
【】で囲った部分は，声のトーンを高く発音します。
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数 ルワンダ語の数詞
発音：

単語ごとに区切って言った場合

発音：

実際の会話で流暢に話した場合

0 zeru ゼル 同左

1 rimwe リムゲ 同左

2 kabiri カビリ 同左

3 gatatu ガタトゥ 同左

4 kane カネ 同左

5 gatanu ガタアヌ 同左

6 gatandatu ガタアン【ダ】トゥ 同左

7 karindwi カリイングウィ 同左

8 umunani
※ umunaneと表記する事も

ウムナニ 同左

9 icyenda イチェ【エ】ンダ 同左

10 icumi イ【チュ】ミ 同左

11 cumi na rimwe チュミ・ナ・リムゲ 同左

12 cumi na kabiri チュミ・ナ・カビリ 同左

13 cumi na gatatu チュミ・ナ・ガタトゥ 同左

14 cumi na kane チュミ・ナ・カネ 同左

15 cumi na gatanu チュミ・ナ・ガタアヌ 同左

16 cumi na gatandatu チュミ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ 同左

17 cumi na karindwi

※ ブルンジでは cumi n'indwi

チュミ・ナ・カリイングウィ 同左

18 cumi n'umunani

※ cumi n'umunaneと表記する事も。

　「8」については以下同様

チュミ・ヌムナニ 同左

19 cumi n'icyenda チュミ・ニチェ【エ】ンダ 同左

20 makumyabiri マ【ク】ミャー【ビ】リ 同左

21 makumyabiri na rimwe マ【ク】ミャー【ビ】リ・ナ・リムゲ 同左

22 makumyabiri na kabiri マ【ク】ミャー【ビ】リ・ナ・カビリ 同左

23 makumyabiri na gatatu マ【ク】ミャー【ビ】リ・ナ・ガタトゥ 同左

24 makumyabiri na kane マ【ク】ミャー【ビ】リ・ナ・カネ 同左

25 makumyabiri na gatanu マ【ク】ミャー【ビ】リ・ナ・ガタアヌ 同左

26 makumyabiri na gatandatu マ【ク】ミャー【ビ】リ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ 同左

27 makumyabiri na karindwi マ【ク】ミャー【ビ】リ・ナ・カリイングウィ 同左

28 makumyabiri n'umunani マ【ク】ミャー【ビ】リ・ヌムナニ 同左

29 makumyabiri n'icyenda マ【ク】ミャー【ビ】リ・ニチェ【エ】ンダ 同左

30 mirongo itatu ミロオンゴ・イタトゥ ミロオン・ギタトゥ

31 mirongo itatu na rimwe ミロオンゴ・イタトゥ・ナ・リムゲ ミロオン・ギタトゥ・ナ・リムゲ

32 mirongo itatu na kabiri ミロオンゴ・イタトゥ・ナ・カビリ ミロオン・ギタトゥ・ナ・カビリ

33 mirongo itatu na gatatu ミロオンゴ・イタトゥ・ナ・ガタトゥ ミロオン・ギタトゥ・ナ・ガタトゥ

34 mirongo itatu na kane ミロオンゴ・イタトゥ・ナ・カネ ミロオン・ギタトゥ・ナ・カネ

35 mirongo itatu na gatanu ミロオンゴ・イタトゥ・ナ・ガタアヌ ミロオン・ギタトゥ・ナ・ガタアヌ

36 mirongo itatu na gatandatu ミロオンゴ・イタトゥ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ ミロオン・ギタトゥ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ

