
ア行 カピポン① キラン ゴーーー コン⑦ シャカシャカ②
アセアセ① カピポン② キランキラン ゴーカンカン① コン⑧ シャカシャカ③
アセアセ② カラ ギリギリ ゴーカンカン② コン⑨ シャカシャカ④
アホ カラーン① キン① ゴーカンカン③ ゴン シャカポン①
イソイソ① カラーン② キン② ゴーシャララン コンコン① シャカポン②
イソイソ② カラカラ① キン③ コーン コンコン② シャキ
イテッ カラカラ② キン④ コケ コンコン③ シャキーン①
イヒヒ① ガラガラ① キンキン ココココ① サ行 シャキーン②
イヒヒ② ガラガラ② グイグイ ココココ② ザーザー① シャキーン③
イヒヒ③ ガラガラ③ グオン ココン① ザーザー② ジャジャーン
イヒヒ④ カラカラン① グシャ ココン② ザーザー③ ジャジャジャーン
イヒヒ⑤ カラカラン② グジャ コシコシ① ザーザー④ シャッ
イヒヒ⑥ カラコロ クシャクシャ① コシコシ② ザーザー⑤ ジャッジャッ
イヒヒ⑦ カララン クシャクシャ② コシコシ③ ザク ジャラ①
イヒヒ⑧ ガリ グジャグジャ コシコシ④ サクサク① ジャラ②
イヒヒ⑨ カリカリ クチャクチャ① ゴシゴシ① サクサク② シャラーン
イライラ① カリン クチャクチャ② ゴシゴシ② ザクザク① シャラシャラ①
イライラ② カン① クチャクチャ③ ゴシゴシ③ ザクザク② シャラシャラ②
イライラ③ カン② グチョ ゴシゴシ④ ザクン シャラシャラ③
ウヒヒ カン③ グニャグニャ① ゴソゴソ ザッ① シャラシャラ④
ウワーン カン④ グニャグニャ② コチョコチョ ザッ② ジャラジャラ①
カ行 カン⑤ グニャグニャ③ コツ① ザッ③ ジャラジャラ②
カー カンカン グニャグニャ④ コツ② サッサカ ジャラジャラ③
ガー① ギー グニャグニャ⑤ コツコツ① サッサッ① ジャラジャラ④
ガー② キーン① グリグリ コツコツ② サッサッ② ジャラジャラ⑤
ガーガー キーン② グロ ゴテゴテ ザッザッ ジャラジャラ⑥
カーン① キーン③ グワーン コト サバサバ ジャラジャラ⑦
カーン② キコキコ グワワーン コトン ザラ シャララン①
カーン③ キシキシ グワン ゴトン サラサラ① シャララン②
カーン④ キチキチ ケコ① コビコビ サラサラ② シャララン③
カーン⑤ キビキビ① ケコ② ゴメンゴメン サラサラ③ シャララン④
カキ キビキビ② ゲコ ゴリゴリ ザラザラ ジャララン
カキコキ キャピキャピ ケシケシ① コロ ザララ シャラン①
カコ キャン ケシケシ② コロコロ① ザララン シャラン②
カコカコ ギューギュー① ケシケシ③ コロコロ② ザラン ジャラン①
カシャカシャ① ギューギュー② ケシケシ④ コロコロ③ ザリ ジャラン②
カシャカシャ② ギューギュー③ ケチョン コロコロ④ ザワザワー ジャラン③
カタ① ギューギュー④ ケバケバ① ゴロゴロ ザワワー ジャラン④
カタ② キューン ケバケバ② コロコロン① ザワン ジャラン⑤
カタカタ① キュキュ① ケバケバ③ コロコロン② ザン① シャランシャラン
カタカタ② キュキュ② ケバケバ④ コロコロン③ ザン② ジャランジャラン
カタコト キュキュ③ ケバケバ⑤ コロリン サンサン シャランラン
カチカチ キュキュ④ ケラケラ コロロン① ザンザン シャリ
ガチャ キュキュ⑤ ケロ① コロロン② シコシコ① ジャリ
カチャカチャ① キュッキュッ① ケロ② ゴロロン シコシコ② シャリシャリ①
カチャカチャ② キュッキュッ② ケロケロ コロン① シコシコ③ シャリシャリ②
カチャカチャ③ キュッキュッ③ ゲロゲロ① コロン② シコシコ④ ジャリジャリ①
ガチャガチャ キュッキュッ④ ゲロゲロ② ゴロン ジタバタ ジャリジャリ②
ガチャン キュッキュッ⑤ ゲロゲロ③ ゴワゴワ シャーキン シャリン
カツ① ギュッギュッ① ケロリン① コン① シャーン① ジャワン
カツ② ギュッギュッ② ケロリン② コン② シャーン② シャワーン
カツ③ ギュッギュッ③ ケロロ コン③ ジャーン① シャン①
ガッ キュルキュル① ケロロン① コン④ ジャーン② シャン②
カツカツ キュルキュル② ケロロン② コン⑤ ジャーン③ シャン③
カッチン キラキラ ケロロン③ コン⑥ シャカシャカ① シャン④
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ジャン① ゾワワー チャンチャン② ナ行 ピッピッピッ ブイ
ジャン② ゾワン チャンチャン③ ニャー ヒャー ブゥゥ
シャンシャン① ゾン チャンチャン④ ニャゴ ビャーン プゥゥ
シャンシャン② タ行 チリーン ニヤニヤ ピャン プオ
シャンシャン③ タカタン チリチリ① ネトネト① ヒュー① ブオー
シャンシャン④ タタン チリチリ② ネトネト② ヒュー② プオー
シャンシャン⑤ タラ チリリ ネトネト③ ヒュー③ ブオーン
