
動物　ボキャブラリー
English → 日本語
Canada goose カナダガン
Canada goose シジュウカラガン
Gila monster アメリカドクトカゲ
Hamadryas baboon マントヒヒ
I r iomote wi ld cat イリオモテヤマネコ西表山猫
Labrador (retriever) ラブラドルレトリバー
Manx cat マンクスネコ
Mongol ian gerbi l スナネズミ、砂鼠
Nessie ネッシー
Stel ler ’s sea l ion トド、胡獱
adder アダー、ヨーロッパクサリヘビ
adjutant (bird) ハゲコウ
alligator アリゲーター
anaconda アナコンダ
anopheles アノフェレス
anopheles ハマダラカ
ant bear オオリアクイ
anteater アリクイ、蟻食
armadillo アルマジロ
asp アスプ
baboon ヒヒ、狒狒
badger アナグマ、穴熊
bald eagle, American eagle ハクトウワシ
basilisk セビレトカゲ
basilisk バシリスク
bear クマ、熊
beaver ビーバー
beef cat t le ニクギュウ、肉牛
bighorn オオツノヒツジ
bison バイソン
black bear クロクマ、黒クマ
black bear,  (American black bear) アメリカグマ
black bird クロウタドリ
black widow spider クロゴケグモ
blue jay アオカケス
boa ボア
boar,  hog(去勢豚 ) オス、豚、雄豚
bobcat ボブキャット
bobolink コメクイドリ
bobwhite コリンウズラ
borzoi ボルゾイ
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budgerigar (budgie) バッジャーリガー
buffalo バッファロー
bul l ,  bul lock(去勢牛 ) ,  ox オウシ、雄牛
caiman カイマン
cal f コウシ、仔牛、子牛
camel ラクダ、駱駝
caribou カリブー
carrion crow ハシボソガラス
cassowary ヒクイドリ
cat ネコ、猫
catbird ネコドリ、ネコマネドリ
chaffinch ズアオアトリ
chimpanzee チンパンジー
chipmunk シマリス
cobra コブラ
cockatoo オオバタン
condor コンドル
cottontail ワタオウサギ
cow, cat t le ウシ、牛
coyote コヨーテ
coypu, coupou ヌートリア
crocodile クロコダイル
crocodi le,  a l l igator ワニ、鰐
deer シカ鹿
dingo ディンゴ
dodo ドードー
dog イヌ犬
donkey ロバ、驢馬
dragon リュウ、竜
dromedary,  Arabian camel ヒトコブラクダ、一瘤駱駝
dugong ジュゴン
eider (duck) ケワタガモ
eland エランド
elephant ゾウ、象
elk オオシカ
elk; wapiti ワピチ
elk（欧州・アジア産） ヘラジカ
emu エミュー
fallow deer キジカ、黄ジカ
fawn コジカ、子鹿
foal コウマ、仔馬、子馬
fox,  v ixen(雌 ) キツネ、狐
f rog カエル、蛙
fur  seal オットセイ、膃肭臍
gazelle ガゼル
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gerbil アレチネズミ
gibbon テナガザル
giraffe キリン、麒麟
gnu ヌー
goat ヤギ、山羊
gold finch オウゴンヒワ
gopher,  (pocket gopher) ホリネズミ
gor i l la ゴリラ
grackle オオクロムクドリモドキ
gr izzly bear ハイイログマ　灰色熊、グリズリー
groundhog マーモット
guinea pig モルモット
habu, (Okinawa habu) ハブ、ホンハブ、波布、本波布
halcyon ハルシオン
halibut ハリバ
hamster ハムスター
hare ウサギ、兎 (野兎 )
hedge sparrow ヨーロッパカヤクグリ
hippopotamus ,  h ippo カバ、河馬
horn bill サイチョウ
horned owl アメリカワシミミズク
horse ウマ、馬
hound リョウケン、猟犬
house mouse ハツカネズミ、二十日鼠
hyena ハイエナ