37 mirongo itatu na karindwi ミロオンゴ・イタトゥ・ナ・カリイングウィ ミロオン・ギタトゥ・ナ・カリイングウィ

38 mirongo itatu n'umunani ミロオンゴ・イタトゥ・ヌムナニ ミロオン・ギタトゥ・ヌムナニ

39 mirongo itatu n'icyenda ミロオンゴ・イタトゥ・ニチェ【エ】ンダ ミロオン・ギタトゥ・ニチェ【エ】ンダ

40 mirongo ine ミロオンゴ・イネ ミロオン・ギネ

41 mirongo ine na rimwe ミロオンゴ・イネ・ナ・リムゲ ミロオン・ギネ・ナ・リムゲ

42 mirongo ine na kabiri ミロオンゴ・イネ・ナ・カビリ ミロオン・ギネ・ナ・カビリ

43 mirongo ine na gatatu ミロオンゴ・イネ・ナ・ガタトゥ ミロオン・ギネ・ナ・ガタトゥ

44 mirongo ine na kane ミロオンゴ・イネ・ナ・カネ ミロオン・ギネ・ナ・カネ

45 mirongo ine na gatanu ミロオンゴ・イネ・ナ・ガタアヌ ミロオン・ギネ・ナ・ガタアヌ

46 mirongo ine na gatandatu ミロオンゴ・イネ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ ミロオン・ギネ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ

47 mirongo ine na karindwi ミロオンゴ・イネ・ナ・カリイングウィ ミロオン・ギネ・ナ・カリイングウィ

48 mirongo ine n'umunani ミロオンゴ・イネ・ヌムナニ ミロオン・ギネ・ヌムナニ

49 mirongo ine n'icyenda ミロオンゴ・イネ・ニチェ【エ】ンダ ミロオン・ギネ・ニチェ【エ】ンダ

50 mirongo itanu ミロオンゴ・イタアヌ ミロオン・ギタアヌ

51 mirongo itanu na rimwe ミロオンゴ・イタアヌ・ナ・リムゲ ミロオン・ギタアヌ・ナ・リムゲ

52 mirongo itanu na kabiri ミロオンゴ・イタアヌ・ナ・カビリ ミロオン・ギタアヌ・ナ・カビリ

53 mirongo itanu na gatatu ミロオンゴ・イタアヌ・ナ・ガタトゥ ミロオン・ギタアヌ・ナ・ガタトゥ
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54 mirongo itanu na kane ミロオンゴ・イタアヌ・ナ・カネ ミロオン・ギタアヌ・ナ・カネ

55 mirongo itanu na gatanu ミロオンゴ・イタアヌ・ナ・ガタアヌ ミロオン・ギタアヌ・ナ・ガタアヌ

56 mirongo itanu na gatandatu ミロオンゴ・イタアヌ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ ミロオン・ギタアヌ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ

57 mirongo itanu na karindwi ミロオンゴ・イタアヌ・ナ・カリイングウィ ミロオン・ギタアヌ・ナ・カリイングウィ

58 mirongo itanu n'umunani ミロオンゴ・イタアヌ・ヌムナニ ミロオン・ギタアヌ・ヌムナニ

59 mirongo itanu n'icyenda ミロオンゴ・イタアヌ・ニチェ【エ】ンダ ミロオン・ギタアヌ・ニチェ【エ】ンダ

60 mirongo itandatu ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ

61 mirongo itandatu na rimwe ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ナ・リムゲ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ナ・リムゲ

62 mirongo itandatu na kabiri ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ナ・カビリ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ナ・カビリ

63 mirongo itandatu na gatatu ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ナ・ガタトゥ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ナ・ガタトゥ

64 mirongo itandatu na kane ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ナ・カネ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ナ・カネ

65 mirongo itandatu na gatanu ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ナ・ガタアヌ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ナ・ガタアヌ

66 mirongo itandatu na gatandatu ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ

67 mirongo itandatu na karindwi ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ナ・カリイングウィ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ナ・カリイングウィ

68 mirongo itandatu n'umunani ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ヌムナニ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ヌムナニ