シャンシャン⑥ タララン① チリリン① ノリノリ① ピュー① プオーン①
ジャンジャン① タララン② チリリン② ノリノリ② ピュー② プオーン②
ジャンジャン② ダララン チリリン③ ノリノリ③ ピュー③ プオプオ
シューン タラン チリン ノリノリ④ ヒュードロロ プッ
ジュリ ダラン チリンチリン ノリノリ⑤ ヒューン① プップ
ジュルー チーン① チロリロ ノリノリ⑥ ヒューン② プップー①
ジュルジュル チーン② チロリン ノリノリ⑦ ヒューン③ プップー②
ジュルルー チーン③ チン① ノリノリ⑧ ピューン① プップー③
シュワーン チーン④ チン② ノリノリ⑨ ピューン② プップー④
ジョワン チーン⑤ チン③ ハ行 ビュオー プップッ
ジリリ チーン⑥ ツクダン バーン ピュオー プッププー
スイスイ① チカチカ ツルツル パーン① ピュッ プニョプニョ
スイスイ② チクタク デブデブ パーン② ピュッピュー ブブー
スー① チッチッ テン パーン③ ヒュルヒュル ブブーブブー
スー② チャーン① ドキドキ パオ ピュルピュル プポ
ズー チャーン② ドコドン パオパオ ピュルル プホン
スースー チャーン③ トッ パカポコ ヒュルルル プヨン
スベスベ① チャーン④ ドッ① パカラパカラ ピヨ① ブルブル①
スベスベ② チャカチャカ① ドッ② パキ ピヨ② ブルブル②
スベスベ③ チャカチャカ② ドッドッ① パキポキ ピヨーン① プワー
スベスベ④ チャキ ドッドッ② バタバタ ピヨーン② フワフワ
スベスベ⑤ チャチャチャ トットット パタパタ ピョーン③ ブワブワ
ズラー チャッ ドド バタン ピヨーン④ ペコ
スラスラ① チャッチャッ トトト パチパチ ヒョコヒョコ ペコパコ
スラスラ② チャッチャッチャ① トトン① ハデハデ① ピョコピョコ ペコペコ
スラスラ③ チャッチャッチャ② トトン② ハデハデ② ピヨピヨ ベリ
ズリズリ チャプチャプ ドドン① ハデハデ③ ピヨヨン ペロ
ズルー チャラ ドドン② ハデハデ④ ピヨン① ベロン
スルスル チャラップ ドロローン ハデハデ⑤ ピヨン② ホー①
セカセカ① チャラララ ドロロン バババーン ピョンピョン① ホー②
セカセカ② チャララン① トン① パパン ピョンピョン② ホー③
ゾーン チャララン② トン② パピポン ピヨンポヨン① ホゥ
ゾロゾロ チャララン③ トン③ パラ ピヨンポヨン② ポー①
ソワソワ① チャラン① トン④ パラーン ビリ ポー②
ソワソワ② チャラン② ドン⑤ バンバンバーン ヒロビロ ポー③
ソワソワ③ チャラン③ ドン⑥ ピー① ピン ボーヨン
ソワソワ④ チャランラン ドン⑦ ピー② ピンピン ポーヨン
ソワソワ⑤ チャリ ドン⑧ ピーヨン フー① ホーワ
ゾワゾワ① チャリチャリ ドンガ ピーン① フー② ポーン①
ゾワゾワ② チャリラン ドンドコ ピーン② ブー① ポーン②
ゾワゾワ③ チャリン① ドンドコドン ピーン③ ブー② ポカ①
ゾワゾワ④ チャリン② トントン ピキーン プー① ポカ②
ゾワゾワ⑤ チャリンカチャ トンドン ピチョピチョ① プー② ポカーン
ゾワゾワ⑥ チャワーン ドンドン① ピチョピチョ② プー③ ホカホカ
ゾワゾワ⑦ チャン① ドンドン② ピチン プー④ ポカポカーン
ゾワゾワ⑧ チャン② ドンドン③ ピッ① プー⑤ ポカン①
ゾワゾワ⑨ チャン③ ドンドンバーン ピッ② ブーブー ポカン②
ゾワゾワ⑩ チャンチャン① ドンパ ピッピッ プーワン ポカンポカン
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ポキ① ポン⑧
ポキ② ポン⑨
ポキポキ ポン⑩
ポク① ポン⑪
ポク② ポンカン
ポクポク① ポンシャカ①
ポクポク② ポンシャカ②
ボケ ポンパン
ボケー① ポンポコ
ボケー② ポンポコポン
ポケー ボンボン①
ポコ ポンポン②
ポコパコ ポンポン①
ポジャン① ポンポン②
ポジャン② ポンポン③
ボソボソ ポンポン④
ポソポソ ポンポン⑤
ポッ ポンポン⑥
ポッカン マ行
ホッホ モタモタ①
ポッポ モタモタ②
ホッホー① モチモチ①
ホッホー② モチモチ②
ポッポー① モチモチ③
ポッポー② ヤ行
ポッポー③ ユルユル
ポッポッポ ヨタヨタ
ポトン ヨレヨレ
ポプ ラ行
ポポン① リーン①
ポポン② リーン②
ポヤン リリリン①
ボヨーン リリリン②
ポヨーン① リリン　
ポヨーン② リン
ボヨボヨ ルンルン
ボヨヨン ワ行
ポヨヨン ワイワイ①
ボヨン ワイワイ②
ポロン ワクワク①
ホワーン ワクワク②
ポワーン① ワクワク③
ポワーン② ワクワク④
ポワーン③ ワクワク⑤
ホワワン ワシャワシャ
ホワン ワリイワリイ
ポワン ワン
ボン
ポン①
ポン②
ポン③
ポン④
ポン⑤
ポン⑥
ポン⑦
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