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No. カテゴリー ツワナ語 日本語 英語 

1 

植物 

mokolwane ヤシ palm 

2 mokosi チーク rhodesian teak 

3 mokwa マメ科 mukwa 

4 mongongo マンゲッティ mugongo/mangetti 

5 mokoshi コーヒーノキ coffee bean plant 

6 mogonono ゴマノハグサ科 silver leaf 

7 motsaba イチジク sycamore fig 

8 moproro レインツリー rain tree 

9 mokotsong ツルサイカチ african ebony 

10 mokala アカシア knobthorn1 

11 mokoba アカシア knobthorn2 

12 mogotlo アカシア camel thorn 

13 mosu アカシア umbrella thorn 

14 mooka アカシア sweet thorn 

15 mongana アカシア hook thorn 

16 mokgalo アカシア buffalo thorn 

17 morama マメ科 morama nut 

18 mopipi セリ科 stinkbush 

19 motlopi シェパードノキ sheperd's tree 

20 mogwana アカシア apple ring thorn 



21 mowana バオバブ baobab 

22 morula マルーラ marula 

23 monato モクセイ wild syringa 

24 moselesele マメ科 sickle bush 

25 motswere イソマツ leadwood 

26 morukuru タンボッティ tambooti 

27 mosetlha ？ huilboom 

28 motswere アカシア blue thorn 

29 morukuru アカシア blade thorn 

30 mosetlha ？ puzzle bush 

31 moloto ？ indaba tree 

32 mhahu ？ false brandybush 

33 morobe ？ rasinbush 

34 moretlwa アカシア kalahari sand acacia 

35 moporotlo アカシア kalahari sand acacia 

36 mokosho アカシア kalahari sand acacia 

37 

自然など 

metsi 水 water  

38 temo-thuo 農業 agriculture 

39 seloko 粘土 clay 

40 tshomarelo 保全 conservation 

41 kgaolo 地区 district 

42 balemi-baruti 農民 farmers 

43 bojang 草 grass 

44 molatswana 浸食 gully 

45 setsha 土地 land 

46 tlholego 自然 nature 

47 pula 雨 rain 

48 dikgaolwana 地域 regions 

49 mmu 土地 soil 

50 motlhaba 砂 sandy 

51 letlapa 岩 rock 

52 lekgwwarapana 岩 rocky 

53 dimela 植生 vegettation 

54 bongola 水分 moisture 

55 phefo 風 wind 



56 

鳥 

ntshe ダチョウ ostrich 

57 nonyane ya tladi フラミンゴ flamingos 

58 kokolohute サギ hereon 

59 mmamoleane アマサギ catｔle eglet 

60 sehudi カモ ducks 

61 lenong ガチョウ geese 

62 petleke ワシ eagles 

63 morubise フクロウ owl 

64 korwe サイチョウ hornbill 

65 kgoadira サンショクウミワシ africsan fish eagle 

66 leeba ハト pigeon 

67 mogatsakwena チドリ african jacana 

68 kokomore キツツキ woodpecker 

69 

野生動物 

ntole トビウサギ spring hare 

70 sekatamosima ジリス ground squirrel 

71 lejara ミーアキャット suricate 

72 kolobe イボイノシシ warthog 

73 kgokong ワイルドビースト wildebeest 

74 thakadu ツチブタ antbear 

75 mmamathwane コウモリ bat 

76 serolobotlhoko ブッシュバック bushbuck 

77 thwane カラカル caracal 

78 sebalabolokwane クロアシネコ blackfooted cat 

79 tshiparore ジャコウネコ civet 

80 letlhalerwa リカオン wilddog 

81 phofu エランド eland 

82 motlhose オオミミギツネ bat eared fox 

83 tshipa ジェネット genet 

84 kgama ハーテビースト hartebeest 

85 kubu カバ hippopotamus 

86 phiri e thamaga ブチハイエナ spotted hyena 

87 phala インパラ impala 

88 mokabawane クリップスプリンガー klipspringer 

89 letswee リーチュエ lechwe 

90 tau ライオン lion 



91 letototo シママングース banded mongoose 

92 ramotsebodi フサオマングース slender mongoose 

93 ramoswe キイロマングース yellow mongoose 

94 peba ネズミ mouse 

95 phuduhudu オリビ oribi 

96 nakedi イタチ polecat 

97 phuku プークー puku 

98 sebugatla リードバック reedbuck 

99 tshukudu サイチョウ rhinocerous 

100 kwalata e ntsho セーブル sable 

 

 


