農業 murivo 野菜 vegitable 

90 農業 kusakura 除草 weeding 



91 農業 kugadzira munda 耕起のための準備 land preparation 

92 農業 kurima 耕起 plough 

93 農業 kukowa 収穫 harvest 

94 農業 badza 鍬 hoe 

95 農業 hara 耕運機 cultivatior 

96 農業 bara 手押し車 wheelbarrow 

97 農業 dura 穀物倉庫 granary 

98 農業 ivhu 土 soil 

99 農業 dembo 斧 axe 

100 家畜 mombe ウシ cattle 

101 家畜 mbudzi ヤギ goat 

102 家畜 huku ニワトリ chicken 

103 家畜 hwai ヒツジ sheep 

104 家畜 dhongwi ロバ donkey 

105 家畜 ngarukuni ホロホロ鳥 ginifoul 

106 地形 dombo 山 mountain 

107 地形 rukoba 小川 stream 

108 地形 rwizi 河川 river 

109 地形 nhika 谷 valley 

110 地形 sango 森 forest 

111 地形 sango 藪 bush 

112 地形 dambo くぼ地 depressed ground 

113 地形 donga 崖 escarpment 

114 地形 chiduri アリ塚 anthill, termite 

115 植物の部位 sanzu 枝 branch 

116 植物の部位 mudzi 根 root 

117 植物の部位 shizha 葉 leaf 

118   ndiro 皿 plates 

119   shawa 赤 red 

120 体 muviri 体 body 

121 体 ropa 血 blood 

122 体 musoro 頭 head 

123 体 chipfuva 胸 chest 

124 体 ruoko 腕 arm 

125 体 dumbu 腹 stomach 



126 体 gumbo 足 leg 

127 体 ibvi 膝 knee 

128 体 tsoka 足 foot 

129 体 bvudzi 髪 hair 

130 体 ziso 目 eye 

131 体 mhuno 鼻 nose 

132 体 muromo 口 mouth 

133 体 huro 首 neck 

134 体 chirebvu 顎 chin 

135 動物 hove 魚 fish 

136 動物 kamba カメ tartoise 

137 動物 shumba ライオン Lion 

138 動物 katsi 猫 ｃａｔ 

139 動物 mhembwe シカ dear 

140 動物 mvuu カバ hippo 

141 動物 nzou ゾウ elephant 

142 動物 mhou エランド eland 

143 動物 nyuchi ハチ bee 

144 動物 mbaba ヒョウ reopad 

145 動物 mhuka 動物 animal 

146   mbira ムビラ music instrument 

 