69 mirongo itandatu n'icyenda ミロオンゴ・イタアン【ダ】トゥ・ニチェ【エ】ンダ ミロオン・ギタアン【ダ】トゥ・ニチェ【エ】ンダ

70 mirongo irindwi ミロオンゴ・イリイングウィ ミロオン・ギリイングウィ

71 mirongo irindwi na rimwe ミロオンゴ・イリイングウィ・ナ・リムゲ ミロオン・ギリイングウィ・ナ・リムゲ

72 mirongo irindwi na kabiri ミロオンゴ・イリイングウィ・ナ・カビリ ミロオン・ギリイングウィ・ナ・カビリ

73 mirongo irindwi na gatatu ミロオンゴ・イリイングウィ・ナ・ガタトゥ ミロオン・ギリイングウィ・ナ・ガタトゥ

74 mirongo irindwi na kane ミロオンゴ・イリイングウィ・ナ・カネ ミロオン・ギリイングウィ・ナ・カネ

75 mirongo irindwi na gatanu ミロオンゴ・イリイングウィ・ナ・ガタアヌ ミロオン・ギリイングウィ・ナ・ガタアヌ

76 mirongo irindwi na gatandatu ミロオンゴ・イリイングウィ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ ミロオン・ギリイングウィ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ

77 mirongo irindwi na karindwi ミロオンゴ・イリイングウィ・ナ・カリイングウィ ミロオン・ギリイングウィ・ナ・カリイングウィ

78 mirongo irindwi n'umunani ミロオンゴ・イリイングウィ・ヌムナニ ミロオン・ギリイングウィ・ヌムナニ

79 mirongo irindwi n'icyenda ミロオンゴ・イリイングウィ・ニチェ【エ】ンダ ミロオン・ギリイングウィ・ニチェ【エ】ンダ

80 mirongo inani ミロオンゴ・イナニ ミロオン・ギナニ

81 mirongo inani na rimwe ミロオンゴ・イナニ・ナ・リムゲ ミロオン・ギナニ・ナ・リムゲ

82 mirongo inani na kabiri ミロオンゴ・イナニ・ナ・カビリ ミロオン・ギナニ・ナ・カビリ

83 mirongo inani na gatatu ミロオンゴ・イナニ・ナ・ガタトゥ ミロオン・ギナニ・ナ・ガタトゥ

84 mirongo inani na kane ミロオンゴ・イナニ・ナ・カネ ミロオン・ギナニ・ナ・カネ

85 mirongo inani na gatanu ミロオンゴ・イナニ・ナ・ガタアヌ ミロオン・ギナニ・ナ・ガタアヌ

86 mirongo inani na gatandatu ミロオンゴ・イナニ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ ミロオン・ギナニ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ

87 mirongo inani na karindwi ミロオンゴ・イナニ・ナ・カリイングウィ ミロオン・ギナニ・ナ・カリイングウィ

88 mirongo inani n'umunani ミロオンゴ・イナニ・ヌムナニ ミロオン・ギナニ・ヌムナニ

89 mirongo inani n'icyenda ミロオンゴ・イナニ・ニチェ【エ】ンダ ミロオン・ギナニ・ニチェ【エ】ンダ

90 mirongo icyenda ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ

91 mirongo icyenda na rimwe ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ナ・リムゲ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ナ・リムゲ

92 mirongo icyenda na kabiri ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ナ・カビリ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ナ・カビリ

93 mirongo icyenda na gatatu ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ナ・ガタトゥ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ナ・ガタトゥ

94 mirongo icyenda na kane ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ナ・カネ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ナ・カネ

95 mirongo icyenda na gatanu ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ナ・ガタアヌ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ナ・ガタアヌ

96 mirongo icyenda na gatandatu ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ナ・ガタアン【ダ】トゥ

97 mirongo icyenda na karindwi ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ナ・カリイングウィ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ナ・カリイングウィ

98 mirongo icyenda n'umunani ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ヌムナニ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ヌムナニ

99 mirongo icyenda n'icyenda ミロオンゴ・イチェ【エ】ンダ・ニチェ【エ】ンダ ミロオン・ギチェ【エ】ンダ・ニチェ【エ】ンダ

100 ijana イジャナ 同左

※こちらの資料もご活用ください： 「バントゥー諸語 ３言語の数詞体系の起源の比較」キニアルワンダ語・標準スワヒリ語・コンゴスワヒリ語（PDF）
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