
No カテゴリー ソマリ語　 日本語 英語
1 生活用語 madhabakh 台所 kitchen
2 宗教関係用語 masaajid モスク mosque
3 生活用語 makhaayad レストラン restaurant
4 政治用語 dagaal 紛争 conflict
5 生活用語 beer 畑 farm
6 生活用語 beeraley 農家 farmer
7 生活用語 abaar 旱魃 drought
8 生活用語 dhar 衣服 cloth
9 食品目 qorfe シナモン cinnamon

10 生活用語 musqul トイレ toilet
11 親族名称 aabo 父 father
12 親族名称 hooyo 母 mother
13 親族名称 adheer 父方叔父 uncle of father's side
14 親族名称 abti 母方叔父 uncle of mother's side
15 親族名称 idaa 父方叔母 aunt of father's side
16 親族名称 aida 母方叔母 aunt of mother's side
17 親族名称 awow 祖父 grandfather
18 親族名称 ayey 祖母 grandmother
19 生活用語 iibis 交易 trade
20 生活用語 cadey 歯ブラシの木 tree for toothbrush
21 親族名称 curad 長子 first-born child
22 生活用語 rorma 駆け落ち elopement
23 生活用語 koox 集団 group
24 生活用語 siraad 灯 lamp
25 生活用語 sharci 法 law
26 宗教関係用語 kadhi 宗教指導者 religious leader
27 生活用語 xoolaley 家畜所有者 livestock owner
28 宗教関係用語 masal 礼拝用マット prayer's mat
29 食品目 cusbo 塩 salt
30 食品目 xawaash スパイス spice
31 生活用語 termuus 魔法瓶 thermos
32 生活用語 heryo 居住用テント tent
33 生活用語 gamas 応接スペース reception space
34 生活用語 jikoni 炊事スペース cooking space
35 生活用語 dug 柵 fence
36 家畜名称 nirig 若メスラクダ young female camel
37 家畜名称 kalin 若メスラクダ（二歳～四歳） young prenatal camel ( from 2years old to 4 years old)
38 家畜名称 hal 成メスラクダ adult female camel
39 家畜名称 abdoola 産後メスラクダ postpartum camel
40 家畜名称 qurbac 若オスラクダ young male camel 
41 家畜名称 rati 成オスラクダ adult male camel
42 家畜名称 geel ラクダ総称 camel in a general term
43 家畜名称 arii ヤギ・ヒツジ総称 goat and sheep in generaｌ
44 政治用語 dhaqdaqaad 運動 movement
45 政治用語 xukumad 政府 government
46 政治用語 racas joojin 停戦 cease-fire
47 食品目 bur 小麦粉 flour
48 政治用語 madaxbanaan 独立 independence
49 食品目 sonkor 砂糖 sugar
50 食品目 shaah 茶 tea
51 食品目 hunpaa 乳の上層 upper part of milk
52 食品目 susaa ラクダの酸乳 fermented milk of camel
53 食品目 garor ウシ、ヤギ、ヒツジの酸乳 fermented milk of cows, goats, and sheep
54 食品目 subak バターオイル butter oil
55 生活用語 bensin タライ basin
56 生活用語 looh 木簡 writing plate made of tree
57 生活用語 hara 家畜囲い fence for livestock
58 生活用語 qaab 仔家畜囲い fence for infant livestock
59 宗教関係用語 molaa 礼拝所 praying space
60 家畜名称 idhaley ヒツジ総称 sheep in general
61 家畜名称 sabeen メスヒツジ総称 female sheep in general
62 家畜名称 lah 成メスヒツジ adult female sheep
63 家畜名称 neel 若メスヒツジ young female sheep
64 家畜名称 wan 雄ヒツジ male sheep
65 家畜名称 riya ヤギ総称 goat in general
66 政治用語 cadow 敵 enemy
67 家畜名称 eesaan 成メスヤギ adult female goat
68 家畜名称 wahar 若メスヤギ young female goat



69 家畜名称 orgi オスヤギ male goat
70 家畜名称 alimay 妊娠中のヤギ、ヒツジ pregnant goat / sheep
71 家畜名称 lo' ウシ総称 cow in general
72 家畜名称 saa メスウシ female cow
73 家畜名称 wel 若メスウシ young female cow
74 家畜名称 dibi オスウシ male cow
75 動物名称 damer ロバ donkey
76 動物名称 merodi ゾウ elephant
77 動物名称 shinbir トリ総称 bird in general
78 動物名称 waraabe ハイエナ hyena
79 親族名称 dumashi 兄弟の妻 wife of a brother
80 動物名称 sagara ディグディグ digdig
81 親族名称 walaal 兄弟 brother
82 生活用語 qoor 鈴 bell
83 生活用語 dalal 家畜ブローカー broker for livestock
84 生活用語 samar 家畜につける印 mark attached on a livestock's skin
85 生活用語 madana 焼きごて hot iron
86 動物名称 doray ニワトリ chicken
87 動物名称 geri キリン giraffe
88 身体部位名称 madax 頭 head
89 身体部位名称 il 眼 eye
90 身体部位名称 timo 髪 hair
91 身体部位名称 dhaban 頬 cheek
92 身体部位名称 carab 舌 tongue
93 身体部位名称 ilig 歯 tooth
94 身体部位名称 san 鼻 nose
95 政治用語 bani aadnimo 人道主義 humanism
96 身体部位名称 dheg 耳 ear
97 身体部位名称 xabadka 胸 chest
98 身体部位名称 guntin 関節 joint
99 身体部位名称 gacan 手 hand

100 身体部位名称 misig 尻 hip