ibex アイベックス
ichneumon エジプトマングース
iguana イグアナ
iguanodon イグアノドン
impala インパラ
jack rabbit ジャックウサギ
jackal ジャッカル
jackdaw コクマルガラス
jaguar ジャガー
jay カケス
kangaroo カンガルー
kid コヤギ、子山羊
ki t ten コネコ、仔猫、子猫
kiwi キウイ
koala コアラ
lamb コヒツジ、子羊
laughing jackass ワライカワセミ
lemming レミング
lemur レムール
leopard ヒョウ、豹
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leviathan レビアタン
linnet ムネアカヒワ
l ion ライオン、獅子
l izard トカゲ、蜥蜴
l lama ラマ、リャマ
lovebird ボタンインコ
lyrebird コトドリ
macaw コンゴウインコ
mamba マンバ
mammoth マンモス
mamushi,  (Japanese mamushi) マムシ、ニホンマムシ　蝮、日本蝮
manatee マナティー
mandrill マンドリル
marmoset キヌザル
marmot マーモット
mastodon マストドン
meadowlark マキバドリ
milk [mi lk ing]  cow, dairy cat t le ニュウギュウ、乳牛
mockingbird マネシドリ
mole モグラ、土竜
mongoose マングース
monkey サル猿
moose ムース、アメリカヘラジカ
moose ヘラジカ（アメリカヘラジカ、北米産）
mountain goat シロイワヤギ
mule ラバ、騾馬
mustang ムスタング
nutria ヌートリア
ocelot オセロット
okapi オカピ
opossum オポッサム（フクロネズミ）
orangutan オランウータン
otter カワウソ、獺、川獺
panda ,  g iant  panda パンダ、大熊猫
panther クロヒョウ、黒豹
partridge ヤマウズラ
peccary ペッカリー
pig,  hog, swine ブタ、豚
polar bear シロクマ
polar bear シロクマ、ホッキョクグマ、白熊、北極熊
pony ポニー
porcupine ヤマアラシ、山荒、豪猪
prairie dog プレーリードッグ
puppy コイヌ、仔犬、子犬
quetzal カザリキヌバネドリ
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rabbi t  ウサギ、兎 (家兎 )
raccoon アライグマ、洗い熊
raccoon dog タヌキ、狸
rat ,  mouse ネズミ、鼠
rat t lesnake ガラガラヘビ
reindeer トナカイ
rhea レア
rhesus アカゲザル
rh inoceros ,  rh ino サイ犀
roadrunner オオミチバシリ
roc ロック
salamander サンショウウオ山椒魚
scarab (beetle) スカラベ
sea l ion アシカ、海驢
sea ot ter ラッコ、猟虎
seal アザラシ、海豹
sheep ヒツジ羊
silver fox ギンギツネ
skunk スカンク
sloth ナマケモノ
snake, serpent ヘビ、蛇
sow メスブタ、雌豚
squirrel リス、栗鼠
stegosaurus ステゴザウルス
tadpole オタマジャクシ
tapir バク、獏
tarantula タランチュラ
tarpon ターポン
teal コガモ
terrapin テラピン
thoroughbred (horse) サラブレッド
t iger トラ、虎
toad ヒキガエル
tor to ise,  カメ、亀 (陸亀 )
toucan オオハシ
tsetse ツェツェバエ
turbot ターボット
tur t le カメ、亀 (海亀 )
tyrannosaur, tyrannosaurus ティラノサウルス
unicorn ユニコーン
wallaby ワラビー
walrus セイウチ、海象
wart hog イボイノシシ
weasel イタチ鼬
wild boar イノシシ猪
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wolf ,  wolves(複 ) オオカミ、狼
wolverine クズリ
wombat ウォンバット
woodchuck ウッドチャック
woodcock ヤマシギ
young pig,  p ig let コブタ、子豚
zebra シマウマ、縞馬

6


